JAEA-Technology
2016-007
DOI:10.11484/jaea-technology-2016-007

(Part II)

第2回

再処理施設の定期的な評価報告書

The Second Periodic Safety Review Report of Tokai Reprocessing Plant
白井 更知

三浦 靖

立花 郁也

和家 純一

福田 一仁

大森 悟

中野 貴文

永里 良彦

Nobutoshi SHIRAI, Yasushi MIURA, Ikuya TACHIBANA, Satoru OMORI
Junichi WAKE, Kazuhito FUKUDA, Takafumi NAKANO and Yoshihiko NAGASATO

バックエンド研究開発部門
核燃料サイクル工学研究所
再処理技術開発センター
技術部
Technology Development Department
Tokai Reprocessing Technology Development Center
Nuclear Fuel Cycle Engineering Laboratories
Sector of Decommission and Radioactive Waste Management

July 2016
Japan Atomic Energy Agency

日本原子力研究開発機構

本レポートは国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が不定期に発行する成果報告書です。
本レポートの入手並びに著作権利用に関するお問い合わせは、下記あてにお問い合わせ下さい。
なお、本レポートの全文は日本原子力研究開発機構ホームページ（http://www.jaea.go.jp）
より発信されています。
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 研究連携成果展開部 研究成果管理課
〒319-1195 茨城県那珂郡東海村大字白方 2 番地4
電話 029-282-6387, Fax 029-282-5920, E-mail:ird-support@jaea.go.jp
This report is issued irregularly by Japan Atomic Energy Agency.
Inquiries about availability and/or copyright of this report should be addressed to
Institutional Repository Section,
Intellectual Resources Management and R&D Collaboration Department,
Japan Atomic Energy Agency.
2-4 Shirakata, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken 319-1195 Japan
Tel +81-29-282-6387, Fax +81-29-282-5920, E-mail:ird-support@jaea.go.jp
© Japan Atomic Energy Agency, 2016

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

目次
1.

はじめに ........................................................................ 1
1.1

定期的な評価の評価対象期間及び評価の作業期間 ................................. 1

1.2

報告書の構成 ................................................................. 2

2.

東海再処理施設の概要 ............................................................ 4
2.1

東海再処理施設の設置経緯 ..................................................... 4

2.2

東海再処理施設の立地状況 ..................................................... 9

2.2.1

施設周辺の環境 ........................................................... 9

2.2.2

東海再処理施設の施設等の配置 ............................................ 10

2.3

2.3.1

工程の特徴及び概要 ...................................................... 13

2.3.2

設備の概要 .............................................................. 14

2.4

東海再処理施設の運転実績 .................................................... 25

2.4.1

ホット試験及び使用前検査 ................................................ 25

2.4.2

操業運転の開始 .......................................................... 26

2.4.3

処理日数の増加 .......................................................... 26

2.4.4

計画停止の導入 .......................................................... 27

2.4.5

試験施設の運転実績 ...................................................... 27

2.4.6

東海再処理施設の現況 .................................................... 28

2.5
3.

東海再処理施設の工程及び設備の概要 .......................................... 13

東海再処理施設に係る組織 .................................................... 36

保安活動の実施状況の評価 ....................................................... 41
3.1

品質保証活動 ................................................................ 41

3.1.1

品質保証活動の取り組みに関する主な経緯 .................................. 42

3.1.2

再処理事業規則に基づく原子力保安に係る品質保証活動 ...................... 42

3.1.3

その他の品質保証活動(品質保証の国際規格に基づく製品に係る品質保証活動) .. 45

3.1.4

評価 .................................................................... 46

3.1.5

今後の取り組み .......................................................... 46

3.2

運転管理 .................................................................... 53

3.2.1

調査対象期間における東海再処理施設の運転に係る背景 ...................... 53

3.2.2

運転体制の整備 .......................................................... 57

3.2.3

運転要領書類の整備 ...................................................... 59

3.2.4

運転業務 ................................................................ 62

3.2.5

教育・訓練 .............................................................. 63

3.2.6

運転計画の策定 .......................................................... 65

3.2.7

運転実績の確認 .......................................................... 66

3.2.8

評価 .................................................................... 66

3.2.9

今後の取り組み .......................................................... 66

3.3

保守管理 .................................................................... 71

iiii

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

3.3.1

各種点検・検査とその結果を受けた設備の整備 .............................. 71

3.3.2

計画的な設備保全の実施 .................................................. 73

3.3.3

主な設備保全実績 ........................................................ 73

3.3.4

設備保全の情報管理及び活用 .............................................. 75

3.3.5

耐震性向上対策工事及び東北地方太平洋沖地震に伴う取り組み ................ 75

3.3.6

評価 .................................................................... 77

3.3.7

今後の取り組み .......................................................... 78

3.4

核燃料物質管理 ............................................................. 116

3.4.1

計量管理 ............................................................... 116

3.4.2

核物質防護 ............................................................. 119

3.4.3

評価 ................................................................... 121

3.4.4

今後の取り組み ......................................................... 121

3.5

放射線管理 ................................................................. 124

3.5.1

放射線管理 ............................................................. 124

3.5.2

環境モニタリング ....................................................... 128

3.5.3

評価 ................................................................... 130

3.5.4

今後の取り組み ......................................................... 130

3.6

放射性廃棄物管理 ........................................................... 149

3.6.1

放射性気体廃棄物 ....................................................... 149

3.6.2

放射性液体廃棄物 ....................................................... 150

3.6.3

放射性固体廃棄物 ....................................................... 154

3.6.4

評価 ................................................................... 157

3.6.5

今後の取り組み ......................................................... 157

3.7

事故・故障等発生時の対応及び緊急時の措置 ................................... 173

3.7.1

事故・故障等の発生時及び緊急時の対応体制 ............................... 173

3.7.2

通報連絡 ............................................................... 175

3.7.3

資機材の整備 ........................................................... 178

3.7.4

避難誘導 ............................................................... 178

3.7.5

原因究明及び対策の実施 ................................................. 179

3.7.6

報告 ................................................................... 180

3.7.7

情報公開 ............................................................... 180

3.7.8

教育・訓練 ............................................................. 180

3.7.9

評価 ................................................................... 181

3.7.10

今後の取り組み ........................................................ 181

3.8

安全文化の醸成活動 ......................................................... 195

3.8.1

安全文化の醸成活動の導入の経緯 ......................................... 195

3.8.2

安全文化の醸成活動の仕組み ............................................. 196

3.8.3

東海再処理施設における安全文化の醸成活動の実施状況 ..................... 199

iv
ii

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

3.8.4

安全文化の醸成活動の改善状況 ........................................... 202

3.8.5

安全文化の醸成活動の浸透状況 ........................................... 204

3.8.6

事故・故障等の経験反映状況 ............................................. 205

3.8.7

評価 ................................................................... 212

3.8.8

今後の取り組み ......................................................... 213

3.9
4.

保安活動の実施状況の評価のまとめ ........................................... 238
最新の技術的知見の反映状況の評価 ............................................. 249

4.1

最新の技術的知見の調査・評価内容及び方法 ................................... 249

4.2

最新の技術的知見及びその反映状況 ........................................... 249

4.2.1

安全研究成果 ........................................................... 249

4.2.2

国内外の再処理施設等の運転経験から得られた教訓 ......................... 250

4.2.3

技術開発成果 ........................................................... 261

4.2.4

その他の最新の技術的知見 ............................................... 266

4.3
5.

最新の技術的知見の反映状況の評価のまとめ ................................... 334
高経年化対策 ................................................................. 335

5.1

5.1.1

技術評価対象機器・構築物の選定 ......................................... 337

5.1.2

技術評価手順 ........................................................... 338

5.1.3

高経年化技術評価結果 ................................................... 341

5.2

6.

経年変化に関する技術的な評価 ............................................... 337

耐震安全性評価 ............................................................. 415

5.2.1

評価対象機器 ........................................................... 415

5.2.2

評価手順 ............................................................... 417

5.2.3

耐震安全性評価結果 ..................................................... 418

5.3

長期保全計画の策定 ......................................................... 418

5.4

経年変化に関する技術的な評価のまとめ ....................................... 418

まとめ ........................................................................ 419
6.1

保安活動の実施状況の評価 ................................................... 419

6.2

最新の技術的知見の反映状況の評価 ........................................... 420

6.3

経年変化に関する技術的な評価 ............................................... 420

6.4

今後の取り組み ............................................................. 420

参考文献 .......................................................................... 421
付録 1

東海再処理施設の定期的な評価（高経年化対策）―分離精製工場（主排気筒を含む）―
......................................................................... 427

付録 2

東海再処理施設の定期的な評価（高経年化対策）―プルトニウム転換技術開発施設―
.......................................................................... 569

付録 3

東海再処理施設の定期的な評価（高経年化対策）―高放射性廃液貯蔵場― ......... 629

v
iii

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

付録 4

東海再処理施設の定期的な評価（高経年化対策）―ウラン貯蔵所

第二ウラン貯蔵所

第三ウラン貯蔵所― ........................................................ 691
付録 5

東海再処理施設の定期的な評価（高経年化対策）―ウラン脱硝施設― ............. 703

付録 6

東海再処理施設の定期的な評価（高経年化対策）―ガラス固化技術開発施設― ..... 727

付録 7

東海再処理施設の定期的な評価（高経年化対策）―アスファルト固化体貯蔵施設―
.......................................................................... 803

付録 8

東海再処理施設の定期的な評価（高経年化対策）―第二アスファルト固化体貯蔵施設―
.......................................................................... 813

付録 9

東海再処理施設の定期的な評価（高経年化対策）―高放射性固体廃棄物貯蔵庫― ... 823

付録 10 東海再処理施設の定期的な評価（高経年化対策）―第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設―
.......................................................................... 833
付録 11 東海再処理施設の定期的な評価（高経年化対策）―廃棄物処理場― ............... 843
付録 12 東海再処理施設の定期的な評価（高経年化対策）―分析所― ..................... 855
付録 13 東海再処理施設の定期的な評価（高経年化対策）―ユーティリティ施設及び中央運転
管理室― .................................................................. 867
付録 14 東海再処理施設の定期的な評価（高経年化対策）―中間開閉所― ................. 911
付録 15 東海再処理施設の定期的な評価（高経年化対策）―第二中間開閉所― ............. 927
付録 16 東海再処理施設の定期的な評価（高経年化対策）―海中放出管― ................. 943

vi
iv

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

Contents
1.

Introduction ............................................................. 1

1.1

Evaluation periods and drafting period for the periodic safety review . 1

1.2

Construction of this report ........................................... 2

2.

Summary of Tokai Reprocessing Plant (TRP) ................................ 4

2.1

TRP establishment ..................................................... 4

2.2

TRP environment ....................................................... 9

2.2.1

The environment around TRP ........................................ 9

2.2.2

The facility layout of TRP ....................................... 10

2.3

Brief summary of TRP process and installations ....................... 13

2.3.1

Characteristic and summary of the process ........................ 13

2.3.2

Brief summary of installations ................................... 14

2.4

The operation history of TRP ......................................... 25

2.4.1

The hot test and the inspection before use ....................... 25

2.4.2

Operation start .................................................. 26

2.4.3

Extension of operation period .................................... 26

2.4.4

Introduction of periodical stoppages ............................. 27

2.4.5

The operation histories of development facilities ................ 27

2.4.6

Present situation of TRP ......................................... 28

2.5
3.

Organization of TRP .................................................. 36
Evaluation of safety activity implementation ............................ 41

3.1

Quality assurance activities ......................................... 41

3.1.1

Summary history about QA activities .............................. 42

3.1.2

QA activities of nuclear safety based on the regulation .......... 42

3.1.3

Other QA activities .............................................. 45

3.1.4

Evaluation ....................................................... 46

3.1.5

Future effort .................................................... 46

3.2

Operation management ................................................. 53

3.2.1

Background about TRP operation in the evaluation period .......... 53

3.2.2

Establishment of the operation organization ...................... 57

3.2.3

The operation manuals preparation ................................ 59

3.2.4

Operation work ................................................... 62

3.2.5

Instructions and exercises ....................................... 63

3.2.6

Operation planning ................................................ 65

3.2.7

Confirmation of operation records ................................ 66

3.2.8

Evaluation ....................................................... 66

vii
v

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

3.2.9
3.3

Future effort .................................................... 66

Maintenance management ............................................... 71

3.3.1

Checks and tests, and equipment maintenances ..................... 71

3.3.2

Scheduled equipment maintenances ................................. 73

3.3.3

Record of main equipment maintenances ............................ 73

3.3.4

Management and utilization of information of equipment maintenance
................................................................. 75

3.3.5

Seismic improvement works and efforts against the 2011 off the Pacific
coast of Tohoku Earthquake ........................................ 75

3.3.6

Evaluation ....................................................... 77

3.3.7

Future effort .................................................... 78

3.4

Nuclear material control ............................................ 116

3.4.1

Nuclear material control ........................................ 116

3.4.2

Physical Protection ............................................. 119

3.4.3

Evaluation ...................................................... 121

3.4.4

Future effort ................................................... 121

3.5

Radiation control ................................................... 124

3.5.1

Radiation control ............................................... 124

3.5.2

Environmental monitoring ........................................ 128

3.5.3

Evaluation ...................................................... 130

3.5.4

Future effort ................................................... 130

3.6

Radioactive waste management ........................................ 149

3.6.1

Radioactive gaseous effluent .................................... 149

3.6.2

Radioactive liquid waste ........................................ 150

3.6.3

Radioactive solid waste ......................................... 154

3.6.4

Evaluation ...................................................... 157

3.6.5

Future effort ................................................... 157

3.7

Schemes for accident, breakdown and emergency ....................... 173

3.7.1

Accident, breakdown and emergency response system ............... 173

3.7.2

Communication system ............................................ 175

3.7.3

Equipment preparation ........................................... 178

3.7.4

Evacuation guidance ............................................. 178

3.7.5

Cause investigation and its practice control .................... 179

3.7.6

Report .......................................................... 180

3.7.7

Information disclosure .......................................... 180

3.7.8

Instructions and exercises ...................................... 180

viii
vi

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

3.7.9

Evaluation ...................................................... 181

3.7.10 Future effort ................................................... 181
3.8

Fostering activity of safety culture ................................ 195

3.8.1

Background of introduction of the fostering activity of safety culture
................................................................ 195

3.8.2

Mechanism of the fostering activity of safety culture ........... 196

3.8.3

Implementation status of the fostering activity of TRP’s safety culture
............................................................... 199

3.8.4

Improvement status of the fostering activity for safety culture . 202

3.8.5

Pervading status of the fostering activity for safety culture ... 204

3.8.6

Reflection status of experience in accidents and breakdowns ..... 205

3.8.7

Evaluation ...................................................... 212

3.8.8

Future effort ................................................... 213

3.9

Conclusion of the evaluation of status of safety activity implementation
.................................................................... 238

4. Evaluation of reflection status of latest technical knowledge ........... 249
4.1

Evaluation items and methods of latest technical knowledge .......... 249

4.2

Reflecting status of latest technical knowledge ..................... 249

4.2.1

Safety research results ......................................... 249

4.2.2

Lessons from operation experiences at nuclear plants in/out of Japan
................................................................ 250

4.2.3

Technology development results .................................. 261

4.2.4

Other latest technical knowledges ............................... 266

4.3

Conclusion of evaluation of reflection status of latest technical knowledges
.................................................................... 334

5. Countermeasures against high aging degradation .......................... 335
5.1

Technical evaluation about aging degradation ......................... 337

5.1.1

Selection of components and structures for technical evaluation . 337

5.1.2

Technical evaluation procedure ................................ 338

5.1.3

Technical evaluation results .................................. 341

5.2

Earthquake-proof safety evaluation .................................. 415

5.2.1

Components for evaluation ....................................... 415

5.2.2

Evaluation procedure ............................................ 417

5.2.3

Result of earthquake-proof safety evaluation .................... 418

5.3

Planning measures about long term process maintenance ............... 418

5.4

Conclusion of technical evaluation about aging degradation .......... 418

ix
vii

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

6.

Conclusion ............................................................ 419

6.1

Evaluation of status of safety activity implementation .............. 419

6.2

Evaluation of reflection status of latest technical knowledges ...... 420

6.3

Technical evaluation about aging degradation ........................ 420

6.4

Future effort ....................................................... 420

References .................................................................. 421
Appendix.1 TRP

periodic safety

review (countermeasures

against

high aging

degradation) -Main Plant and Main Stack-......................... 427
Appendix.2 TRP

periodic safety

review (countermeasures

against

high aging

degradation) - Plutonium Conversion Development Facility- ........ 569
Appendix.3 TRP

periodic safety

review (countermeasures

against

high aging

degradation) - High Active Liquid Waste Storage - ................ 629
Appendix.4 TRP

periodic safety

review (countermeasures

against

high aging

degradation) -Uranium Product Storage, 2nd Uranium Product Storage and
3rd Uranium Product Storage- .................................... 691
Appendix.5 TRP

periodic safety

review (countermeasures

against

high aging

degradation) -Uranium Denitration Facility- ...................... 703
Appendix.6 TRP

periodic safety

review (countermeasures

against

high aging

degradation) -Tokai Vitrification Facility- ...................... 727
Appendix.7 TRP

periodic safety

review (countermeasures

against

high aging

degradation) -Low Active Liquid Waste Asphalt Solidification Storage................................................................ 803
Appendix.8 TRP

periodic safety

review (countermeasures

against

high aging

degradation) -2nd Low Active Liquid Waste Asphalt Solidification
Storage- ........................................................ 813
Appendix.9 TRP

periodic safety

review (countermeasures

against

high aging

degradation) -High Active Solid Waste Storage- ................... 823
Appendix.10 TRP periodic safety review (countermeasures against high aging
degradation) -2nd High Active Solid Waste Storage- ............... 833
Appendix.11 TRP periodic safety review (countermeasures against high aging
degradation) -Auxiliary Active Facilities- ....................... 843
Appendix.12 TRP periodic safety review (countermeasures against high aging
degradation) -Central Building-.................................. 855

x
viii

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

Appendix.13 TRP periodic safety review (countermeasures against high aging
degradation) -Reprocessing Facility Utility Center and Central Control
Station- ........................................................ 867
Appendix.14 TRP periodic safety review (countermeasures against high aging
degradation) -Switching Station for TRP-......................... 911
Appendix.15 TRP periodic safety review (countermeasures against high aging
degradation) -2nd Switching Station for TRP - .................... 927
Appendix.16 TRP periodic safety review (countermeasures against high aging
degradation) -Sea Discharge Line-................................ 943

xi
ix

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

図リスト
図 1.1-1

評価対象期間及び評価の作業期間 ............................................. 2

図 2.2-1

日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所の周辺状況（平成 26 年 9 月末現
在） ...................................................................... 11

図 2.2-2

東海再処理施設の施設配置図 ................................................ 12

図 2.3-1

東海再処理施設工程図 ...................................................... 22

図 2.4-1

使用済燃料の再処理実績 .................................................... 29

図 2.5-1

東海再処理施設に係る保安組織 .............................................. 37

図 3.1-1

東海再処理施設の原子力保安に係る品質保証及び国際規格に基づく製品に係る品質保
証に係る文書体系（平成 26 年 9 月末現在） ................................... 48

図 3.1-2

東海再処理施設の原子力保安に係る品質保証活動組織（平成 26 年 9 月末現在） ... 49

図 3.2-1

規定・基準類及び運転要領書の体系（平成 26 年 9 月末現在） ................... 68

図 3.3-1

作業の安全管理に関する基本体制と作業責任者認定制度に基づく認定対象者 ...... 79

図 3.4-1

再処理技術開発センター計量管理組織図（平成 26 年 9 月末現在） .............. 122

図 3.4-2

核燃料物質計量管理区域(MBA)及び主要測定点(KMP) ........................... 123

図 3.5-1

東海再処理施設の集団線量推移 ............................................. 132

図 3.5-2

環境試料等の採取又は測定場所（周辺監視区域内）
（平成 26 年 9 月末現在） ..... 133

図 3.5-3

環境試料等の採取又は測定場所（周辺監視区域外）
（平成 26 年 9 月末現在） ..... 134

図 3.5-4

海洋試料採取場所：その 1（平成 26 年 9 月末現在） .......................... 135

図 3.5-5

海洋試料採取場所：その 2（平成 26 年 9 月末現在） .......................... 136

図 3.5-6

年ごとの経路別の被ばく線量(平成 7 年以降は年度(4 月～3 月)での評価値） ..... 137

図 3.6-1

東海再処理施設の放射性廃棄物の主な処理・貯蔵フロー ....................... 158

図 3.6-2

低放射性固体廃棄物（固化体を含む）の貯蔵量（平成 26 年 9 月末現在） ........ 159

図 3.6-3

使用済燃料の処理量及び放射性気体廃棄物の放出量 ........................... 160

図 3.6-4

使用済燃料の処理量及び放射性液体廃棄物の放出量 ........................... 161

図 3.6-5

高放射性液体廃棄物の貯蔵量 ............................................... 162

図 3.6-6

低放射性液体廃棄物の濃縮液の発生量と貯蔵量 ............................... 163

図 3.6-7

スラッジの発生量と貯蔵量 ................................................. 164

図 3.6-8

廃溶媒の発生量と貯蔵量 ................................................... 165

図 3.6-9

ガラス固化技術開発施設の工程概略図 ....................................... 166

図 3.6-10 ガラス固化体の製造量と保管量 ............................................. 167
図 3.6-11 低放射性廃棄物処理技術開発施設の工程概略図 ............................... 168
図 3.6-12 低放射性固体廃棄物の発生量と貯蔵量 ....................................... 169
図 3.6-13 高放射性固体廃棄物の発生量と貯蔵量 ....................................... 170
図 3.7-1

現地対策本部組織図（平成 26 年 9 月末現在） ................................ 182

図 3.7-2

現場対応班組織図（平成 26 年 9 月末現在） .................................. 183

図 3.7-3

緊急通報連絡体制（平日日勤）（平成 26 年 9 月末現在） ....................... 184

xii
x

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

図 3.7-4

緊急通報連絡体制（夜間休日）（平成 26 年 9 月末現在） ....................... 185

図 3.8-1

松浦宣言 ................................................................. 214

図 3.8-2

東海再処理施設における安全文化の醸成活動に係るアンケート調査結果（平成 26 年）
......................................................................... 215

図 3.8-3

核燃料サイクル工学研究所内水平展開の基本的な手順 ......................... 216

図 3.8-4

機構内水平展開の基本的な手順 ............................................. 217

図 3.9-1

平成 16 年度から平成 26 年度までの東海再処理施設におけるトラブル件数の推移 . 248

図 5.1.2-1

高経年化技術評価及び長期保全計画の策定のフロー ......................... 342

xiii
xi

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

表リスト
表 2.1-1

東海再処理施設の設置に係る申請の経緯 ....................................... 6

表 2.1-2

東海再処理施設の主要施設の建設経緯（平成 26 年 9 月末現在） .................. 8

表 2.3-1

東海再処理施設の処理対象燃料 .............................................. 24

表 2.4-1

東海再処理施設の運転実績（平成 26 年 9 月末現在） ........................... 30

表 2.5-1

東海再処理施設に係る組織の業務概要（平成 26 年 9 月末現在） ................. 38

表 3.1-1

原子力保安に係る品質保証活動に関する内部審査及び監査・外部検査の受審実績 .. 50

表 3.1-2

国際規格に基づく製品に係る品質保証活動に関する内部・外部審査の受審実績 .... 52

表 3.2-1

勤務体制（平成 26 年 9 月末現在） ........................................... 69

表 3.2-2

保安教育・訓練の実施項目 .................................................. 70

表 3.2-3

共通教育の項目 ............................................................ 70

表 3.3-1

施設定期検査項目 .......................................................... 80

表 3.3-2

施設定期検査受検実績 ...................................................... 81

表 3.3-3

第 20 回施設定期検査受検実績 ............................................... 82

表 3.3-4

施設定期自主検査項目の全体概要 ............................................ 88

表 3.3-5

施設定期自主検査項目 ...................................................... 89

表 3.3-6

経年変化が起因となった主な故障の補修・改善実績 ........................... 92

表 3.3-7

設工認及び使用前検査の実施状況 ............................................ 94

表 3.3-8

新耐震指針に基づく耐震安全性評価を踏まえた耐震性向上対策工事 ............. 103

表 3.3-9

東北地方太平洋沖地震の概要 ............................................... 104

表 3.3-10 点検・評価の対象となる建物及び構築物 ..................................... 105
表 3.3-11 建物・構築物の点検結果 ................................................... 106
表 3.3-12 施設ごとの点検結果 ....................................................... 109
表 3.3-13 不具合事象及び対応状況一覧 ............................................... 111
表 3.5-1

区域区分の基準 ........................................................... 138

表 3.5-2

立入規制区域及び立入制限区域の設定基準 ................................... 138

表 3.5-3

放射線管理用定置式モニタ設備（平成 26 年 9 月末現在） ...................... 139

表 3.5-4

管理区域内の放射線作業区分 ............................................... 140

表 3.5-5

放射線業務従事者に対する原因調査レベル及び勧告レベルに係る線量 ........... 141

表 3.5-6

放射線業務従事者の 1 年間の線量分布 ....................................... 142

表 3.5-7

陸上環境放射能監視計画（平成 26 年 9 月末現在） ............................ 143

表 3.5-8

海洋環境放射能監視計画（平成 26 年 9 月末現在） ............................ 144

表 3.5-9

平成 22 年度第 3 四半期海洋環境放射能監視結果と平常の変動幅との比較（I.海洋放出
に係わる監視項目） ....................................................... 145

表 3.5-10 平成 22 年度第 3 四半期陸上環境放射能監視結果と平常の変動幅との比較（II.その他
の保安規定で定める監視項目） ............................................. 146

xiv
xii

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

表 3.5-11 平成 26 年度第 2 四半期海洋環境放射能監視結果と平常の変動幅との比較（I.海洋放出
に係わる監視項目） ....................................................... 147
表 3.5-12 平成 26 年度第 2 四半期陸上環境放射能監視結果と平常の変動幅との比較（II.その他
の保安規定で定める監視項目） ............................................. 148
表 3.6-1

放射性気体廃棄物の年間最大放出量 ......................................... 171

表 3.6-2

放射性液体廃棄物の年間最大放出量 ......................................... 172

表 3.7-1

各作業班の任務（平成 26 年 9 月末現在） .................................... 186

表 3.7-2

外部機関への通報連絡を要した東海再処理施設におけるトラブル等一覧 ......... 190

表 3.8-1

安全文化の醸成及び法令等の遵守活動計画及び活動目標（平成 26 年度） ........ 218

表 3.8-2

東海再処理施設における安全文化の醸成活動に係るアンケート調査結果（平成 21 年、
平成 22 年、平成 24 年） ................................................... 219

表 3.8-3

法令報告事象未満の事象等における事故・故障等の経験反映状況 ............... 220

表 3.8-4

再処理技術開発センター内水平展開の概略 ................................... 234

表 4.2-1

国内の再処理施設等の運転経験から得られた教訓に係る措置状況 ............... 269

表 4.2-2

国外の再処理施設等の運転経験から得られた教訓に係る措置状況 ............... 302

表 4.2-3

東海再処理施設に反映された技術開発成果の概要とその適用状況 ............... 311

表 5.1.1-1

評価対象機器・構築物の選定の考え方 ..................................... 343

表 5.1.1-2

安全機能一覧 ........................................................... 344

表 5.1.1-3

評価対象機器・構築物一覧 ............................................... 345

表 5.1.2-1

カテゴリ及びグループ一覧 ............................................... 376

表 5.1.2-2

評価対象機器における消耗品・定期取替品リスト ........................... 378

表 5.1.2-3

東海再処理施設で想定される経年変化事象の抽出結果 ....................... 382

表 5.1.2-4

実測値を用いた評価の妥当性について ..................................... 390

表 5.1.2-5

文献値を用いた評価の妥当性について ..................................... 410

表 5.1.3-1

各施設のカテゴリ別評価結果概要 ......................................... 414

xv
xiii

This is a blank page.

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

付録 1

東海再処理施設の定期的な評価
（高経年化対策）

―分離精製工場（主排気筒を含む）―

-- 427
427 --

This is a blank page.

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

1.

分離精製工場（主排気筒を含む）の概要
分離精製工場は、再処理施設の主工程である使用済燃料の受入れ及び貯蔵、せん断、溶解、

抽出及び分離、精製、ウラン脱硝、プルトニウム製品の貯蔵、気体廃棄物の処理、高放射性
廃液及び中放射性廃液の処理、高放射性廃液の貯蔵、濃縮ウラン溶解槽の遠隔補修技術の開
発等を行う施設である。
本施設はL型で、地下1階（一部地下3階）、地上6階でペントハウスを有し、鉄筋コンクリー
ト造（一部鉄骨造）で、原則として、内側鉄筋コンクリート造のセル、その外側の建家の壁
による二重の構造であり、建家は岩盤に直接支持されている。
セル又はこれに準ずる構築物には主要な工程及び保守区域が、これらの外側には操作室等
が配置され、大部分のセルはほぼ地下3階から地上3階に配置されている。4階から6階には操
作区域、排気フィルタ室、弁操作室、中央制御室、試薬調整室、入気室、送排風機室並びに
真空室等が配置されている。
主排気筒は鉄筋コンクリート造、高さ地上約90ｍであり、分離精製工場のせん断工程等の
廃気を放射性気体処理工程で処理した後、各建家の換気と合わせ、排気中の放射性物質が放
出基準値以下であることを確認しつつ、環境へ放出する施設である。
2.

経年変化に関する技術評価

2.1

技術評価対象機器・構築物の選定

分離精製工場（主排気筒を含む）の機器・構築物のうち、高経年化技術評価の対象となる
機器・構築物を、「第2回
築物の選定

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.1技術評価対象機器・構

表5.1.1-1評価対象機器・構築物の選定の考え方及び表5.1.1-2 安全機能一覧」

に基づき抽出した。抽出した結果を「表2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構

築物一覧」に示す。
2.2

評価手順

高経年化技術評価を合理的に実施するために、表2.1-1で選定した機器・構築物を、建家構
築物等、塔槽類、ドリップトレイ等、貯蔵容器等、換気設備、冷却水設備、圧縮空気設備、
非常用電源系統、計測制御系統、共通設備、その他設備にカテゴリ化し、さらに、各カテゴ
リ内で、機器の構造（型式）、使用環境、材質等により各種機器をグループ化した。グルー
プ化した各種機器の中から、使用条件（運転時間、温度、容量等）等を考慮して、経年変化
を評価する上で、最も厳しい機器を代表機器として選定し評価を実施した。選定した結果を
「表2.2-1

代表機器の選定結果」に示す。

表2.2-1に示す代表機器について、「第2回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.2技術

評価手順」に基づき評価を実施した。
2.3

経年変化に関する技術的な評価の結果

本項は、分離精製工場（主排気筒を含む）のうち安全機能を有する機器、構築物等を対象
に実施した経年変化に関する技術的な評価結果の概要を述べる。
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2.3.1

建家構築物等

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を
検討した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.1.1

建家構築物等のコンクリートの塩害

平成9年から平成10年にかけて各施設の外壁や主排気筒の外面に対して鉄筋位置での塩化
物濃度を測定しており、鉄筋位置での塩化物濃度の増加傾向は鉄筋を腐食させる濃度
0.052%2.3.1.1-1)に対して、分離精製工場及び主排気筒は着工から約26年から約27年経過した時
点で0.021%～0.028%であった。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられず、鉄筋を腐食させる濃度0.052%に対して、塩化物
濃度は0.030%～0.040%程度であり進展傾向は極めて小さいと考えられる。
な お 、 平 成 26年 に シ ュ ミ ッ ト ハ ン マ を 用 い た 反 発 度 測 定 を 行 っ た 結 果 、 設 計 基 準 強 度
20.58N/mm2に対して26.10N/mm2～46.40N/mm2であり、十分な強度を有していることから塩害に
よる圧縮強度への波及的な影響がないことを確認した。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後も、1回/10年の頻度でシュミットハンマを用いた反発度測定を継続して実施し、当該
事象の進展に係るデータの蓄積を図る。
2.3.1.2

建家構築物等のコンクリートの中性化

平成9年から平成10年にかけて施設の外壁や主排気筒の外面に対して中性化深さを測定し
ており、平均かぶり深さ41.75mm～65.5mmに対して、着工から約26年から約27年経過した時点
で中性化深さ2.1mm～4.9mmであった。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられず、平均かぶり深さ41.75mm～65.5mmに対して、中性
化深さ3.0mm～7.1mm程度であり進展傾向は極めて小さいと考えられる。
な お 、 平 成 26年 に シ ュ ミ ッ ト ハ ン マ を 用 い た 反 発 度 測 定 を 行 っ た 結 果 、 設 計 基 準 強 度
20.58N/mm2に対して26.10N/mm2～46.40N/mm2であり、十分な強度を有していることから中性化
による圧縮強度への波及的な影響がないことを確認した。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後も、1回/10年の頻度でシュミットハンマを用いた反発度測定を継続して実施し、当該
事象の進展に係るデータの蓄積を図る。
2.3.1.3

建家構築物等のコンクリートのアルカリ骨材反応

着工から約44年経過し、施設においてこれまでに亀甲状のひび割れ等は確認されていない。
アルカリ骨材反応は「反応性のある骨材の使用」が原因であり、その反応はコンクリート施
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工時から進むことから、現状アルカリ骨材反応に起因する特有の亀甲状のひび割れ等は認め
られておらず、「反応性のある骨材の使用」はないと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
な お 、 平 成 26年 に シ ュ ミ ッ ト ハ ン マ を 用 い た 反 発 度 測 定 を 行 っ た 結 果 、 設 計 基 準 強 度
20.58N/mm2に対して26.10N/mm2～46.40N/mm2であり、十分な強度を有していることからアルカ
リ骨材反応による圧縮強度への波及的な影響がないことを確認した。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後も、1回/10年の頻度でシュミットハンマを用いた反発度測定を継続して実施し、当該
事象の進展に係るデータの蓄積を図る。
2.3.1.4

建家等の構造体の機械振動による損傷

着工から約44年経過し、施設においてこれまでの点検により、動的機器の設置部周辺にお
いて有害なひび割れは発生していない。また、定期的な動的機器の運転状態（振動、異音等）
の確認及び外観目視により、兆候を検知することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し補修することができるため、有
害なひび割れは発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.5

建家等の構造体の全面腐食、孔食

当該部位は炭素鋼製で、表面は常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境にな
く

2.3.1.5-1)

、これまでにわずかな発錆があるが、明らかな全面腐食及び孔食による減肉は生じ

ていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.6

セル等の構造体の放射線による影響

放射線による影響が生じないことが確認されている中性子線照射量及びγ線吸収量は、1
×1020n/cm 2 、2×108Gyであり 2.3.1.6-1)、高放射性廃液貯槽にて、最大量を貯蔵したと仮定した
場合においても、着工から約44年経過した時点で、中性子線照射量は約2.7×1013n/cm2、γ線
吸収量は約9.9×107Gyであった。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。なお、次回の高経年化技術評価までの事象の
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進展は、放射線による影響が生じないことが確認されている中性子線照射量1×10 20n/cm 2又は
γ線吸収量2×108Gyに対して、中性子線照射量約3.3×10 13n/cm2又はγ線吸収量約1.3×108Gy
であると考えられ、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.7

貯蔵プール等のライニングの全面腐食、孔食

当該部位の表面は、純水と接しているため、腐食を促進させる環境になく、これまでに全
面腐食及び孔食は発生していないと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.8

鉄骨構造物の本体の全面腐食、孔食

当該部位は、塗装により金属を腐食の原因となる環境から遮断しているとともに、定期的
な外観目視点検により必要に応じて再塗装を行っているため、わずかな発錆があるが、全面
腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し再塗装することができるため、
全面腐食及び孔食による減肉は極めて小さいと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2

塔槽類

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を
検討した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.2.1

溶解槽の本体等の全面腐食

溶解槽の本体等の全面腐食については、以下に示すように、進展傾向が極めて小さいか、
又は当該事象に対して適切な保全を実施していることから高経年化対策上重要な事象には該
当しないと判断した。
（1）濃縮ウラン溶解槽（242R10、R11、R12）の本体
濃縮ウラン溶解槽（242R10、R11、R12：計 3 基）においては、これまでの肉厚測定
結果より腐食の進展を評価したところ、R10、R11 では年間 0.09mm/y 程度（年間 40t 処
理のうち 10t を当該機器で処理することを想定）、R12 では年間 0.08mm/y 程度(年間 40t
処理のうち 20t を当該機器で処理することを想定)の進展が見込まれ、残存肉厚が目標
値(7mm)に達するまでに R10 で約 480 バッチ、R11 で約 80 バッチ、R12 では約 4,120 バ
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ッチの処理が可能であることを確認した。
なお、溶解槽 R12 については、前回定期評価時の腐食の進展速度に比べ、その値に
差異（前回：0.06mm/年、今回：0.08mm/年）が見られるが、これは測定回数が平成 15
年と平成 18 年の 2 回のみであり、前回定期評価時は平成 15 年の測定値と設計値を原
点（0 バッチ使用、減肉量 0mm）とした腐食速度を算出し、第 2 回では平成 18 年の測
定値を追加して回帰直線を求め、腐食速度を算出したもので、測定回数が少ないため、
測定誤差等に起因する測定値のばらつきの影響で腐食速度に差異が発生したと考える。
このため、今後は運転状態を勘案しつつ測定を行うことにより、より精度の高い腐食
速度を算出し、次回定期評価に反映することとする。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、濃縮ウラン溶解槽の
うち R10、R11 では、今後も、1 回/年の超音波肉厚測定（不使用の場合を除く）を継続
し、安全機能の維持に必要な肉厚は 5.2mm に対し残存肉厚が 7mm を下回らないよう使用
回数を制限することから、安全機能に影響を及ぼす減肉は発生しないと考えられる。ま
た、R12 においても、1 回/10 年の超音波肉厚測定（不使用の場合を除く）を継続し、安
全機能の維持に必要な肉厚は 5.2mm に対し残存肉厚が 7mm を下回らないよう使用回数を
制限することから、安全機能に影響を及ぼす減肉は発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後も、当該事象の進展の予測精度向上のため、1 回/年又は 1 回/10 年（不使用の
場合を除く）の頻度で超音波肉厚測定を実施し、腐食データの蓄積を図る。
（2）濃縮ウラン溶解槽の燃料装荷バスケット
当該部位は、運転時に腐食が進行するため、腐食量は使用回数（バッチ数）に依存
する。また、当該部位の初期肉厚は R10、R11 においては 6mm、R12 においては 5mm で
あるが、構造強度上必要な肉厚は 1mm で十分であり、この肉厚を確保することにより
安全機能を維持することができる。
当該部位の腐食速度は、R12 用燃料装荷バスケットにおいて平成 26 年に実施した肉
厚測定結果から 0.0028mm/バッチである。
現在使用している燃料装荷バスケットは、平成 26 年の肉厚測定結果より、残存肉厚
は最小で、R10 で 3.9mm、R11 で 4.1mm、R12 で 4.7mm であり、必要肉厚 1mm に到達する
までの使用可能回数は R10 で約 1,030 バッチ、R11 で約 1,100 バッチ、R12 で約 1,320
バッチである。
なお、前回定期評価時の腐食速度に比べ、腐食速度に差異（前回：0.0022mm/バッチ、
今回：0.0028mm/バッチ）が見られるが、これは前回と今回で燃料装荷バスケット肉厚測
定方法及び評価方法を変更しており、これが腐食速度の差異の原因であると考えられる。
前回定期評価時の燃料装荷バスケットの肉厚測定は、平成 11 年に溶解槽 R12 の燃料
バスケットを廃棄した時にバスケットを切断し、切断面の肉厚をノギスにより測定し
たものである。また、燃料装荷バスケットの初期肉厚を設計値（5mm）として腐食評価
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を実施している。一方、今回の定期評価では、平成 25 年に実施した超音波厚さ計の測
定値を採用し、また初期肉厚についても、平成 11 年に測定した使用前検査時の超音波
厚さ計の測定値を採用している。
前回と今回定期評価の測定方法を比較した場合、今回定期評価の評価手法の方が、
初期肉厚が実測されている点及び非破壊による継続的な測定が可能である点から、よ
り精度の高い測定方法であると考えられる。今後は今回の評価手法に則り、運転状態
を勘案しつつ測定を実施し、次回定期評価に反映することとする。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、当該部位は腐食に
対して十分な肉厚を有しており、今後の使用回数を考慮しても安全機能に影響を及ぼ
す減肉は発生しないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考えられる。また、
濃縮ウラン溶解槽の燃料装荷バスケットの 1 回/10 年の肉厚測定（不使用の場合を除く）
を継続し、残存肉厚が 1mm を下回らないよう使用回数を制限することから、安全機能
に影響を及ぼす減肉は発生しないと考えられる。
以上より、事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機
能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考
えられる。
今後も、当該事象の進展の予測精度向上のため、1 回/10 年（不使用の場合を除く）
の頻度で超音波肉厚測定を実施し、腐食データの蓄積を図る。
2.3.2.2

蒸発缶類の本体等の全面腐食、孔食

（1）蒸発缶類（SUS310 系）の全面腐食
高放射性廃液蒸発缶（271E20）において、平成 8 年に実施した高放射性廃液蒸発缶
（271E10）の加熱蒸気配管の肉厚測定結果から、最大の腐食速度は液浸部より温度が
高い気液界面近傍の約 3.7×10-5mm/h であった。このことから、加熱蒸気配管より温度
が低い当該部位における腐食速度は、最大で 3.7×10 -5 mm/h 程度であると考えられる。
当該機器は、これまで累積約 22,500 時間運転しており、腐食代 5mm に対して減肉量
は 0.84mm 程度と考えられる。
次回の高経年化技術評価まで約 40t の燃料処理を行い、供用を仮定した場合も、使用
条件及び環境に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられず、事象の進展は、運転時
間は約 24,900 時間となり、腐食代 5mm に対して減肉量は 0.93mm 程度と考えられる。
以上より、全面腐食の進展傾向は極めて小さく、高経年化対策上着目すべき経年変
化事象には該当しないと考えられる。
今後も、当該事象の進展の予測精度向上のため、約 60,000 時間（今後運転可能な時
間約 121,000 時間の約半分の時間）運転した時点で内面接液部と同じ材料で使用温度
がより高温である加熱蒸気配管の肉厚測定を実施し、腐食データの蓄積を図る。
（2）蒸発缶類（SUS304系）の全面腐食
ウラン溶液蒸発缶（第１段）において、平成26年に実施した肉厚測定の結果、減肉
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量は最大で0.20mm程度であり、腐食速度は約3.1×10-6mm/hであった。この腐食速度か
ら、現時点（累積約64,700時間運転）における減肉量は、腐食代1mmに対して0.20mm程
度と考えられる。
次回の高経年化技術評価まで約40tの燃料処理を行い、供用を仮定した場合も、使用
条件及び環境に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられず、事象の進展は、運転
時間は約67,100時間となり、腐食代5mmに対して減肉量は0.21mm程度と考えられる。
以上より、全面腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安
全機能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しない
と考えられる。
なお、前回定期評価での腐食速度は 5.7×10-6mm/h であり、今回の評価における腐食
速度 3.1×10-6mm/h との違いについては、測定ポイント及び測定ポイント数の違いによ
るものと考える。
今後は、今回と同じ測定ポイントで実施すること及び測定回数が増えることで精度
が上がるものと考える。
今後も、当該事象の進展の予測精度向上のため、1回/10年（不使用の場合を除く）
の頻度で超音波肉厚測定を実施し、腐食データの蓄積を図る。
（3）蒸発缶類（チタン系、ウラン溶液）の全面腐食
文 献 に 示 さ れ た 3mol/l の 沸 騰 硝 酸 溶 液 中 の チ タ ン 材 の 腐 食 速 度 は 最 大 1.1 ×
10-5-mm/hであり 2.3.2.2-1)、2.3.2.2-2)、当該機器が取り扱う硝酸は濃度が低く（約0.5mol/l）、
また、腐食の抑制因子となるウランを含んでいるが、当該部位における腐食速度を1.1
×10-5mm/hと想定する。
この腐食速度から、現時点（累積約16,200時間運転）における減肉量は腐食代1mmに
対して0.18mm程度と考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化が
なく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
なお、当該部位は、チタン製であり、沸点近傍の硝酸ウラン溶液（硝酸濃度：約
0.5mol/l） を 取 り 扱 っ て い る 。 ウ ラ ン は 硝 酸 溶 液 中 の チ タ ン の 腐 食 速 度 を 抑 制
する 2.3.2.2-1)こと及び当該部位より硝酸濃度が高いことから、当該部位に対し、文献に
示された3mol/lの沸騰硝酸溶液中におけるチタン材の最大の腐食速度1.1×10 -5mm/h
を用いて当該部位の腐食の進展を評価することは保守的と考える。
以上より、全面腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安
全機能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しな
いと考えられる。
今後も、当該事象の進展の予測精度向上のため、1回/10年（不使用の場合を除く）
の頻度で超音波肉厚測定を実施し、腐食データの蓄積を図る。
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（4）蒸発缶類（チタン系、プルトニウム溶液）の全面腐食
プルトニウム溶液蒸発缶については、これまでに実施した肉厚測定の結果から、加
熱部で1.1×10-5mm/h 2.3.2.2-3)、塔部で1.6×10-5mm/hである。この腐食速度から、現時点
（加熱部：累積36,300時間運転、塔部：累積28,300時間運転）における減肉量は、腐
食代1mmに対して、加熱部で0.4mm程度、塔部で0.46mmと考えられる。なお、塔部につい
ては前回定期評価時の最大腐食速度（1.5×10-5mm/h）に比べ、腐食速度にわずかな変化が
見られる。これは、第2回

再処理施設の定期的な評価において2006年～2008年の測定デー

タを追加した影響と考えられる。今後は、運転状態を勘案しつつ測定を実施し、次回定
期評価に反映することとする。
次回の高経年化技術評価まで約40tの燃料処理を行い、供用を仮定した場合も、使用
条件及び環境に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられず、事象の進展は、総運
転時間は加熱部で39,200時間、塔部で31,200時間となり、腐食代1mmに対して減肉量は
加熱部で0.43mm程度、塔部で0.50mm程度と考えられる。
以上より、全面腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安
全機能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しない
と考えられる。
今後も、当該機器においては、非伝熱部における1回/年（不使用の場合を除く）の
超音波肉厚測定を継続し、腐食データの蓄積を図る。
（5）配管（チタン、プルトニウム溶液）の全面腐食
当該部位の腐食環境は、本体（加熱部）のプルトニウム溶液が配管内に浸漬し、伝
熱により本体（加熱部）の非伝熱部と同等に温度が上昇すると考えられることから、
腐食速度は本体（加熱部）の非伝熱部と同等と考えられる。
本体（加熱部）の非伝熱部における最大腐食速度は、これまでに実施した肉厚測定
の結果から、1.1×10-5mm/hである。この腐食速度から、現時点（累積47,100時間運転）
における減肉量は、肉厚2.9mmに対して0.52mm程度と考えられる。
次回の高経年化技術評価まで約40tの燃料処理を行い、供用を仮定した場合も、使用条
件及び環境に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられず、事象の進展は、総運転時
間50,000時間程度となり、減肉量は肉厚2.9mmに対して0.55mm程度と考えられる。
以上より、全面腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安
全機能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しない
と考えられる。
（6）弁類（SUS316L、プルトニウム溶液）の全面腐食、孔食
当該部位は、定期的（不使用の場合を除く）な外観目視により漏れの確認を行って
おり、これまでに、全面腐食及び孔食による漏れは発生していないことから、事象の
進展は極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化が
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なく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機
能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考
えられる。
2.3.2.3

蒸発缶類のガスケットの劣化

当該部位は、定期的（不使用の場合を除く）な外観目視により劣化による漏れの確認を行
っており、劣化の進展を検知し交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化がなく、
経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、現状保
全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を防止するこ
とができる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.4

溶液系槽類の本体の全面腐食

（1）槽類（高放射性廃液系、貯槽系）
当該グループの代表機器である高放射性廃液貯槽の本体に対し、平成 15 年（約 25
年経過時）に実施した肉厚測定結果は 18.3mm～19.5mm であり、設計肉厚 19mm に対し
て有意な減肉は見られなかった。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられず、肉厚測定結果の最小値（18.3mm）
を用いて腐食速度を算出したとしても 0.028mm/y 程度であり、この腐食速度を用いた
場合の減肉量は、腐食代 6mm に対して 1.4mm 程度と考えられる。
以上より、全面腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安
全機能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しない
と考えられる。
（2）槽類（プルトニウム・ウラン溶液系）
当該グループの代表機器であるプルトニウム製品貯槽において槽内の溶液へのステ
ンレス鋼の成分の溶出量から推算した腐食速度は最大 0.0015mm/y 程度であり、これま
で約 38 年間運転しており、腐食代 1mm に対して減肉量は 0.06mm 程度と考えられる。な
お、前回定期評価時の最大腐食速度（0.001mm/y）に比べ、腐食速度にわずかな変化が見ら
れる。これは、評価期間（液の移動が無い期間）が、本評価期間においては 6～7 年間であ
るのに対し、前回評価期間においては約 4 年間であることから、腐食期間の違いによる腐食
量の変化の影響と考えられる。今後は運転状態を勘案しつつ測定を実施し、次回定期評
価に反映することとする。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化が
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なく、経年変化傾向の乖離は考えられず、事象の進展は、総使用期間約 48 年となり、
腐食代 1mm に対し減肉量は 0.07mm 程度と考えられる。
以上より、全面腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安
全機能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しない
と考えられる。
今後も、当該機器においては、1 回/10 年の頻度でステンレス鋼の成分の溶出量測定
による腐食量の確認を継続し、腐食データの蓄積を図る。
（3）槽類（溶解液系・その他）
当該グループの代表機器である洗浄液受槽が取り扱う溶液は溶解液又はハルを洗浄
した溶液（5mol/l 硝酸溶液）である。当該機器と同様に溶解液に接するパルスフィル
タ給液槽について、平成 5 年（使用期間約 15 年、累積処理数約 680tU）の内面観察に
おいて、貯槽内面に金属光沢があり、有意な腐食がなかったことから、当該機器にお
いても溶解液による事象の進展傾向は極めて小さいと考えられる。
また、硝酸による腐食の進展については、文献で示された硝酸溶液中のステンレス
鋼 の 腐 食 速 度 が 0.0025mm/y で あ る こ と か ら

2.3.2.4-1)

、当該機器の腐食速度は最大

0.0025mm/y 程度であり、これまで約 38 年間運転しており、減肉量は腐食代 1mm に対し
て減肉量は 0.09mm 程度と考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化が
なく、経年変化傾向の乖離は考えられず、事象の進展は総使用期間約 48 年となり、減
肉量は 0.12mm 程度と考えられる。
以上より、全面腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安
全機能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しない
と考えられる。
（4）槽類（アルカリ溶液系）
当該グループの代表機器である第 2 溶媒洗浄器が取り扱う溶液は水酸化ナトリウム
水溶液（約 1mol/l）である。また、文献で示された水酸化ナトリウム水溶液（約 10mol/l）
中のステンレス鋼の腐食速度は、最大で 0.0025mm/y であることから

2.3.2.4-2)

、当該機器

の腐食速度は最大で 0.0025mm/y 程度であると考えられる。当該機器は、これまで約 38
年間使用しており、減肉量は腐食代 1mm に対して 0.09mm 程度と考えられる。なお、平
成 26 年 12 月に実施した内部観察では、有害な腐食は観察されなかった。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化が
なく、経年変化傾向の乖離は考えられず、事象の進展は総使用期間約 48 年となり、腐
食代 1mm に対して減肉量は 0.12mm 程度と考えられる。
以上より、全面腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安
全機能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しない
と考えられる。
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今後も、1 回/10 年（不使用の場合を除く）の頻度で内部点検を実施し、当該事象が
進展していないことを確認する。
2.3.2.5

槽類（プルトニウム・ウラン溶液系）の中性子吸収材の中性子吸収能力低下

当該部位は、中性子を吸収するカドミウムを約6.1×1026個含有しているのに対し、これま
での中性子発生数が約2.5×1017個であることから、事象の進展は極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化がなく、
経年変化傾向の乖離は考えられず、事象の進展は総使用期間約48年となり、中性子発生数が
約3.2×1017個であると考えられる。
以上より、事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維
持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.6

SUS304系炉類の本体の全面腐食、孔食、エロージョン

当該部位は、定期的（不使用の場合を除く）な分解整備における目視による有害な腐食の
有無の確認を行っており、約38年間使用した時点においても、有害な全面腐食、孔食及びエ
ロージョンによる減肉は見られていないことから、事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後も、定期的（不使用の場合を除く）な分解整備おける外観目視点検の継続、並びに当
該事象の進展の予測精度向上のための1回/10年程度（不使用の場合を除く）の頻度で超音波
肉厚測定を継続し、腐食データの蓄積を図る。
2.3.2.7

SUS304系炉類の本体の緩み

当該部位は、定期的（不使用の場合を除く）に分解点検による緩みの確認を行っており、
これまでに緩みは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全を継続することにより、事象の兆候を検知し増し締めすることができるため、事象
の進展を防止することができる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.8

ジェットポンプ本体の全面腐食

平成5年（作動時間：約5,600時間）に予防保全の観点で更新工事を実施しており、その際
の既設配管の開先寸法検査の結果、減肉は確認されていないことから、事象の進展傾向は極
めて小さいと考えられる。
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次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維
持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.9

ターボ型ポンプの全面腐食、孔食

当該部位は、運転時のみプルトニウム溶液と接し、これまでの運転時間が約 69 時間である。
また、常時接液する環境であるプルトニウム製品貯槽における溶液へのステンレス鋼の成分
の溶出量から推算した腐食速度は最大 0.0015mm/y 程度であることから、当該部位における事
象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化がなく、
経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.10

ターボ型ポンプの疲労

当該部位における発生応力は疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労割れは発生
していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
疲労限界以上の応力が発生することは考え難いため、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.11

ターボ型ポンプの摩耗

当該部位は、ポンプ使用時（毎回）における運転状態（振動、異音等）の確認を行ってお
り、摩耗による異常な振動及び異音を検知し、交換を行うことができる。なお、これまでに、
摩耗による異常な振動及び異音は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を防止
することができる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.12

ターボ型ポンプの緩み

当該部位は、ポンプ使用時（毎回）における運転状態（振動、異音等）の確認を行ってお
り、緩みによる異常な振動及び異音を検知し、増し締めを行うことができる。なお、これま
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でに、緩みによる異常な振動及び異音は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めすることができるため、事象の進展を
防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.13

ターボ型ポンプの絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応
じて交換を行うことができる。なお、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を防止
することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3

ドリップトレイ等

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を
検討した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.3.1

ドリップトレイ、グローブボックスの缶体、パネル、弁の全面腐食、孔食

（1）ドリップトレイ
当該部位はステンレス鋼製で、表面は常時換気している屋内にあり、腐食を促進さ
せる環境になく 2.3.1.5-1)、定期的な外観目視点検（ITVカメラ）において、これまでに全
面腐食及び孔食は発生していないことから事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展は考えられず、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持
できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
（2）グローブボックスの缶体、パネル
当該部位はステンレス鋼製で、表面は常時換気している屋内にあり、腐食を促進さ
せる環境になく 2.3.1.5-1) 、定期的な外観目視点検において、これまでに全面腐食及び孔
食は発生していないことから、事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
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以上より、事象の進展は考えられず、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持
できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
（3）弁
当該部位は、定期的に外観目視による漏れの確認を行っており、全面腐食及び孔食
による漏れを検知し、交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるた
め、当該事象の進展を防ぐことができる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.2

ドリップトレイの中性子吸収性能低下

当該部位は、中性子を吸収するホウ素を約1.9×10 26個含有しているのに対し、これまでの
中性子発生数が約3.1×10 16個であることから、事象の進展は極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化がなく、
経年変化傾向の乖離は考えられず、事象の進展は総使用期間約48年程度となり、中性子発生数
は約3.9×1016個であると考えられる。
以上より、事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維
持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.3

グローブボックスのパネル、パッキンの劣化

（1）グローブボックスのパネル
当該部位は、定期的に外観目視による割れの確認を行っており、劣化による割れを
検知し、点検結果に応じて交換を行うことができる。なお、これまでに劣化による割
れは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるた
め、当該事象の進展を防ぐことが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
（2）グローブボックスのパッキン
当該部位は、定期的に負圧測定を行っており、劣化による漏れを検知し、点検結果
に応じて交換を行うことができる。なお、これまでに劣化による漏れは発生していな
い。
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次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるた
め、当該事象の進展を防ぐことが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4

貯蔵容器等

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を
検討した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.4.1

燃料貯蔵バスケットの全面腐食、孔食、隙間腐食

当該部位はステンレス鋼製で、表面は純水と接しているため、腐食を促進させる環境にな
く、これまでに腐食は発生していないと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展は考えられず、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持でき
ることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5

換気設備

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を
検討した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.5.1

排風機の各部の全面腐食、孔食、加工フロー腐食

（1）建家・セル換気系の各部の全面腐食、孔食
当該部位は、屋内の大気又は建家・セルの廃気と接しており、定期的な目視確認の
結果において、これまでに全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていないこと
から、事象の進展傾向は極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機
能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考
えられる。
（2）槽類換気系の各部の全面腐食、加工フロー腐食
当該部位は、槽類廃気又は屋内の大気に接しており、槽類廃棄に接するケーシング
については、定期的な肉厚測定の結果、減肉は確認されていないことから、各部位に
おいても事象の進展傾向は極めて小さいと考えられる。また、屋内の大気に接する部
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位については、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境になく 2.3.1.5-1)、
これまでにわずかな発錆があるが、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じてい
ないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機
能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考
えられる。
2.3.5.2

換気系統の各部の全面腐食、孔食、加工フロー腐食

（1）建家・セル換気系のダクト・ケーシング等の全面腐食、孔食
当該部位は、炭素鋼製及びステンレス鋼製であり、建家及びセルの廃気又は風雨・
海水粒子と接している。
屋外（炭素鋼部）の外面は、主排気ダクトにおいて平成23年度に貫通孔が確認され
た。貫通孔が生じた原因は、主排気ダクトの雨水が滞留しやすい箇所で腐食及び塗装
の剥がれがあり、また、紫外線の影響を受ける箇所で塗装の白亜化が生じていたこと
で、これらの箇所に雨水や空気等が浸入又は浸透拡散したため、大気腐食及び塗装下
腐食が生じ、進展したものであった。このため、平成25年度に主排気筒側の矩形及び
異形ダクトに生じている貫通部、減肉部等について、鋼板と同等の強度を有する炭素
繊維強化樹脂（CFRP）等による補修を行った。また、主排気ダクト全体の再塗装を行
った。
本補修により主排気ダクトを腐食原因となる雨水や大気等から遮断しているととも
に、主排気ダクトの点検要領については、近接した施設屋上を利用した双眼鏡による外観目
視点検から、新たに足場を設置して点検者が接近したより詳細な外観目視点検へ改訂した。
改訂後の外観目視点検を定期的に実施することにより必要に応じて再塗装等を行って
いるため、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し再塗装することができる
ため、事象の進展傾向は極めて小さいと考えられる。
また、屋内（炭素鋼部）の内面は、定期的な外観目視点検を実施しており、これま
でに全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていないことから、事象の進展傾向
は極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機
能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考
えられる。
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（2）槽類換気系のダクト等の全面腐食、孔食、加工フロー腐食
当該部位の内面は、FP、硝酸ミスト、NOXを含む廃気に接しているが、平成16年、平
成18年及び平成26年に実施したダクトの肉厚測定の結果、減肉は確認されていないこ
とから、事象の進展は極めて小さいと考えられる。また、一部においては洗浄液（水
酸化ナトリウム水溶液等）に接しているが、この接液部においても平成23年に実施し
た洗浄塔のリサイクル配管（SUS304L製）の肉厚測定結果から事象の進展傾向は極めて
小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機
能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考
えられる。
2.3.5.3

排風機の各部の疲労

当該部位における発生応力が疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労割れが発生
していないことから、事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
疲労限界以上の応力が発生することは考え難いため、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.4

排風機の各部の摩耗

当該部位は、定期的な運転状態（振動、異音等）の確認を行っており、摩耗による異常な
振動及び異音等を検知し、交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を防止
することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.5

排風機、換気系統の排風機の緩み

当該部位は定期的な運転状態（振動、異音等）の確認を行っており、点検結果に応じて増
し締めを行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めすることができることから、事象の進
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展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.6

排風機、換気系統の劣化

（1）排風機、換気系統のシール材等
当該部位は、定期的な運転状態（異音等）の確認又は外観目視による点検を行って
おり、点検結果に応じて交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるた
め、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
（2）換気系統の炭素繊維強化樹脂部の劣化
当該部位は、平成23年度に主排気ダクトの一部に貫通孔が確認された事象に伴い、
平成25年度に貫通孔部を補修した箇所であり、ダクト外面部を定期的な外観目視によ
る点検を行うこととしており、剥離等を検知し再補修することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し再補修することができる
ため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.7

排風機の電動機の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、絶縁低下を検知し、点検結果に応じて
交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を防止
することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.8

換気系統の各部の詰まり

当該部位は、差圧又は流量の確認を行っており、流量低下等が発生した場合は、点検結果
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に応じて交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を防止
することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.9

排風機の各部の固着

当該部位は、定期的な運転状態（振動、異音等）の確認を行っており、固着を検知し、点
検結果に応じて交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を防止
することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.10

排風機の電動機の導通不良

当該部位は、定期的な電流値の確認を行っており、導通不良の生じる銅線及び接点等に異
常が発生した場合は交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を防止
することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.11

換気系統のダクト・フィルタケーシングの湿潤大気応力腐食割れ

当該部位の外面は、塗装により湿潤大気応力腐食割れの原因となる環境から遮断している
とともに、定期的な外観目視による点検を実施し、必要に応じて再塗装を行っているため、
これまでに湿潤大気応力腐食割れは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し再塗装することができるため、事象の進展を防
止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.6

冷却水設備

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を
検討した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.6.1

送水ポンプ、熱交換器、冷却水配管等の各部の腐食

（1）送水ポンプの各部の全面腐食、孔食、隙間腐食
当該部位はステンレス鋼製で、外面は常時換気している屋内にあり、腐食を促進さ
せる環境になく 2.3.1.5-1) 、これまでに明らかな減肉は生じていない。内面は工業用水又
は純水と接しているが、これまでの点検において明らかな全面腐食、孔食及び隙間腐
食は発生していないことから、事象進展傾向は極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機
能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考
えられる。
（2）熱交換器の各部の全面腐食、孔食
当該部位はチタン製で、外面は常時換気している屋内と、内面は工業用水又は純水
と接しており、腐食を促進させる環境になく、これまでの点検においても全面腐食及
び孔食による減肉は生じていないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考えら
れる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機
能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考
えられる。
（3）冷却水配管等の各部の全面腐食、孔食、隙間腐食、選択腐食
当該部位はステンレス鋼製で、外面は常時換気している屋内にあり、腐食を促進さ
せる環境になく 2.3.1.5-1) 、内面は工業用水又は純水と接しているが、これまでに全面腐
食、孔食、隙間腐食及び選択腐食は発生していないことから、事象進展傾向は極めて
小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機
能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考
えられる。
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2.3.6.2

送水ポンプの各部の疲労

当該部位における発生応力は疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労割れが発生
していないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維
持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.3

送水ポンプの各部の摩耗

当該部位は、定期的に運転状態（振動、異音等）の確認を行っており、摩耗による異常な
振動及び異音等を検知し交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を防止
することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.4

送水ポンプの各部の緩み

当該部位は、定期的に運転状態（振動、異音等）の確認を行っており、点検結果に応じて
増し締め又は交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めすることができるため、事象の進展を
防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.5

送水ポンプの電動機の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応
じて交換を行うことができる。また、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を防止
することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.6.6

送水ポンプの電動機の導通不良

当該部位は、定期的な電流値の確認を行っており、導通不良の生じる銅線及び接点等に異
常が発生した場合は交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を防止
することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.7

送水ポンプの各部の固着

当該部位は、定期的な運転状態（振動、異音等）の確認を行っており、点検結果に応じて
交換を行うことができる。また、これまでに固着による振動及び異音等は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を防止
することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.8

送水ポンプ、熱交換器、冷却水配管等のシール材等の劣化

当該部位は、定期的な運転状態の確認を行っており、点検結果に応じて交換を行うことが
できる。また、これまでに劣化による漏れは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を防止
することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.9

熱交換器、冷却水配管等の各部の詰まり

当該部位は、運転状態（流量等）の確認を行っており、流量低下等が発生した場合は、点
検結果に応じて詰まりの除去を行うことができる。また、これまでに詰まりによる流量低下
は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し詰まりを除去することができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
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以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.7

圧縮空気設備

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を
検討した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.7.1

付属設備の空気槽、弁類、配管等の全面腐食、孔食

当該部位は主に炭素鋼製であり、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境に
なく 2.3.1.5-1)、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていないことから、事象の進展傾
向は極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、仕様条件及び環境に変化がなく、
経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維
持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.7.2 付属設備のガスケットの劣化
当該部位は、定期的な運転状態（漏れ）の確認を行っており、点検結果に応じて交換を行
うことができる。また、これまでに劣化による漏れは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、仕様条件及び環境に変化がなく、
経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、これま
でと同様に現状保全を継続することにより、事象の兆候を検知し交換することができるため、
事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.8

非常用電源系統

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を
検討した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.8.1

受変電設備、動力分電盤の筺体の全面腐食、孔食

当該部位は、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境になく 2.3.1.5-1)、これま
でに全面腐食及び孔食は発生していないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考えら
れる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維
持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.8.2

受変電設備、動力分電盤の各部の導通不良

当該部位は、定期的な動作確認を実施しており、導通不良の生じる銅線及び接点等に異常
が発生した場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を防止
することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.8.3

受変電設備、動力分電盤の各部の固着

当該部位は、定期的な動作確認を実施しており、固着を検知し、異常が発生した場合は交
換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を防止
することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.8.4

受変電設備、動力分電盤の各部の特性変化

当該部位は、定期的な動作確認を実施しており、特性変化を生じる半導体等に異常が発生
した場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展による
安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.8.5

受変電設備、動力分電盤の各部の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を実施しており、絶縁低下を検知し、異常が発生した
場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を防止
することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
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着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.8.6

受変電設備のブスバーの緩み

当該部位は、定期的な外観検査を実施しており、異常が発生した場合は、確認結果によっ
て増し締めを行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化がなく、
経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、現状保
全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めすることができるため、事象の進展を防止す
ることが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9

計測制御系統

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を
検討した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.9.1

計測制御系統の全面腐食、孔食、隙間腐食

（1）計測制御系統の各部の全面腐食、孔食
当該部位の材料は炭素鋼及びステンレス鋼等であり、常時換気している屋内の大気
や純水に接している場合は、腐食を促進させる環境になく、これまでに腐食による明
らかな減肉は生じていないことから、事象の進展は極めて小さいと考えられる。また、
蒸気に接している場合は、定期的な肉厚測定を実施しており、これまでに腐食による
明らかな減肉は生じていないことから、事象の進展は極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が
維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えら
れる。
（2）計測制御系統の圧空作動弁の全面腐食、孔食、隙間腐食
当該部位の材料は炭素鋼及びステンレス鋼等であり、常時換気している屋内の大気
に接している場合は、腐食を促進させる環境になく、事象の進展は極めて小さいと考
えられる。硝酸及び蒸気に接している場合は、定期的な作動確認を実施しており、異
常が発生した場合は交換することができる。
また、ホルマリンに接している場合は、使用材料、使用期間及び環境が同等の流量
計において、約35年経過した時点での接液部の外観目視の結果、金属光沢を有してお
り有意な腐食は見られていないことから、当該部位も同様に有意な腐食は発生してい
ないと考えられる。
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次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
（3）放射線管理設備の筺体、サンプリング配管、排風機の全面腐食、孔食
当該部位の材料は炭素鋼製又はステンレス鋼製であり、常時換気している屋内の大
気又は洗浄塔やフィルタで浄化された排気に接していることから、腐食を促進させる
環境になく、これまでに腐食による明らかな減肉は生じていないことから、事象の進
展は極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が
維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えら
れる。
2.3.9.2

計測制御系統の特性変化

（1）計測制御系統の圧力スイッチ、変換器、警報設定器等
当該部位は、定期的な校正又は作動確認を実施しており、特性変化を生じる半導体
等に異常が発生した場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるた
め事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
（2）計測制御系統の熱電対
当該部位は、設置後約20年を経過した時点での校正の結果、これまでに異常が発生
していないことから、事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展は考えられず、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持
できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
（3）放射線管理設備の各部
当該部位は、定期的な作動確認及び分解点検を実施しており、特性変化を生じる半
導体等に異常が発生した場合は交換することができる。
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次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるた
め事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.3

計測制御系統の圧空作動弁、電磁弁等の固着

当該部位は、定期的な作動確認を実施しており、固着を検知し、異常が発生した場合は交
換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展による
安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.4

計測制御系統の各部の詰まり

当該部位は、定期的な作動確認又は詰まりの有無の確認を実施しており、詰まりを検知し、
異常が発生した場合は交換又は詰まりを除去することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し、交換又は詰まりを除去することができるため、
事象の進展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.5

計測制御系等の絶縁低下

（1）計測制御系統の圧力スイッチ、伝送器、熱電対
当該部位は、定期的な作動確認又は絶縁抵抗測定を実施しており、絶縁低下を検知
し、異常が発生した場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるた
め、事象の進展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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（2）放射線管理設備の排風機
当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定又は漏えい電流測定を行っており、異常が発生
した場合は、点検結果に応じて交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるた
め、事象の進展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.6

計測制御系統の導通不良

（1）計測制御系統の圧力スイッチ、伝送器
当該部位は、定期的な作動確認を実施しており、導通不良の生じる銅線及び接点等
に異常が発生した場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるた
め、事象の進展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
（2）放射線管理設備の端子台
当該部位は、定期的な作動確認及び分解点検を実施しており、導通不良の生じる銅
線及び接点等に異常が発生した場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるた
め、事象の進展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.7

計測制御系統の緩み

（1）計測制御系統の荷重検出部、上限リミットスイッチ
当該部位は、定期的な作動確認又は外観目視による緩みの確認を実施しており、緩
みを検知し、異常が発生した場合は増し締めを行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めを行うことがで
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きるため、事象の進展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
（2）放射線管理設備の排風機
当該部位は、定期的な運転状態（振動、異音等）の確認を行っており、緩みによる
異常な振動及び異音等を検知し、増し締めを行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めを行うことがで
きるため、事象の進展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.8

放射線管理設備の排風機の疲労

当該部位における発生応力は疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労割れが発生
していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
疲労限界以上の応力が発生することは考え難いため、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.9

放射線管理設備の排風機の摩耗

当該部位は、定期的な運転状態の確認及び分解点検を行っており、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展による
安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.10

共通設備

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を
検討した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
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2.3.10.1

共通設備の全面腐食、孔食

（1）基礎ボルト、架台等の各部の全面腐食、孔食
当該部位について、屋内に設置しているものは、腐食を促進させる環境になく 2.3.1.5-1)、
これまでにわずかな発錆があるが、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていな
いことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考えられる。また、屋外に設置している
ものは、塗装により金属を腐食の原因となる環境から遮断しているとともに、定期的に
外観目視点検を実施し、必要に応じて再塗装を行っているため、わずかな発錆があるが、
腐食による明らかな減肉は生じていない。したがって、事象の進展傾向は極めて小さい
と考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し再塗装することができる
ため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機
能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考
えられる。
（2）制御盤等の筺体の全面腐食
当該部位は主に炭素鋼製であるが、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させ
る環境になく 2.3.1.5-1) 、これまでにわずかな発錆があるが、全面腐食による明らかな減
肉は生じていないことから、事象の進展傾向は極めて小さい。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機
能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考
えられる。
2.3.10.2

基礎ボルト、架台等の各部の疲労

当該部位における発生応力は疲労限界以下に設計されていることから、疲労割れが発生す
ることは考えられない。また、定期的な運転状態（振動、異音等）の確認を行っており、必
要に応じて交換等を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展による
安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.10.3

基礎ボルトの各部の緩み

当該部位は、定期的な外観確認（合いマーク）を行っており、点検結果に応じて増し締め
を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めすることができるため、事象の進展を
防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.10.4

共通設備の劣化

（1）基礎ボルトの樹脂部
接着系アンカーにおける当該部位は、熱、紫外線及び放射線の影響を受けない屋内
環境下のコンクリート内に埋設されており、これまでに劣化は発生していないことか
ら、事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展は考えられず、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維
持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられ
る。
なお、接着系アンカー樹脂部の劣化に係る知見を蓄積する観点から、今後は、接着
系アンカーを使用した基礎ボルトの更新等に際し、基礎ボルトの引張り試験を行う。
（2）制御盤等の各部
当該部位は、定期的な作動確認又は日常的な制御盤によるプロセスの監視を実施し
ており、劣化を検知し、異常が発生した場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるた
め、事象の進展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.10.5

制御盤等の各部の導通不良

当該部位は、定期的な作動確認又は日常的な制御盤によるプロセスの監視を実施しており、
導通不良の生じる銅線及び接点等に異常が発生した場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
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現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展による
安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.10.6

制御盤等のブザー、電子制御機器の特性変化

当該部位は、定期的な作動確認又は日常的な制御盤によるプロセスの監視を実施しており、
特性変化を生じる半導体等に異常が発生した場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展による
安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.10.7

制御盤等、電線・ケーブル類の絶縁低下

（1）制御盤等の各部
当該部位は、定期的な作動確認又は日常的な制御盤によるプロセスの監視を実施し
ており、絶縁低下を検知し、異常が発生した場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるた
め、事象の進展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
（2）電線・ケーブル類の絶縁体
当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を実施しており、絶縁低下を検知し、異常が発
生した場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境
に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるた
め、事象の進展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.11

その他設備

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を
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検討した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.11.1

クレーンの各部の全面腐食

当該部位は常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境になく

2.3.1.5-1)

、これまで

に明らかな減肉は生じていないことから、事象の進展は極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、事象の進展は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持で
きることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.11.2

クレーンの各部の疲労

当該部位における発生応力は疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労破壊は発生
していないことから、事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
疲労限界以上の応力が発生することは考え難いため、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.11.3

クレーンの各部位の摩耗

当該部位は、定期的な外観目視又は作動確認（振動、異音等）による摩耗の確認を行って
おり、異常を検知し交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を防止
することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.11.4

クレーンの各部位の緩み

当該機器は、定期的な外観目視による緩みの確認を行っており、点検結果に応じて増し締
めを行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、予測から乖離して進展することはなく、
現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めすることができるため、事象の進展を
防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。

- 461 -

JAEA-Technology 2016-007

表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（1／14）
機器・構築物

要求される安全機能
施設名

機器・構築物名

分離精

濃縮ウラン溶解槽（242R10）*1

製工場

濃縮ウラン溶解槽（242R11）*1
濃縮ウラン溶解槽（242R12）*1
洗浄液受槽（242V13）*1
空気分離器（242V131）
空気分離器（242V132）
スワーフタンク（242V20）

*1

溶解槽溶液受槽（243V10）*1
パルスフィルタ給液槽（243V14）
パルス発生槽（243V17）
シールポット（243V181）
フィルタ（243F13）
パルスフィルタ（243F16）

*1

パルスフィルタ（243F16A）

*1

調整槽（251V10）
給液槽（251V11）
エアリフト中間槽（251V114）
①
*1：⑨にも該当

閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の保持機能）

ダネード給液槽（251V118）
呼水槽（251V120）
分離第 1 抽出器（252R11）*1
分離第 2 抽出器（253R10）*1
調整槽（255V11）
中間貯槽（255V12）
ダネード給液槽（255V124）
呼水槽（255V17）
分離第 3 抽出器（255R14）*1
分離第 4 抽出器（255R15）*1
調整槽（265V11）
中間貯槽（265V12）*1
酸化塔（265T14）*1
試料採取槽（265V1402）
空気吹込塔（265T15）*1
空気吹込塔（265T16）*1
ダネード給液槽（265V163）
呼水槽（265V165）
プルトニウム精製第 1 抽出器（265R20）*1
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（2／14）
機器・構築物

要求される安全機能
施設名

機器・構築物名
プルトニウム精製第 2 抽出器（265R22）*1
希釈剤洗浄器（265R21）
中間貯槽（266V12）*1
希釈槽（266V13）*1
プルトニウム濃縮液受槽（266V23）*1
循環槽（266V24）*1
プルトニウム溶液蒸発缶（266E20,T21）*1
プルトニウム製品貯槽（267V10）*1
プルトニウム製品貯槽（267V11）*1
プルトニウム製品貯槽（267V12）*1
プルトニウム製品貯槽（267V13）*1
プルトニウム製品貯槽（267V14）*1
プルトニウム製品貯槽（267V15）*1
プルトニウム製品貯槽（267V16）*1
中間貯槽（276V12）*1
中間貯槽（276V15）*1

①のつづき
*1：⑨にも該当
*2：②にも該当

閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の保持機能）

分離精
製工場

溢流受槽（276V30）*1
溶解工程の主要な流れを構成する配管等
清澄工程の主要な流れを構成する配管等*2
調整工程の主要な流れを構成する配管等
分離第 1 サイクル工程の主要な流れを構成する配管等*2
分離第 2 サイクル工程の主要な流れを構成する配管等
プルトニウム精製工程の主要な流れを構成する配管等
プルトニウム濃縮工程の主要な流れを構成する配管等
プルトニウム貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等
溶解工程ジェットポンプ（242J101）
溶解工程ジェットポンプ（242J102）
溶解工程ジェットポンプ（242J111）
溶解工程ジェットポンプ（242J112）
溶解工程ジェットポンプ（242J121）
溶解工程ジェットポンプ（242J122）
溶解工程ジェットポンプ（242J127）
溶解工程ジェットポンプ（242J128）
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（3／14）
機器・構築物

要求される安全機能
施設名

機器・構築物名
溶解工程ジェットポンプ（242J137）
溶解工程ジェットポンプ（242J201）

①のつづき
*3：⑮にも該当

溶解工程ジェットポンプ（242J202）
閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の保持機能）

分離精
製工場

清澄工程ジェットポンプ（243J102）
清澄工程ジェットポンプ（243J103）
ポンプ（266P231）
ポンプ（267P101）*3
シールポット（243V134）
希釈剤洗浄器（252R10）
高放射性廃液分配器（252D12）
高放射性廃液中間貯槽（252V13）
高放射性廃液中間貯槽（252V14）
呼水槽（252V151）
呼水槽（252V153）
高放射性廃液蒸発缶（271E20）
高放射性廃液貯槽（272V12）
高放射性廃液貯槽（272V14）
高放射性廃液貯槽（272V16）
高放射性廃液貯槽（272V18）

②
*1：①にも該当

閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の保持機能）

分離精

分配器（272D10）

製工場

分配器（272D11）
中間貯槽（272V20）
清澄工程の主要な流れを構成する配管等*1
分離第 1 サイクル工程の主要な流れを構成する配管等*1
高放射性廃液貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等
高放射性廃液濃縮工程の主要な流れを構成する配管等
清澄工程ジェットポンプ（243J161）
清澄工程ジェットポンプ（243J163）
高放射性廃液濃縮工程ジェットポンプ（271J204）
高放射性廃液濃縮工程ジェットポンプ（271J205）
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ（272J122）
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ（272J125）
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ（272J142）
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（4／14）
機器・構築物

要求される安全機能
施設名

機器・構築物名
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ（272J145）
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ（272J162）

②のつづき

閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の保持機能）

分離精
製工場

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ（272J165）
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ（272J182）
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ（272J185）
槽類換気系排風機（245K123）*1

閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の放出経路の
維持機能）
閉じ込めに係る安全機能
（排気機能）

槽類換気系排風機（245K124）*1
分離精

槽類換気系排風機（245K136）*1

製工場

槽類換気系排風機（245K137）*1
槽類換気系排風機（272K263）*1
槽類換気系排風機（272K264）*1

③
*1：⑭にも該当
*2：⑨にも該当

閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の放出経路の
維持機能）
閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の捕集・浄化
機能）※1

溶解オフガス換気系統
セル換気系フィルタユニット（207F68,F69）※1
凝縮器（244H10）*2
酸吸収塔（244T11）*2
分離精
製工場

せん断オフガス換気系統
分離・精製・プルトニウム濃縮・高放射性廃液濃縮工程の
槽類換気系統
凝縮器（266H22）*2
洗浄塔（267T18）*2
洗浄塔（267T20）*2
高放射性廃液貯蔵工程の槽類換気系統
濃縮ウラン溶解セル（R001）※2
濃縮ウラン溶解セル（R002）※2
濃縮ウラン溶解セル（R003）※2
給液調整セル（R006）※2
リワークセル（R008）※2

④

閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の放出経路の
維持機能）
遮蔽に係る安全機能
（遮蔽機能）※2

プルトニウム精製セル（R015）
分離精
製工場

高放射性廃液貯蔵セル（R016）※2
高放射性廃液貯蔵セル（R017）※2
高放射性廃液濃縮セル（R018）※2
高放射性廃液濃縮セル（R019）
酸回収セル（R020）

※2

※2

プルトニウム製品貯蔵セル（R023）
プルトニウム濃縮セル（R025A）
放射性配管分岐室（R026）

※2

放射性配管分岐室（R027）

※2
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（5／14）
機器・構築物

要求される安全機能
施設名

機器・構築物名
プルトニウム製品貯蔵セル（R041）
分離第 1 セル（R107A）
フィルタセル（R107B）

※2

※2

分離第 2 セル（R109A）
分離第 3 セル（R109B）
ポンプ室（R113A）
ポンプ室（R113B）
ウラン精製セル（R114）
プルトニウム濃縮セル（R125A）
プルトニウム濃縮セル（R125B）
分配器セル（R216）※2
濃縮ウラン機械処理セル（R334）※2
真空室（R482）
プルトニウム貯蔵工程の主要な流れを構成する二重管の
外管

④のつづき
*1：⑨にも該当

閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の放出経路の
維持機能）
遮蔽に係る安全機能
（遮蔽機能）※2

ドレン受槽（266V40）*1
分離精
製工場

ドレン受槽（266V41）*1
濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（204U001）*1
濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（204U002）*1
濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（204U003）*1
給液調整セルのドリップトレイ（204U006）*1
リワークセルのドリップトレイ（204U008）*1
プルトニウム精製セルのドリップトレイ（204U015-1）*1
プルトニウム精製セルのドリップトレイ（204U015-2）*1
高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（204U016）
高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（204U017）
高放射性廃液濃縮セルのドリップトレイ（204U018）
高放射性廃液濃縮セルのドリップトレイ（204U019）
酸回収セルのドリップトレイ（204U020）
プルトニウム製品貯蔵セルのドリップトレイ（204U023）*1
プルトニウム濃縮セルのドリップトレイ（204U025A）*1
放射性配管分岐室のドリップトレイ（204U026）*1
放射性配管分岐室のドリップトレイ（204U026A）
放射性配管分岐室のドリップトレイ（204U027）*1
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（6／14）
機器・構築物

要求される安全機能
施設名

機器・構築物名
プルトニウム製品貯蔵セルのドリップトレイ（204U041）*1
フィルタセルのドリップトレイ（204U107B）*1
分離第 1 セルのドリップトレイ（204U107A）*1
分離第 2 セルのドリップトレイ（204U109A-1）*1
分離第 2 セルのドリップトレイ（204U109A-2）*1
分離第 3 セルのドリップトレイ（204U109B）*1
プルトニウム濃縮セルのドリップトレイ（204U125A）*1
プルトニウム濃縮セルのドリップトレイ（204U125B）*1
ウラン精製セルのドリップトレイ（204U114）*1

④のつづき
*1：⑨にも該当

閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の放出経路の
維持機能）

分配器セルのドリップトレイ（204U216）
分離精

濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（242U101）

製工場
濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（242U111）
濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（242U121）
濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（242U122）
フィルタセルのドリップトレイ（243U11）
給液調整セルのドリップトレイ（243U102）
高放射性廃液濃縮セルのドリップトレイ（271U204）
グローブボックス（266X61）
グローブボックス（266X62A）
グローブボックス（266X62B）
グローブボックス（267X65）
セル換気系排風機（207K18）*1

閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の放出経路の
維持機能）
閉じ込めに係る安全機能
（排気機能）

セル換気系排風機（207K19）*1
分離精

セル換気系排風機（207K21）*1
セル換気系排風機（207K22）*1

⑤
*1：⑭にも該当

セル換気系排風機（207K20）*1

製工場

閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の放出経路の
維持機能）
閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の捕集・浄化
機能）

分離精
製工場

セル換気系統
セル換気系フィルタユニット（207F58～F65、F72～F77）*1
セル換気系フィルタユニット（207F66、F67）*1
セル換気系フィルタユニット（207F78～F81）*1
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（7／14）
機器・構築物

要求される安全機能
施設名

機器・構築物名
建家換気系排風機（207K12）*1

閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の放出経路の
維持機能）

⑥

閉じ込めに係る安全機能
（排気機能）

建家換気系排風機（207K13）*1
分離精

建家換気系排風機（207K14）*1

製工場

建家換気系排風機（207K15）*1
建家換気系排風機（207K16）*1
建家換気系排風機（207K17）*1

*1：⑭にも該当
閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の放出経路の
維持機能）
閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の捕集・浄化
機能）※3

分離精製工場建家*1
分離精

分離精製工場から主排気筒間の排気ダクトの鉄骨構造物

製工場

建家換気系統
建家換気系フィルタユニット（207F26～F57）*1,※3
第 1 変電所の受変電設備
換気用分電盤（AB）

⑧

安全機能確保のための支援
機能等の安全機能
（安全機能確保のための支
援機能）
【電気設備】

換気用受電盤（ABI）
分離精

プロセス用分電盤（AC）

製工場
ユーティリティ用分電盤（AD）
プール水処理工程用分電盤（BD）
ヨウ素除去装置用分電盤（AE）

安全機能確保のための支援
機能等の安全機能
（安全機能確保のための支
援機能）
【圧縮空気設備】

分離精

圧縮空気付属設備

製工場
濃縮ウラン溶解槽（242R10）*1
濃縮ウラン溶解槽（242R11）*1
濃縮ウラン溶解槽（242R12）*1
洗浄液受槽（242V13）*1
スワーフタンク（242V20）*1

⑨
*1：①にも該当
*2：③にも該当

臨界防止に係る安全機能
（核的制限値（寸法）の維持
機能）

分離精

溶解槽溶液受槽（243V10）*1

製工場

パルスフィルタ（243F16）*1
パルスフィルタ（243F16A）*1
溶解オフガス換気系統
凝縮器（244H10）*2
酸吸収塔（244T11）*2
分離第 1 抽出器（252R11）*1
分離第 2 抽出器（253R10）*1
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（8／14）
機器・構築物

要求される安全機能
施設名

機器・構築物名
第 1 溶媒洗浄器（254R10）
第 1 溶媒洗浄器（254R11）
第 1 溶媒洗浄器（254R12）
第 1 溶媒洗浄器（254R13）
分離第 3 抽出器（255R14）*1
分離第 4 抽出器（255R15）*1
分離第 5 抽出器（255R16）
第 2 溶媒洗浄器（256R10）
第 2 溶媒洗浄器（256R11）
第 2 溶媒洗浄器（256R12）
第 2 溶媒洗浄器（256R13）
ウラン精製第 1 抽出器（261R13）
希釈剤洗浄器（261R14）
ウラン精製第 2 抽出器（261R15）
第 3 溶媒洗浄器（262R10）

⑨のつづき
*1：①にも該当

臨界防止に係る安全機能
（核的制限値（寸法）の維持
機能）

第 3 溶媒洗浄器（262R11）
分離精
製工場

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）（263E11,T12）
ウラン溶液蒸発缶（第 2 段）（263E20）
濃縮液受槽（263V17）
希釈槽（263V18）
給液槽（263V19）
凝縮器（263H13）
凝縮器（263H132）
凝縮器（263H21）
濃縮液受槽（264V10）
脱硝塔（264R11）
プルトニウム精製第 1 抽出器（265R20）*1
プルトニウム精製第 2 抽出器（265R22）*1
中間貯槽（265V12）*1
溶媒貯槽（265V24）
酸化塔（265T14）*1
空気吹込塔（265T15）*1
空気吹込塔（265T16）*1
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（9／14）
機器・構築物

要求される安全機能
施設名

機器・構築物名
プルトニウム溶液蒸発缶（266E20,T21）*1
中間貯槽（266V12）*1
希釈槽（266V13）*1
プルトニウム濃縮液受槽（266V23）*1
循環槽（266V24）*1
ドレン受槽（266V40）*3
ドレン受槽（266V41）*3
分離・精製・プルトニウム濃縮・高放射性廃液濃縮工程の
槽類換気系統
凝縮器（266H22）*2
洗浄塔（267T18）*2
洗浄塔（267T20）*2
プルトニウム製品貯槽（267V10）注 1，*1
プルトニウム製品貯槽（267V11）注 1，*1
プルトニウム製品貯槽（267V12）注 1，*1

⑨つづき
*1：①にも該当
*2：③にも該当
*3：④にも該当

プルトニウム製品貯槽（267V13）注 1，*1

臨界防止に係る安全機能
（核的制限値（寸法）の維持
機能）
注 1：中性子吸収材（Cd 板）
を併用。
注 2：中性子吸収材（ボロン
入りラシヒリング）を併
用。

プルトニウム製品貯槽（267V14）注 1，*1
分離精
製工場

プルトニウム製品貯槽（267V15）注 1，*1
プルトニウム製品貯槽（267V16）注 1，*1
受槽（276V10）
中間貯槽（276V12）*1
中間貯槽（276V15）*1
プルトニウム溶液受槽（276V20）
溢流溶媒受槽（276V21）
溢流受槽（276V30）*1
濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（204U001）*3
濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（204U002）*3
濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（204U003）*3
溶解オフガス処理セルのドリップトレイ（204U005A）
高放射性廃液オフガスセルのドリップトレイ（204U005B）
給液調整セルのドリップトレイ（204U006）*3
リワークセルのドリップトレイ（204U008）*3
プルトニウム精製セルのドリップトレイ（204U015-1）*3
プルトニウム精製セルのドリップトレイ（204U015-2）*3
ウラン濃縮脱硝室のドリップトレイ（204U022）
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（10／14）
機器・構築物

要求される安全機能
施設名

機器・構築物名
プルトニウム製品貯蔵セルのドリップトレイ（204U023）注 2，*3
プルトニウム濃縮セルのドリップトレイ（204U025A）*3
放射性配管分岐室のドリップトレイ（204U026）*3
放射性配管分岐室のドリップトレイ（204U027）*3
プルトニウム製品貯蔵セルのドリップトレイ（204U041）注 2，*3
分離第 1 セルのドリップトレイ（204U107A）*3
フィルタセルのドリップトレイ（204U107B）*3

臨界防止に係る安全機能
（核的制限値（寸法）の維持
機能）
注 2：中性子吸収材（ボロン
入りラシヒリング）を併
用。

分離第 2 セルのドリップトレイ（204U109A-1）*3
分離精

分離第 2 セルのドリップトレイ（204U109A-2）*3

製工場

分離第 3 セルのドリップトレイ（204U109B）*3
ウラン精製セルのドリップトレイ（204U114）*3
プルトニウム濃縮セルのドリップトレイ（204U125A）*3
プルトニウム濃縮セルのドリップトレイ（204U125B）注 2，*3
ウラン濃縮脱硝室のドリップトレイ（263U18）
ウラン濃縮脱硝室のドリップトレイ（263U20）
ウラン濃縮脱硝室のドリップトレイ（264U10）

⑨つづき

濃縮ウラン燃料貯蔵バスケット（214-23）
*3：④にも該当

濃縮ウラン燃料貯蔵バスケット（214-7、22）
溶解槽溶液受槽密度制御装置（243DRO+10）

臨界防止に係る安全機能
（臨界防止機能）

分離精
製工場

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）液面上限緊急操作装置
（263LP+12.2）
ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）液面上限緊急操作装置
（263LP+12.3）
脱硝塔ウラン粉末上昇検知装置（264LP+11）
バスケット検知装置

火災・爆発防止に係る安全
機能
（火災・爆発防止機能）

分離精

火災・爆発防止に係る安全
機能
（火災・爆発防止機能）

分離精

製工場

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）加熱蒸気温度警報装置
（263TA+11）
ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）温度上限緊急操作装置
（263TIRP+12.1）
プルトニウム溶液蒸発缶蒸発缶加熱蒸気温度警報装置
（266TRA+20.1）
プルトニウム溶液蒸発缶温度上限緊急操作装置
（266TRP+20.4）
酸回収蒸発缶加熱蒸気温度警報装置（273TIA+30.3）

製工場

高放射性廃液蒸発缶加熱蒸気温度警報装置
（271TA+20.4）
スチームジェット蒸気供給系手動弁（252W538）
スチームジェット蒸気供給系手動弁（252W540）
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（11／14）
機器・構築物

要求される安全機能
施設名

機器・構築物名
スチームジェット蒸気供給系手動弁（252W560）
スチームジェット蒸気供給系手動弁（253W449）
スチームジェット蒸気供給系手動弁（254W504）
スチームジェット蒸気供給系手動弁（255W526）

⑨つづき

火災・爆発防止に係る安全
機能
（火災・爆発防止機能）

分離精

スチームジェット蒸気供給系手動弁（255W528）

製工場

スチームジェット蒸気供給系手動弁（255W530）
スチームジェット蒸気供給系手動弁（255W532）
スチームジェット蒸気供給系手動弁（256W504）
スチームジェット蒸気供給系手動弁（256W509）
スチームジェット蒸気供給系手動弁（262W457）

遮蔽に係る安全機能
（遮蔽機能）

分離精

濃縮ウラン貯蔵プール（R0107）

製工場

予備貯蔵プール（R0101）

安全上必要なその他の機能
（落下・転倒防止機能）

分離精

閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の放出経路の
維持機能）

主排

⑩

⑬

燃料カスククレーン（211-1）

製工場
主排気筒

気筒
分離精製工場建家*1
建家換気系排風機（207K12）*1
建家換気系排風機（207K13）*1
建家換気系排風機（207K14）*1
建家換気系排風機（207K15）*1
建家換気系排風機（207K16）*1
建家換気系排風機（207K17）*1

⑭
*1：⑥にも該当
*2：⑤にも該当
*3：③にも該当

セル換気系排風機（207K18）*2
事故時の対応操作に必要
な居住性等の維持

分離精
製工場

セル換気系排風機（207K19）*2
セル換気系排風機（207K20）*2
セル換気系排風機（207K21）*2
セル換気系排風機（207K22）*2
槽類換気系排風機（245K123）*3
槽類換気系排風機（245K124）*3
槽類換気系排風機（245K136）*3
槽類換気系排風機（245K137）*3
槽類換気系排風機（272K263）*3
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（12／14）
機器・構築物

要求される安全機能
施設名

機器・構築物名
槽類換気系排風機（272K264）*3

⑭のつづき
*1：⑥にも該当
*2：⑤にも該当
*3：③にも該当

事故時の対応操作に必要
な居住性等の維持

分離精
製工場

建家・セル換気系統
建家換気系フィルタユニット（207F26～F57）*1
セル換気系フィルタユニット（207F58～F65，F72～F77）*2
セル換気系フィルタユニット（207F66、F67）*2
セル換気系フィルタユニット（207F78～F81）*2
プール水系の送水ポンプ（217P1015）
プール水系の送水ポンプ（217P1016）
1 次系の送水ポンプ（283P331）
1 次系の送水ポンプ（283P332）

崩壊熱等の除去に係る安全
機能
（崩壊熱等の除去機能）

分離精

熱交換器（217H50）

製工場

熱交換器（217H51）
熱交換器（283H30）
熱交換器（283H31）
プール水配管等
1 次系冷却水配管等
高放射性廃液中間貯槽液位計（252LR13.1）
高放射性廃液中間貯槽液位計（252LR14.1）
高放射性廃液蒸発缶圧力上限緊急操作装置
（271PP+20.3）
高放射性廃液蒸発缶圧力上限緊急操作装置
（271PP+20.4）
高放射性廃液蒸発缶温度上限操作上限警報装置
（271TO+A+20.7）
高放射性廃液蒸発缶圧力上限操作上限警報装置
（271PO+A+20.6）

⑮

火災・爆発防止に係る安全
機能
（火災・爆発防止機能）

分離精

高放射性廃液蒸発缶液位下限警報装置（271LA-20.2）

製工場

高放射性廃液蒸発缶液位計（271LRC20.1）
高放射性廃液蒸発缶密度計（271DR20）
高放射性廃液蒸発缶電導度計（271CR12）
第 1 ストリップ調整槽温度上限操作上限警報装置
（201TO+A+19.3）
第 1 ストリップ調整槽温度上限操作上限警報装置
（201TO+A+19.4）
温 水 器 （ 282H50 ） 温 度 上 限 操 作 上 限 警 報 装 置
（282TO+A+50.2）
温 水 器 （ 282H50 ） 温 度 上 限 操 作 上 限 警 報 装 置
（282TO+A+50.3）

臨界防止に係る安全機能
（臨界防止機能）

分離精

抽出器流量低下緊急操作装置（252FIP-11.1）

製工場

抽出器流量低下緊急操作装置（252FIP-11.2）
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（13／14）
機器・構築物

要求される安全機能
施設名

機器・構築物名
抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.1）
抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.2）
抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.3）
抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.4）
抽出器流量低下緊急操作装置（254FP-18.2）
抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-14.1）
抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-14.2）
抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-15.5）
抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-16.1）
抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-16.2）

臨界防止に係る安全機能
（臨界防止機能）

分離精

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.2）

製工場

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.4）
抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.6）
抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.8）
抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-13.1）
抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-13.3）
抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-15.1）

⑮のつづき

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-15.2）
抽出器流量低下緊急操作装置（262FP-14.3）
抽出器流量低下緊急操作装置（265FP-20.1）
抽出器流量低下緊急操作装置（265FP-22.3）
脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-11.3）
漏えい検知装置（204LW+001）
漏えい検知装置（204LW+002）
漏えい検知装置（204LW+003）
漏えい検知装置（204LW+006）
漏えい検知装置（204LW+015.1）
放射性物質の過度の放出
防止機能

分離精

漏えい検知装置（204LW+015.2）

製工場
漏えい検知装置（204LW+016）
漏えい検知装置（204LW+017）
漏えい検知装置（204LW+018）
漏えい検知装置（204LW+023）
漏えい検知装置（204LW+026）
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（14／14）
機器・構築物

要求される安全機能
施設名

機器・構築物名
漏えい検知装置（204LW+027）
漏えい検知装置（204LW+041）
漏えい検知装置（204LW+107A）
ポンプ（267P101）*1
漏えい液送液用ジェットポンプ（204J001A）
漏えい液送液用ジェットポンプ（204J002A）
漏えい液送液用ジェットポンプ（204J003A）

放射性物質の過度の放出
防止機能

分離精

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J006A）

製工場

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J015-1）
漏えい液送液用ジェットポンプ（204J015-2）
漏えい液送液用ジェットポンプ（204J016）
漏えい液送液用ジェットポンプ（204J017）

⑮のつづき

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J018A）

*1：①にも該当

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J026）
漏えい液送液用ジェットポンプ（204J027）
漏えい液送液用ジェットポンプ（204J107A-A）
濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+10.2）
濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+10.3）
濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+11.2）
閉じ込めに係る安全機能
（放射性物質の保持機能）

分離精
製工場

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+11.3）
濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+12.2）
濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+12.3）
プルトニウム溶液蒸発缶圧力上限緊急操作装置
（266PP+20.3）

安全上必要なその他の機能
（事故時の放射性物質の放
出量を監視機能）

分離精

主排気筒排気モニタ

製工場
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1

カテゴリ

Ⅰ-2

Ⅰ-1

鉄筋コンクリート構造物
（セル等）

鉄筋コンクリート構造物
（建家等）

グループ

主排気筒

主排気筒

機器・構築物
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建家構築物等
フィルタセル(R107B)

分離第 1 セル(R107A)

プルトニウム製品貯蔵セル（R041）

放射性配管分岐室(R027)

放射性配管分岐室(R026)

プルトニウム濃縮セル（R025A）

プルトニウム製品貯蔵セル（R023）

酸回収セル(R020)

高放射性廃液濃縮セル（R019）

高放射性廃液濃縮セル（R018）

高放射性廃液貯蔵セル（R017）

高放射性廃液貯蔵セル（R016）

プルトニウム精製セル（R015)

リワークセル（R008）

給液調整セル（R006）

濃縮ウラン溶解セル（R003）

濃縮ウラン溶解セル（R002）

濃縮ウラン溶解セル（R001）

分離精製工場建家

分離精製
工場

代表機器の選定結果（1／54）
評価対象機器・構築物

分離精製
工場

施設

表 2.2-1

使用材料が同等であり、使用期間
が最も長く、環境が厳しい（γ線吸
収線量及び中性子照射量が最も
高い）機器が複数あることから、任
意に高放射性廃液貯蔵セル
（R016）を選定した。

使用材料及び環境が同等である
が、着工の時期等の使用条件が異
なるため、個別に評価を行った。

選定理由

代表機器選定

●

◎

◎

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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2

1

カテゴリ

建家構築物等
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蒸発缶類（SUS304 系）

蒸発缶類
（チタン系（ウラン溶液））

Ⅱ-2

Ⅱ-3-1

溶解槽（SUS310 系）

Ⅰ-1

蒸発缶類（SUS310 系）

鉄骨構造物（鉄骨）

Ⅱ-1

Ⅱ-1

分離精製
工場

鉄筋コンクリート構造物
（貯蔵プール）

Ⅰ-4

塔槽類

分離精製
工場

分離精製
工場
分離精製
工場

分離精製
工場

分離精製
工場

分離精製
工場

（続き）
鉄筋コンクリート構造物
（セル等）

施設

Ⅰ-2

グループ

◎

◎

使用材料及び環境が同等である
が、使用実績が異なるため、個別
に評価を行った。

ウラン溶液蒸発缶（第 2 段）（263E20）
濃縮液受槽（264V10）

●

●

◎

◎

◎

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

当該機器のみである。

当該機器のみである。

環境が同等であるが、使用材料、
使用実績及び今後の使用予定が
異なるため、個別に評価を行った。

当該機器のみである。

使用期間、使用材料及び環境が同
等であることから、任意に濃縮ウラ
ン貯蔵プール（R0107)を選定した。

（続き）
使用材料が同等であり、使用期間
が最も長く、環境が厳しい（γ線吸
収線量及び中性子照射量が最も
高い）機器が複数あることから、任
意に高放射性廃液貯蔵セル
（R016）を選定した。

選定理由

代表機器選定

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）（263E11,T12）

高放射性廃液蒸発缶（271E20）

濃縮ウラン溶解槽（242R12）

濃縮ウラン溶解槽（242R11）

濃縮ウラン溶解槽（242R10）

分離精製工場から主排気筒間の排気ダクトの鉄骨構造物

予備貯蔵プール（R0101)

濃縮ウラン貯蔵プール（R0107)

真空室（R482）

濃縮ウラン機械処理セル（R334）

分配器セル（R216）

プルトニウム濃縮セル（R125B）

プルトニウム濃縮セル（R125A）

ウラン精製セル（R114）

ポンプ室セル（R113B）

ポンプ室セル（R113A）

分離第 3 セル（R109B）

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（2／54）

分離第 2 セル（R109A）

表 2.2-1
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2

カテゴリ

Ⅲ-1-1

Ⅱ-3-2

槽類
（高放射性廃液系（貯蔵
系））

蒸発缶類
（チタン系（プルトニウム
溶液））

グループ

分離精製
工場

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（3／54）

- 478 - 478 -

塔槽類
高放射性廃液貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等

高放射性廃液濃縮工程の主要な流れを構成する配管等

分離第 1 サイクル工程の主要な流れを構成する配管等

清澄工程の主要な流れを構成する配管等

中間貯槽（272V20）

高放射性廃液貯槽（272V18）

高放射性廃液貯槽（272V16）

高放射性廃液貯槽（272V14）

高放射性廃液貯槽（272V12）

分配器（272D11）

分配器（272D10）

呼水槽（252V153）

呼水槽（252V151）

高放射性廃液中間貯槽（252V14）

高放射性廃液中間貯槽（252V13）

高放射性廃液分配器（252D12）

希釈剤洗浄器（252R10）

シールポット（243V134）

プルトニウム溶液蒸発缶（266E20,T21）

表 2.2-1

*1：ステンレス鋼の腐食は硝酸濃
度の増加とともに加速すること
が知られているが、常温～60℃
において硝酸濃度 0～5mol/l（0
～約 27%）の範囲では腐食速度
は変わらない

使用材料及び接触する流体が同
等*1 であり、常時溶液を貯蔵し、使
用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、肉厚測定の実績がある高
放射性廃液貯槽（272V16）を選定
した。

当該機器のみである。

選定理由

代表機器選定

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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2

カテゴリ

Ⅲ-2

槽類
（プルトニウム・ウラン溶
液系）

グループ

分離精製
工場

施設

塔槽類

- 479 - 479 試料採取槽（265V1402）

中間貯槽（265V12）

調整槽（265V11）

空気吹込塔（265T16）

空気吹込塔（265T15）

酸化塔（265T14）

給液槽（263V19）

希釈槽（263V18）

濃縮液受槽（263V17）

ウラン精製第 2 抽出器（261R15）

希釈剤洗浄器(261R14)

ウラン精製第 1 抽出器（261R13）

ダネード給液槽（255V124）

呼水槽（255V17）

中間貯槽（255V12）

調整槽（255V11）

分離第 5 抽出器（255R16）

分離第 4 抽出器（255R15）

分離第 3 抽出器（255R14）

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（4／54）

分離第 2 抽出器（253R10）

表 2.2-1

使用材料が同等であり、常時溶液
を貯蔵し、使用期間が最も長い機
器のうち、取り扱う溶液の硝酸濃度
及びプルトニウム濃度が最も高い
機器が複数あることから、任意にプ
ルトニウム製品貯槽（267V10）を選
定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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2

カテゴリ

Ⅲ-2

（続き）
槽類
（プルトニウム・ウラン溶
液系）

グループ

分離精製
工場

施設

塔槽類

- 480 - 480 中間貯槽（276V15）

中間貯槽（276V12）

プルトニウム製品貯槽（267V16）

プルトニウム製品貯槽（267V15）

プルトニウム製品貯槽（267V14）

プルトニウム製品貯槽（267V13）

プルトニウム製品貯槽（267V12）

プルトニウム製品貯槽（267V11）

プルトニウム製品貯槽（267V10）

ドレン受槽（266V41）

ドレン受槽（266V40）

循環槽（266V24）

プルトニウム濃縮液受槽（266V23）

希釈槽（266V13）

中間貯槽（266V12）

プルトニウム精製第 2 抽出器（265R22）

プルトニウム精製第 1 抽出器（265R20）

希釈剤洗浄器（265R21）

呼水槽（265V165）

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（5／54）

ダネード給液槽（265V163）

表 2.2-1

（続き）
使用材料が同等であり、常時溶液
を貯蔵し、使用期間が最も長い機
器のうち、取り扱う溶液の硝酸濃度
及びプルトニウム濃度が最も高い
機器が複数あることから、任意にプ
ルトニウム製品貯槽（267V10）を選
定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

Ⅲ-3

Ⅲ-2

槽類（溶解液系、その
他）

（続き）
槽類
（プルトニウム・ウラン溶
液系）

グループ

分離精製
工場

分離精製
工場

施設

塔槽類

- 481 - 481 調整槽（251V10）

パルスフィルタ（243F16A）

パルスフィルタ（243F16）

フィルタ(243F13)

シールポット（243V181）

パルス発生槽（243V17）

パルスフィルタ給液槽(243V14)

溶解槽溶液受槽（243V10）

空気分離器(242V132)

空気分離器(242V131)

スワーフタンク（242V20）

洗浄液受槽（242V13）

プルトニウム精製工程の主要な流れを構成する配管等

プルトニウム貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等

プルトニウム濃縮工程の主要な流れを構成する配管等

分離第 2 サイクル工程の主要な流れを構成する配管等

溢流溶媒受槽（276V21）

プルトニウム溶液受槽（276V20）

受槽（276V10）

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（6／54）

溢流受槽（276V30）

表 2.2-1

使用材料が同等であり、常時溶液
を貯蔵し、使用期間が最も長い機
器が複数あることから、取り扱う溶
液の硝酸濃度が最も高い機器であ
る洗浄液受槽（242V13）を選定し
た。

（続き）
使用材料が同等であり、常時溶液
を貯蔵し、使用期間が最も長い機
器のうち、取り扱う溶液の硝酸濃度
及びプルトニウム濃度が最も高い
機器が複数あることから、任意にプ
ルトニウム製品貯槽（267V10）を選
定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

Ⅲ-4

Ⅲ-3

槽類（アルカリ溶液）

（続き）
槽類（溶解液系、その
他）

グループ

分離精製
工場

分離精製
工場

施設

塔槽類

- 482 - 482 第 2 溶媒洗浄器（256R11）

第 2 溶媒洗浄器（256R10）

第 1 溶媒洗浄器（254R13）

第 1 溶媒洗浄器（254R11）

第 1 溶媒洗浄器（254R10）

分離第１サイクル工程の主要な流れを構成する配管等

調整工程の主要な流れを構成する配管等

清澄工程の主要な流れを構成する配管等

溶解工程の主要な流れを構成する配管等

溶媒貯槽（265V24）

第 2 溶媒洗浄器（256R12）

第 1 溶媒洗浄器（254R12）

分離第 1 抽出器（252R11）

呼水槽(251V120)

ダネード給液槽(251V118)

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（7／54）

エアリフト中間槽(251V114)

給液槽（251V11）

表 2.2-1

使用期間及び使用材料が同等で
あり、腐食性の強い水酸化ナトリム
を使用している機器が複数あること
から、任意に第 2 溶媒洗浄器
（256R11）を選定した。

（続き）
使用材料が同等であり、常時溶液
を貯蔵し、使用期間が最も長い機
器が複数あることから、取り扱う溶
液の硝酸濃度が最も高い機器であ
る洗浄液受槽（242V13）を選定し
た。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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2

カテゴリ

送液装置
（ジェットポンプ）

炉類（SUS304 系）

Ⅳ-1

Ⅴ-1

（続き）
槽類（アルカリ溶液）

Ⅲ-4

グループ

分離精製
工場

分離精製
工場

分離精製
工場

施設

塔槽類

- 483 - 483 溶解工程ジェットポンプ(242J111)

溶解工程ジェットポンプ(242J102)

溶解工程ジェットポンプ(242J101)

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J107A-A）

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J027）

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J026）

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J018A）

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J017）

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J016）

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J015-2）

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J015-1）

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J006A）

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J003A）

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J002A）

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J001A）

脱硝塔（264R11）

第 3 溶媒洗浄器（262R11）

第 3 溶媒洗浄器（262R10）

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（8／54）

第 2 溶媒洗浄器（256R13）

表 2.2-1

使用材料が同等であり、取り扱う溶
液が腐食環境の最も厳しい溶解液
に接する機器のうち、作動時間が
最も長い機器が複数あることから、
任意に清澄工程ジェットポンプ
(243J102)を選定した。

当該機器のみである。

（続き）
使用期間及び使用材料が同等で
あり、腐食性の強い水酸化ナトリム
を使用している機器が複数あること
から、任意に第 2 溶媒洗浄器
（256R11）を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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2

カテゴリ

Ⅴ-1

（続き）
送液装置（ジェットポン
プ）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（9／54）

- 484 - 484 -

塔槽類
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J182)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J162)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J142)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J122)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J185)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J165)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J145)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J125)

高放射性廃液濃縮工程ジェットポンプ（271J205）

高放射性廃液濃縮工程ジェットポンプ（271J204）

清澄工程ジェットポンプ(243J103)

清澄工程ジェットポンプ(243J102)

清澄工程ジェットポンプ(243J163)

清澄工程ジェットポンプ(243J161)

溶解工程ジェットポンプ(242J202)

溶解工程ジェットポンプ(242J201)

溶解工程ジェットポンプ(242J137)

溶解工程ジェットポンプ(242J128)

溶解工程ジェットポンプ(242J127)

溶解工程ジェットポンプ(242J122)

溶解工程ジェットポンプ(242J121)

溶解工程ジェットポンプ(242J112)

表 2.2-1

(続き)
使用材料が同等であり、取り扱う溶
液が腐食環境の最も厳しい溶解液
に接する機器のうち、作動時間が
最も長い機器が複数あることから、
任意に清澄工程ジェットポンプ
(243J102)を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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塔槽類

3

2

カテゴリ

Ⅰ

Ⅴ-2

ドリップトレイ

送液装置（ターボ形ポン
プ）

グループ

分離精製
工場

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（10／54）

- 485 - 485 -

ドリップトレイ等
プルトニウム製品貯蔵セルのドリップトレイ（204U023）

ウラン濃縮脱硝室のドリップトレイ（204U022）

酸回収セルのドリップトレイ(204U020)

高放射性廃液濃縮セルのドリップトレイ(204U019)

高放射性廃液濃縮セルのドリップトレイ（204U018）

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（204U017）

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（204U016）

プルトニウム精製セルのドリップトレイ（204U015-2）

プルトニウム精製セルのドリップトレイ（204U015-1）

リワークセルのドリップトレイ（204U008）

給液調整セルのドリップトレイ（204U006）

高放射性廃液オフガスセルのドリップトレイ（204U005B）

溶解オフガス処理セルのドリップトレイ（204U005A）

濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（204U003）

濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（204U002）

濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（204U001）

ポンプ（267P101）

ポンプ（266P231）

表 2.2-1

使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長く構成部位が多
い機器が複数あることから、任意に
プルトニウム濃縮セルのドリップトレ
イ（204U125B）を選定した。

使用材料及び環境が同等であり運
転 時 間 が 最 も 長 い ポ ン プ
（266P231）は、平成 17 に更新を行
っていることから、次に運転時間が
長いポンプ(267P101)を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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3

カテゴリ

Ⅰ

（続き）
ドリップトレイ

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（11／54）

- 486 - 486 -

ドリップトレイ等
フィルタセルのドリップトレイ(243U11)

濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ(242U122)

濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ(242U121)

濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ(242U111)

濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ(242U101)

分配器セルのドリップトレイ（204U216）

プルトニウム濃縮セルのドリップトレイ（204U125B）

プルトニウム濃縮セルのドリップトレイ（204U125A）

ウラン精製セルのドリップトレイ（204U114）

分離第 3 セルのドリップトレイ（204U109B）

分離第 2 セルドリップトレイ（204U109A-2）

分離第 2 セルドリップトレイ（204U109A-1）

フィルタセルのドリップトレイ(204U107B)

分離第 1 セルのドリップトレイ（204U107A）

プルトニウム製品貯蔵セルのドリップトレイ（204U041）

放射性配管分岐室のドリップトレイ(204U027)

放射性配管分岐室のドリップトレイ(204U026A)

放射性配管分岐室のドリップトレイ（204U026）

プルトニウム濃縮セルのドリップトレイ（204U025A）

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長く構成部位が多
い機器が複数あることから、任意に
プルトニウム濃縮セルのドリップトレ
イ（204U125B）を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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3

カテゴリ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

弁

グローブボックス

（続き）
ドリップトレイ

グループ

分離精製
工場

分離精製
工場

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（12／54）

- 487 - 487 -

ドリップトレイ等
スチームジェット蒸気供給系手動弁（255W530）

スチームジェット蒸気供給系手動弁（255W528）

スチームジェット蒸気供給系手動弁（255W526）

スチームジェット蒸気供給系手動弁（254W504）

スチームジェット蒸気供給系手動弁（253W449）

スチームジェット蒸気供給系手動弁（252W560）

スチームジェット蒸気供給系手動弁（252W540）

スチームジェット蒸気供給系手動弁（252W538）

グローブボックス（267X65）

グローブボックス（266X62B）

グローブボックス（266X62A）

グローブボックス（266X61）

プルトニウム貯蔵工程の主要な流れを構成する二重管の外管

高放射性廃液濃縮セルのドリップトレイ(271U204)

ウラン濃縮脱硝室のドリップトレイ（264U10）

ウラン濃縮脱硝室のドリップトレイ（263U20）

ウラン濃縮脱硝室のドリップトレイ（263U18）

給液調整セルのドリップトレイ(243U102)

表 2.2-1

使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意にスチームジェット
蒸気供給系手動弁（253W449）を
選定した。

使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意にグローブボックス
（266X62A）を選定した。

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長く構成部位が多
い機器が複数あることから、任意に
プルトニウム濃縮セルのドリップトレ
イ（204U125B）を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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ドリップトレイ等

4

3

カテゴリ

Ⅰ-1-1

Ⅱ

Ⅲ

ターボ形遠心式遠心排
風機
(建家・セル換気系）)

燃料貯蔵バスケット

（続き）
弁

グループ

分離精製
工場

分離精製
工場

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（13／54）

貯蔵容器等

- 488 - 488 -

換気設備
セル換気系排風機（207K22）

セル換気系排風機（207K21）

セル換気系排風機（207K20）

セル換気系排風機（207K19）

セル換気系排風機（207K18）

建家換気系排風機（207K17）

建家換気系排風機（207K16）

建家換気系排風機（207K15）

建家換気系排風機（207K14）

建家換気系排風機（207K13）

建家換気系排風機（207K12）

濃縮ウラン燃料貯蔵バスケット（214-7、22）

濃縮ウラン燃料貯蔵バスケット（214-23）

スチームジェット蒸気供給系手動弁（262W457）

スチームジェット蒸気供給系手動弁（256W509）

スチームジェット蒸気供給系手動弁（256W504）

スチームジェット蒸気供給系手動弁（255W532）

表 2.2-1

環境が同等であり、廃気と接触する
部位の使用材料が炭素鋼製で運
転時間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意に建家換気系排風
機（207K14）を選定した。

使用材料及び環境が同等であるこ
とから、使用期間が最も長い濃縮ウ
ラン燃料貯蔵バスケット（214-7、
22）を選定した。

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意にスチームジェット
蒸気供給系手動弁（253W449）を
選定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

Ⅲ-3

Ⅲ-1

Ⅰ-1-2

分離精製
工場

分離精製
工場

換気系統
（建家・セル換気系）

換気系統
（槽類換気系）

分離精製
工場

施設

ターボ形遠心式遠心排
風機
（槽類換気系）)

グループ
機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（14／54）

換気設備

- 489 - 489 凝縮器（263H21）

凝縮器（263H132）

凝縮器（263H13）

高放射性廃液貯蔵工程の槽類換気系統

分離・精製・プルトニウム濃縮・高放射性廃液濃縮工程の槽類換気系統
凝縮器（266H22）
洗浄塔（267T20）
洗浄塔（267T18）

せん断オフガス換気系統

溶解オフガス換気系統
セル換気系フィルタユニット（207F68、F69）
凝縮器（244H10）
酸吸収塔（244T11）

建家・セル換気系統
建家換気系フィルタユニット（207F26～F57）
セル換気系フィルタユニット（207F58～F65、F72～F77）
セル換気系フィルタユニット（207F78～F81）
セル換気系フィルタユニット（207F66、F67）

槽類換気系排風機（272K264）

槽類換気系排風機（272K263）

槽類換気系排風機（245K137）

槽類換気系排風機（245K136）

槽類換気系排風機（245K124）

槽類換気系排風機（245K123）

表 2.2-1

使用材料が同等であることから、使
用期間が最も長く、ヨウ素*1、ルテニ
ウム等の揮発性核分裂生成物及び
硝酸ミスト*2 との含有量が最も多
い、溶解オフガス系統を選定した。
*1：ヨウ素については、使用済燃料
中のほぼ全量が溶解オフガス換気
系統へ移行する。
*2：プルトニウム溶液蒸発缶及び高
放射性廃液蒸発缶からの槽類廃
気は硝酸ミストを含有するが、これ
らの蒸発缶においては泡鐘段で硝
酸ミストが捕集されることから、溶解
オフガス換気系統に比べ硝酸ミスト
の含有量が少ない。

当該機器のみである。

使用材料及び環境が同等であり、
運転時間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意に槽類換気系排風
機（245K123）を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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6

カテゴリ

冷却水設備

- 490 - 490 -

分離精製
工場

Ⅴ-2-1

付属設備

分離精製
工場

冷却水配管等
（屋内ステンレス鋼）

Ⅱ

分離精製
工場

プレート式熱交換器
（チタン製）

分離精製
工場

送水ポンプ
（ノンシールポンプ）

Ⅲ-1-2

Ⅰ-2

Ⅰ-1-3

分離精製
工場

施設

送水ポンプ
（シールポンプ）
（屋内ステンレス鋼製）

グループ
機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（15／54）

圧縮空気付属設備

プール水配管等

1 次系冷却水配管等

熱交換器(217H51）

熱交換器(217H50）

熱交換器(283H31)

熱交換器(283H30)

プール水系の送水ポンプ（217P1016）

プール水系の送水ポンプ（217P1015）

1 次系の送水ポンプ（283P332）

1 次系の送水ポンプ（283P331）

表 2.2-1

当該機器のみである。

使用材料及び環境が同等であるこ
とから、使用期間が最も長い分離
精製工場のプール水配管等を代
表機器として選定した。

使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意に熱交換器
(283H30)を選定した。

使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意にプール水系の送
水ポンプ（217P1015）を選定した。

使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意に 1 次系の送水ポ
ンプ（283P331）を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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圧縮空気設備

10

8

カテゴリ

Ⅰ-1-1

Ⅲ

Ⅱ

計測制御系統
（圧力計測系）

動力分電盤

受変電設備

グループ

分離精製
工場

分離精製
工場

分離精製
工場

施設

非常用電源系統

- 491 - 491 -

計測制御系統

高放射性廃液蒸発缶圧力上限操作上限警報装置（271PO+A+20.6）

高放射性廃液蒸発缶圧力上限緊急操作装置（271PP+20.4）

高放射性廃液蒸発缶圧力上限緊急操作装置（271PP+20.3）

プルトニウム溶液蒸発缶圧力上限緊急操作装置（266PP+20.3）

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+12.3）

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+12.2）

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+11.3）

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+11.2）

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+10.3）

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+10.2）

ヨウ素除去装置用分電盤（AE）

プール水処理工程用分電盤（BD）

ユーティリティ用分電盤（AD）

プロセス用分電盤（AC）

換気用受電盤（ABI）

換気用分電盤（AB）

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（16／54）

第 1 変電所の受変電設備

表 2.2-1

使用期間が最も長く、主要構成部
位が同等である機器が複数あること
から、任意に濃縮ウラン溶解槽圧
力上限緊急操作装置
（242PP+10.2）を選定した。

使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意に換気用分電盤
（AB）を選定した。

当該機器のみである。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

Ⅰ-2

計測制御系統
（液位計測系）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（17／54）

- 492 - 492 -

計測制御系統
漏えい検知装置（204LW+107A）

漏えい検知装置（204LW+041）

漏えい検知装置（204LW+027）

漏えい検知装置（204LW+026）

漏えい検知装置（204LW+023）

漏えい検知装置（204LW+018）

漏えい検知装置（204LW+017）

漏えい検知装置（204LW+016）

漏えい検知装置（204LW+015.2）

漏えい検知装置（204LW+015.1）

漏えい検知装置（204LW+006）

漏えい検知装置（204LW+003）

漏えい検知装置（204LW+002）

漏えい検知装置（204LW+001）

高放射性廃液蒸発缶密度計（271DR20）

高放射性廃液中間貯槽液位計（252LR14.1）

高放射性廃液中間貯槽液位計（252LR13.1）

高放射性廃液蒸発缶液位計（271LRC20.1）

高放射性廃液蒸発缶液位下限警報装置（271LA-20.2）

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）液面上限緊急操作装置（263LP+12.3）

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）液面上限緊急操作装置（263LP+12.2）

溶解槽溶液受槽密度制御装置（243DRO+10）

表 2.2-1

使用期間が最も長く、主要構成部
位が同等である機器が複数あること
から、任意に溶解槽溶液受槽密度
制御装置（243DRO+10）を選定し
た。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

計測制御系統

- 493 - 493 -

Ⅰ-7

Ⅰ-4-2

Ⅰ-4-1

Ⅰ-3

分離精製
工場

分離精製
工場

計測制御系統
（電導度計測系）

分離精製
工場

計測制御系統
（温度計測系（熱電対））

計測制御系統
（温度計測系（膨張式））

分離精製
工場

施設

計測制御系統
（粉面計測系）

グループ
機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（18／54）

高放射性廃液蒸発缶電導度計（271CR12）

高放射性廃液蒸発缶 加熱蒸気温度警報装置（271TA+20.4）

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）加熱蒸気温度警報装置（263TA+11）

温水器（282H50）温度上限操作上限警報装置（282TO+A+50.3）

温水器（282H50）温度上限操作上限警報装置（282TO+A+50.2）

酸回収蒸発缶加熱蒸気温度警報装置（273TIA+30.3）

高放射性廃液蒸発缶温度上限操作上限警報装置（271TO+A+20.7）

プルトニウム溶液蒸発缶温度上限緊急操作装置（266TRP+20.4）

プルトニウム溶液蒸発缶蒸発缶加熱蒸気温度警報装置（266TRA+20.1）

脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-11.3）

第 1 ストリップ調整槽温度上限操作上限警報装置（201TO+A+19.4）

第 1 ストリップ調整槽温度上限操作上限警報装置（201TO+A+19.3）

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）温度上限緊急操作装置（263TIRP+12.1）

脱硝塔ウラン粉末上昇検知装置（264LP+11）

表 2.2-1

当該機器のみである。

使用期間、構成部品及び環境等が
同等であることから、任意に高放射
性廃液蒸発缶加熱蒸気温度警報
装置（271TA+20.4）を代表機器とし
て選定した。

使用期間が最も長く、構成部品及
び環境等が同等である機器が複数
あることから、任意にウラン溶液蒸
発缶（第１段）温度上限緊急操作装
置（263TIRP+12.1）を代表機器とし
て選定した。

当該機器のみである。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

分離精製
工場

Ⅰ-8-2

Ⅰ-8-3

分離精製
工場

計測制御系統
（流量計測系（タービ
ン））

計測制御系統
（流量計測系（ロータメ
ータ））

分離精製
工場

Ⅰ-8-1

施設

計測制御系統
（流量計測系（オリフィ
ス））

グループ
機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（19／54）

- 494 - 494 -

計測制御系統
抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-15.1）

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-16.2）

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-16.1）

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-15.5）

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-14.2）

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-14.1）

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.4）

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.3）

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.2）

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.1）

抽出器流量低下緊急操作装置（252FIP-11.2）

抽出器流量低下緊急操作装置（252FIP-11.1）

抽出器流量低下緊急操作装置（262FP-14.3）

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.4）

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.2）

抽出器流量低下緊急操作装置（254FP-18.2）

抽出器流量低下緊急操作装置（265FP-22.3）

抽出器流量低下緊急操作装置（265FP-20.1）

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.8）

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.6）

表 2.2-1

使用期間が最も長く、主要構成部
位が同等である機器が複数あること
から、任意に抽出器流量低下緊急
操作装置（261FIP-13.3）を代表機
器として選定した。

使用期間、構成部品及び環境等が
同等であることから、任意に抽出器
流 量 低 下 緊 急 操 作 装 置
（262FP-14.3）を選定した。

使用期間、構成部品及び環境等が
同等であることから、任意に抽出器
流 量 低 下 緊 急 操 作 装 置
（265FP-22.3）を代表機器として選
定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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10

カテゴリ

Ⅰ-1-1

Ⅱ

Ⅰ-11

Ⅰ-8-3

分離精製
工場

分離精製
工場
分離精製
工場

計測制御系統
（バスケット検知）
放射線監視設備
（排気モニタ）

埋め込みアンカー
（屋内）

分離精製
工場

施設

（続き）
計測制御系統
（流量計測系（ロータメ
ータ））

グループ
機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（20／54）

計測制御系統

- 495 - 495 -

共通設備
高放射性廃液貯槽（272V18）の基礎ボルト

高放射性廃液貯槽（272V16）の基礎ボルト

高放射性廃液貯槽（272V14）の基礎ボルト

高放射性廃液貯槽（272V12）の基礎ボルト

中間貯槽（272V20）の基礎ボルト

分配器（272D11）の基礎ボルト

分配器（272D10）の基礎ボルト

高放射性廃液中間貯槽（252V14）の基礎ボルト

高放射性廃液中間貯槽（252V13）の基礎ボルト

濃縮液受槽（264V10）の基礎ボルト

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）（263E11,T12）の基礎ボルト

高放射性廃液蒸発缶（271E20）の基礎ボルト

濃縮ウラン溶解槽（242R12）の基礎ボルト

濃縮ウラン溶解槽（242R11）の基礎ボルト

濃縮ウラン溶解槽（242R10）の基礎ボルト

主排気筒排気モニタ

バスケット検知装置

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-13.3）

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-13.1）

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-15.2）

表 2.2-1

使用材料が同等であり、環境が厳
しい動的機器の基礎ボルトのうち、
使用期間が最も長い基礎ボルトが
複数あることから、任意に建家換気
系排風機（207K14）の基礎ボルトを
代表機器として選定した。

当該機器のみである。

当該機器のみである。

（続き）
使用期間が最も長く、主要構成部
位が同等である機器が複数あること
から、任意に抽出器流量低下緊急
操作装置（261FIP-13.3）を代表機
器として選定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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11

カテゴリ

Ⅰ-1-1

（続き）
埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（21／54）

共通設備

- 496 - 496 分離第 3 抽出器（255R14）の基礎ボルト

分離第 2 抽出器（253R10）の基礎ボルト

溢流受槽（276V30）の基礎ボルト

中間貯槽（276V15）の基礎ボルト

中間貯槽（276V12）の基礎ボルト

ドレン受槽（266V41）の基礎ボルト

ドレン受槽（266V40）の基礎ボルト

循環槽（266V24）の基礎ボルト

プルトニウム濃縮液受槽（266V23）の基礎ボルト

プルトニウム製品貯槽（267V12）の基礎ボルト

プルトニウム製品貯槽（267V11）の基礎ボルト

プルトニウム製品貯槽（267V10）の基礎ボルト

高放射性廃液貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等の基礎ボルト

高放射性廃液濃縮工程の主要な流れを構成する配管等の基礎ボルト

分離第 1 サイクル工程の主要な流れを構成する配管等の基礎ボルト

呼水槽（252V153）の基礎ボルト

呼水槽（252V151）の基礎ボルト

高放射性廃液分配器（252D12）の基礎ボルト

希釈剤洗浄器（252R10）の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料が同等であり、環境が厳
しい動的機器の基礎ボルトのうち、
使用期間が最も長い基礎ボルトが
複数あることから、任意に建家換気
系排風機（207K14）の基礎ボルトを
代表機器として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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11

カテゴリ

Ⅰ-1-1

（続き）
埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（22／54）

共通設備

- 497 - 497 希釈剤洗浄器（265R21）の基礎ボルト

呼水槽（265V165）の基礎ボルト

ダネード給液槽（265V163）の基礎ボルト

中間貯槽（265V12）の基礎ボルト

調整槽（265V11）の基礎ボルト

呼水槽（255V17）の基礎ボルト

ダネード給液槽（255V124）の基礎ボルト

中間貯槽（255V12）の基礎ボルト

調整槽（255V11）の基礎ボルト

空気吹込塔（265T16）の基礎ボルト

空気吹込塔（265T15）の基礎ボルト

酸化塔（265T14）の基礎ボルト

給液槽（263V19）の基礎ボルト

希釈槽（263V18）の基礎ボルト

濃縮液受槽（263V17）の基礎ボルト

ウラン精製第 2 抽出器（261R15）の基礎ボルト

希釈剤洗浄器（261R14）の基礎ボルト

ウラン精製第 1 抽出器（261R13）の基礎ボルト

分離第 5 抽出器（255R16）の基礎ボルト

分離第 4 抽出器（255R15）の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料が同等であり、環境が厳
しい動的機器の基礎ボルトのうち、
使用期間が最も長い基礎ボルトが
複数あることから、任意に建家換気
系排風機（207K14）の基礎ボルトを
代表機器として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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11

カテゴリ

Ⅰ-1-1

（続き）
埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（23／54）

共通設備

- 498 - 498 溶媒貯槽（265V24）の基礎ボルト

第 2 溶媒洗浄器（256R12）の基礎ボルト

第 1 溶媒洗浄器（254R12）の基礎ボルト

分離第 1 抽出器（252R11）の基礎ボルト

パルスフィルタ（243F16A）の基礎ボルト

パルスフィルタ（243F16）の基礎ボルト

スワーフタンク（242V20）の基礎ボルト

給液槽（251V11）の基礎ボルト

溶解槽溶液受槽（243V10）の基礎ボルト

洗浄液受槽（242V13）の基礎ボルト

プルトニウム精製工程の主要な流れを構成する配管等の基礎ボルト

プルトニウム貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等の基礎ボルト

プルトニウム濃縮工程の主要な流れを構成する配管等の基礎ボルト

分離第 2 サイクル工程の主要な流れを構成する配管等の基礎ボルト

溢流溶媒受槽（276V21）の基礎ボルト

プルトニウム溶液受槽（276V20）の基礎ボルト

受槽（276V10）の基礎ボルト

中間貯槽（266V12）の基礎ボルト

プルトニウム精製第 2 抽出器（265R22）の基礎ボルト

プルトニウム精製第 1 抽出器（265R20）の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料が同等であり、環境が厳
しい動的機器の基礎ボルトのうち、
使用期間が最も長い基礎ボルトが
複数あることから、任意に建家換気
系排風機（207K14）の基礎ボルトを
代表機器として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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11

カテゴリ

Ⅰ-1-1

（続き）
埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（24／54）

共通設備

- 499 - 499 ウラン濃縮脱硝室のドリップトレイ（263U20）の基礎ボルト

脱硝塔（264R11）の基礎ボルト

第 3 溶媒洗浄器（262R11）の基礎ボルト

第 3 溶媒洗浄器（262R10）の基礎ボルト

第 2 溶媒洗浄器（256R13）の基礎ボルト

第 2 溶媒洗浄器（256R11）の基礎ボルト

第 2 溶媒洗浄器（256R10）の基礎ボルト

第 1 溶媒洗浄器（254R13）の基礎ボルト

第 1 溶媒洗浄器（254R11）の基礎ボルト

第 1 溶媒洗浄器（254R10）の基礎ボルト

調整工程の主要な流れを構成する配管等の基礎ボルト

清澄工程の主要な流れを構成する配管等の基礎ボルト

溶解工程の主要な流れを構成する配管等の基礎ボルト

呼水槽（251V120）の基礎ボルト

ダネード給液槽（251V118）の基礎ボルト

エアリフト中間槽（251V114）の基礎ボルト

シールポット（243V181）の基礎ボルト

パルス発生槽（243V17）の基礎ボルト

フィルタ（243F13）の基礎ボルト

空気分離器（242V131）の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料が同等であり、環境が厳
しい動的機器の基礎ボルトのうち、
使用期間が最も長い基礎ボルトが
複数あることから、任意に建家換気
系排風機（207K14）の基礎ボルトを
代表機器として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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11

カテゴリ

Ⅰ-1-1

（続き）
埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（25／54）

- 500 - 500 -

共通設備
槽類換気系排風機（272K263）の基礎ボルト

槽類換気系排風機（245K137）の基礎ボルト

槽類換気系排風機（245K136）の基礎ボルト

槽類換気系排風機（245K124）の基礎ボルト

槽類換気系排風機（245K123）の基礎ボルト

セル換気系排風機（207K22）の基礎ボルト

セル換気系排風機（207K21）の基礎ボルト

セル換気系排風機（207K20）の基礎ボルト

セル換気系排風機（207K19）の基礎ボルト

セル換気系排風機（207K18）の基礎ボルト

建家換気系排風機（207K17）の基礎ボルト

建家換気系排風機（207K16）の基礎ボルト

建家換気系排風機（207K15）の基礎ボルト

建家換気系排風機（207K14）の基礎ボルト

建家換気系排風機（207K13）の基礎ボルト

建家換気系排風機（207K12）の基礎ボルト

グローブボックス（267X65）の基礎ボルト

グローブボックス（266X62B）の基礎ボルト

グローブボックス（266X62A）の基礎ボルト

グローブボックス（266X61）の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料が同等であり、環境が厳
しい動的機器の基礎ボルトのうち、
使用期間が最も長い基礎ボルトが
複数あることから、任意に建家換気
系排風機（207K14）の基礎ボルトを
代表機器として選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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11

カテゴリ

Ⅰ-1-1

（続き）
埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（26／54）

共通設備

- 501 - 501 抽出器流量低下緊急操作装置（265FP-22.3）の基礎ボルト

高放射性廃液蒸発缶圧力上限操作上限警報装置（271PO+A+20.6）の基
礎ボルト
高放射性廃液蒸発缶温度上限操作上限警報装置（271TO+A+20.7）の
基礎ボルト

第 1 変電所の受変電設備の基礎ボルト

圧縮空気付属設備の基礎ボルト

1 次系冷却水配管等の基礎ボルト

熱交換器（217H51）の基礎ボルト

熱交換器（217H50）の基礎ボルト

熱交換器（283H31）の基礎ボルト

熱交換器（283H30）の基礎ボルト

プ-ル水系の送水ポンプ（217P1016）の基礎ボルト

プ-ル水系の送水ポンプ（217P1015）の基礎ボルト

1 次系の送水ポンプ（283P332）の基礎ボルト

1 次系の送水ポンプ（283P331）の基礎ボルト

高放射性廃液貯蔵工程の槽類換気系統の基礎ボルト

分離・精製・プルトニウム濃縮・高放射性廃液濃縮工程の槽類換気系統
の基礎ボルト

せん断オフガス換気系統の基礎ボルト

溶解オフガス換気系統の基礎ボルト

槽類換気系排風機（272K264）の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料が同等であり、環境が厳
しい動的機器の基礎ボルトのうち、
使用期間が最も長い基礎ボルトが
複数あることから、任意に建家換気
系排風機（207K14）の基礎ボルトを
代表機器として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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11

カテゴリ

Ⅰ-1-1

（続き）
埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（27／54）

- 502 - 502 -

共通設備
抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-13.3）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-13.1）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-15.2）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-15.1）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-16.2）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-16.1）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-15.5）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-14.2）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-14.1）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.4）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.3）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.2）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.1）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（252FIP-11.2）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（252FIP-11.1）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.4）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.2）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（254FP-18.2）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（262FP-14.3）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（265FP-20.1）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.8）の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.6）の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料が同等であり、環境が厳
しい動的機器の基礎ボルトのうち、
使用期間が最も長い基礎ボルトが
複数あることから、任意に建家換気
系排風機（207K14）の基礎ボルトを
代表機器として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

Ⅰ-2

メカニカルアンカー
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（28／54）

共通設備

- 503 - 503 ウラン濃縮脱硝室のドリップトレイ（263U18）の基礎ボルト

プルトニウム濃縮セルのドリップトレイ（204U025A）の基礎ボルト

ウラン濃縮脱硝室のドリップトレイ（204U022）の基礎ボルト

ウラン精製セルのドリップトレイ（204U114）の基礎ボルト

プルトニウム濃縮セルのドリップトレイ（204U125B）の基礎ボルト

プルトニウム濃縮セルのドリップトレイ（204U125A）の基礎ボルト

プルトニウム精製セルのドリップトレイ（204U015-2）の基礎ボルト

プルトニウム精製セルのドリップトレイ（204U015-1）の基礎ボルト

濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（204U003）の基礎ボルト

濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（204U002）の基礎ボルト

濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（204U001）の基礎ボルト

ポンプ（267P101）の基礎ボルト

ポンプ（266P231）の基礎ボルト

パルスフィルタ給液槽（243V14）の基礎ボルト

空気分離器（242V132）の基礎ボルト

パルスフィルタ（243F16A）の基礎ボルト

試料採取槽（265V1402）の基礎ボルト

希釈槽（266V13）の基礎ボルト

高放射性廃液中間貯槽（252V14）の基礎ボルト

高放射性廃液中間貯槽（252V13）の基礎ボルト

表 2.2-1

使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器を固定し
ている基礎ボルトが複数あることか
ら、任意に分離精製工場の建家・
セル換気系統の基礎ボルトを代表
機器として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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11

カテゴリ

Ⅰ-2

（続き）
メカニカルアンカー
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（29／54）

共通設備

- 504 - 504 建家・セル換気系統の基礎ボルト

高放射性廃液濃縮セルのドリップトレイ（204U019）の基礎ボルト

酸回収セルのドリップトレイ（204U020）の基礎ボルト

放射性配管分岐室のドリップトレイ（204U027）の基礎ボルト

フィルタセルのドリップトレイ（204U107B）の基礎ボルト

分離第 3 セルのドリップトレイ（204U109B）の基礎ボルト

分離第 2 セルドリップトレイ（204U109A-2）の基礎ボルト

分離第 2 セルドリップトレイ（204U109A-1）の基礎ボルト

分離第 1 セルのドリップトレイ（204U107A）の基礎ボルト

放射性配管分岐室のドリップトレイ（204U026）の基礎ボルト

プルトニウム製品貯蔵セルのドリップトレイ（204U041）の基礎ボルト

プルトニウム製品貯蔵セルのドリップトレイ（204U023）の基礎ボルト

高放射性廃液濃縮セルのドリップトレイ（204U018）の基礎ボルト

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（204U017）の基礎ボルト

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（204U016）の基礎ボルト

リワークセルのドリップトレイ（204U008）の基礎ボルト

給液調整セルのドリップトレイ（204U006）の基礎ボルト

高放射性廃液オフガスセルのドリップトレイ（204U005B）の基礎ボルト

溶解オフガス処理セルのドリップトレイ（204U005A）の基礎ボルト

ウラン濃縮脱硝室のドリップトレイ（264U10）の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器を固定し
ている基礎ボルトが複数あることか
ら、任意に分離精製工場の建家・
セル換気系統の基礎ボルトを代表
機器として選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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11

カテゴリ

Ⅰ-2

（続き）
メカニカルアンカー
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（30／54）

- 505 - 505 -

共通設備
濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+12.3）の基礎ボルト

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+12.2）の基礎ボルト

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+11.3）の基礎ボルト

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+11.2）の基礎ボルト

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+10.3）の基礎ボルト

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+10.2）の基礎ボルト

高放射性廃液蒸発缶圧力上限操作上限警報装置（271PO+A+20.6）の基
礎ボルト

ヨウ素除去装置用分電盤（AE）の基礎ボルト

プール水処理工程用分電盤（BD）の基礎ボルト

ユーティリティ用分電盤（AD）の基礎ボルト

プロセス用分電盤（AC）の基礎ボルト

換気用受電盤（ABI）の基礎ボルト

換気用分電盤（AB）の基礎ボルト

圧縮空気付属設備の基礎ボルト

プール水配管等の基礎ボルト

1 次系冷却水配管等の基礎ボルト

凝縮器（263H132）の基礎ボルト

凝縮器（263H13）の基礎ボルト

高放射性廃液貯蔵工程の槽類換気系統の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器を固定し
ている基礎ボルトが複数あることか
ら、任意に分離精製工場の建家・
セル換気系統の基礎ボルトを代表
機器として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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11

カテゴリ

Ⅰ-2

（続き）
メカニカルアンカー
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（31／54）

- 506 - 506 -

共通設備
漏えい検知装置（204LW+016）の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+015.2）の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+015.1）の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+006）の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+003）の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+002）の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+001）の基礎ボルト

高放射性廃液蒸発缶密度計（271DR20）の基礎ボルト

高放射性廃液中間貯槽液位計（252LR14.1）の基礎ボルト

高放射性廃液中間貯槽液位計（252LR13.1）の基礎ボルト

高放射性廃液蒸発缶液位計（271LRC20.1）の基礎ボルト

高放射性廃液蒸発缶液位下限警報装置（271LA-20.2）の基礎ボルト

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）液面上限緊急操作装置（263LP+12.3）の基礎
ボルト

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）液面上限緊急操作装置（263LP+12.2）の基礎
ボルト

溶解槽溶液受槽密度制御装置（243DRO+10）の基礎ボルト

高放射性廃液蒸発缶圧力上限緊急操作装置（271PP+20.4）の基礎ボル
ト

高放射性廃液蒸発缶圧力上限緊急操作装置（271PP+20.3）の基礎ボル
ト

プルトニウム溶液蒸発缶圧力上限緊急操作装置（266PP+20.3）の基礎ボ
ルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器を固定し
ている基礎ボルトが複数あることか
ら、任意に分離精製工場の建家・
セル換気系統の基礎ボルトを代表
機器として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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11

カテゴリ

Ⅰ-2

（続き）
メカニカルアンカー
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（32／54）

共通設備

- 507 - 507 主排気筒排気モニタの基礎ボルト

槽類換気系排風機（245K137）の制御盤等の基礎ボルト

槽類換気系排風機（245K136）の制御盤等の基礎ボルト

高放射性廃液蒸発缶電導度計（271CR12）の基礎ボルト

脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-11.3）の基礎ボルト

第 1 ストリップ調整槽温度上限操作上限警報装置（201TO+A+19.4）の基
礎ボルト

第 1 ストリップ調整槽温度上限操作上限警報装置（201TO+A+19.3）の基
礎ボルト

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）温度上限緊急操作装置（263TIRP+12.1）の基
礎ボルト

脱硝塔ウラン粉末上昇検知装置（264LP+11）の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+107A）の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+041）の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+027）の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+026）の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+023）の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+018）の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+017）の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器を固定し
ている基礎ボルトが複数あることか
ら、任意に分離精製工場の建家・
セル換気系統の基礎ボルトを代表
機器として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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11

カテゴリ

Ⅰ-3-1

接着系アンカー
（静的機器の接着系ア
ンカー）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（33／54）

- 508 - 508 -

共通設備
セル換気系排風機（207K20）の制御盤等の基礎ボルト

セル換気系排風機（207K19）の制御盤等の基礎ボルト

セル換気系排風機（207K18）の制御盤等の基礎ボルト

建家換気系排風機（207K17）の制御盤等の基礎ボルト

建家換気系排風機（207K16）の制御盤等の基礎ボルト

建家換気系排風機（207K15）の制御盤等の基礎ボルト

建家換気系排風機（207K14）の制御盤等の基礎ボルト

建家換気系排風機（207K13）の制御盤等の基礎ボルト

建家換気系排風機（207K12）の制御盤等の基礎ボルト

ポンプ（267P101）の制御盤等の基礎ボルト

ポンプ（266P231）の制御盤等の基礎ボルト

プルトニウム貯蔵工程の主要な流れを構成する二重管の外管の基礎ボ
ルト

プルトニウム貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等の基礎ボルト

プルトニウム製品貯槽（267V16）の基礎ボルト

プルトニウム製品貯槽（267V15）の基礎ボルト

プルトニウム製品貯槽（267V14）の基礎ボルト

プルトニウム製品貯槽（267V13）の基礎ボルト

プルトニウム溶液蒸発缶（266E20,T21）の基礎ボルト

分離精製工場から主排気筒間の排気ダクトの鉄骨構造物の基礎ボルト

表 2.2-1

使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器を固定し
ている基礎ボルトが複数あることか
ら、任意にプルトニウム製品貯槽
（267V13）の基礎ボルトを代表機器
として選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

Ⅰ-3-1

(続き)
接着系アンカー
（静的機器の接着系ア
ンカー）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（34／54）

高放射性廃液蒸発缶圧力上限操作上限警報装置
（271PO+A+20.6）の制御盤等の基礎ボルト
濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+10.2）の制御盤等の
基礎ボルト
濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+10.3）の制御盤等の
基礎ボルト
濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+11.2）の制御盤等の
基礎ボルト
濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+11.3）の制御盤等の
基礎ボルト
濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+12.2）の制御盤等の
基礎ボルト
濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+12.3）の制御盤等の
基礎ボルト
プルトニウム溶液蒸発缶圧力上限緊急操作装置
（266PP+20.3）の制御盤等の基礎ボルト

プール水配管等の基礎ボルト

1 次系の送水ポンプ（283P332）の制御盤等の基礎ボルト

1 次系の送水ポンプ（283P331）の制御盤等の基礎ボルト

槽類換気系排風機（272K264）の制御盤等の基礎ボルト

槽類換気系排風機（272K263）の制御盤等の基礎ボルト

槽類換気系排風機（245K124）の制御盤等の基礎ボルト

槽類換気系排風機（245K123）の制御盤等の基礎ボルト

セル換気系排風機（207K22）の制御盤等の基礎ボルト

セル換気系排風機（207K21）の制御盤等の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器を固定し
ている基礎ボルトが複数あることか
ら、任意にプルトニウム製品貯槽
（267V13）の基礎ボルトを代表機器
として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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共通設備

- 509 - 509 -

11

カテゴリ

Ⅰ-3-1

(続き)
接着系アンカー
（静的機器の接着系ア
ンカー）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（35／54）

共通設備

- 510 - 510 漏えい検知装置（204LW+016）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+015.2）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+015.1）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+006）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+003）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+002）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+001）の制御盤等の基礎ボルト

高放射性廃液蒸発缶密度計（271DR20）の制御盤等の基礎ボルト

高放射性廃液中間貯槽液位計（252LR14.1）の制御盤等の基礎ボルト

高放射性廃液中間貯槽液位計（252LR13.1）の制御盤等の基礎ボルト

高放射性廃液蒸発缶液位計（271LRC20.1）の制御盤等の基礎ボルト

高放射性廃液蒸発缶液位下限警報装置（271LA-20.2）の制御盤等の基
礎ボルト

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）液面上限緊急操作装置（263LP+12.3）の制御
盤等の基礎ボルト

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）液面上限緊急操作装置（263LP+12.2）の制御
盤等の基礎ボルト

溶解槽溶液受槽密度制御装置（243DRO+10）の制御盤等の基礎ボルト

高放射性廃液蒸発缶圧力上限緊急操作装置の制御盤の
（271PP+20.4）の制御盤等の基礎ボルト

高放射性廃液蒸発缶圧力上限緊急操作装置の制御盤の
（271PP+20.3）の制御盤等の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器を固定し
ている基礎ボルトが複数あることか
ら、任意にプルトニウム製品貯槽
（267V13）の基礎ボルトを代表機器
として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

Ⅰ-3-1

(続き)
接着系アンカー
（静的機器の接着系ア
ンカー）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（36／54）

共通設備

- 511 - 511 抽出器流量低下緊急操作装置（265FP-22.3）の制御盤等の基礎ボルト

高放射性廃液蒸発缶電導度計（271CR12）の制御盤等の基礎ボルト

温水器（282H50）温度上限操作上限警報装置（282TO+A+50.3）の制御
盤等の基礎ボルト

温水器（282H50）温度上限操作上限警報装置（282TO+A+50.2）の制御
盤等の基礎ボルト

高放射性廃液蒸発缶温度上限操作上限警報装置（271TO+A+20.7）の
制御盤等の基礎ボルト

プルトニウム溶液蒸発缶温度上限緊急操作装置（266TRP+20.4）の制御
盤等の基礎ボルト

プルトニウム溶液蒸発缶蒸発缶加熱蒸気温度警報装置（266TRA+20.1）
の制御盤等の基礎ボルト

脱硝塔度下限緊急操作装置（264TP-11.3）の制御盤等の基礎ボルト

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）温度上限緊急操作装置（263TIRP+12.1）の制
御盤等の基礎ボルト

脱硝塔ウラン粉末上昇検知装置（264LP+11）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+107A）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+041）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+027）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+026）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+023）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+018）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（204LW+017）の制御盤等の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器を固定し
ている基礎ボルトが複数あることか
ら、任意にプルトニウム製品貯槽
（267V13）の基礎ボルトを代表機器
として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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11

カテゴリ

Ⅰ-3-1

(続き)
接着系アンカー
（静的機器の接着系ア
ンカー）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（37／54）

共通設備

- 512 - 512 抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-15.2）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-15.1）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-16.2）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-16.1）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-15.5）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-14.2）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-14.1）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.4）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.3）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.2）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.1）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（252FIP-11.2）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（252FIP-11.1）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.4）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.2）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（254FP-18.2）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（262FP-14.3）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（265FP-20.1）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.8）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.6）の制御盤等の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器を固定し
ている基礎ボルトが複数あることか
ら、任意にプルトニウム製品貯槽
（267V13）の基礎ボルトを代表機器
として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

Ⅱ-1-1

Ⅰ-3-1

静的機器の架台等
（屋内）

(続き)
接着系アンカー
（静的機器の接着系ア
ンカー）

グループ

分離精製
工場

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（38／54）

- 513 - 513 -

共通設備
高放射性廃液貯槽（272V18）の架台等

高放射性廃液貯槽（272V16）の架台等

高放射性廃液貯槽（272V14）の架台等

高放射性廃液貯槽（272V12）の架台等

中間貯槽（272V20）の架台等

分配器（272D11）の架台等

分配器（272D10）の架台等

高放射性廃液中間貯槽（252V14）の架台等

高放射性廃液中間貯槽（252V13）の架台等

プルトニウム溶液蒸発缶（266E20,T21）の架台等

濃縮液受槽（264V10）の架台等

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）（263E11,T12）の架台等

濃縮ウラン溶解槽（242R12）の架台等

濃縮ウラン溶解槽（242R11）の架台等

濃縮ウラン溶解槽（242R10）の架台等

バスケット検知装置の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-13.3）の制御盤等の基礎ボルト

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-13.1）の制御盤等の基礎ボルト

表 2.2-1

使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意に脱硝塔
（264R11）の架台等を選定した。

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器を固定し
ている基礎ボルトが複数あることか
ら、任意にプルトニウム製品貯槽
（267V13）の基礎ボルトを代表機器
として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

11

カテゴリ

Ⅱ-1-1

（続き）
静的機器の架台等
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（39／54）

共通設備

- 514 - 514 ウラン精製第 1 抽出器（261R13）の架台等

分離第 5 抽出器（255R16）の架台等

分離第 4 抽出器（255R15）の架台等

分離第 3 抽出器（255R14）の架台等

分離第 2 抽出器（253R10）の架台等

ドレン受槽（266V41）の架台等

循環槽（266V24）の架台等

プルトニウム濃縮液受槽（266V23）の架台等

プルトニウム製品貯槽（267V16）の架台等

プルトニウム製品貯槽（267V15）の架台等

プルトニウム製品貯槽（267V14）の架台等

プルトニウム製品貯槽（267V13）の架台等

プルトニウム製品貯槽（267V12）の架台等

プルトニウム製品貯槽（267V11）の架台等

プルトニウム製品貯槽（267V10）の架台等

高放射性廃液貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等の架台等

高放射性廃液濃縮工程の主要な流れを構成する配管等の架台等

分離第 1 サイクル工程の主要な流れを構成する配管等の架台等

高放射性廃液分配器（252D12）の架台等

希釈剤洗浄器（252R10）の架台等

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意に脱硝塔
（264R11）の架台等を選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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11

カテゴリ

Ⅱ-1-1

（続き）
静的機器の架台等
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（40／54）

共通設備

- 515 - 515 溶解槽溶液受槽（243V10）の架台等

洗浄液受槽（242V13）の架台等

プルトニウム精製工程の主要な流れを構成する配管等の架台等

プルトニウム貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等の架台等

プルトニウム濃縮工程の主要な流れを構成する配管等の架台等

分離第 2 サイクル工程の主要な流れを構成する配管等の架台等

中間貯槽（266V12）の架台等

プルトニウム精製第 2 抽出器（265R22）の架台等

プルトニウム精製第 1 抽出器（265R20）の架台等

希釈剤洗浄器（265R21）の架台等

ダネード給液槽（265V163）の架台等

試料採取槽（265V1402）の架台等

調整槽（265V11）の架台等

呼水槽（255V17）の架台等

ダネード給液槽（255V124）の架台等

給液槽（263V19）の架台等

希釈槽（263V18）の架台等

濃縮液受槽（263V17）の架台等

ウラン精製第 2 抽出器（261R15）の架台等

希釈剤洗浄器（261R14）の架台等

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意に脱硝塔
（264R11）の架台等を選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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11

カテゴリ

Ⅱ-1-1

（続き）
静的機器の架台等
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

共通設備

- 516 - 516 第 1 溶媒洗浄器（254R10）の架台等

調整工程の主要な流れを構成する配管等の架台等

清澄工程の主要な流れを構成する配管等の架台等

溶解工程の主要な流れを構成する配管等の架台等

シールポット（243V134）の架台等

呼水槽（251V120）の架台等

ダネード給液槽（251V118）の架台等

エアリフト中間槽（251V114）の架台等

シールポット（243V181）の架台等

パルス発生槽（243V17）の架台等

パルスフィルタ給液槽（243V14）の架台等

フィルタ（243F13）の架台等

空気分離器（242V131）の架台等

第 2 溶媒洗浄器（256R12）の架台等

第 1 溶媒洗浄器（254R12）の架台等

分離第 1 抽出器（252R11）の架台等

パルスフィルタ（243F16A）の架台等

パルスフィルタ（243F16）の架台等

スワーフタンク（242V20）の架台等

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（41／54）

給液槽（251V11）の架台等

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意に脱硝塔
（264R11）の架台等を選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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11

カテゴリ

Ⅱ-1-1

（続き）
静的機器の架台等
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（42／54）

共通設備

- 517 - 517 高放射性廃液貯蔵工程の槽類換気系統の架台等

分離・精製・プルトニウム濃縮・高放射性廃液濃縮工程の槽類換気系統
の架台等

せん断オフガス換気系統の架台等

溶解オフガス換気系統の架台等

建家・セル換気系統の架台等

グローブボックス（267X65）の架台等

グローブボックス（266X62B）の架台等

グローブボックス（266X62A）の架台等

グローブボックス（266X61）の架台等

プルトニウム貯蔵工程の主要な流れを構成する二重管の外管の架台等

ウラン濃縮脱硝室のドリップトレイ（263U20）の架台等

脱硝塔（264R11）の架台等

第 3 溶媒洗浄器（262R11）の架台等

第 3 溶媒洗浄器（262R10）の架台等

第 2 溶媒洗浄器（256R13）の架台等

第 2 溶媒洗浄器（256R11）の架台等

第 2 溶媒洗浄器（256R10）の架台等

第 1 溶媒洗浄器（254R13）の架台等

第 1 溶媒洗浄器（254R11）の架台等

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意に脱硝塔
（264R11）の架台等を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

Ⅱ-1-1

（続き）
（静的機器の架台等
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

共通設備

- 518 - 518 濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+12.3）の架台等

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+12.2）の架台等

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+11.3）の架台等

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+11.2）の架台等

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+10.3）の架台等

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+10.2）の架台等

高放射性廃液蒸発缶圧力上限操作上限警報装置（271PO+A+20.6）の架
台等

ヨウ素除去装置用分電盤（AE）の架台等

プール水処理工程用分電盤（BD）の架台等

ユーティリティ用分電盤（AD）の架台等

プロセス用分電盤（AC）の架台等

換気用受電盤（ABI）の架台等

換気用分電盤（AB）の架台等

第 1 変電所の受変電設備の架台等

圧縮空気付属設備の架台等

プール水配管等の架台等

1 次系冷却水配管等の架台等

凝縮器（263H132）の架台等

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（43／54）

凝縮器（263H13）の架台等

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意に脱硝塔
（264R11）の架台等を選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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11

カテゴリ

Ⅱ-1-1

（続き）
静的機器の架台等
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（44／54）

共通設備

- 519 - 519 漏えい検知装置（204LW+018）の架台等

漏えい検知装置（204LW+017）の架台等

漏えい検知装置（204LW+016）の架台等

漏えい検知装置（204LW+015.2）の架台等

漏えい検知装置（204LW+015.1）の架台等

漏えい検知装置（204LW+006）の架台等

漏えい検知装置（204LW+003）の架台等

漏えい検知装置（204LW+002）の架台等

漏えい検知装置（204LW+001）の架台等

高放射性廃液蒸発缶密度計（271DR20）の架台等

高放射性廃液中間貯槽液位計（252LR14.1）の架台等

高放射性廃液中間貯槽液位計（252LR13.1）の架台等

高放射性廃液蒸発缶液位計（271LRC20.1）の架台等

高放射性廃液蒸発缶液位下限警報装置（271LA-20.2）の架台等

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）液面上限緊急操作装置（263LP+12.2）の架台
等
ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）液面上限緊急操作装置（263LP+12.3）の架台
等

溶解槽溶液受槽密度制御装置（243DRO+10）の架台等

高放射性廃液蒸発缶圧力上限緊急操作装置（271PP+20.4）の架台等

高放射性廃液蒸発缶圧力上限緊急操作装置（271PP+20.3）の架台等

プルトニウム溶液蒸発缶圧力上限緊急操作装置（266PP+20.3）の架台等

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意に脱硝塔
（264R11）の架台等を選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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11

カテゴリ

Ⅱ-1-1

（続き）
静的機器の架台等
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（45／54）

- 520 - 520 -

共通設備
抽出器流量低下緊急操作装置（254FP-18.2）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（262FP-14.3）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（265FP-20.1）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.8）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.6）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（265FP-22.3）の架台等

高放射性廃液蒸発缶電導度計（271CR12）の架台等

高放射性廃液蒸発缶温度上限操作上限警報装置
（271TO+A+20.7）の架台等

脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-11.3）の架台等

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）温度上限緊急操作装置（263TIRP+12.1）の架
台等
第 1 ストリップ調整槽温度上限操作上限警報装置（201TO+A+19.3）の架
台等
第 1 ストリップ調整槽温度上限操作上限警報装置（201TO+A+19.4）の架
台等

脱硝塔ウラン粉末上昇検知装置（264LP+11）の架台等

漏えい検知装置（204LW+107A）の架台等

漏えい検知装置（204LW+041）の架台等

漏えい検知装置（204LW+027）の架台等

漏えい検知装置（204LW+026）の架台等

漏えい検知装置（204LW+023）の架台等

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意に脱硝塔
（264R11）の架台等を選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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11

カテゴリ

Ⅱ-1-1

（続き）
静的機器の架台等
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（46／54）

共通設備

- 521 - 521 主排気筒排気モニタの架台等

バスケット検知装置の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-13.3）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-13.1）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-15.2）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-15.1）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-16.2）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-16.1）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-15.5）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-14.2）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-14.1）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.4）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.3）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.2）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.1）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（252FIP-11.2）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（252FIP-11.1）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.4）の架台等

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.2）の架台等

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意に脱硝塔
（264R11）の架台等を選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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11

カテゴリ

Ⅱ-2-1

動的機器の架台等
（屋内）

グループ

分離精製
工場

施設

共通設備

- 522 - 522 建家・セル換気系統の架台等

槽類換気系排風機（272K264）の架台等

槽類換気系排風機（272K263）の架台等

槽類換気系排風機（245K137）の架台等

槽類換気系排風機（245K136）の架台等

槽類換気系排風機（245K124）の架台等

槽類換気系排風機（245K123）の架台等

セル換気系排風機（207K22）の架台等

セル換気系排風機（207K21）の架台等

セル換気系排風機（207K20）の架台等

セル換気系排風機（207K19）の架台等

セル換気系排風機（207K18）の架台等

建家換気系排風機（207K17）の架台等

建家換気系排風機（207K16）の架台等

建家換気系排風機（207K15）の架台等

建家換気系排風機（207K14）の架台等

建家換気系排風機（207K13）の架台等

建家換気系排風機（207K12）の架台等

ポンプ（267P101）の架台等

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（47／54）

ポンプ（266P231）の架台等

表 2.2-1

使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意に建家換気系排風
機（207K14）の架台等を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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11

カテゴリ

Ⅲ

Ⅱ-2-1

制御盤等

（続き）
動的機器の架台等
（屋内）

グループ

分離精製
工場

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（48／54）

共通設備

- 523 - 523 セル換気系排風機（207K21）の制御盤等

セル換気系排風機（207K20）の制御盤等

セル換気系排風機（207K19）の制御盤等

セル換気系排風機（207K18）の制御盤等

建家換気系排風機（207K17）の制御盤等

建家換気系排風機（207K16）の制御盤等

建家換気系排風機（207K15）の制御盤等

建家換気系排風機（207K14）の制御盤等

建家換気系排風機（207K13）の制御盤等

建家換気系排風機（207K12）の制御盤等

ポンプ（267P101）の制御盤等

ポンプ（266P231）の制御盤等

プール水系の送水ポンプ（217P1016）の架台等

プール水系の送水ポンプ（217P1015）の架台等

1 次系の送水ポンプ（283P332）の架台等

1 次系の送水ポンプ（283P331）の架台等

せん断オフガス換気系統の架台等

溶解オフガス換気系統の架台等

表 2.2-1

構成部品が最も多く、使用期間が
最も長い機器が複数あることから、
槽類換気系排風機（245K136）の制
御盤等を任意に代表機器として選
定した。

（続き）
使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数あ
ることから、任意に建家換気系排風
機（207K14）の架台等を選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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11

共
通
設
備

カテゴリ

Ⅲ

（続き）
制御盤等

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（49／54）

- 524 - 524 プルトニウム溶液蒸発缶圧力上限緊急操作装置（266PP+20.3）の制御盤
等

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+12.3）の制御盤等

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+12.2）の制御盤等

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+11.3）の制御盤等

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+11.2）の制御盤等

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+10.3）の制御盤等

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置（242PP+10.2）の制御盤等

高放射性廃液蒸発缶圧力上限操作上限警報装置（271PO+A+20.6）の制
御盤等

1 次系の送水ポンプ（283P332）の制御盤等

1 次系の送水ポンプ（283P331）の制御盤等

プール水系の送水ポンプ（217P1016）の制御盤等

プール水系の送水ポンプ（217P1015）の制御盤等

槽類換気系排風機（272K264）の制御盤等

槽類換気系排風機（272K263）の制御盤等

槽類換気系排風機（245K137）の制御盤等

槽類換気系排風機（245K136）の制御盤等

槽類換気系排風機（245K124）の制御盤等

槽類換気系排風機（245K123）の制御盤等

セル換気系排風機（207K22）の制御盤等

表 2.2-1

（続き）
構成部品が最も多く、使用期間が
最も長い機器が複数あることから、
槽類換気系排風機（245K136）の制
御盤等を任意に代表機器として選
定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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11

カテゴリ

Ⅲ

（続き）
制御盤等

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（50／54）

- 525 - 525 -

共通設備
漏えい検知装置（204LW+018）の制御盤等

漏えい検知装置（204LW+017）の制御盤等

漏えい検知装置（204LW+016）の制御盤等

漏えい検知装置（204LW+015.2）の制御盤等

漏えい検知装置（204LW+015.1）の制御盤等

漏えい検知装置（204LW+006）の制御盤等

漏えい検知装置（204LW+003）の制御盤等

漏えい検知装置（204LW+002）の制御盤等

漏えい検知装置（204LW+001）の制御盤等

高放射性廃液蒸発缶密度計（271DR20）の制御盤等

高放射性廃液中間貯槽液位計（252LR14.1）の制御盤等

高放射性廃液中間貯槽液位計（252LR13.1）の制御盤等

高放射性廃液蒸発缶液位計（271LRC20.1）の制御盤等

高放射性廃液蒸発缶液位下限警報装置（271LA-20.2）の制御盤等

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）液面上限緊急操作装置（263LP+12.2）の制御
盤等
ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）液面上限緊急操作装置（263LP+12.3）の制御
盤等

溶解槽溶液受槽密度制御装置（243DRO+10）の制御盤等

高放射性廃液蒸発缶圧力上限緊急操作装置（271PP+20.4）の制御盤等
の制御盤等

高放射性廃液蒸発缶圧力上限緊急操作装置（271PP+20.3）の制御盤等

表 2.2-1

（続き）
構成部品が最も多く、使用期間が
最も長い機器が複数あることから、
槽類換気系排風機（245K136）の制
御盤等を任意に代表機器として選
定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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カテゴリ

Ⅲ

（続き）
制御盤等

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（51／54）

共通設備

- 526 - 526 ウラン溶液蒸発缶（第１段）蒸発缶加熱蒸気温度警報装置(263TA+11)の
制御盤等

高放射性廃液蒸発缶加熱蒸気温度警報装置（271TA+20.4）の制御盤等

酸回収蒸発缶加熱蒸気温度警報装置（273TIA+30.3）の制御盤等

高放射性廃液蒸発缶温度上限操作上限警報装置（271TO+A+20.7）の
制御盤等

プルトニウム溶液蒸発缶温度上限緊急操作装置（266TRP+20.4）の制御
盤等

プルトニウム溶液蒸発缶蒸発缶加熱蒸気温度警報装置（266TRA+20.1）
の制御盤等

脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-11.3）の制御盤等

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）温度上限緊急操作装置（263TIRP+12.1）の制
御盤等
第 1 ストリップ調整槽温度上限操作上限警報装置（201TO+A+19.3）の制
御盤等
第 1 ストリップ調整槽温度上限操作上限警報装置（201TO+A+19.4）の制
御盤等

脱硝塔ウラン粉末上昇検知装置（264LP+11）の制御盤等

漏えい検知装置（204LW+107A）の制御盤等

漏えい検知装置（204LW+041）の制御盤等

漏えい検知装置（204LW+027）の制御盤等

漏えい検知装置（204LW+026）の制御盤等

漏えい検知装置（204LW+023）の制御盤等

表 2.2-1

（続き）
構成部品が最も多く、使用期間が
最も長い機器が複数あることから、
槽類換気系排風機（245K136）の制
御盤等を任意に代表機器として選
定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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11

カテゴリ

Ⅲ

（続き）
制御盤等

グループ

分離精製
工場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（52／54）

共通設備

- 527 - 527 抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-14.2）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-14.1）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.4）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.3）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.2）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.1）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（252FIP-11.2）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（252FIP-11.1）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.4）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.2）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（254FP-18.2）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（262FP-14.3）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（265FP-20.1）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.8）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.6）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（265FP-22.3）の制御盤等

高放射性廃液蒸発缶電導度計（271CR12）の制御盤等

温水器（282H50）温度上限操作上限警報装置（282TO+A+50.2）の制御
盤等
温水器（282H50）温度上限操作上限警報装置（282TO+A+50.3）の制御
盤等

表 2.2-1

（続き）
構成部品が最も多く、使用期間が
最も長い機器が複数あることから、
槽類換気系排風機（245K136）の制
御盤等を任意に代表機器として選
定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

Ⅳ-2

電線・ケーブル類（セル
外）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（100V）
ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（遮蔽付）（100V）
ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（遮蔽付）（微電圧）
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（100V）

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮蔽付）（100V）

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（24V）

主排気筒

分離精製
工場

主排気筒

分離精製
工場

分離精製
工場
主排気筒

分離精製
工場

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（6600V）

セル内用複合ケーブル（24V）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（400V）

分離精製
工場

電線・ケーブル類（セル
内）

Ⅳ-1

バスケット検知装置の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-13.3）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-13.1）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-15.2）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-15.1）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-16.2）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-16.1）の制御盤等

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-15.5）の制御盤等

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（53／54）

分離精製
工場

分離精製
工場

（続き）
制御盤等

施設

Ⅲ

グループ

表 2.2-1

使用環境及び使用材料が同等で
あることから、最も使用電圧が高い
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（6600V）を選定した。

当該機器のみである。

（続き）
構成部品が最も多く、使用期間が
最も長い機器が複数あることから、
槽類換気系排風機（245K136）の制
御盤等を任意に代表機器として選
定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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共通設備

- 528 - 528 -

共通設備
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11

カテゴリ

Ⅰ

Ⅳ-2

クレーン

（続き）
電線・ケーブル類（セル
外）

グループ

燃料カスククレーン（211-1）

補償導線（熱起電力）

分離精製
工場

分離精製
工場

高周波同軸ケーブル（ポリエチレン絶縁編組形）（微電圧）

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮蔽付）（微電圧）

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（微電圧）

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（54／54）

主排気筒

分離精製
工場
主排気筒

施設

表 2.2-1

当該機器のみである。

（続き）
使用環境及び使用材料が同等で
あることから、最も使用電圧が高い
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（6600V）を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

その他設備
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3. 耐震安全評価
3.1 評価対象機器
評価対象機器は、技術評価における評価対象機器と同じとする。
分離精製工場（主排気筒を含む）は、建築基準法施行令の改正（昭和 55 年 7 月）前に設置
した施設に該当し、一部の機器については適宜更新又は追加設置している。これらは設置時
期において以下に示すように重要度分類に応じて十分な耐震性を有することを確認している。
評価対象機器の重要度分類を「表 3.1-1 評価対象機器の耐震重要度分類一覧」に示す。
(1) 耐震設計上の重要度分類
(a) ユーティリティ施設の設置変更承認申請（平成 7 年 11 月）前に設置した施設
建家及び構築物並びに機器・配管類の重要度に応じて、次の様に分類し、それぞれ
の重要度に応じた耐震設計を行っている。
A 類：その機能喪失により、周辺公衆に災害を及ぼすおそれのあるもの
B 類：高放射性物質に関する A 類以外のもの
C 類：A 及び B 類以外のもの、ただし主要な装置に関係ないものを除く
(b) ユーティリティ施設の設置変更承認申請（平成 7 年 11 月）後に更新した施設
A クラス：以下に示す機能を有する施設であって、環境への影響、効果の大きいも
の。（A クラスの施設のうち特に重要と判断される施設を限定して As ク
ラスと呼称する。）
(ⅰ） 自ら放射性物質を内蔵しているか又は内蔵している施設に直接関係しており、
その機能喪失により放射性物質を外部に放散する可能性のあるもの。
(ⅱ） 放射性物質を外部に放散する可能性のある事象を防止するために必要なもの。
(ⅲ） 上記のような事故発生の際に、外部に放散される放射性物質による影響を低減
させるために必要なもの。
B クラス：上記において影響、効果が比較的小さいもの。
C クラス：A クラス及び B クラス以外であって、一般産業施設と同等の安全性を保持
すればよいもの。
（2）耐震設計評価法及び荷重の組み合わせと許容限界
(a) 建築基準法施工令の改正（昭和 55 年 7 月）前に設置した施設
(ⅰ) 耐震設計評価法

＜建家及び構築物の場合＞
A,B 及び C 類の施設については、建築基準法に定められる水平震度のそれぞれ 3.0
倍,1.5 倍及び 1.0 倍の静的地震力に対して安全であるように設計している。
なお、A 類については建築基礎底面において想定最大加速度 180gal の地震力に対
して安全であるように設計している。
＜機器・配管類の場合＞
A 類については、建築基礎底面において想定最大加速度 180gal に対しての各階の
最大応答加速度の 1.2 倍から静的地震力を算定して設計を行っている。B 類は A 類
の 1/2 の最大加速度について、C 類は A 類の 1/3 の最大加速度について各々設計し
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ている。
なお、A 類については建家基礎底面において想定最大加速度 180gal の地震力に対
して安全であるように設計している。
(ⅱ）荷重の組み合わせと許容限界

＜荷重の組み合わせ＞
静的な鉛直地震力として、機器・配管類の水平震度の 1/2 として算定し、水平震
度と鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作用させている。
＜許容限界＞
建家・建築物に関する材料の許容応力度は、建築基準法及び日本建築学会各種規
準等、機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格、鋼構造設計規準
等に準拠して設定されている。
(b) 建築基準法施工令の改正（昭和 55 年 7 月）後かつユーティリティ施設の設置変更承
認申請（平成 7 年 11 月）前に更新又は設置した施設【濃縮ウラン溶解槽（242R12）、
パルスフィルタ（243F16A）等】
(ⅰ) 耐震設計評価法
＜機器・配管類の場合＞
A 類については、建築基準法施行令から求められる水平震度の 3.6（1.2×3）倍
から静的地震力を算定して設計を行っている。B 類は 1.8 倍（A 類の 1/2）、C 類は
1.2 倍（A 類の 1/3）の係数を乗じて静的地震力を算定し設計を行っている。
なお、A 類については建家基礎底面において想定最大加速度 180gal の地震力に対
して安全であるように設計している。
(ⅱ）荷重の組み合わせと許容限界
＜荷重の組み合わせ＞
静的な鉛直地震力として、機器・配管類は水平震度の 0.36 倍として算定し、水
平震度と鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作用させている。
＜許容限界＞
機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格、鋼構造設計規準等に
準拠して設定されている。
(c) ユーティリティ施設の設置変更承認申請（平成 7 年 11 月）後に更新した施設【第 1
変電所の受変電設備、換気用受電盤（ABI）等】
耐震設計評価法、荷重の組み合せと許容限界については、施設の更新時における「発
電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」のそれぞれの該当項目を適用している。
3.2 評価手順
「第 2 回 再処理施設の定期的な評価報告書
3.3

5.2.2 評価手順」に基づき評価を実施した。

耐震安全評価結果

評価の結果、「表 3.3-1

耐震安全上着目すべき経年劣化事象の抽出結果」に示すように、
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耐震安全上着目すべき経年変化事象は抽出されなかった。したがって、耐震安全性に関する
詳細評価及び耐震安全性の観点から、保全対策に反映すべき項目の抽出については、実施す
る必要がなかった。
以上により、次回の高経年化技術評価までの供用を想定した場合においても耐震安全性が
維持されることを確認した。
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（1／11）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ
鉄筋コンクリート
構造物
（建家等）

建家構築物等

鉄筋コンクリート
構造物
（セル等）

施設

機器・構築物
分離精製工場建家

耐震重要度
分類
A 類/B 類

分離精製工場

分離精製工場

鉄筋コンクリート
構造物
（貯蔵ﾌﾟｰﾙ）

分離精製工場

鉄骨構造物
（鉄骨）

分離精製工場

主排気筒

A類

濃縮ウラン溶解セル（R001）

B類

濃縮ウラン溶解セル（R002）

B類

濃縮ウラン溶解セル（R003）

B類

給液調整セル（R006）

B類

リワークセル（R008）

B類

プルトニウム精製セル（R015)

B類

高放射性廃液貯蔵セル（R016）

A類

高放射性廃液貯蔵セル（R017）

A類

高放射性廃液濃縮セル（R018）

B類

高放射性廃液濃縮セル（R019）

B類

酸回収セル(R020)

B類

プルトニウム製品貯蔵セル（R023）

B類

プルトニウム濃縮セル（R025A）

B類

放射性配管分岐室(R026)

B類

放射性配管分岐室(R027)

B類

プルトニウム製品貯蔵セル（R041）

B類

分離第 1 セル(R107A)

B類

フィルタセル(R107B)

B類

分離第 2 セル（R109A）

B類

分離第 3 セル（R109B）

B類

ポンプ室セル（R113A）

B類

ポンプ室セル（R113B）

B類

ウラン精製セル（R114）

B類

プルトニウム濃縮セル（R125A）

B類

プルトニウム濃縮セル（R125B）

B類

分配器セル（R216）

B類

濃縮ウラン機械処理セル（R334）

B類

真空室（R482）

B類

濃縮ウラン貯蔵プール（R0107)

A類

予備貯蔵プール（R0101)

A類

分離精製工場から主排気筒間の排気ダクトの鉄骨
構造物

A類
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（2／11）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ
溶解槽
(SUS310 系)
蒸発缶類
(SUS310 系)
蒸発缶類
(SUS304 系)
蒸発缶類
（チタン系（ウラン
溶液））
蒸発缶類
（チタン系（プルト
ニウム溶液））

塔槽類

槽類
（高放射性廃液
系（貯蔵系））

槽類
（プルトニウム・ウ
ラン溶液系）

施設

機器・構築物

耐震重要度
分類

濃縮ウラン溶解槽（242R10）

A類

濃縮ウラン溶解槽（242R11）

A類

濃縮ウラン溶解槽（242R12）

A類

分離精製工場

高放射性廃液蒸発缶（271E20）

A類

分離精製工場

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）（263E11,T12）

B類

ウラン溶液蒸発缶（第 2 段）（263E20）

B類

濃縮液受槽（264V10）

B類

プルトニウム溶液蒸発缶（266E20,T21）

A類

シールポット（243V134）

A類

希釈剤洗浄器（252R10）

A類

高放射性廃液分配器（252D12）

A類

高放射性廃液中間貯槽（252V13）

A類

高放射性廃液中間貯槽（252V14）

A類

呼水槽（252V151）

A類

呼水槽（252V153）

A類

分配器（272D10）

A類

分配器（272D11）

A類

高放射性廃液貯槽（272V12）

A類

高放射性廃液貯槽（272V14）

A類

高放射性廃液貯槽（272V16）

A類

高放射性廃液貯槽（272V18）

A類

中間貯槽（272V20）

A類

清澄工程の主要な流れを構成する配管等

A類

分離第 1 サイクル工程の主要な流れを構成する配管等

A類

高放射性廃液濃縮工程の主要な流れを構成する配管等

A類

高放射性廃液貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等

A類

分離第 2 抽出器（253R10）

A類

分離第 3 抽出器（255R14）

B類

分離第 4 抽出器（255R15）

B類

分離第 5 抽出器（255R16）

B類

調整槽（255V11）

B類

中間貯槽（255V12）

B類

呼水槽（255V17）

B類

ダネード給液槽（255V124）

B類

分離精製工場

分離精製工場

分離精製工場

分離精製工場

分離精製工場
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（3／11）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

塔槽類

（続き）
槽類
（プルトニウム・ウ
ラン溶液系）

施設

分離精製工場

機器・構築物

耐震重要度
分類

ウラン精製第 1 抽出器（261R13）

B類

希釈剤洗浄器（261R14）

B類

ウラン精製第 2 抽出器（261R15）

B類

濃縮液受槽（263V17）

B類

希釈槽（263V18）

B類

給液槽（263V19）

B類

プルトニウム精製第 1 抽出器（265R20）

B類

希釈剤洗浄器（265R21）

B類

プルトニウム精製第 2 抽出器（265R22）

B類

酸化塔（265T14）

B類

空気吹込塔（265T15）

B類

空気吹込塔（265T16）

B類

調整槽（265V11）

B類

中間貯槽（265V12）

B類

試料採取槽（265V1402）

B類

ダネード給液槽（265V163）

B類

呼水槽（265V165）

B類

中間貯槽（266V12）

B類

希釈槽（266V13）

B類

プルトニウム濃縮液受槽（266V23）

B類

循環槽（266V24）

B類

ドレン受槽（266V40）

A類

ドレン受槽（266V41）

A類

プルトニウム製品貯槽（267V10）

A類

プルトニウム製品貯槽（267V11）

A類

プルトニウム製品貯槽（267V12）

A類

プルトニウム製品貯槽（267V13）

A類

プルトニウム製品貯槽（267V14）

A類

プルトニウム製品貯槽（267V15）

A類

プルトニウム製品貯槽（267V16）

A類

受槽（276V10）

A類

中間貯槽（276V12）

B類

中間貯槽（276V15）

B類

プルトニウム溶液受槽（276V20）

B類

溢流溶媒受槽（276V21）

B類

溢流受槽（276V30）

B類
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（4／11）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ
（続き）
槽類
（プルトニウム・ウ
ラン溶液系）

塔槽類

槽類
（溶解液系・その
他）

槽類
（アルカリ溶液）

施設

分離精製工場

分離精製工場

分離精製工場

機器・構築物

耐震重要度
分類

分離第 2 サイクル工程の主要な流れを構成する配管等

B類

プルトニウム濃縮工程の主要な流れを構成する配管等

A 類/B 類

プルトニウム貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等

A 類/B 類

プルトニウム精製工程の主要な流れを構成する配管等

B類

洗浄液受槽（242V13）

A類

スワーフタンク（242V20）

A類

空気分離器(242V131)

A類

空気分離器(242V132)

A類

フィルタ(243F13)

A類

パルスフィルタ（243F16）

A類

パルスフィルタ（243F16A）

A類

溶解槽溶液受槽（243V10）

A類

パルスフィルタ給液槽(243V14)

A類

パルス発生槽（243V17）

A類

シールポット（243V181）

A類

調整槽（251V10）

A類

給液槽（251V11）

A類

エアリフト中間槽(251V114)

A類

ダネード給液槽(251V118)

A類

呼水槽(251V120)

A類

分離第 1 抽出器（252R11）

A類

第 1 溶媒洗浄器（254R12）

B類

第 2 溶媒洗浄器（256R12）

B類

溶媒貯槽（265V24）

B類

溶解工程の主要な流れを構成する配管等

A類

清澄工程の主要な流れを構成する配管等

A類

調整工程の主要な流れを構成する配管等

A類

分離第１サイクル工程の主要な流れを構成する配管等

A類

第 1 溶媒洗浄器（254R10）

B類

第 1 溶媒洗浄器（254R11）

B類

第 1 溶媒洗浄器（254R13）

B類

第 2 溶媒洗浄器（256R10）

B類

第 2 溶媒洗浄器（256R11）

B類

第 2 溶媒洗浄器（256R13）

B類

第 3 溶媒洗浄器（262R10）

B類

第 3 溶媒洗浄器（262R11）

B類
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（5／11）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

施設

炉類
(SUS304 系)

分離精製工場

塔槽類

送液装置
（ジェットポンプ）

分離精製工場

機器・構築物

耐震重要度
分類

脱硝塔（264R11）

B類

溶解工程ジェットポンプ(242J101)

A類

溶解工程ジェットポンプ(242J102)

A類

溶解工程ジェットポンプ(242J111)

A類

溶解工程ジェットポンプ(242J112)

A類

溶解工程ジェットポンプ(242J121)

A類

溶解工程ジェットポンプ(242J122)

A類

溶解工程ジェットポンプ(242J127)

A類

溶解工程ジェットポンプ(242J128)

A類

溶解工程ジェットポンプ(242J137)

A類

溶解工程ジェットポンプ(242J201)

A類

溶解工程ジェットポンプ(242J202)

A類

清澄工程ジェットポンプ(243J102)

A類

清澄工程ジェットポンプ(243J103)

A類

清澄工程ジェットポンプ(243J161)

A類

清澄工程ジェットポンプ(243J163)

A類

高放射性廃液濃縮工程ジェットポンプ（271J204）

A類

高放射性廃液濃縮工程ジェットポンプ（271J205）

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J125)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J122)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J142)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J145)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J162)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J165)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J182)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J185)

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J001A）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J002A）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J003A）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J006A）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J015-1）

B類

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J015-2）

B類

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J016）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J017）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J018A）

A類
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（6／11）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

施設

塔槽類

（続き）
送液装置
（ジェットポンプ）

分離精製工場

送液装置
（ターボ形ポンプ）

分離精製工場

ドリップトレイ等

ドリップトレイ

分離精製工場

機器・構築物

耐震重要度
分類

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J026）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J027）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（204J107A-A）

A類

ポンプ（266P231）

B類

ポンプ（267P101）

B類

濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（204U001）

B類

濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（204U002）

B類

濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ（204U003）

B類

溶解オフガス処理セルのドリップトレイ（204U005A）

B類

高放射性廃液オフガスセルのドリップトレイ（204U005B）

B類

給液調整セルのドリップトレイ（204U006）

B類

リワークセルのドリップトレイ（204U008）

B類

プルトニウム精製セルのドリップトレイ（204U015-1）

B類

プルトニウム精製セルのドリップトレイ（204U015-2）

B類

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（204U016）

A類

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（204U017）

A類

高放射性廃液濃縮セルのドリップトレイ（204U018）

B類

高放射性廃液濃縮セルのドリップトレイ(204U019)

B類

酸回収セルのドリップトレイ(204U020)

B類

ウラン濃縮脱硝室のドリップトレイ（204U022）

B類

プルトニウム製品貯蔵セルのドリップトレイ（204U023）

A類

プルトニウム濃縮セルのドリップトレイ（204U025A）

A類

放射性配管分岐室のドリップトレイ（204U026）

B類

放射性配管分岐室のドリップトレイ(204U026A)

B類

放射性配管分岐室のドリップトレイ(204U027)

B類

プルトニウム製品貯蔵セルのドリップトレイ（204U041）

C類

分離第 1 セルのドリップトレイ（204U107A）

B類

フィルタセルのドリップトレイ(204U107B)

B類

分離第 2 セルドリップトレイ（204U109A-1）

B類

分離第 2 セルドリップトレイ（204U109A-2）

B類

分離第 3 セルのドリップトレイ（204U109B）

B類

ウラン精製セルのドリップトレイ（204U114）

B類

プルトニウム濃縮セルのドリップトレイ（204U125A）

A類

プルトニウム濃縮セルのドリップトレイ（204U125B）

A類

分配器セルのドリップトレイ（204U216）

B類
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（7／11）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

（続き）
ドリップトレイ

ドリップトレイ等

グローブボックス

弁

貯蔵容器等

燃料貯蔵バスケッ
ト

換気設備

ターボ形遠心式
遠心排風機
（建家・セル換気
系）

施設

分離精製工場

分離精製工場

分離精製工場

機器・構築物

耐震重要度
分類

濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ(242U101)

B類

濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ(242U111)

B類

濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ(242U121)

B類

濃縮ウラン溶解セルのドリップトレイ(242U122)

B類

フィルタセルのドリップトレイ(243U11)

B類

給液調整セルのドリップトレイ(243U102)

B類

高放射性廃液濃縮セルのドリップトレイ(271U204)

B類

ウラン濃縮脱硝室のドリップトレイ（263U18）

C類

ウラン濃縮脱硝室のドリップトレイ（263U20）

C類

ウラン濃縮脱硝室のドリップトレイ（264U10）

C類

プルトニウム貯蔵工程の主要な流れを構成する二重管
の外管

A類

グローブボックス（266X61）

B類

グローブボックス（266X62A）

B類

グローブボックス（266X62B）

B類

グローブボックス（267X65）

B類

スチームジェット蒸気供給系手動弁（252W538）

C類

スチームジェット蒸気供給系手動弁（252W540）

C類

スチームジェット蒸気供給系手動弁（252W560）

C類

スチームジェット蒸気供給系手動弁（253W449）

C類

スチームジェット蒸気供給系手動弁（254W504）

C類

スチームジェット蒸気供給系手動弁（255W526）

C類

スチームジェット蒸気供給系手動弁（255W528）

C類

スチームジェット蒸気供給系手動弁（255W530）

C類

スチームジェット蒸気供給系手動弁（255W532）

C類

スチームジェット蒸気供給系手動弁（256W504）

C類

スチームジェット蒸気供給系手動弁（256W509）

C類

スチームジェット蒸気供給系手動弁（262W457）

C類

濃縮ウラン燃料貯蔵バスケット（214-7，22）

―

濃縮ウラン燃料貯蔵バスケット（214-23）

―

分離精製工場

分離精製工場

建家換気系排風機（207K12）

B類

建家換気系排風機（207K13）

B類

建家換気系排風機（207K14）

B類

建家換気系排風機（207K15）

B類

建家換気系排風機（207K16）

B類
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（8／11）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

（続き）
ターボ形遠心式
遠心排風機
（建家・セル換気
系）

ターボ形遠心式
遠心排風機
（槽類換気系）

換気設備

換気系統
（建家・セル換気
系）

施設

分離精製工場

分離精製工場

分離精製工場

機器・構築物
建家換気系排風機（207K17）

B類

セル換気系排風機（207K18）

B類

セル換気系排風機（207K19）

B類

セル換気系排風機（207K20）

B類

セル換気系排風機（207K21）

B類

セル換気系排風機（207K22）

B類

槽類換気系排風機（245K123）

A 類/B 類

槽類換気系排風機（245K124）

A 類/B 類

槽類換気系排風機（245K136）

A 類/B 類

槽類換気系排風機（245K137）

A 類/B 類

槽類換気系排風機（272K263）

A 類/B 類

槽類換気系排風機（272K264）

A 類/B 類

建家・セル換気系統
建家換気系フィルタユニット（207F26～F57）
セル換気系フィルタユニット（207F58～F65，F72～
F77）
セル換気系フィルタユニット（207F78～F81）
セル換気系フィルタユニット（207F66,F67）
溶解オフガス換気系統
セル換気系フィルタユニット（207F68，F69）
凝縮器（244H10）
酸吸収塔（244T11）
せん断オフガス換気系統

換気系統
（槽類換気系）

分離精製工場

分離・精製・プルトニウム濃縮・高放射性廃液濃縮工程
の槽類換気系統
凝縮器（266H22）
洗浄塔（267T20）
洗浄塔（267T18）
高放射性廃液貯蔵工程の槽類換気系統

冷却水設備

送水ポンプ
（シールポンプ
（屋内 ステンレス
鋼製））

分離精製工場

送水ポンプ
（ ノ ン シ ー ル ポン
プ）

分離精製工場

プレート式熱交換
器（チタン製）

分離精製工場

耐震重要度
分類

A 類/B 類

A 類/B 類

A類

A類

A 類/A クラス

凝縮器（263H13）

B類

凝縮器（263H132）

B類

凝縮器（263H21）

B類

1 次系の送水ポンプ（283P331）

B 類/C 類

1 次系の送水ポンプ（283P332）

B 類/C 類

プール水系の送水ポンプ（217P1015）

B 類/C 類

プール水系の送水ポンプ（217P1016）

B 類/C 類

熱交換器(217H50）

C類

熱交換器(217H51）

C類

熱交換器(283H30)

C類

熱交換器(283H31)

C類
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（9／11）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

施設

冷却水設備

1 次系冷却水配管等

圧縮空気設備

冷却水配管等
（ステンレス鋼(屋
内)）

分離精製工場

付属設備

分離精製工場

圧縮空気付属設備

受変電設備

分離精製工場

第 1 変電所の受変電設備

非常用電源系統

動力分電盤

計測制御系統
（圧力計測系（圧
力スイッチ））

耐震重要度
分類

機器・構築物

A 類/C 類

プール水配管等

分離精製工場

分離精製工場

B類

B 類/C 類

As クラス

換気用分電盤（AB）

C類

換気用受電盤（ABI）

As クラス

プロセス用分電盤（AC）

C類

ユーティリティ用分電盤（AD）

C類

プール水処理工程用分電盤（BD）

C類

ヨウ素除去装置用分電盤（AE）

C類

計測制御系統

高放射性廃液蒸発缶圧力上限操作上限警報装置
（271PO+A+20.6）
濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装
（242PP+10.2）
濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装
（242PP+10.3）
濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装
（242PP+11.2）
濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装
（242PP+11.3）
濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装
（242PP+12.2）
濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作装置
（242PP+12.3）
プルトニウム溶液蒸発缶圧力上限緊急操作装置
（266PP+20.3）
高放射性廃液蒸発缶圧力上限緊急操作装置
（271PP+20.3）
高放射性廃液蒸発缶圧力上限緊急操作装置
（271PP+20.4）

B類
置
置
置
置
置

溶解槽溶液受槽密度制御装置（243DRO+10）

計測制御系統
(液位計測系)

分離精製工場

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）液面上限緊急操作装置
（263LP+12.2）
ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）液面上限緊急操作装置
（263LP+12.3）
高放射性廃液蒸発缶液位下限警報装置
（271LA-20.2）

B類
B類
B類
B類
B類
B類
B類
B類
B類
B類
B類
B類
B類

高放射性廃液蒸発缶液位計（271LRC20.1）

B類

高放射性廃液中間貯槽液位計（252LR13.1）

B類
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（10／11）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

（続き）
計測制御系統
(液位計測系)

計測制御系統

計測制御系統
(粉面計測系)

計測制御系統
（温度計測系（熱
電対））

施設

分離精製工場

分離精製工場

機器・構築物
高放射性廃液中間貯槽液位計（252LR14.1）

B類

高放射性廃液蒸発缶密度計（271DR20）

B類

漏えい検知装置（204LW+001）

B類

漏えい検知装置（204LW+002）

B類

漏えい検知装置（204LW+003）

B類

漏えい検知装置（204LW+006）

B類

漏えい検知装置（204LW+015.1）

B類

漏えい検知装置（204LW+015.2）

B類

漏えい検知装置（204LW+016）

B類

漏えい検知装置（204LW+017）

B類

漏えい検知装置（204LW+018）

B類

漏えい検知装置（204LW+023）

B類

漏えい検知装置（204LW+026）

B類

漏えい検知装置（204LW+027）

B類

漏えい検知装置（204LW+041）

B類

漏えい検知装置（204LW+107A）

B類

脱硝塔ウラン粉末上昇検知装置（264LP+11）

B類

ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）温度上限緊急操作装置
（263TIRP+12.1）

B類

脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-11.3）

B類

プルトニウム溶液蒸発缶温度上限緊急操作装置
（266TRP+20.4）
高放射性廃液蒸発缶温度上限操作上限警報装置
（271TO+A+20.7）
第 1 ストリップ調整槽温度上限操作上限警報装置
（201TO+A+19.3）
分離精製工場

分離精製工場

計測制御系統
（電導度計測系）

分離精製工場

B類
B類
B類

第 1 ストリップ調整槽温度上限操作上限警報装置
（201TO+A+19.4）

B類

プルトニウム溶液蒸発缶蒸発缶加熱蒸気温度警報装
置（266TRA+20.1）

B類

酸回収蒸発缶加熱蒸気温度警報装置（273TIA+30.3）

B類

温水器（282H50）温度上限操作上限警報装置
（282TO+A+50.2）

計測制御系統
（温度計測系（膨
張式））

耐震重要度
分類

温水器（282H50）温度上限操作上限警報装置
（282TO+A+50.3）
ウラン溶液蒸発缶（第 1 段）加熱蒸気温度警報装置
（263TA+11）
高放射性廃液蒸発缶加熱蒸気温度警報装置
（271TA+20.4）
高放射性廃液蒸発缶電導度計（271CR12）
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（11／11）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

計測制御系統
（流量計測系（オ
リフィス））

計測制御系統
（ 流 量計 測 系（タ
ービン））

施設

計測制御系統
（バスケット検知）
放射線管理設備
（排気モニタ）
その他設備

クレーン

耐震重要度
分類

抽出器流量低下緊急操作装置（265FP-22.3）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.6）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.8）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（265FP-20.1）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（262FP-14.3）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（254FP-18.2）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.2）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（256FP-18.4）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（252FIP-11.1）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（252FIP-11.2）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.1）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.2）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.3）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（253FIP-10.4）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-14.1）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-14.2）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-15.5）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-16.1）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（255FIP-16.2）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-15.1）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-15.2）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-13.1）

B類

抽出器流量低下緊急操作装置（261FIP-13.3）

B類

分離精製工場

バスケット検知装置

C類

分離精製工場

主排気筒排気モニタ

分離精製工場

燃料カスククレーン（211-1）

分離精製工場

分離精製工場

計測制御系統
計測制御系統
（ 流 量計 測 系（ロ
ータメータ））

機器・構築物

分離精製工場

- 543 - 543 -

A 類/B 類

B類

グループ

カテゴリ

鉄筋コンクリート構造物（建家等）

建家構築物等

- 544 -

- 544 -

（使用材料が同等であり、使用期間
が最も長く、環境が厳しい（γ線吸
収線量及び中性子照射量が最も高
い）機器が複数あることから、任意
に選定した。）

高放射性廃液貯蔵セル（R016）

（使用材料及び環境が同等である
が、着工の時期等の使用条件が異な
るため、個別に評価を行った。）

着目する
必要なし
着目する
必要なし

次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、アルカリ骨
材反応が発生する環境ではないと考えられることから、耐震性への
影響はない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、現状保全を
継続することにより、事象の兆候を検知し補修できることから、耐
震性への影響はない。
今後も腐食を促進させる環境になく、事象の進展傾向は極めて小さ
いことから、耐震性への影響はない。

コンクリートの
アルカリ骨材反応
コンクリートの
機械振動による損傷
構造体（炭素鋼）の
全面腐食、孔食

着目する
必要なし

着目する
必要なし

中性化の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの
供用を仮定した場合もコンクリートの強度低下は発生しないこと
から、耐震性への影響はない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、アルカリ骨
材反応が発生する環境ではないと考えられることから、耐震性への
影響はない。

コンクリートの
アルカリ骨材反応

着目する
必要なし

コンクリートの中性化

塩害の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合もコンクリートの強度低下は発生しないことか
ら、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

中性化の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの
供用を仮定した場合もコンクリートの強度低下は発生しないこと
から、耐震性への影響はない。

コンクリートの中性化

コンクリートの塩害

着目する
必要なし

塩害の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合もコンクリートの強度低下は発生しないことか
ら、耐震性への影響はない。

コンクリートの塩害

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（1／24）

グループ内機器の全てを個別に評価

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

鉄筋コンクリート構造物（セル等）

グループ

カテゴリ

（続き）

建家構築物等

- 545 -

- 545 -

（貯蔵プール等）
鉄筋コンクリート構造物

（鉄骨）
鉄骨構造物

（当該機器のみである。）

分離精製工場から主排気筒までの排
気ダクトの鉄骨構造物

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

今後も腐食を促進させる環境になく、事象の進展傾向は極めて小さ
いことから、耐震性への影響はない。

経年変化しない。
塩害の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合もコンクリートの強度低下は発生しないことか
ら、耐震性への影響はない。
中性化の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの
供用を仮定した場合もコンクリートの強度低下は発生しないこと
から、耐震性への影響はない。

構造体（鋼）の
全面腐食、孔食
構造体（鉛）の
全面腐食、孔食

現状保全を継続することにより、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、腐食による減肉は極めて小さいと考えられる
ことから、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境にないことから、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず、耐震性への
影響はない。

ライニングの
全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

着目する
必要なし

次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、アルカリ骨
材反応が発生する環境ではないと考えられることから、耐震性への
影響はない。

コンクリートの
アルカリ骨材反応

コンクリートの中性化

コンクリートの塩害

着目する
必要なし

次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、コンクリー
トに影響を及ぼす放射線量より小さく、コンクリートの強度低下は
発生しないことから、耐震性への影響はない。

放射線による影響

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（2／24）

（使用期間、使用材料及び環境が同
等であることから、任意に選定し
た。）

濃縮ウラン貯蔵プール（R0107）

（続き）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

グループ

（

系）
溶解槽

0
1
3
S
U
S

（

系）
蒸発缶類

0
1
3
S
U
S

塔槽類

- 546 -

- 546 -

（

系）
蒸発缶類

4
0
3
S
U
S

カテゴリ

（使用材料及び環境が同等である
が、使用実績が異なるため、個別に
評価を行った。）

グループ内機器の全てを個別に評価

（当該機器のみである。）

ウラン溶液蒸発缶（第1段）
（263E11,T12）

（当該機器のみである。）

高放射性廃液蒸発缶（271E20）

（環境が同等であるが、使用材料、
使用実績及び今後の使用予定が異な
るため、個別に評価を行った。）

全面腐食

全面腐食、孔食、
加工フロー腐食

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超え
ないことから、耐震性への影響はない。

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超え
ないことから、耐震性への影響はない。

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超え
ないことから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食、
加工フロー腐食

詰まり

着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

着目する
必要なし

現状保全を継続することにより、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超え
ないことから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食、
加工フロー腐食

詰まり

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（3／24）

グループ内機器の全てを個別に評価

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

（ウラン溶液）
（チタン系）
蒸発缶類

グループ

カテゴリ

（プルトニウム溶液）
（チタン系）
蒸発缶類

（貯槽系）
（高放射性廃液系）
槽類

塔槽類

- 547 -

- 547 -

（使用材料が同等であり、常時溶液
を貯蔵し、使用期間が最も長い機器
のうち、取り扱う溶液の硝酸濃度及
びプルトニウム濃度が最も高い機器
が複数あることから、任意に選定し
た。）

プルトニウム製品貯槽（267V10）

着目する
必要なし

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超え
ないことから、耐震性への影響はない。
中性子吸収能力低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメ
ータの変化とは無関係である。
詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。
劣化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。

全面腐食、孔食

中性子吸収能力低下

詰まり

劣化

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超え
ないことから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食

劣化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

詰まり

劣化

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超え
ないことから、耐震性への影響はない。

耐震性への影響

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（4／24）

（使用材料及び接触する流体が同等
であり、常時溶液を貯蔵し、使用期
間が最も長い機器が複数あることか
ら、肉厚測定の実績がある機器を選
定した。）

高放射性廃液貯槽（272V16）

（当該機器のみである。）

プルトニウム溶液蒸発缶
（266E20,T21）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

（プルトニウム・ウラン溶液系）
槽類

グループ

（溶解液系・その他）
槽類

（アルカリ溶液系）
槽類

塔槽類

- 548 -

- 548 -

炉類（

4
0
3
S
U
S

カテゴリ

（使用材料及び環境が同等であり、
使用温度が最も高い機器が複数ある
ことから、運転時間が最も長い機器
を選定した。）

脱硝塔（264R11）

（使用期間及び使用材料が同等であ
り、腐食性の強い水酸化ナトリムを
使用している機器が複数あることか
ら、任意に選定した。）

第2溶媒洗浄器（256R11）

着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全を継続することにより、緩みの兆候を把握し増し締めでき
ることから、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合
も、耐震性への影響はない。

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

詰まり

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超え
ないことから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食、
エロージョン

緩み

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超え
ないことから、耐震性への影響はない。

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超え
ないことから、耐震性への影響はない。

耐震性への影響

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（5／24）

（使用材料が同等であり、常時溶液
を貯蔵し、使用期間が最も長い機器
が複数あることから、取り扱う溶液
の硝酸濃度が最も高い機器を選定し
た。）

洗浄液受槽（242V13）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

系）

グループ

カテゴリ

（ジェットポンプ）
送液装置

塔槽類

- 549 -

- 549 -

（使用材料及び環境が同等であり運
転時間が最も長い機器は平成17年に
更新を行っていることから、次に運
転時間が長い機器を選定した。）

ポンプ(267P101)
着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全を継続することにより、緩みの兆候を把握し、増し締めで
きることから、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合
も、耐震性への影響はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。

緩み

絶縁低下

着目する
必要なし

発生応力が疲労限界以下に設計されており、事象の進展は考えられ
ない。また、今後も環境に変化がないことから耐震性への影響はな
い。

疲労破壊

今後も環境に変化がないことから、事象の進展は考えられない。ま
た、現状保全により交換可能なため、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

現状保全を継続することにより、腐食の兆候を把握し交換できるこ
とから、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐
震性への影響はない。

全面腐食、孔食

微動摩耗

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

事象の進展が極めて小さく、今後も環境に変化がないことから、耐
震性への影響はない。

耐震性への影響

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（6／24）

（使用材料が同等であり、取り扱う
溶液が腐食環境の最も厳しい溶解液
に接する機器のうち、作動時間が最
も長い機器が複数あることから、任
意に選定した。）

清澄工程ジェットポンプ(243J102)

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

（ターボ形ポンプ）
送液装置

グループ

カテゴリ

ドリップトレイ

グローブボックス

ドリップトレイ等

- 550 -

- 550 -

弁

（使用材料及び環境が同等であるこ
とから、使用期間が最も長い機器を
選定した。）

濃縮ウラン燃料貯蔵バスケット
（214-7，22）

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意に選定した。）

スチームジェット蒸気供給系手動弁
（253W449）

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意にを選定した。）

グローブボックス（266X62A）

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長く構成部位が多い
機器が複数あることから、任意に選
定した。）

全面腐食、孔食、
隙間腐食

全面腐食、孔食

劣化

全面腐食、孔食

中性子吸収能力低下

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

今後も環境に変化がないことから、事象の進展は考えられない。ま
た、現状保全により交換可能なため、耐震性への影響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

中性子吸収能力低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメ
ータの変化とは無関係である。

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（7／24）

プルトニウム濃縮セルのドリップト
レイ （204U125B）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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バスケット
燃料貯蔵

貯蔵容器等

耐震安全上
着目すべきか

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震性への影響

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性
への影響はない。

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

現状保全を継続することにより、緩みは発生しないことから、次回
の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響
はない。

今後も環境の変化がなく、事象の進展は考えられない。また、現状
保全の継続により、交換可能であることから耐震性への影響はな
い。

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。

想定される
経年変化事象

全面腐食、孔食

疲労破壊、
フレッティング疲労

緩み

微動摩耗

絶縁低下

劣化

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（8／24）

（環境が同等であり、廃気と接触す
る部位の使用材料が炭素鋼製で運転
時間が最も長い機器が複数あること
から、任意に選定した。）

建家換気系排風機（207K14）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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グループ

（建家・セル換気系）
（ターボ形遠心式遠心排風機）
排風機

カテゴリ

換気設備

- 551 -

- 551 -

- 552 -

- 552 -

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性
への影響はない。
疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。
現状保全を継続することにより、緩みの兆候を把握し増し締めでき
ることから、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合
も、耐震性への影響はない。
今後も環境の変化がなく、事象の進展は考えられない。また、現状
保全の継続により、交換可能であることから耐震性への影響はな
い。

全面腐食、
加工フロー腐食
疲労破壊、
フレッティング疲労
腐食疲労

緩み
アブレシブ摩耗、
腐食摩耗、
疲労摩耗、
微動摩耗

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし
着目する
必要なし

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。

劣化

絶縁低下

導通不良

固着

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（9／24）

（使用材料及び環境が同等であり、
運転時間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意に選定した。）

槽類換気系排風機（245K123）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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グループ

（槽類換気系）
（ターボ形遠心式遠心排風機）
排風機

カテゴリ

換気設備

グループ

カテゴリ

（建家・セル換気系）
換気系統

換気設備

- 553 -

- 553 -

（使用材料が同等であることから、
使用時間が最も長く、ヨウ素、ルテ
ニウム等の揮発性核分裂生成物及び
硝酸ミスとの含有量が最も多い、分
離精製工場の溶解オフガス系を選定
した。）

分離精製工場の溶解オフガス系

着目する
必要なし

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて増し締めすることができる。よって、耐震性への
影響はない。
緩み

着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

詰まり

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性
への影響はない。

全面腐食、孔食、
加工フロー腐食

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、現状保全の継続により、交換可能であることから、耐震性へ
の影響はない。

着目する
必要なし

樹脂部の劣化を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、劣化の進展が考えられないことから、
耐震性への影響はない。

劣化

アブレシブ摩耗、
疲労摩耗、微動摩耗

着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

詰まり

着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全を継続することにより、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、進展が考えられないことから、耐震性への影
響はない。

湿潤大気応力腐食
割れ

発生応力が疲労限界以下に設計されていることから、事象の進展は
考えられず、また、今後も、環境に変化がないことから、耐震性へ
の影響はない。

着目する
必要なし

現状保全を継続することにより、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、腐食による減肉は極めて小さいと考えられる
ことから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食

疲労破壊、
フレッティング疲労

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（10／24）

（使用材料及び環境が同等であるこ
とから、使用期間が最も長い分離精
製工場の建家・セル換気系を選定し
た。）

分離精製工場の建家・セル換気系

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（槽類換気系）
換気系統

グループ

（続き）

カテゴリ

換気設備

- 554 -

- 554 -

（屋内 ステンレス鋼製）
（シールポンプ）
送水ポンプ

冷却水設備
劣化

微動摩耗、凝着摩耗、
疲労摩耗、
アブレッシブ摩耗

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。

現状保全を継続することにより、緩みは発生しないことから、次回
の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響
はない。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、現状保全の継続により、交換可能であることから、耐震性へ
の影響はない。

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労破壊、
フレッティング疲労
緩み

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。

耐震性への影響

全面腐食、孔食

導通不良

絶縁低下

固着

劣化

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（11／24）

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意に選定した。）

1次系の送水ポンプ（283P331）

（続き）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか
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グループ

カテゴリ

（続き）

冷却水設備

- 555 -

- 555 -

着目する
必要なし
着目する
必要なし

現状保全を継続することにより、緩みは発生しないことから、次回
の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響
はない。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、現状保全の継続により、交換可能であることから、耐震性へ
の影響はない。

緩み

アブレシブ摩耗、
疲労摩耗、微動摩耗

（ノンシールポンプ）
送水ポンプ

着目する
必要なし
着目する
必要なし

導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。

固着

着目する
必要なし

導通不良

絶縁低下

着目する
必要なし

着目する
必要なし

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労破壊、
フレッティング疲労

劣化

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食、
隙間腐食、選択腐食

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。

耐震性への影響

絶縁低下

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（12／24）

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意に選定した。）

送水ポンプ（217P1015）

（続き）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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グループ

カテゴリ

（チタン製）
（プレート式熱交換器）
熱交換器

冷却水設備

- 556 -

- 556 -

（屋内）
（ステンレス鋼製）
冷却水配管等

（当該機器のみである。）

圧縮空気付属設備

（使用材料及び環境が同等であるこ
とから、使用期間が最も長い機器を
選定した。）

分離精製工場のプール水配管等

着目する
必要なし

全面腐食、孔食

劣化

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

劣化

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。

着目する
必要なし

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。

全面腐食、孔食、
隙間腐食、選択腐食

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

劣化

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

着目する
必要なし

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。

詰まり

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。
詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

詰まり

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（13／24）

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意に選定した。）

熱交換器(283H30)

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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付属設備

圧縮空気設備

グループ

カテゴリ

受変電設備

非常用電源系統

- 557 -

- 557 -

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。

特性変化

絶縁低下

固着

全面腐食、孔食

導通不良

特性変化

着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全を継続することにより、緩みは発生しないことから、次回
の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響
はない。

緩み

導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食

導通不良

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（14／24）

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ため、任意に選定した。）

換気用分電盤（AB）

（当該機器のみである。）

第1変電所の受変電設備

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

動力分電盤

- 558 -

- 558 -

（使用期間が最も長く、主要構成部
位が同等である機器が複数あること
から、任意に選定した。）

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

着目する
必要なし

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。
詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、現状保全の継続により、交換可能であることから、耐震性へ
の影響はない。
疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。

全面腐食、孔食、
隙間腐食

特性変化

固着

詰まり
アブレシブ摩耗、
疲労摩耗、微動摩耗、
腐食摩耗
フレッティング疲労

劣化

着目する
必要なし

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。

絶縁低下

固着

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（15／24）

濃縮ウラン溶解槽圧力上限緊急操作
装置（242PP+ 10.2）

（続き）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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グループ

（続き）

（圧力計測系）
計測制御系統

カテゴリ

非常用電源系統

計測制御系統

グループ

カテゴリ

（続き）

計測制御系統

- 559 -

- 559 -

耐震安全上
着目すべきか
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震性への影響
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。
詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、現状保全の継続により、交換可能であることから、耐震性へ
の影響はない。
疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。

絶縁低下

導通不良

全面腐食、孔食、
隙間腐食

特性変化

固着

詰まり

アブレシブ摩耗
疲労摩耗、微動摩耗

フレッティング疲労

劣化

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（16／24）

（使用期間が最も長く、主要構成部
位が同等である機器が複数あること
から、任意に選定した。）

溶解槽溶液受槽密度制御装置
（243DRO+10）

（続き）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（液位計測系）
計測制御系統

グループ

カテゴリ

（続き）

（粉面計測系）
計測制御系統

計測制御系統

- 560 -

- 560 -

（使用期間が最も長く、構成部品及
び環境等が同等である機器が複数あ
ることから、任意に選定した。）

着目する
必要なし

着目する
必要なし

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。

固着

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

絶縁低下

特性変化

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。

固着

全面腐食、孔食

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食

特性変化

着目する
必要なし

着目する
必要なし

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

導通不良

絶縁低下

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（17／24）

ウラン溶液蒸発缶（第１段）温度上
限緊急操作装置（263TIRP+12.1）

（当該機器のみである。）

脱硝塔ウラン粉末上昇検知装置
（264LP+ 11）

（続き）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（熱電対）
（温度計測系）
計測制御系統

グループ

カテゴリ

（膨張式）
（温度計測系）
計測制御系統

- 561 -

- 561 -

（電導度計測系）
計測制御系統

計測制御系統

（使用期間、構成部品及び環境等が
同等であることから、任意に選定し
た。）

抽出器流量低下緊急操作装置
（265FP-22.3）

（当該機器のみである。）

高放射性廃液蒸発缶電導度計
（271CR12）

（使用期間、構成部品及び環境等が
同等であることから、任意に選定し
た。）

着目する
必要なし

着目する
必要なし

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。
固着

着目する
必要なし

着目する
必要なし

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

特性変化

全面腐食、孔食

特性変化

特性変化

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（18／24）

高放射性廃液蒸発缶加熱蒸気温度警
報装置（271TA+20.4）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（オリフィス）
（流量計測系）
計測制御系統

グループ

カテゴリ

（タービン）
（流量計測系）
計測制御系統

計測制御系統

- 562 -

- 562 -

（ロータメータ）
（流量計測系）
計測制御系統

（当該機器のみである。）

バスケット検知装置

（使用期間が最も長く、主要構成部
位が同等である機器が複数あること
から、任意に選定した。）

抽出器流量低下緊急操作装置
（261FIP-13.3）

緩み

特性変化

着目する
必要なし

着目する
必要なし

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。
現状保全を継続することにより、緩みは発生しないことから、次回
の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響
はない。

着目する
必要なし

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食

固着

着目する
必要なし

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。

固着

着目する
必要なし

着目する
必要なし

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。

特性変化

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食

特性変化

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（19／24）

（使用期間、構成部品及び環境等が
同等であることから、任意に選定し
た。）

抽出器流量低下緊急操作装置
（262FP-14.3）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（バスケット検知）
計測制御系統

グループ

カテゴリ

（続き）

計測制御系統

- 563 -

- 563 -

（当該機器のみである。）

主排気筒排気モニタ

（続き）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

（排気モニタ）
放射線管理設備
絶縁低下

微動摩耗

導通不良

特性変化

緩み

疲労破壊、
フレッティング疲労

全面腐食、孔食

固着

導通不良

全面腐食

想定される
経年変化事象

現状保全を継続することにより、緩みは発生しないことから、次回
の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響
はない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。
現状保全を継続することにより、摩耗の進展は考えられないことか
ら、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性
への影響はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

耐震性への影響

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（20／24）

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

グループ

カテゴリ

（屋内）
（埋め込みアンカー）
基礎ボルト

- 564 -

- 564 -

（屋内）
（メカニカルアンカー）
基礎ボルト

共通設備

プルトニウム製品貯槽（267V13）の
基礎ボルト
（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器を固定して
いる基礎ボルトが複数あることか
ら、任意にて選定した。）

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器を固定して
いる基礎ボルトが複数あることか
ら、任意に選定した。）

分離精製工場の建家・セル換気系統
の基礎ボルト

（使用材料が同等であり、環境が厳
しい動的機器の基礎ボルトのうち、
使用期間が最も長い基礎ボルトが複
数あることから、任意に選定した。）

着目する
必要なし

現状保全を継続することにより、緩みは発生しないことから、次回
の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響
はない。

緩み

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

樹脂部の劣化を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、劣化の進展が考えられないことから、
耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食

劣化

全面腐食、孔食

着目する
必要なし

着目する
必要なし

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労破壊

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（21／24）

建家換気系排風機（207K14）の基礎
ボルト

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（接着系アンカー）
（静的機器）
基礎ボルト

グループ

カテゴリ

（屋内）
（静的機器の架台等）
架台等

（屋内）
（動的機器の架台等）
架台等

共通設備
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（構成部品数が最も多く、使用期間
が最も長い機器が複数あるため、任
意に選定した。）

槽類換気系排風機（245K136)の制御
系統

（環境が同等であり、使用材料が炭
素鋼製で使用期間が最も長い機器が
複数あるため、任意に選定した。）

建家換気系排風機（207K14）の架台
等

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。

全面腐食

特性変化

絶縁低下

導通不良

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

耐震性への影響

疲労破壊

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（22／24）

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意に選定した。）

脱硝塔（264R11）の架台等

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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制御盤等

グループ

カテゴリ

（続き）

（セル内）
電線・ケーブル類

共通設備
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（セル外）
電線・ケーブル類

（当該機器のみである。）

燃料カスククレーン（211-1）

（使用環境及び使用材料が同等であ
ることから、最も使用電圧が高く、
使用年数が最も長い機器を選定し
た。）

現状保全を継続することにより、摩耗の進展は考えられないことか
ら、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性
への影響はない。
疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労破壊、
フレッティング疲労

クレーン

その他設備

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食

アブレシブ摩耗
疲労摩耗、微動摩耗

着目する
必要なし

着目する
必要なし

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。

導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。

導通不良

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

絶縁低下

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により放射線劣化の進行が助長され
るものではない。

変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により変化の進行が助長されるものでは
ない。

耐震性への影響

絶縁低下

劣化

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（23／24）

第1変電所の架橋ポリエチレン絶縁
ビニルシースケーブル（6600V）

セル内用複合ケーブル（24V）
（当該機器のみである。）

（続き）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（続き）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

現状保全を継続することにより、緩みは発生しないことから、次回
の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響
はない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。

緩み

固着

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（24／24）
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グループ

（続き）

カテゴリ

その他設備
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付録 2

東海再処理施設の定期的な評価
（高経年化対策）

―プルトニウム転換技術開発施設―
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1.

プルトニウム転換技術開発施設の概要

プルトニウム転換技術開発施設は、分離精製工場で使用済み燃料から回収された硝酸プルトニ
ウム溶液及び硝酸ウラニル溶液をマイクロ波加熱直接脱硝法により加熱・脱硝することにより、
燃料製造用原料となるプルトニウム・ウラン混合酸化物（MOX）粉末の製造を行う。
また、本施設は、地下 1 階、地上 4 階（一部塔屋）の鉄骨コンクリート造（一部鉄骨造）であ
り、地下には受入セル、貯蔵セル、混合セル、混合液貯蔵セル、リワークセル、充てん室、粉末
貯蔵室、廃液二次処理室、廃水タンク室、ユーティリティ室等、1 階には主工程室、払出室、廃
液一次処理室、固体廃棄物置場、液移送室、ローディングドック等、2 階には中央監視室、工程
分析室、機器分析室、廃気一次処理室、廃気二次処理室、機器調整室等、3 階には給気室、排気
室、真空ポンプ室等、4 階には放射線管理室、汚染検査室等、塔屋にはエレベータ機械室が設置
されている。地下の連絡管路及び 4 階の通廊は、分離精製工場と接続されている。
2.

経年変化に関する技術評価

2.1

技術評価対象機器・構築物の選定
プルトニウム転換技術開発施設の機器・構築物のうち高経年化技術評価の対象となる機
器・構築物を、
「第 2 回 再処理施設の定期的な評価報告書
物の選定

5.1.1 技術評価対象機器・構築

表 5.1.1-1 評価対象機器・構築物の選定の考え方、及び表 5.1.1-2 安全機能一覧」

に基づき抽出した。抽出した結果を「表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・

構築物一覧」に示す。
2.2

評価手順
高経年化技術評価を合理的に実施するために、表 2.1-1 で選定した対象となる機器・構築
物を、建家構築物等、塔槽類、ドリップトレイ等、貯蔵容器等、換気設備、圧縮空気設備、
非常用電源系統、計測制御系統、共通設備にカテゴリ化し、さらに、カテゴリ内で、機器の
構造（型式）
、使用環境、材質等により各種機器をグループ化した。各グループごとに、使用
条件（運転時間、温度、容量等）等を考慮して、経年変化上最も条件が厳しい機器を代表機
器として選定し評価を実施した。選定結果を「表 2.2-1
表 2.2-1 で選定した代表機器について、
「第 2 回

代表機器の選定結果」に示す。

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.2

技術評価手順」に基づき評価を実施した。
2.3

経年変化に関する技術的な評価の結果
本項では、プルトニウム転換技術開発施設のうち安全機能を有する機器、構築物等を対象
に実施した経年変化に関する技術的な評価結果の概要を述べる。

2.3.1

建家構築物等

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
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2.3.1.1

建家等の構造体の塩害

平成 6 年に施設の外壁に対して鉄筋位置での塩化物濃度を測定しており、鉄筋位置での塩化物
濃度の増加傾向は鉄筋を腐食させる濃度 0.052%2.3.1.1-1)に対して着工から 14 年経過した時点で
0.006%であった。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、鉄筋を腐食させる濃度 0.052%に対して塩化物濃度は
0.014%程度であり進展傾向は極めて小さいと考えられる。
なお、平成 26 年にシュミットハンマを用いた反発度測定を行った結果、設計基準強度
20.58N/mm2 に対して建家構造体では 29.64N/mm2 であり、十分な強度を有していることから、塩害
による波及的な影響がないことを確認できた。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後についても念のため、10 年に 1 回の頻度でシュミットハンマを用いた反発度測定を継続し
て実施し、当該事象の進展に係るデータの蓄積を図る。
2.3.1.2

建家等の構造体の中性化

平成 12 年に施設の外壁に対して中性化深さを測定しており、平均かぶり深さ 122.5mm に対して、
着工から 20 年経過した時点で中性化深さ 1.4mm であった。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、平均かぶり深さ 122.5mm に対して、中性化深さ 2.2mm 程
度であり進展傾向は極めて小さいと考えられる。
なお、平成 26 年にシュミットハンマを用いた反発度測定を行った結果、設計基準強度
20.58N/mm2 に対して建家構造体では 29.64 N/mm2 であり、十分な強度を有していることから、中
性化による波及的な影響がないことを確認できた。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後についても念のため、10 年に 1 回の頻度でシュミットハンマを用いた反発度測定を継続し
て実施し、当該事象の進展に係るデータの蓄積を図る。
2.3.1.3

建家等の構造体のアルカリ骨材反応

着工から約 35 年経過し、施設においてこれまでに亀甲状のひび割れ等は確認されていない。ア
ルカリ骨材反応は「反応性のある骨材の使用」が原因であり、その反応はコンクリート施工時か
ら進むことから、現状アルカリ骨材反応に起因する特有の亀甲状のひび割れ等は認められておら
ず、「反応性のある骨材の使用」はないと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
なお、平成 26 年にシュミットハンマを用いた反発度測定を行った結果、設計基準強度
20.58N/mm2 に対して建家構造体では 29.64 N/mm2 であり、十分な強度を有していることから、ア
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ルカリ骨材反応による波及的な影響がないことを確認できた。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後についても念のため、10 年に 1 回の頻度でシュミットハンマを用いた反発度測定を継続し
て実施し、当該事象の進展に係るデータの蓄積を図る。
2.3.1.4

建家等の構造体の機械振動による損傷

着工から約 35 年経過し、施設においてこれまでの点検により、動的機器の設置部周辺において
有害なひび割れは発生していない。また、定期的に動的機器の運転状態（振動、異音等）の確認
及び外観目視により、兆候を検知することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し補修することができるため、有害なひび割
れは発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.5

セル等の構造体の放射線による影響

放射線量による影響が生じないことが確認されている中性子線照射量 1×1020n/cm2 又はγ線吸
収量 2×108Gy であり

2.3.1.5-1）

、硝酸プルトニウム貯槽に最大量を貯蔵したと仮定した場合におい

ても、着工から約 35 年経過した時点で、中性子照射量約 2.9×1012n/cm2 又はγ線吸収量約 1.4×
107Gy であった。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられない。なお、次回の高経年化技術評価までの事象の進展は、
放射線による影響が生じないことが確認されている中性子線照射量 1×1020n/cm2 又はγ線吸収量
2×108Gy に対して、中性子線照射量約 3.9×1012n/cm2 又はγ線吸収量約 1.9×107Gy であると考え
られ、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.6

鉄骨構造物の本体の全面腐食、孔食

当該部位は、塗装により金属を腐食の原因となる環境から遮断しているとともに、定期的に外
観目視点検により必要に応じて再塗装を行っているため、わずかな発錆があるが、全面腐食及び
孔食による明らかな減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し再塗装することができるため、全面腐食及
び孔食による減肉は極めて小さいと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.2 塔槽類
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.2.1

溶液系槽類（プルトニウム・ウラン溶液系）の本体の全面腐食

当該グループの代表機器である硝酸プルトニウム貯槽と腐食環境が同等である分離精製工場の
プルトニウム製品貯槽内の溶液へのステンレス鋼の成分の溶出量から推算した腐食速度は最大
0.0015mm/年程度である。当該機器は、これまで約 31 年間運転しており、分離精製工場のプルト
ニウム製品貯槽の腐食速度を適用すると、減肉量は腐食代 1mm に対して 0.05mm 程度と考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、事象の進展は、総使用期間が約 43 年となり、分離精製工
場のプルトニウム製品貯槽の腐食速度を適用すると、腐食代 1mm に対し減肉量は 0.07mm 程度と考
えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.2

粉末系槽類の本体の全面腐食、孔食、エロージョン

当該グループの代表機器であるサイクロンにおいて、これまでに実施した目視点検において、
全面腐食、孔食及びエロージョンが発生していないことを確認した。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、当該事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持
できることから、高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.3

SUS304 系炉類の本体の全面腐食、孔食

当該部位の内面は、平成 27 年に目視（マイクロスコープ）による有害な腐食の有無の確認を行
った結果、全面腐食及び孔食は発生していないことから、事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.4

SUS304 系炉類の脱硝ボートの耐火物の割れ

当該部位は、硝酸プルトニウム溶液、硝酸セリウム模擬廃液及び硝酸を用いた浸漬腐食試験の
結果 2.3.2.4-1)、腐食による強度低下が認められたが、脱硝ボート材料の寸法変化はなかった。なお、
脱硝ボートは十分な構造強度を有しており、75 回/年の使用回数に対して約 30 万回の耐久性を有
していることから、事象の発生は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
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く、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.5

NCF625 系炉類の炉心管、炉殻、伸縮継手の高温腐食（酸化）
、孔食

(1) 炉心管
文献より当該材料を 980℃で 1,008h（168h を 6 回）加熱した際の平均腐食深さは 20μm 未
満である。
現段階（平成 26 年 9 月末）における焙焼還元炉の使用実績は 777 回であり、次回の高経年
化技術評価までに 720 回使用するとして浸食深さを評価すると、累積加熱時間は約 10,500h
（1,500 回×7h/回）である。この間、上記の浸食条件で全面腐食が継続すると仮定しても、
全面腐食する深さは、許容される腐食量 1mm（炉心管の必要厚さ 9.3mm、使用前検査時の最小
の実測値 10.3mm）に対し、減肉量は 0.21mm 未満である。
以上より、高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後についても念のため、10 年に 1 回（不使用の場合を除く）の頻度で超音波肉厚測定を
継続して実施し、当該事象の進展に係るデータの蓄積を図る。
(2) 炉殻
当該部位の表面は、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境になく

2.3.2.5-1)

、

これまでに全面腐食及び孔食は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化が
なく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着
目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
(3) 伸縮継手
当該部位は、平成 25 年に内面の孔食により貫通孔が生じる事象が発生し交換を実施してい
る。孔食の原因は、焙焼還元炉端部の冷却により凝縮水が発生・滞留し内部が湿潤環境になっ
たこと、グローブボックスとの隙間から硝酸分及び塩素を含む MOX 粉末が混入したことであっ
た。その対策として、内部が湿潤環境になることを防止するため新たに要領書を制定し、焙焼
還元炉の停止時には炉端部冷却を停止するとともに乾燥空気を供給している。これにより、当
該部位の内面を乾燥状態に維持しており、腐食を促進させる環境にないことから、事象の進展
は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化が
なく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着
目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.2.6

NCF625 系炉類の炉心管のクリープ疲労

当該部位は、熱応力による疲労破壊及びクリープ疲労に対し、2,000 回の繰り返し運転に対し
有害な損傷を生じない設計としている。
現段階（平成 26 年 9 月末）における焙焼還元炉の使用実績は 777 回であり、次回の高経年化技
術評価までに 720 回使用するとしても使用回数は約 1500 回であることから、事象の進展により有
害な損傷を生じることはないと考えられる。
以上より、当該事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持
できることから、高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後についても念のため、キャンペーンごと（年に複数のキャンペーンを行う場合は 1 回/年）
のマイクロスコープ等を用いた炉心管底部の表面状況確認を継続して実施し、当該事象の進展に
係るデータの蓄積を図る。
2.3.3

ドリップトレイ等

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.3.1

ドリップトレイの本体、グローブボックスの缶体及びパネルの全面腐食、孔食

(1) ドリップトレイの本体
当該部位の表面は、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境になく 2.3.2.5-1)、
平成 24 年に外観目視による有害な腐食の有無の確認を行った結果、全面腐食及び孔食は発生
していないことから、事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化が
なく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着
目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
(2) グローブボックスの缶体
当該部位の表面は、底面の配管溶接部を含めた定期的な外観目視による有害な腐食の有無の
確認を行っており、これまでに全面腐食、孔食及び塩化物応力腐食割れは発生していないこと
から、事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化が
なく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着
目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
(3) グローブボックスのパネル
当該部位の内面は、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境になく 2.3.2.5-1)、
これまでに全面腐食及び孔食は発生していないことから、事象の進展は考えられない。
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次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化が
なく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着
目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.2

グローブボックスのパッキン、パネルの劣化

(1) グローブボックスのパネル
当該部位は、定期的に外観目視により割れの確認を行っており、劣化による割れを検知し、
点検結果に応じて交換を行うことができる。なお、これまでに劣化による割れは発生していな
い。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化が
なく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、現状保全を継続することにより事象の兆
候を検知し交換することができる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着
目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
(2) グローブボックスのパッキン
当該部位は、定期的に負圧測定を行っており、劣化による漏れを検知し、点検結果に応じて
交換を行うことができる。なお、これまでに劣化による漏れは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化が
なく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、現状保全を継続することにより事象の兆
候を検知し交換することができる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着
目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4 貯蔵容器等
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.4.1

貯蔵容器等の本体の全面腐食、孔食

当該部位の内面は、平成 27 年に目視による有害な腐食の有無の確認を行った結果、全面腐食及
び孔食は発生していないことから、事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.5 換気設備
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.5.1

排風機の各部の全面腐食、孔食

これまでに実施した点検において有害な腐食の発生は確認されていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.2

換気系統の各部の全面腐食、孔食

(1) 建家・セル換気系統のダクト等
屋外（ステンレス鋼部）の外面は、定期的に外観目視点検を実施しており、全面腐食及び孔
食による明らかな減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化が
なく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、これまでと同様に現状保全を継続するこ
とにより事象の兆候を検知できる。
また、屋内（炭素鋼部）の内面は、平成 27 年に実施した腐食環境が同等であるセル・グロ
ーブボックス系排風機のケーシング内面の目視確認の結果、全面腐食及び孔食による明らかな
減肉は確認されていないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化が
なく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着
目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
(2) 槽類換気系統のダクト等
当該部位の内面は、硝酸ミスト、NOX を含む廃気に接しているが、平成 27 年に目視(マイク
ロスコープ)による有害な腐食の有無の確認を行った結果、全面腐食及び孔食は発生していな
い。また、一部において洗浄液(硝酸)に接しているが、この接液部においても文献から得られ
た腐食速度から事象の進展傾向は極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化が
なく、経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着
目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.3

排風機の各部の疲労

当該部位における発生応力は疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労割れが発生した
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ことはない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、疲労限界以上の応力が発生することは考え難いため、事
象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.4

排風機の各部の摩耗

当該部位は、定期的に運転状態（異音等）の確認を行っており、摩耗による異常な振動及び異
音を検知し交換を行うことができる。なお、これまでに摩耗による異常な振動及び異音は発生し
ていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、現状保全を継続することにより事象の兆候を
検知し交換することができる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.5

排風機の各部の緩み

当該部位は、定期的に運転状態（異音等）の確認を行っており、これまでに緩みは発生してい
ない。また、点検結果に応じて増し締めを行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し増し締めすることができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.6

排風機のシール材等の劣化

当該部位は、定期的に運転状態の確認を行っており、点検結果に応じて交換を行うことができ
る。なお、これまでに劣化による漏れは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を
防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.7

排風機の電動機の絶縁低下

当該部位は、定期的に絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
交換を行うことができる。なお、これまでに絶縁低下は発生していない。
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次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を
防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.8

換気系統の各部の詰まり

当該部位は、定期的に差圧確認を行っており、詰まりによる流量低下を検知し交換することが
できる。なお、これまでに詰まりは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、現状保全を継続することにより事象の兆候を
検知し交換することができる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.9

換気系統の各部の湿潤大気応力腐食割れ

当該部位の外面は、定期的に外観目視点検を実施しており、これまでに湿潤大気応力腐食割れ
は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、現状保全を継続することにより事象の兆候を
検知できる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6

圧縮空気設備

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.6.1

空気圧縮機の各部、空気槽、配管等の全面腐食、孔食

当該部位は、主に炭素鋼製であるが、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境に
なく、腐食による減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.2

空気圧縮機の各部の疲労

当該部位における発生応力は疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労割れが発生した
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ことはない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えらず、疲労応力以上の応力が発生することは考え難いため、事象
の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.3

空気圧縮機の各部の摩耗

当該部位は、分解点検時に摩耗の確認行っており、これまでに有害な摩耗は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化の乖離は考えられないことから、摩耗は発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.4

空気圧縮機の各部の緩み

当該部位は、定期的に運転確認(異音等)を行っており、これまでに緩みは発生していない。ま
た、点検結果に応じて増し締めを行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し増し締めすることができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.5

空気圧縮機の電動機の絶縁低下

当該部位は、定期的に絶縁抵抗測定を行っており、これまでに絶縁低下は発生していない。ま
た、異常が発生した場合は、点検結果に応じて交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を
防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.6

空気圧縮機、配管等のシール材等の劣化

当該部位は、定期的に運転状態の確認を行っており、点検結果に応じて交換を行うことができ
る。なお、これまでに劣化による漏れは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を
防止することが可能である。
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以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.7

非常用電源系統

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.7.1

受変電設備、動力分電盤の筺体の全面腐食、孔食

当該部位は、常時換気している屋内にあり腐食を促進させる環境になく、これまでに全面腐食
及び孔食は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.7.2

受変電設備、動力分電盤の各部の絶縁低下

当該部位は、定期的に絶縁抵抗測定を実施しており、異常が発生した場合は、点検結果によっ
て交換を行うことができる。なお、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を
防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.7.3

受変電設備、動力分電盤の各部の導通不良、固着

当該部位は、定期的に動作確認を実施しており、導通不良及び固着を検知し、異常が発生した
場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を
防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.7.4

受変電設備、動力分電盤の各部の特性変化

当該部位は、定期的に動作確認等を実施しており、特性変化を検知し、異常が発生した場合は、
交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展に
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よる安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.8

計測制御系統

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.8.1

検出器、変換器等の特性変化

当該部位は、定期的に校正等を実施しており、特性変化を検知し、異常が発生した場合は交換
することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため事象の進展を防
止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.8.2

電磁弁、圧空作動弁の固着

当該部位は、定期的に作動確認を実施しており、固着を検知し、異常が発生した場合は交換す
ることができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため事象の進展を防
止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9 共通設備
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.9.1

ボルト、架台等の全面腐食、孔食

屋内に設置しているものについては、腐食を促進させる環境になく、これまでにわずかな発錆
があるが、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていない。屋外に設置しているものにつ
いても、塗装により金属を腐食の原因となる環境から遮断しているとともに、定期的に外観目視
点検を実施しその結果により再塗装を行っているため、これまでに有害な腐食は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し再塗装することができるため、有害な腐食
は発生しないと考えられる。
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以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.2

ボルト、架台等の疲労

当該部位における発生応力は疲労限界以下に設計されていることから、疲労割れが発生するこ
とは考えられない。また、定期的に振動及び異音等の運転状態の確認を行っており、その結果に
応じて交換等を行なうことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため、疲労割れは発
生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.3

ボルトの緩み

当該部位は、定期的に外観確認を行っており、これまでに緩みは発生していない。また、点検
結果に応じて増し締めを行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を増し締めすることができるため、緩みは発生しな
いと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.4

接着系アンカーの樹脂部の劣化

当該部位は、熱、紫外線及び放射線の影響を受けない環境下のコンクリート内に埋設されてお
り、これまでに劣化は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、劣化を促進させる環境にないことから、事象の進展は考
えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後についても念のため、接着系アンカーを使用した基礎ボルトの更新等の際に基礎ボルトの
引張り試験を実施し、当該事象の進展に係るデータの蓄積を図る。
2.3.9.5

制御盤等の筺体の全面腐食、孔食

当該部位は、主に炭素鋼製であるが、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境に
なく、これまでにわずかな発錆があるが、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
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以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.6

スイッチ、リレー等の導通不良、固着

当該部位は、定期的に作動確認を実施しており、導通不良、固着を検知し、異常が発生した場
合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展に
よる安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.7

電源、電子制御器の特性変化

当該部位は、定期的に校正等を実施しており、特性変化を検知し、異常が発生した場合は交換
することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展に
よる安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.8

電線・ケーブル類の絶縁低下

当該部位は、定期的に絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
交換を行うことができる。なお、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展に
よる安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（1／5）
機器・構築物
要求される安全機能

施設名

機器・構築物名
硝酸プルトニウム受入計量槽（P11V11）*1
硝酸プルトニウム貯槽（P11V12）*1
混合槽（P12V11）*1
混合液貯槽（P12V12）*1
中間ポット(P12V1203)
混合液給液槽(P12V13) *1
混合液給液槽(P12V14) *1
中間槽(P13V1201) *1
中間槽(P13V3201) *1
脱硝加熱器(P13X12) *1
脱硝加熱器(P13X32) *1
サイクロン(P14D11)
焙焼還元炉（P14X14）*1
サイクロン(P15D11)
粉末移動容器(P15X1201)

①
*1：⑨にも該当

閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の
保持機能）

プルトニウム
転換技術
開発施設

粉砕機(P15X16)
サイクロン(P16D11)
中間貯蔵容器(P16X17) *1
サイクロン(P17D11) *1
混合機(P17X12) *1
充てん機（P18X11）*1
粉末缶*1
貯蔵容器（P21X12）*1
リワーク槽（P75V11）*1
受入工程の主要な流れを構成する配管等
混合工程の主要な流れを構成する配管等
脱硝工程の主要な流れを構成する配管等
焙焼還元工程の主要な流れを構成する配管等
粉砕工程の主要な流れを構成する配管等
中間貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等
粉末混合工程の主要な流れを構成する配管等
充てん工程の主要な流れを構成する配管等
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

③
*1：⑨にも該当

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（2／5）
機器・構築物
要求される安全機能
閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の
放出経路の維持機
能）
閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の
捕集・浄化機能）

施設名

機器・構築物名

プルトニウム
転換技術
開発施設

槽類換気系*1

混合液貯蔵セル（R051）※1
混合セル（R052）※1
受入セル（R053）※1
貯蔵セル（R054）※1
中間貯蔵ホール(P16X16) *1
貯蔵ホール(P21X11) *1
リワークセル（R055）※1
受入工程の主要な流れを構成する二重配管の外管
混合工程の主要な流れを構成する二重配管の外管
脱硝工程の主要な流れを構成する二重配管の外管
焙焼還元工程の主要な流れを構成する二重配管の外管
粉砕工程の主要な流れを構成する二重配管の外管

④
*1：⑨にも該当

閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の
放出経路の維持機
能）
※1遮蔽に係る安全
機能（遮蔽機能）

中間貯蔵工程の主要な流れを構成する二重配管の外管
プルトニウム
転換技術
開発施設

粉末混合工程の主要な流れを構成する二重配管の外管
混合液貯蔵セルのドリップトレ（P12U051）*1
混合セルのドリップトレ（P12U052）*1
受入セルのドリップトレ（P11U053）*1
貯蔵セルのドリップトレ（P11U054）*1
リワークセルのドリップトレ（P75U055）*1
受入バルブグローブボックス(P11B01)
受入液移送グローブボックス(P11B02)
混合液移送グローブボックス(P12B01)
混合液給液グローブボックス(P12B02)
給液グローブボックス(P13B02)
脱硝グローブボックス（P13B03）
破砕グローブボックス（P13B04）
給液グローブボックス(P13B07)
脱硝グローブボックス（P13B08）
破砕グローブボックス（P13B09）
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（3／5）
機器・構築物
要求される安全機能

施設名

機器・構築物名
炉入口グローブボックス（P14B01）
炉出口グローブボックス（P14B02）

（続き）
④

（続き）
閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の
放出経路の維持機
能）

粉砕グローブボックス（P15B01）
プルトニウム
転換技術
開発施設

中間貯蔵受払グローブボックス（P16B01）
中間貯蔵グローブボックス（P16B02）
混合グローブボックス（P17B01）
缶充てんグローブボックス（P18B01）
缶移動グローブボックス（P18B02）

閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の
放出経路の維持機
能）

⑤

⑥

閉じ込めに係る安全
機能（排気機能）
閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の
放出経路の維持機
能）
閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の
捕集・浄化機能）
閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の
放出経路の維持機
能）
閉じ込めに係る安全
機能（排気機能）
閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の
放出経路の維持機
能）
閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の
捕集・浄化機能）※1
安全機能確保のため
の支援機能等の安全
機能（安全機能確保
のための支援機能）
【電気設備】

⑧

安全機能確保のため
の支援機能等の安全
機能（安全機能確保
のための支援機能）
【圧縮空気設備】

中間貯蔵グローブボックス系排風機（P07K49）
プルトニウム
転換技術
開発施設

中間貯蔵グローブボックス系排風機（P07K50）
セル・グローブボックス系排風機（P07K51）
セル・グローブボックス系排風機（P07K52）

プルトニウム
転換技術
開発施設

セル換気系
セル・グローブボックス系フィルタユニット（P07F71～F77）
中間貯蔵グローブボックス系フィルタユニット
(P07F78,F79)
粉末貯蔵系フィルタユニット（P07F80,F81）
ヒュームフード系フィルタユニット（P07F82,F83,F84）

部屋・ヒュームフード系排風機（P07K53）
プルトニウム
転換技術
開発施設

部屋・ヒュームフード系排風機（P07K54）

プルトニウム転換技術開発施設建家(連絡管路(分離精製
工場～プルトニウム転換技術開発施設)を含む）
プルトニウム
転換技術
開発施設

プルトニウム転換技術開発施設から分離精製工場までの排
気ダクトの鉄骨構造物
建家換気系
部屋系フィルタユニット（P07F85～F91）※1
第 5 変電所の受変電設備

プルトニウム
転換技術
開発施設

換排気用分電盤（E323-1）
プロセス用分電盤（E002-1）
プロセス用分電盤（E224-1）
空気圧縮機（P86K11）

プルトニウム
転換技術
開発施設

空気圧縮機（P86K12）
空気圧縮機（P86K13）
圧縮空気付属設備
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（4／5）
機器・構築物
要求される安全機能

施設名

機器・構築物名
ウラン受槽（P01V41）※3
ウラン受槽（P01V42）※3
硝酸プルトニウム受入計量槽（P11V11）※1，*1
硝酸プルトニウム貯槽（P11V12）※1，*1
硝酸ウラニル受入計量槽（P11V13）
硝酸ウラニル貯槽（P11V14）
混合槽（P12V11）※1，*1
混合液貯槽（P12V12）※1，*1
混合液給液槽（P12V13）*1
混合液給液槽（P12V14）*1
中間槽（P13V1201）*1

⑨
*1：①にも該当
*2：③にも該当
*3：④にも該当

臨界防止に係る安全
機能（核的制限値（寸
法）の維持機能）

中間槽（P13V3201）*1

※1：中性子吸収材
（Cd 板）を併用。
※2：中性子吸収材
（ボロン入りラシヒリン
グ）を併用。
※3：中性子吸収材
（窒化ボロン）を併用。
※4：形状・寸法の要
求はなし。中性子吸
収材（ボロン入りラシヒ
リング）を使用。

焙焼還元炉（P14X14）*1

脱硝加熱器(P13X12)*1
脱硝加熱器(P13X32)*1

プルトニウム
転換技術
開発施設

中間貯蔵ホール(P16X16) *3
中間貯蔵容器(P16X17) *1
サイクロン（P17D11）*1
混合機（P17X12）*1
充てん機（P18X11）*1
貯蔵ホール（P21X11）*3
貯蔵容器（P21X12）*1
粉末缶*1
廃液受入槽（P71V11）※1
廃液受入槽（P71V12）※1
リワーク槽（P75V11）※1

，*1

ウラン受槽のドリップトレ（P01U127）※4
槽類換気系*2
混合液貯蔵セルのドリップトレ（P12U051）※4
混合セルのドリップトレ（P12U052）※4

，*3

受入セルのドリップトレ（P11U053）※4

，*3

貯蔵セルのドリップトレ（P11U054）※4

，*3

リワークセルのドリップトレ（P75U055）※4

⑨

火災・爆発防止に係
る安全機能（火災・爆
発防止機能）

プルトニウム
転換技術
開発施設

，*3

，*3

窒素水素混合ガス供給系水素濃度上限緊急操作装置
（P86H2P+43-1）
窒素水素混合ガス供給系水素濃度記録上下限警報上限
操作装置（P86H2RA±O+43-2）
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（5／5）
機器・構築物
要求される安全機能

施設名

機器・構築物名
焙焼還元炉温度上限緊急操作装置（P14TP+14-1）

⑮

閉じ込めに係る安全
機能(放射性物質の
保持機能)

プルトニウム
転換技術
開発施設

焙焼還元炉温度上限緊急操作装置（P14TP+14-2）
焙焼還元炉温度上限緊急操作装置（P14TP+14-3）
焙焼還元炉流量下限緊急操作装置（P14FP-14-1）
焙焼還元炉流量下限緊急操作装置（P14FP-14-2）
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1

建
家
構
築
物
等

カテゴリ

プルトニウム転換技術開発施設から分離精製工場までの排気ダ
クトの鉄骨構造物

鉄骨構造物
（鉄骨）

Ⅱ-1

中間貯蔵ホール(P16X16)

リワークセル（R055）

貯蔵セル（R054）

受入セル（R053）

貯蔵ホール（P21X11）

プルトニウム転換
技術開発施設

混合セル（R052）

当該機器のみである。

使用期間、使用材料及び環
境が同等であることから、任
意に貯蔵ホール（P21X11）を
選定した。

使用材料及び使用期間が同
等であり、環境が厳しい（中
性子線照射量及びγ線吸収
量が最も高い）機器が複数あ
ることから、任意に貯蔵セル
（R054）を選定した。

当該施設のみである。

プルトニウム転換技術開発施設建家
（連絡管路（分離精製工場～プルトニウム転換技術開発施設）を
含む）
混合液貯蔵セル（R051）

選定理由

代表機器選定

機器・構築物

Ⅰ-3

鉄筋コンクリート
構造物
（セル等）

鉄筋コンクリート
構造物
（建家等）

施設

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（1／17）

鉄筋コンクリート構
造物
（貯蔵ピット等）

Ⅰ-2

Ⅰ-1

グループ

表 2.2-1

●

●

●

●

結果
●：代表機器
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2

塔
槽
類

カテゴリ

Ⅲ-2

槽類
（プルトニウム・ウラ
ン溶液系）

グループ

プルトニウム転換
技術開発施設

施設
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- 592 脱硝工程の主要な流れを構成する配管等

混合工程の主要な流れを構成する配管等

受入工程の主要な流れを構成する配管等

リワーク槽（P75V11）

廃液受入槽（P71V12）

廃液受入槽（P71V11）

中間槽（P13V3201）

中間槽（P13V1201）

混合液給液槽（P12V14）

混合液給液槽（P12V13）

中間ポット（P12V1203）

混合液貯槽（P12V12）

混合槽（P12V11）

硝酸ウラニル貯槽（P11V14）

硝酸ウラニル受入計量槽（P11V13）

硝酸プルトニウム貯槽（P11V12）

硝酸プルトニウム受入計量槽（P11V11）

ウラン受槽（P01V42）

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（2／17）

ウラン受槽（P01V41）

表 2.2-1

使用材料が同等であり、使用
期間が最も長い機器のうち、
取り扱う溶液の硝酸濃度及
びプルトニウム濃度が最も高
い機器が複数あることから、
任意に硝酸プルトニウム貯槽
(P11V12）を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
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2

塔
槽
類

カテゴリ
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炉類
（NCF625 系）

粉砕機

Ⅳ-1

Ⅳ-2

Ⅵ

槽類
（粉末系）

炉類
(SUS304 系)

Ⅲ-5

グループ

プルトニウム転換
技術開発施設

施設

当該機器のみである。
当該機器のみである。

粉砕機（P15X16）

使用期間、使用材料及び環
境が同等であることから、任
意に脱硝加熱器（P13X32）を
選定した。

使用材料が同等であり、使用
期間が最も長い機器が複数
あることから、粉末の移送時
の摩擦力が最も大きいサイク
ロン（P15D11）を選定した。

選定理由

代表機器選定

焙焼還元炉（P14X14）

脱硝加熱器（P13X32）

脱硝加熱器（P13X12）

充てん工程の主要な流れを構成する配管等

粉末混合工程の主要な流れを構成する配管等

中間貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等

粉砕工程の主要な流れを構成する配管等

焙焼還元工程の主要な流れを構成する配管等

脱硝工程の主要な流れを構成する配管等

充てん機（P18X11）

混合機（P17X12）

サイクロン（P17D11）

サイクロン（P16D11）

サイクロン（P15D11）

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（3／17）

サイクロン（P14D11）

表 2.2-1

●

●

●

●

結果
●：代表機器
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3

カテゴリ

Ⅱ

Ⅰ

グローブボックス

ドリップトレイ

グループ

プルトニウム転換
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（4／17）

ドリップトレイ等
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- 594 破砕グローブボックス（P13B04）

脱硝グローブボックス（P13B03）

給液グローブボックス（P13B02）

混合液給液グローブボックス（P12B02）

混合液移送グローブボックス（P12B01）

受入液移送グローブボックス（P11B02）

受入バルブグローブボックス（P11B01）

粉末混合工程の主要な流れを構成する二重配管の外管

中間貯蔵工程の主要な流れを構成する二重配管の外管

粉砕工程の主要な流れを構成する二重配管の外管

焙焼還元工程の主要な流れを構成する二重配管の外管

脱硝工程の主要な流れを構成する二重配管の外管

混合工程の主要な流れを構成する二重配管の外管

受入工程の主要な流れを構成する二重配管の外管

リワークセルのドリップトレ（P75U055）

貯蔵セルのドリップトレ（P11U054）

受入セルのドリップトレ（P11U053）

混合セルのドリップトレ（P12U052）

混合液貯蔵セルのドリップトレ（P12U051）

ウラン受槽のドリップトレ（P01U127）

表 2.2-1

使用材料及び環境が同等で
あり、使用期間が最も長い機
器が複数あることから、平成
17 年にグローブボックス底面
の配管溶接部近傍において
塩化物応力腐食割れが発生
した混合液移送グローブボッ
クス（P12B01）を選定した。

使用材料及び環境が同等で
あり、使用期間が最も長く構
成部位が多い機器が複数あ
ることから、任意に貯蔵セル
のドリップトレ（P11U054）を選
定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

結果
●：代表機器
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4

3

カテゴリ

Ⅰ

Ⅱ

貯蔵容器等

（続き）
グローブボックス

グループ

プルトニウム転換
技術開発施設

プルトニウム転換
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（5／17）

ドリップトレイ等
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貯蔵容器等
貯蔵容器（P21X12）

粉末缶

中間貯蔵容器（P16X17）

粉末移動容器（P15X1201）

缶移動グローブボックス（P18B02）

缶充てんグローブボックス（P18B01）

混合グローブボックス（P17B01）

中間貯蔵グローブボックス（P16B02）

中間貯蔵受払グローブボックス（P16B01）

粉砕グローブボックス（P15B01）

炉出口グローブボックス（P14B02）

炉入口グローブボックス（P14B01）

破砕グローブボックス（P13B09）

脱硝グローブボックス（P13B08）

給液グローブボックス（P13B07）

表 2.2-1

環境が同等であり、使用期間
が最も長いステンレス鋼製の
機器が複数あることから、任
意に粉末移動容器
（P15X1201）を選定した。

（続き）
使用材料及び環境が同等で
あり、使用期間が最も長い機
器が複数あることから、平成
17 年にグローブボックス底面
の配管溶接部近傍において
塩化物応力腐食割れが発生
した混合液移送グローブボッ
クス（P12B01）を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
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5

カテゴリ

換気系統
（建家・セル換気系
統）

換気系統
（槽類換気系統）

Ⅲ-1

Ⅲ-3

Ⅰ-1-1

ターボ形遠心式
遠心送風機
（建家・セル換気
系）

グループ

プルトニウム転換
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（6／17）

槽類換気系

建家・セル換気系
・セル・グローブボックス系フィルタユニット（P07F71～F77）
中間貯蔵グローブボックス系フィルタユニット
(P07FF78,F79)
・粉末貯蔵系フィルタユニット（P07F80,F81）
・ヒュームフード系フィルタユニット（P07F82,F83,F84）
・部屋系フィルタユニット（P07F85～F91）

部屋・ヒュームフード系排風機（P07K54）

部屋・ヒュームフード系排風機（P07K53）

セル・グローブボックス系排風機（P07K52）

セル・グローブボックス系排風機（P07K51）

中間貯蔵グローブボックス系排風機（P07K50）

中間貯蔵グローブボックス系排風機（P07K49）

表 2.2-1

当該機器のみである。

当該機器のみである。

環境が同等であり、廃気と接
触する部位の使用材料が炭
素鋼製で運転時間が最も長
い機器が複数あることから、
任意にセル・グローブボック
ス系排風機（P07K51）を選定
した。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

結果
●：代表機器
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換気設備

- 596 -

- 596 -

10

圧縮空気設備

8

7

カテゴリ

非常用電源系統

- 597 -

- 597 -

計測制御系統
（流量計測系
（ロータメータ））

Ⅰ-8-3

Ⅰ-4-1

Ⅰ-6

計測制御系統
（温度計測系
（熱電対））

計測制御系統
（水素濃度計測系）

動力分電盤

Ⅲ

Ⅱ

受変電設備

付属設備

Ⅰ-1

Ⅱ

空気圧縮機
（容積形往復動式
往復圧縮機）

グループ

プルトニウム転換
技術開発施設

プルトニウム転換
技術開発施設

プルトニウム転換
技術開発施設

施設

当該機器のみである。

計装制御系統

焙焼還元炉流量下限緊急操作装置（P14FP-14-2）

焙焼還元炉流量下限緊急操作装置（P14FP-14-1）

窒素水素混合ガス供給系水素濃度記録上下限警報上限
操作装置（P86H2RA±O+43-2）

窒素水素混合ガス供給系水素濃度上限緊急操作装置
（P86H2P+43-1）

焙焼還元炉温度上限緊急操作装置（P14TP+14-3）

焙焼還元炉温度上限緊急操作装置（P14TP+14-2）

焙焼還元炉温度上限緊急操作装置（P14TP+14-1）

プロセス用分電盤（E224-1）

使用期間、構成部品及び環
境が同等であることから、任
意に焙焼還元炉流量下限
緊 急 操 作 装 置
（P14FP-14-2）を選定した。

使用期間、構成部品及び環
境等が同等であることから、
任意に窒素水素混合ガス
供給系水素濃度上限緊急
操作装置(P86H2P+43-1)を
選定した。

使用期間、構成部品及び環
境等が同等であることから、
任意に焙焼還元炉温度上
限緊急操作装置
（P14TP+14-2）を選定した。

●

●

●

●

使用材料及び環境が同等
であり、使用期間が最も長
い機器が複数あることか
ら、任意に換排気用分電
盤（E323-1）を選定した。

換排気用分電盤（E323-1）
プロセス用分電盤（E002-1）

●

当該機器のみである。

●

●

結果
●：代表機器

第 5 変電所の受変電設備

空気圧縮機（P86K13）

空気圧縮機（P86K12）

圧縮空気付属設備

選定理由

代表機器選定

使用材料及び環境が同等
であるので、使用期間が最
も長い空気圧縮機
(P86K11)を選定した。

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（7／17）

空気圧縮機（P86K11）

表 2.2-1
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11

カテゴリ

Ⅰ-1-1

埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

プルトニウム転換
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（8／17）

共通設備

- 598 -

- 598 混合液移送グローブボックス（P12B01）の基礎ボルト

受入液移送グローブボックス（P11B02）の基礎ボルト

受入バルブグローブボックス（P11B01）の基礎ボルト

焙焼還元工程の主要な流れを構成する二重配管の外管の
基礎ボルト
粉砕工程の主要な流れを構成する二重配管の外管の
基礎ボルト
中間貯蔵工程の主要な流れを構成する二重配管の外管の
基礎ボルト
粉末混合工程の主要な流れを構成する二重配管の外管の
基礎ボルト

脱硝工程の主要な流れを構成する二重配管の外管の基礎ボルト

混合工程の主要な流れを構成する二重配管の外管の基礎ボルト

受入工程の主要な流れを構成する二重配管の外管の基礎ボルト

焙焼還元炉（P14X14）の基礎ボルト

ウラン受槽（P01V42）の基礎ボルト

ウラン受槽（P01V41）の基礎ボルト

リワーク槽（P75V11）の基礎ボルト

混合液貯槽（P12V12）の基礎ボルト

混合槽（P12V11）の基礎ボルト

硝酸プルトニウム貯槽（P11V12）の基礎ボルト

硝酸プルトニウム受入計量槽（P11V11）の基礎ボルト

表 2.2-1

使用期間、使用材料が同
等であるため、環境が厳し
い動的機器の基礎ボルト
から、任意にセル・グロー
ブボックス系排風機
（P07K51）の基礎ボルトを
選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
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11

カテゴリ

Ⅰ-1-1

（続き）
埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

プルトニウム転換
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（9／17）

共通設備

- 599 -

- 599 部屋・ヒュームフード系排風機（P07K54）の基礎ボルト

部屋・ヒュームフード系排風機（P07K53）の基礎ボルト

セル・グローブボックス系排風機（P07K52）の基礎ボルト

セル・グローブボックス系排風機（P07K51）の基礎ボルト

中間貯蔵グローブボックス系排風機（P07K50）の基礎ボルト

中間貯蔵グローブボックス系排風機（P07K49）の基礎ボルト

缶移動グローブボックス（P18B02）の基礎ボルト

缶充てんグローブボックス（P18B01）の基礎ボルト

中間貯蔵グローブボックス（P16B02）の基礎ボルト

中間貯蔵受払グローブボックス（P16B01）の基礎ボルト

粉砕グローブボックス（P15B01）の基礎ボルト

炉出口グローブボックス（P14B02）の基礎ボルト

炉入口グローブボックス（P14B01）の基礎ボルト

破砕グローブボックス（P13B09）の基礎ボルト

脱硝グローブボックス（P13B08）の基礎ボルト

給液グローブボックス（P13B07）の基礎ボルト

破砕グローブボックス（P13B04）の基礎ボルト

脱硝グローブボックス（P13B03）の基礎ボルト

給液グローブボックス（P13B02）の基礎ボルト

混合液給液グローブボックス（P12B02）の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用期間、使用材料が同
等であるため、環境が厳し
い動的機器の基礎ボルト
から、任意にセル・グロー
ブボックス系排風機
（P07K51）の基礎ボルトを
選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
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11

カテゴリ

Ⅰ-1-1

（続き）
埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

プルトニウム転換
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（10／17）

中間貯蔵グローブボックス系排風機（P07K49）の制御盤等の
基礎ボルト
中間貯蔵グローブボックス系排風機（P07K50）の制御盤等の
基礎ボルト
セル・グローブボックス系排風機（P07K51)の制御盤等の
基礎ボルト
セル・グローブボックス系排風機（P07K52）の制御盤等の
基礎ボルト
部屋・ヒュームフード系排風機（P07K53）の制御盤等の
基礎ボルト
部屋・ヒュームフード系排風機（P07K54）の制御盤等の
基礎ボルト

プロセス用分電盤（E224-1）の基礎ボルト

プロセス用分電盤（E002-1）の基礎ボルト

換排気用分電盤（E323-1）の基礎ボルト

第 5 変電所の受変電設備の基礎ボルト

圧縮空気付属設備の基礎ボルト

空気圧縮機（P86K13）の基礎ボルト

空気圧縮機（P86K12）の基礎ボルト

空気圧縮機（P86K11）の基礎ボルト

槽類換気系の基礎ボルト

建家・セル換気系の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用期間、使用材料が同
等であるため、環境が厳し
い動的機器の基礎ボルト
から、任意にセル・グロー
ブボックス系排風機
（P07K51）の基礎ボルトを
選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
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共通設備

- 600 -

- 600 -

11

カテゴリ

Ⅰ-1-1

（続き）
埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

プルトニウム転換
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（11／17）

共通設備

- 601 -

- 601 焙焼還元炉流量下限緊急操作装置（P14FP-14-2）の
制御盤等の基礎ボルト

焙焼還元炉流量下限緊急操作装置（P14FP-14-1）の
制御盤等の基礎ボルト

窒素水素混合ガス供給系水素濃度記録上下限警報上限
操作装置（P86H2RA±O+43-2）の制御盤等の基礎ボルト

窒素水素混合ガス供給系水素濃度上限緊急操作装置
（P86H2P+43-1）の制御盤等の基礎ボルト

焙焼還元炉温度上限緊急操作装置（P14TP+14-3）の
制御盤等の基礎ボルト

焙焼還元炉温度上限緊急操作装置（P14TP+14-2）の
制御盤等の基礎ボルト

焙焼還元炉温度上限緊急操作装置（P14TP+14-1）の
制御盤等の基礎ボルト

空気圧縮機（P86K13）の制御盤等の基礎ボルト

空気圧縮機（P86K12）の制御盤等の基礎ボルト

空気圧縮機（P86K11）の制御盤等の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用期間、使用材料が同
等であるため、環境が厳し
い動的機器の基礎ボルト
から、任意にセル・グロー
ブボックス系排風機
（P07K51）の基礎ボルトを
選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
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カテゴリ

静的機器の架台等
（屋内）

Ⅱ-1-1

Ⅰ-2-1

Ⅰ-3-1

メカニカルアンカー
（屋内）

接着系アンカー
（静的機器の接着系
アンカー）

埋め込みアンカー
（屋外）

Ⅰ-1-2

グループ

プルトニウム転換
技術開発施設

施設

共通設備

- 602 -

- 602 廃液受入槽（P71V11）の架台等

硝酸ウラニル貯槽（P11V14）の架台等

硝酸ウラニル受入計量槽（P11V13）の架台等

ウラン受槽（P01V42）の架台等

ウラン受槽（P01V41）の架台等

建家・セル換気系の基礎ボルト

混合グローブボックス（P17B01）の基礎ボルト

プルトニウム転換技術開発施設から分離精製工場までの排気ダク
トの鉄骨構造物の基礎ボルト

リワークセルのドリップトレ（P75U055）の基礎ボルト

貯蔵セルのドリップトレ（P11U054）の基礎ボルト

受入セルのドリップトレ（P11U053）の基礎ボルト

混合セルのドリップトレ（P12U052）の基礎ボルト

混合液貯蔵セルのドリップトレ（P12U051）の基礎ボルト

使用材料及び環境が同等
であり、使用期間が最も長
い機器が複数あることか
ら、任意に混合液移送グ
ローブボックス（P12B01）
の架台等を選定した。

使用材料及び環境が同等
であり、使用期間が最も長
い機器を固定している基
礎ボルトが複数あることか
ら、任意にプルトニウム転
換技術開発施設から分離
精製工場までの排気ダクト
の鉄骨構造物の基礎ボル
トを選定した。

使用期間及び環境が同等
であり、使用期間が最も長
い機器を固定している基
礎ボルトが複数あることか
ら、任意に貯蔵セルのドリ
ップトレ（P11U054）の基礎
ボルトを選定した。

当該機器のみである。

プルトニウム転換技術開発施設から分離精製工場までの排気ダク
トの鉄骨構造物の基礎ボルト

代表機器選定
選定理由

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（12／17）

機器・構築物

表 2.2-1

●

●

●

結果
●：代表機器
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11

カテゴリ

Ⅱ-1-1

（続き）
静的機器の架台等
（屋内）

グループ

プルトニウム転換
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（13／17）

共通設備

- 603 -

- 603 -

中間貯蔵工程の主要な流れを構成する二重配管の外管の
架台等
粉末混合工程の主要な流れを構成する二重配管の外管の
架台等

粉砕工程の主要な流れを構成する二重配管の外管の架台等

焙焼還元工程の主要な流れを構成する二重配管の外管の
架台等

脱硝工程の主要な流れを構成する二重配管の外管の架台等

混合工程の主要な流れを構成する二重配管の外管の架台等

受入工程の主要な流れを構成する二重配管の外管の架台等

焙焼還元炉（P14X14）の架台等

脱硝加熱器（P13X32）の架台等

脱硝加熱器（P13X12）の架台等

充てん工程の主要な流れを構成する配管等の架台等

中間貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等の架台等

焙焼還元工程の主要な流れを構成する配管等の架台等

脱硝工程の主要な流れを構成する配管等の架台等

中間槽（P13V3201）の架台等

中間槽（P13V1201）の架台等

混合液給液槽（P12V14）の架台等

混合液給液槽（P12V13）の架台等

廃液受入槽（P71V12）の架台等

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等
であり、使用期間が最も長
い機器が複数あることか
ら、任意に混合液移送グ
ローブボックス（P12B01）
の架台等を選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

11

カテゴリ

Ⅱ-1-1

（続き）
静的機器の架台等
（屋内）

グループ

プルトニウム転換
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（14／17）

共通設備

- 604 -

- 604 槽類換気系の架台等

建家・セル換気系の架台等

缶移動グローブボックス（P18B02）の架台等

缶充てんグローブボックス（P18B01）の架台等

混合グローブボックス（P17B01）の架台等

中間貯蔵グローブボックス（P16B02）の架台等

中間貯蔵受払グローブボックス（P16B01）の架台等

粉砕グローブボックス（P15B01）の架台等

炉出口グローブボックス（P14B02）の架台等

炉入口グローブボックス（P14B01）の架台等

破砕グローブボックス（P13B09）の架台等

脱硝グローブボックス（P13B08）の架台等

給液グローブボックス（P13B07）の架台等

破砕グローブボックス（P13B04）の架台等

脱硝グローブボックス（P13B03）の架台等

給液グローブボックス（P13B02）の架台等

混合液給液グローブボックス（P12B02）の架台等

混合液移送グローブボックス（P12B01）の架台等

受入液移送グローブボックス（P11B02）の架台等

受入バルブグローブボックス（P11B01）の架台等

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等
であり、使用期間が最も長
い機器が複数あることか
ら、任意に混合液移送グ
ローブボックス（P12B01）
の架台等を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
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11

カテゴリ

Ⅱ-1-2

Ⅱ-2-1

静的機器の架台等
（屋外）

Ⅱ-1-1

動的機器の架台等
（屋内）

（続き）
静的機器の架台等
（屋内）

グループ

プルトニウム転換
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（15／17）

共通設備

- 605 -

- 605 セル・グローブボックス系排風機（P07K52）の架台等

セル・グローブボックス系排風機（P07K51）の架台等

中間貯蔵グローブボックス系排風機（P07K50）の架台等

中間貯蔵グローブボックス系排風機（P07K49）の架台等

充てん機（P18X11）の架台等

混合機（P17X12）の架台等

サイクロン（P17D11）の架台等

サイクロン（P16D11）の架台等

粉砕機（P15X16）の架台等

サイクロン（P15D11）の架台等

サイクロン（P14D11）の架台等

プルトニウム転換技術開発施設から分離精製工場までの排気ダク
トの架台等

プロセス用分電盤（E224-1）の架台等

プロセス用分電盤（E002-1）の架台等

換排気用分電盤（E323-1）の架台等

第 5 変電所の受変電設備の架台等

圧縮空気付属設備の架台等

表 2.2-1

使用材料及び環境が同等
であり、使用期間が最も長
い機器が複数あることか
ら、任意にセル・グローブ
ボックス系排風機
（P07K51）の架台等を選
定した。

当該機器のみである。

（続き）
使用材料及び環境が同等
であり、使用期間が最も長
い機器が複数あることか
ら、任意に混合液移送グ
ローブボックス（P12B01）
の架台等を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

結果
●：代表機器
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11

カテゴリ

Ⅲ

Ⅱ-2-1

制御盤等

（続き）
動的機器の架台等
（屋内）

グループ

プルトニウム転換
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（16／17）

共通設備

- 606 -

- 606 焙焼還元炉温度上限緊急操作装置（P14TP+14-1）の
制御盤等
焙焼還元炉温度上限緊急操作装置（P14TP+14-2）の
制御盤等

空気圧縮機（P86K13）の制御盤等

空気圧縮機（P86K12）の制御盤等

空気圧縮機（P86K11）の制御盤等

部屋・ヒュームフード系排風機（P07K54）の制御盤等

部屋・ヒュームフード系排風機（P07K53）の制御盤等

セル・グローブボックス系排風機（P07K52）の制御盤等

セル・グローブボックス系排風機（P07K51)の制御盤等

中間貯蔵グローブボックス系排風機（P07K50）の制御盤等

中間貯蔵グローブボックス系排風機（P07K49）の制御盤等

空気圧縮機（P86K13）の架台等

空気圧縮機（P86K12）の架台等

空気圧縮機（P86K11）の架台等

槽類換気系の架台等

部屋・ヒュームフード系排風機（P07K54）の架台等

部屋・ヒュームフード系排風機（P07K53）の架台等

表 2.2-1

使用材料及び環境が同
等であり、部位数が最も多
い機器が複数あることか
ら、任意にセル・グローブ
ボックス系排風機
（P07K51)の制御盤等を選
定した。

（続き）
使用材料及び環境が同
等であり、使用期間が最も
長い機器が複数あること
から、任意にセル・グロー
ブボックス系排風機
（P07K51）の架台等を選
定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
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カテゴリ

Ⅳ-2

Ⅲ

電線・ケーブル類
（セル外）

（続き）
制御盤等

グループ

プルトニウム転換
技術開発施設

施設

共通設備

- 607 -

- 607 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（微電圧）

ビニル絶縁電線（微電圧）

ビニル絶縁電線（24V）

ビニル絶縁電線（100V）

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮蔽付）（100V）

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（100V）（屋外）

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（100V）（屋内）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（100V）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（400V）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（6600V）

使用環境及び使用材料が
同等であることから、使用
期間が最も長いもののう
ち、電圧が高い架橋ポリエ
チレン絶縁ビニルシースケ
ーブル（400V）を選定し
た。

（続き）
使用材料及び環境が同等
であり、部位数が最も多い
機器が複数あることから、
任意にセル・グローブボッ
クス系排風機（P07K51)の
制御盤等を選定した。

焙焼還元炉温度上限緊急操作装置（P14TP+14-3）の
制御盤等
窒素水素混合ガス供給系水素濃度上限緊急操作装置
（P86H2P+43-1）の制御盤等
窒素水素混合ガス供給系水素濃度記録上下限警報上限
操作装置（P86H2RA±O+43-2）の制御盤等
焙焼還元炉流量下限緊急操作装置（P14FP-14-1）の
制御盤等
焙焼還元炉流量下限緊急操作装置（P14FP-14-2）の
制御盤等

代表機器選定
選定理由

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（17／17）

機器・構築物

表 2.2-1

●

結果
●：代表機器
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3. 耐震安全評価
評価対象機器
3. 3.1
耐震安全評価
評価対象機器は、技術評価における評価対象機器と同じとする。
3.1 評価対象機器
プルトニウム転換技術開発施設は、建築基準法施行令の改正（昭和 55 年 7 月）前の施設に該当
評価対象機器は、技術評価における評価対象機器と同じとする。
することから、以下に示すように重要度分類に応じて十分な耐震性を有することを確認している。
プルトニウム転換技術開発施設は、建築基準法施行令の改正（昭和
55 年 7 月）前の施設に該当
評価対象機器の重要度分類を「表
3.1-1
評価対象機器の耐震重要度分類一覧」に示す。
することから、以下に示すように重要度分類に応じて十分な耐震性を有することを確認している。
評価対象機器の重要度分類を「表 3.1-1 評価対象機器の耐震重要度分類一覧」に示す。
(1) 耐震設計上の重要度分類
建家及び構築物並びに機器・配管の重要度に応じて、次の様に分類し、それぞれの重要度に
(1) 耐震設計上の重要度分類
建家及び構築物並びに機器・配管の重要度に応じて、次の様に分類し、それぞれの重要度に
応じた耐震設計を行っている。
応じた耐震設計を行っている。
A 類：その機能喪失により、周辺公衆に災害を及ぼすおそれのあるもの
A 類：その機能喪失により、周辺公衆に災害を及ぼすおそれのあるもの
B 類：高放射性物質に関する A 類以外のもの
C 類：A 類及び B 類以外のもの、ただし主要な装置に関係ないものを除く
B 類：高放射性物質に関する
A 類以外のもの
C 類：A 類及び B 類以外のもの、ただし主要な装置に関係ないものを除く
(2) 耐震設計評価法及び荷重の組み合わせと許容限界
(i) 耐震設計評価法
(2) 耐震設計評価法及び荷重の組み合わせと許容限界
(i) 耐震設計評価法
＜建家及び構築物の場合＞
＜建家及び構築物の場合＞
A 類,B 類及び C 類の施設については、建築基準法に定められる水平震度のそれぞれ
A 類,B
類及び
C 類の施設については、建築基準法に定められる水平震度のそれぞれ
3.0
倍、1.5
倍及び
1.0 倍の静的地震力に対して安全であるように設計している。
3.0 倍、1.5
1.0 倍の静的地震力に対して安全であるように設計している。
なお、A倍及び
類については建築基礎底面において想定最大加速度
180Gal の地震力に対し
なお、A 類については建築基礎底面において想定最大加速度 180Gal の地震力に対し
て安全であるように設計している。
て安全であるように設計している。
＜機器・配管類の場合＞
＜機器・配管類の場合＞
A 類については、建築基礎底面において想定最大加速度 180Gal に対しての各階の最
A 類については、建築基礎底面において想定最大加速度
180Gal に対しての各階の最
大応答加速度の
1.2 倍から静的地震力を算定して設計を行っている。B
類は A 類の 1/2
大応答加速度の
1.2 倍から静的地震力を算定して設計を行っている。B
類は A 類の 1/2
の最大加速度について、C
類は A 類の 1/3 の最大加速度について各々設計している。
の最大加速度について、C
類は A 類の 1/3 の最大加速度について各々設計している。
なお、A 類については建家基礎底面において想定最大加速度
180Gal の地震力に対し
なお、A 類については建家基礎底面において想定最大加速度 180Gal の地震力に対し
て安全であるように設計している。
て安全であるように設計している。
(ii)荷重の組み合わせと許容限界
(ii)荷重の組み合わせと許容限界
＜荷重の組み合わせ＞
＜荷重の組み合わせ＞
静的な鉛直地震力として、機器及び配管は各機器の設置階の水平震度の 1/2 として算
静的な鉛直地震力として、機器及び配管は各機器の設置階の水平震度の 1/2 として算
定し、水平震度と鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作用させている。
定し、水平震度と鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作用させている。
＜許容限界＞
＜許容限界＞
建家・構築物に関する材料の許容応力度は、建築基準法及び日本建築学会各種規準等、
建家・構築物に関する材料の許容応力度は、建築基準法及び日本建築学会各種規準等、
機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格及び鋼構造設計規準等に準拠
機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格及び鋼構造設計規準等に準拠
して設定されている。
して設定されている。
3.2 評価手順
「第 2 回 再処理施設の定期的な評価報告書
3.2 評価手順
「第 2 回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.2.2 評価手順」に基づき評価を実施した。

5.2.2 評価手順」に基づき評価を実施した。

- 608 -- 608
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3.3 耐震安全評価結果
評価の結果、「表 3.3-1 耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果」に示すように耐震安
全上着目すべき経年変化事象は抽出されなかった。したがって、耐震安全性に関する詳細評価及
び耐震安全性の観点から保全対策に反映すべき項目の抽出については、実施する必要がなかった。
以上により、次回の高経年化技術評価までの供用を想定した場合においても耐震安全性が維持
されることを確認した。
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（1／4）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ
鉄筋コンクリ
ート構造物
（建家等）

建家構築物等

鉄筋コンクリ
ート構造物
（セル等）

施設

機器・構築物

プルトニウム
転換技術
開発施設

プルトニウム転換技術開発施設建家
（連絡管路（分離精製工場～プルトニウム転換技術開発施設）
を含む）

B類

混合液貯蔵セル（R051）

A類

混合セル（R052）

A類

受入セル（R053）

A類

貯蔵セル（R054）

A類

リワークセル（R055）

A類

中間貯蔵ホール(P16X16)

B類

貯蔵ホール（P21X11）

A類

プルトニウム転換技術開発施設から分離精製工場までの排気
ダクトの鉄骨構造物

B類

ウラン受槽（P01V41）

B類

ウラン受槽（P01V42）

B類

硝酸プルトニウム受入計量槽（P11V11）

A類

硝酸プルトニウム貯槽（P11V12）

A類

硝酸ウラニル受入計量槽（P11V13）

B類

硝酸ウラニル貯槽（P11V14）

B類

混合槽（P12V11）

A類

混合液貯槽（P12V12）

A類

中間ポット（P12V1203）

A類

混合液給液槽（P12V13）

B類

混合液給液槽（P12V14）

B類

中間槽（P13V1201）

B類

中間槽（P13V3201）

B類

廃液受入槽（P71V11）

B類

廃液受入槽（P71V12）

B類

リワーク槽（P75V11）

A類

プルトニウム
転換技術
開発施設

鉄 筋 コ ン ク リ プルトニウム
ート構造物
転換技術
（貯蔵ﾋﾟｯﾄ等）
開発施設
プルトニウム
鉄骨構造物
転換技術
（鉄骨）
開発施設

塔槽類

槽類
（プルトニウ
ム・ウラン溶液
系）

プルトニウム
転換技術
開発施設

受入工程の主要な流れを構成する配管等
混合工程の主要な流れを構成する配管等

槽類
（粉末系）

耐震
重要度
分類

プルトニウム
転換技術
開発施設

A 類/
B類
A 類/
B類

脱硝工程の主要な流れを構成する配管等

B類

サイクロン（P14D11）

B類

サイクロン（P15D11）

B類

サイクロン（P16D11）

B類

-- 610
610 --

JAEA-Technology 2016-007
JAEA-Technology 2016-007

表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（2／4）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

（続き）
槽類
（粉末系）

施設

（続き）
プルトニウム
転換技術
開発施設

塔槽類
炉類
（SUS304 系）
炉類
（NCF625 系）
粉砕機

ドリップ
トレイ

プルトニウム
転換技術
開発施設
プルトニウム
転換技術
開発施設
プルトニウム
転換技術
開発施設

プルトニウム
転換技術
開発施設

ドリップトレイ等
グローブ
ボックス

プルトニウム
転換技術
開発施設

機器・構築物

耐震
重要度
分類

サイクロン（P17D11）

B類

混合機（P17X12）

B類

充てん機（P18X11）

B類

脱硝工程の主要な流れを構成する配管等

B類

焙焼還元工程の主要な流れを構成する配管等

B類

粉砕工程の主要な流れを構成する配管等

B類

中間貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等

B類

粉末混合工程の主要な流れを構成する配管等

B類

充てん工程の主要な流れを構成する配管等

B類

脱硝加熱器（P13X12）

B類

脱硝加熱器（P13X32）

B類

焙焼還元炉（P14X14）

B類

粉砕機（P15X16）

B類

ウラン受槽のドリップトレ（P01U127）

B類

混合液貯蔵セルのドリップトレ（P12U051）

A類

混合セルのドリップトレ（P12U052）

A類

受入セルのドリップトレ（P11U053）

A類

貯蔵セルのドリップトレ（P11U054）

A類

リワークセルのドリップトレ（P75U055）

A類

受入工程の主要な流れを構成する二重配管の外管

B類

混合工程の主要な流れを構成する二重配管の外管

B類

脱硝工程の主要な流れを構成する二重配管の外管

B類

焙焼還元工程の主要な流れを構成する二重配管の外管

B類

粉砕工程の主要な流れを構成する二重配管の外管

B類

中間貯蔵工程の主要な流れを構成する二重配管の外管

B類

粉末混合工程の主要な流れを構成する二重配管の外管

B類

受入バルブグローブボックス（P11B01）

B類

受入液移送グローブボックス（P11B02）

B類

混合液移送グローブボックス（P12B01）

B類

混合液給液グローブボックス（P12B02）

B類

給液グローブボックス（P13B02）

B類

脱硝グローブボックス（P13B03）

B類

破砕グローブボックス（P13B04）

B類

-- 611
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（3／4）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

ドリップトレイ等

（続き）
グローブ
ボックス

貯蔵容器等

貯蔵容器等

ターボ形遠心
式遠心送風機
(建家・セル換
気系)

施設

（続き）
プルトニウム
転換技術
開発施設

プルトニウム
転換技術
開発施設

プルトニウム
転換技術
開発施設

機器・構築物

耐震
重要度
分類

給液グローブボックス（P13B07）

B類

脱硝グローブボックス（P13B08）

B類

破砕グローブボックス（P13B09）

B類

炉入口グローブボックス（P14B01）

B類

炉出口グローブボックス（P14B02）

B類

粉砕グローブボックス（P15B01）

B類

中間貯蔵受払グローブボックス（P16B01）

B類

中間貯蔵グローブボックス（P16B02）

B類

混合グローブボックス（P17B01）

B類

缶充てんグローブボックス（P18B01）

B類

缶移動グローブボックス（P18B02）

B類

粉末移動容器（P15X1201）

―

中間貯蔵容器（P16X17）

―

粉末缶

―

貯蔵容器（P21X12）

―

換気設備

中間貯蔵グローブボックス系排風機（P07K49）

B類

中間貯蔵グローブボックス系排風機（P07K50）

B類

セル・グローブボックス系排風機（P07K51）

B類

セル・グローブボックス系排風機（P07K52）

B類

部屋・ヒュームフード系排風機（P07K53）

B類

部屋・ヒュームフード系排風機（P07K54）

B類

B類

圧縮空気設備

換気系統
（建家・セル換
気系統）

プルトニウム
転換技術
開発施設

建家・セル換気系
セル・グローブボックス系フィルタユニット（P07F71～F77）
中間貯蔵グローブボックス系フィルタユニット
(P07F78,F79)
粉末貯蔵系フィルタユニット（P07F80,F81）
ヒュームフード系フィルタユニット（P07F82,F83,F84）
部屋系フィルタユニット（P07F85～F91）

換気系統
（槽類換気系
統)

プルトニウム
転換技術
開発施設

槽類換気系

B類

プルトニウム
転換技術
開発施設

空気圧縮機（P86K11）

C類

容積形往復動
式往復圧縮機

空気圧縮機（P86K12）

C類

空気圧縮機（P86K13）

C類

付属設備

プルトニウム
転換技術
開発施設

圧縮空気付属設備

C類

-- 612
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（4／4）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

施設

非常用電源系統

受変電設備

プルトニウム
転換技術
開発施設

動力分電盤

プルトニウム
転換技術
開発施設

計測制御系統

計測制御系統
（温度計測系
（熱電対））

プルトニウム
転換技術
開発施設

計測制御系統
（水素濃度計
測系）

プルトニウム
転換技術
開発施設

計測制御系統
（流量計測系
（ロータメー
タ））

プルトニウム
転換技術
開発施設

機器・構築物

耐震
重要度
分類

第 5 変電所の受変電設備

C類

換排気用分電盤（E323-1）

C類

プロセス用分電盤（E002-1）

C類

プロセス用分電盤（E224-1）

C類

焙焼還元炉温度上限緊急操作装置（P14TP+14-1）

B類

焙焼還元炉温度上限緊急操作装置（P14TP+14-2）

B類

焙焼還元炉温度上限緊急操作装置（P14TP+14-3）

B類

窒素水素混合ガス供給系水素濃度上限緊急操作装置
（P86H2P+43-1）
窒素水素混合ガス供給系水素濃度記録上下限警報上限操作
装置（P86H2RA±O+43-2）

C類
C類

焙焼還元炉流量下限緊急操作装置（P14FP-14-1）

B類

焙焼還元炉流量下限緊急操作装置（P14FP-14-2）

B類

-- 613
613 --

グループ

カテゴリ

鉄筋コンクリート構造物（建家等）

建家構築物等

- 614 -

- 614 -

（使用材料及び使用期間が同等であ
り、環境が厳しい（中性子線照射量及
びγ線吸収量が最も高い）機器が複数
あることから、任意に選定した。）

貯蔵セル（R054）

（当該施設のみである。）

着目する
必要なし
着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、アルカリ骨
材反応が発生する環境ではないと考えられることから、耐震性への
影響はない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、現状保全を
継続することで、事象の兆候を検知し補修できることから、耐震性
への影響はない。
塩害の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合もコンクリートの強度低下は発生しないことか
ら、耐震性への影響はない。
中性化の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの
供用を仮定した場合もコンクリートの強度低下は発生しないこと
から、耐震性への影響はない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、アルカリ骨
材反応が発生する環境ではないと考えられることから、耐震性への
影響はない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、コンクリー
トに影響を及ぼす放射線量より小さく、コンクリートの強度低下は
発生しないことから、耐震性への影響はない。

コンクリートの
アルカリ骨材反応
コンクリートの
機械振動による損傷

コンクリートの中性化

コンクリートの
アルカリ骨材反応

放射線による影響

コンクリートの塩害

着目する
必要なし

中性化の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの
供用を仮定した場合もコンクリートの強度低下は発生しないこと
から、耐震性への影響はない。

コンクリートの中性化

耐震安全上
着目すべきか
着目する
必要なし

耐震性への影響
塩害の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合もコンクリートの強度低下は発生しないことか
ら、耐震性への影響はない。

コンクリートの塩害

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（1／13）

プルトニウム転換技術開発施設建家
（連絡管路（分離精製工場～プルト
ニウム転換技術開発施設）を含む）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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鉄筋コンクリート構造物（セル等）

グループ

カテゴリ

（貯蔵ピット等）
鉄筋コンクリート構造物

（鉄骨）
鉄骨構造物

建家構築物等

- 615 -

- 615 -

ウラン溶液系）
（プルトニウム・
槽類

塔槽類

（使用材料が同等であり、使用期間
が最も長い機器が複数あることか
ら、粉末の移送時の摩擦力が最も大
きいサイクロンを選定した。）

サイクロン（P15D11）

（使用材料が同等であり、使用期間
が最も長い機器のうち、取り扱う溶
液の硝酸濃度及びプルトニウム濃度
が最も高い機器が複数あることか
ら、任意に選定した。）

硝酸プルトニウム貯槽（P11V12）

（当該機器のみである。）

プルトニウム転換技術開発施設か
ら分離精製工場までの排気ダクトの
鉄骨構造物

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超え
ないことから、耐震性への影響はない。
詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

詰まり

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

中性子吸収能力低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメ
ータの変化とは無関係である。

中性子吸収能力低下

全面腐食、孔食、
エロージョン

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超え
ないことから、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

全面腐食、孔食

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食による減肉は極めて小さいと考えられること
から、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、アルカリ骨
材反応が発生する環境ではないと考えられることから、耐震性への
影響はない。

コンクリートの
アルカリ骨材反応

全面腐食、孔食

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

中性化の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの
供用を仮定した場合もコンクリートの強度低下は発生しないこと
から、耐震性への影響はない。

塩害の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合もコンクリートの強度低下は発生しないことか
ら、耐震性への影響はない。

耐震性への影響

コンクリートの中性化

コンクリートの塩害

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（2／13）

（使用期間、使用材料及び環境が同
等であることから、任意に選定し
た。）

貯蔵ホール（P21X11）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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槽類（粉末系）

4
0
3
S
U
S

系）

炉類（

5
2
6
F
C
N

カテゴリ

炉類（

塔
槽
類

グループ

系）

- 616 -

- 616 -

粉砕機

（当該機器のみである。）

粉砕機（P15X16）

（当該機器のみである。）

焙焼還元炉（P14X14）

着目する
必要なし
着目する
必要なし

発生応力が疲労限界以下に設計されており、事象の進展は考えられ
ない。また、今後も環境に変化がないことから耐震性への影響はな
い。

疲労破壊

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食、
エロージョン

今後も環境に変化がないことから、事象の進展は考えられない。ま
た、現状保全により交換可能なため、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超え
ないことから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食、
高温腐食（酸化）

アブレシブ摩耗

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、摩耗の兆候を把握し必要に応じ交換で
きることから、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合
も、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、設計・製造
段階で考慮している使用回数を超えないことから、有害な損傷を生
じることは考えられず耐震性への影響はない。

疲労破壊、クリープ疲労

アブレシブ摩耗

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

耐火物の割れは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの
変化とは無関係である。

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超え
ないことから、耐震性への影響はない。

耐震性への影響

耐火物の割れ

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（3／13）

（使用期間、使用材料及び環境が同
等であることから、任意に選定し
た。）

脱硝加熱器（P13X32）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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グループ

（続き）

カテゴリ

塔槽類

ドリップトレイ

ドリップトレイ等

- 617 -

- 617 -

グローブボックス

（環境が同等であり、使用期間が最
も長いステンレス鋼製の機器が複数
あることから、任意に選定した。）

粉末移動容器（P15X1201）

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、平成17年にグローブボッ
クス底面の配管溶接部近傍において
塩化物応力腐食割れが発生した機器
を選定した。）

混合液移送グローブボックス
（P12B01）

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長く構成部位が多い
機器が複数あることから、任意に選
定した。）

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

現状保全を継続することで、劣化の兆候を把握し必要に応じて交換
できることから、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場
合も、耐震性への影響はない。

劣化

全面腐食、孔食

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

中性子吸収能力低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメ
ータの変化とは無関係である。

中性子吸収能力低下

全面腐食、孔食、
塩化物応力腐食割れ

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

現状保全を継続することで、緩みの兆候を把握し増し締めできるこ
とから、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐
震性への影響はない。

耐震性への影響

全面腐食、孔食

緩み

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（4／13）

貯蔵セルのドリップトレ（P11U054）

（続き）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか
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貯蔵容器等

貯蔵容器等

グループ

カテゴリ

（建家・セル換気系）
（ターボ形遠心式遠心送風機）
排風機

換気設備

- 618 -

- 618 -

（当該機器のみである。）

建家・セル換気系

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性
への影響はない。
疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。
現状保全を継続することで、緩みの兆候を把握し増し締めできるこ
とから、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐
震性への影響はない。

全面腐食、孔食

疲労破壊、
フレッティング疲労

劣化

着目する
必要なし

着目する
必要なし

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。
現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食による減肉は極めて小さいと考えられること
から、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。

絶縁低下

全面腐食、孔食

着目する
必要なし

今後も環境の変化がなく事象の進展は考えられない。また、現状保
全の継続により、交換可能であることから耐震性への影響はない。

微動摩耗

緩み

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（5／13）

（環境が同等であり、廃気と接触す
る部位の使用材料が炭素鋼製で運転
時間が最も長い機器が複数あること
から、任意に選定した。）

セル・グローブボックス系排風機
（P07K51）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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換気系統）
（建家・セル
換気系統

グループ

カテゴリ

（続き）

換気設備

- 619 -

- 619 -

（当該機器のみである。）

槽類換気系

（続き）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性
への影響はない。
詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

全面腐食、孔食

詰まり

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、現状保全の継続により、交換可能であることから、耐震性へ
の影響はない。
現状保全を継続することで、緩みの兆候を把握し増し締めできるこ
とから、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐
震性への影響はない。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。

微動摩耗

緩み

劣化

着目する
必要なし

着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

詰まり

発生応力が疲労限界以下に設計されていることから、事象の進展は
考えられず、また、今後も、環境に変化がないことから、耐震性へ
の影響はない。

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、進展が考えられないことから、耐震性への影響は
ない。

湿潤大気応力腐食割れ

疲労破壊、
フレッティング疲労

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（6／13）
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（槽類換気系統）
換気系統

グループ

カテゴリ

（容積形往復動式往復圧縮機）
空気圧縮機

圧縮空気設備

- 620 -

- 620 -

（当該機器のみである。）

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。

絶縁低下

全面腐食、孔食

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、緩みの兆候を把握し増し締めできるこ
とから、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐
震性への影響はない。

緩み

圧縮空気付属設備

着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

着目する
必要なし

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、現状保全の継続により、交換可能であることから、耐震性へ
の影響はない。

詰まり

着目する
必要なし

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労破壊、
フレッティング疲労

（使用材料及び環境が同等であるの
で、使用期間が最も長い機器を選定
した。）

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食、
隙間腐食

微動摩耗

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（7／13）

空気圧縮機（P86K11）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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付属設備

- 621 -

- 621 -

（当該機器のみである。）

第5変電所の受変電設備

（続き）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。
現状保全を継続することで、緩みの兆候を把握し増し締めできるこ
とから、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐
震性への影響はない。

全面腐食、孔食

絶縁低下

導通不良

固着

緩み

特性変化

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

劣化

耐震性への影響

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（8／13）
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グループ

（続き）

受変電設備

カテゴリ

圧縮空気設備

非常用電源系統

グループ

動力分電盤

（熱電対）
温度計測系
計測制御系統

カテゴリ

非常用電源系統

計測制御系統

)

- 622 -

(

- 622 -

（使用期間、構成部品及び環境など
が同等であることから、任意に選定
した。）

焙焼還元炉温度上限緊急操作装置
（P14TP+14-2）

着目する
必要なし

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。

絶縁低下

着目する
必要なし

着目する
必要なし

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。

固着

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。

着目する
必要なし

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。

絶縁低下

特性変化

着目する
必要なし

着目する
必要なし

導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。

導通不良

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食

特性変化

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（9／13）

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意に選定した。）

換排気用分電盤（E323-1）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

JAEA-Technology 2016-007
JAEA-Technology 2016-007

グループ

（水素濃度計測系）
計測制御系統

（ロータメータ）
（流量計測系）
計測制御系統

共通設備

- 623 -

- 623 -

)

計測制御系統

（屋内）
埋め込みアンカー
基礎ボルト

(

カテゴリ

（使用期間、使用材料が同等である
ため、環境が厳しい動的機器の基礎
ボルトから、任意に選定した。）

セル・グローブボックス系排風機
（P07K51）の基礎ボルト

（使用期間、構成部品及び環境等が
同等であることから、任意に選定し
た。）

焙焼還元炉流量下限緊急操作装置
（P14FP-14-2）

（使用期間、構成部品及び環境等が
同等であることから、任意に選定し
た。）

疲労破壊

全面腐食、孔食

特性変化

固着

特性変化

想定される
経年変化事象

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、現状保全の継続により、交換可能であることから、耐震性へ
の影響はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。

耐震性への影響

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（10／13）

窒素水素混合ガス供給系水素濃度上
限緊急操作装置(P86H2P+43-1)

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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グループ

（屋内）
（埋め込みアンカー）
基礎ボルト

（屋外）
埋め込みアンカー
基礎ボルト

- 624 -

)

- 624 -

（屋内）
メカニカルアンカー
基礎ボルト

(

共通設備

)

(

カテゴリ

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器を固定して
いる基礎ボルトが複数あることか
ら、任意に選定した。）

貯蔵セルのドリップトレ
(P11U054)の基礎ボルト

（当該機器のみである。）

プルトニウム転換技術開発施設から
分離精製工場までの排気ダクトの
鉄骨構造物の基礎ボルト

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

緩み

想定される
経年変化事象

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食による減肉は極めて小さいと考えられること
から、耐震性への影響はない。

現状保全を継続することで、緩みの兆候を把握し増し締めできるこ
とから、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐
震性への影響はない。

耐震性への影響

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（11／13）

（使用期間、使用材料が同等である
ため、環境が厳しい動的機器の基礎
ボルトから、任意に選定した。）

（続き）
セル・グローブボックス系排風機
（P07K51）の基礎ボルト

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか
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グループ

（静的機器の接着系アンカー）
接着系アンカー
基礎ボルト

（屋内）
静的機器の架台等
架台等

共通設備

- 625 -

- 625 -

)

(

)

(

カテゴリ

（当該機器のみである。）

プルトニウム転換技術開発施設から
分離精製工場までの排気ダクトの
架台等

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意に選定した。）

混合液移送グローブボックス
(P12B01)の架台等

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器を固定して
いる基礎ボルトが複数あることか
ら、任意に選定した。）

全面腐食、孔食、
湿潤大気応力腐食割れ

全面腐食、孔食

劣化

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食による減肉は極めて小さいと考えられること
から、耐震性への影響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

樹脂部の劣化を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、劣化の進展が考えられないことから、
耐震性への影響はない。

現状保全を継続することで、腐食の兆候を把握し再塗装できること
から、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、腐食
の進展が考えられないことから、耐震性への影響はない。

耐震性への影響

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（12／13）

プルトニウム転換技術開発施設から
分離精製工場までの排気ダクトの
鉄骨構造物の基礎ボルト

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

JAEA-Technology 2016-007
JAEA-Technology 2016-007

（屋外）
（静的機器の架台等）
架台等

グループ

（屋内）
動的機器の架台等
架台等

)

(

カテゴリ

- 626 -

- 626 -

制御盤等

共通設備

（使用環境及び使用材料が同等であ
ることから、使用期間が最も長いも
ののうち、電圧が高い機器を選定し
た。）

架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（400V）

（使用材料及び環境が同等であり、
部位数が最も多い機器が複数あるこ
とから、任意に選定した。）

セル・グローブボックス系排風機
（P07K51)の制御盤等

絶縁低下

固着

特性変化

導通不良

全面腐食、孔食

疲労破壊

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。

導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

耐震性への影響

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（13／13）

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意に選定した。）

セル・グローブボックス系排風機
（P07K51）の架台等

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか
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（セル外）
電線・ケーブル類
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付録 3

東海再処理施設の定期的な評価
（高経年化対策）
―高放射性廃液貯蔵場―
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1. 高放射性廃液貯蔵場の概要
高放射性廃液貯蔵場は、分離精製工場の高放射性廃液蒸発缶により蒸発濃縮した高放射性の廃
液を受け入れ、高放射性廃液貯蔵セル内の貯槽に貯蔵する施設である。また、受け入れた廃液は、
ガラス固化技術開発施設の処理運転に合わせて払出す。
高放射性廃液貯槽は、耐食性に優れたステンレス鋼により製造され、6基(うち予備1基)が設置
されており、1基あたりの貯蔵容量は約120㎥である。
高放射性廃液の貯蔵において、水の放射線分解により発生する水素は、火災爆発防止の観点か
ら空気供給により希釈・掃気を行っている。また、崩壊熱による発熱は、貯槽内外の冷却コイル・
冷却ジャケットへの水による循環冷却により、60℃以下に管理されている。
本施設は、分離精製工場の南西側に位置し、地下1階、地上5階の鉄筋コンクリート造である。な
お、分離精製工場との通路を北側5階に設けて、施設への出入りを行う。
高放射性廃液貯蔵場の主要機器である高放射性廃液貯槽は、地下 1 階から地上 2 階にかけての
高放射性廃液貯蔵セルに個別に設置されている。また、3 階には、熱交換器室、排気フィルタ室
等が、4 階には制御室、操作室、電気室等が、屋上には冷却塔等が配置されている。
2. 経年変化に関する技術評価
2.1

技術評価対象機器・構築物の選定

高放射性廃液貯蔵場の機器・構築物のうち高経年化技術評価の対象となる機器・構築物を、
「第
2 回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.1 技術評価対象機器・構築物の選定

表 5.1.1-1

評価対象機器・構築物の選定の考え方及び表 5.1.1-2 安全機能一覧」に基づき抽出した。抽出し
た結果を「表 2.1-1
2.2

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧」に示す。

評価手順

高経年化技術評価を合理的に実施するために、表 2.1-1 で選定した機器・構築物を、建家構築
物等、塔槽類、ドリップトレイ等、換気設備、冷却水設備、圧縮空気設備、非常用電源系統、計
測制御系統、共通設備にカテゴリ化し、さらに、カテゴリ内で、機器の構造（型式）、使用環境、
材質等により各種機器をグループ化した。グループ化した各種機器のうちから、使用条件（運転
時間、温度、容量等）等を考慮して、経年変化を評価する上で、最も厳しい機器を代表機器とし
て選定し評価を実施した。選定結果を「表 2.2-1

代表機器の選定結果」に示す。

表 2.2-1 で示した代表機器について、
「第 2 回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.2 技術

評価手順」に基づき評価を実施した。
2.3

経年変化に関する技術的な評価の結果

本項は、高放射性廃液貯蔵場のうち安全機能を有する機器、構築物を対象に実施した経年変化
に関する技術的な評価結果の概要を述べる。
2.3.1 建家構築物等
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
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した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.1.1

建家等の構造体の塩害

平成 11 年に施設の外壁に対して鉄筋位置での塩化物濃度を測定しており、鉄筋位置での塩化物
濃度の増加傾向は鉄筋を腐食させる濃度 0.052%2.3.1.1-1)に対して着工から 17 年経過した時点で
0.003%であった。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、鉄筋を腐食させる濃度 0.052%に対して塩化物濃度は
0.005%程度であり進展傾向は極めて小さいと考えられる。
なお、当該事象の進展に係るデータの蓄積を図るため、平成 26 年に実施したシュミットハンマ
ーによる反発度測定からコンクリート圧縮強度の推定を行った結果、設計基準強度 20.58N/mm2 に対
して 27.58N/mm2 であり、十分な強度を有していることから、塩害による波及的な影響がないことを
確認できた。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
また、シュミットハンマーによる反発度から推定した圧縮強度については、当該事象について
進展傾向そのものの把握は出来ないが、当該事象が進行した場合のコンクリートの健全性を確認
するためには有効であるため、今後についても 1 回/10 年のシュミットハンマーを用いた反発度
測定を継続して行う。
2.3.1.2

建家等の構造体の中性化

平成 7 年と平成 11 年に施設の外壁に対して測定を実施しており、平成 11 年に測定した平均か
ぶり深さ 105mm に対して、着工から 13 年経過した平成 7 年時点で中性化深さ 4.3mm であった。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、平均かぶり深さ 105mm に対して、中性化深さ 8.0mm 程度
であり進展傾向は極めて小さいと考えられる。
なお、当該事象の進展に係るデータの蓄積を図るため、平成 26 年に実施したシュミットハンマー
による反発度測定からコンクリート圧縮強度の推定を行った結果、
設計基準強度 20.58N/mm2 に対して
27.58N/mm2 であり、十分な強度を有していることから、中性化による波及的な影響がないことを確認
できた。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
また、シュミットハンマーによる反発度から推定した圧縮強度については、当該事象について
進展傾向そのものの把握はできないが、当該事象が進行した場合のコンクリートの健全性を確認
するためには有効であるため、今後についても 1 回/10 年のシュミットハンマーを用いた反発度
測定を継続して行う。
2.3.1.3

建家等の構造体のアルカリ骨材反応

着工から約 32 年経過し、施設においてこれまでに亀甲状のひび割れ等は確認されていない。ア
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ルカリ骨材反応は「反応性のある骨材の使用」が原因であり、その反応はコンクリート施工時か
ら進む可能性があるが、現状アルカリ骨材反応に起因する特有の亀甲状のひび割れ等は認められ
ておらず、「反応性のある骨材の使用」はないと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
なお、当該事象の進展に係るデータの蓄積を図るため、平成 26 年に実施したシュミットハンマーによる
反発度測定からコンクリート圧縮強度の推定を行った結果、設計基準強度 20.58N/mm2 に対して
27.58N/mm2 であり、十分な強度を有していることから、アルカリ骨材反応による波及的な影響がないこと
を確認できた。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
また、シュミットハンマーによる反発度から推定した圧縮強度については、当該事象について
進展傾向そのものの把握はできないが、当該事象が進行した場合のコンクリートの健全性を確認
するためには有効であるため、今後についても 1 回/10 年のシュミットハンマーを用いた反発度
測定を継続して行う。
2.3.1.4

建家等の構造体の機械振動による損傷

着工から約 32 年経過し、施設においてこれまでの点検により、動的機器の設置部周辺において
有害なひび割れは発生していない。また、動的機器の運転状態（振動、異音等）の定期的な確認
及び外観目視により、兆候を検知することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し補修することができるため、有害なひび
割れは発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.5

建家等構造体の全面腐食、孔食

当該部位は炭素鋼製で、表面は常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境になく、
これまでにわずかな発錆があるが、明らかな全面腐食及び孔食による減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.6

セル等の構造体の放射線による影響

放射線による影響が生じないことが確認されている中性子線照射量 1×1020n/cm2 又は γ 線吸収
量 2×108Gy であり

2.3.1.6-1)

、高放射性廃液貯槽に最大量を貯蔵したと仮定した場合においても、

着工から約 32 年経過した時点で、
中性子線照射量約 1.8×1013n/cm2 又は γ 線吸収量約 6.3×107Gy
であった。
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次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられない。なお、次回の高経年化技術評価までの事象の進展は、
放射線による影響が生じないことが確認されている中性子線照射量 1×1020n/cm2 又は γ 線吸収量
2×108Gy に対して、中性子線照射量約 2.4×1013n/cm2 又は γ 線吸収量約 8.3×107Gy であると考
えられ、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2 塔槽類
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.2.1

溶液系槽類(高放射性廃液系

貯槽系)の本体の全面腐食

当該グループの代表機器である高放射性廃液貯槽は、分離精製工場の高放射性廃液貯槽と使用
材料及び使用条件は同等であり、溶液は分離精製工場の高放射性廃液貯槽で貯蔵していた液を移
送して貯蔵していることから、貯蔵期間は分離精製工場の高放射性廃液貯槽より短く、使用環境
は同等又は緩やかである。
分離精製工場の高放射性廃液貯槽（約 25 年経過時）で実施した肉厚測定結果において、有意な
減肉が見られなかったことから、使用環境は同等又は緩やかである当該グループの代表機器は、
同様に有意な減肉はないと考えられる。
また、分離精製工場の高放射性廃液貯槽（約 25 年経過時）の肉厚測定結果を用いて算出した腐
食速度は、0.028mm/y 程度であり、次回の高経年化技術評価まで供用を仮定した場合においても、
使用条件及び環境に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えらず、事象の進展は、腐食代 2mm に
対して、減肉量は 1.1mm 程度と考えられる。
以上より、全面腐食の進展傾向は極めて小さく、高経年化対策上着目すべき経年変化事象には
該当しないと考えられる。
2.3.2.2

ジェットポンプ本体の全面腐食

取り扱う溶液の腐食環境が最も厳しい溶解液に接する清澄工程ジェットポンプにおいて、平成
5 年（作動時間：約 5,600 時間）に予防保全の観点で更新工事を実施した際の開先寸法検査の結
果、減肉は認められていないことから、使用環境が同等で運転時間の短い当該機器は、次回の高
経年化技術評価まで供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がなく、経年変化
傾向の乖離は考えないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能を維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3

ドリップトレイ等

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
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した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.3.1

ドリップトレイの全面腐食、孔食

当該部位はステンレス鋼製で、表面は、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境
になく、これまでに全面腐食及び孔食は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4 換気設備
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.4.1

排風機の各部の全面腐食、孔食

当該部位は、使用環境及び使用材料が同等で設置期間の長い、分離精製工場の排風機の点検に
おいて腐食等が認められなかったこと、環境に変化がないことから、事象の進展傾向は極めて小
さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4.2

換気系統の各部の全面腐食、孔食

（1）建家・セル換気系のダクト等
屋外の外面は、塗装により金属の腐食の原因となる環境から遮断しているとともに、定期
的な外観目視点検により必要に応じて再塗装を行っているため、全面腐食及び孔食による明
らかな減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の進展を検知し再塗装することができることか
ら、事象の進展傾向は極めて小さいと考えられる。
内面は、フィルタケーシングにおいて、定期的な肉厚測定を実施しており、これまでに全
面腐食及び孔食による明らかな減肉は確認されていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考
えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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（2）槽類換気系ダクト
当該部位の内面は FP、NOX、硝酸ミストを含む廃気に接しているが、分離精製工場の溶解
オフガス系統において、平成 16 年、平成 18 年及び平成 26 年に実施した配管の肉厚測定の
結果、減肉は確認されていないことから、溶解オフガス系統より、接する廃気中 FP、硝酸ミ
スト、NOx 濃度及び温度等の使用条件がマイルドである当該評価点も同様に、事象の進展は
極めて小さいと考えられる。
また、一部においては洗浄液（水酸化ナトリウム水溶液）に接しているが、この接液部に
おいても文献から得られた腐食速度から事象の進展傾向は極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考
えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4.3

排風機の各部の疲労

当該部位における発生応力が疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労割れが発生した
ことはない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、疲労限界以上の応力が発生することは考え難いため、事
象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4.4

排風機の各部の磨耗

当該部位は、定期的に運転状態（異音等）の確認を行っており、摩耗による異常な振動及び異
音を検知し、交換を行うことができる。また、これまでに、摩耗による異常な振動及び異音は発
生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4.5

排風機の各部の緩み

当該部位は、定期的に運転状態（異音等）の確認を行っており、これまでに緩みは発生してい
ない。また、点検結果に応じて増し締めを行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めすることができるため、事象の
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進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4.6

排風機のシール材等の劣化

当該部位は、定期的な運転状態の確認を行っており、点検結果に応じて交換を行うことができ
る。なお、これまでに劣化による漏れは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4.7

排風機の電動機の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
交換を行うことができる。また、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4.8

換気系統のフィルタの詰まり

当該部位は、定期的な差圧の確認を行っており、詰まりによる流量低下を検知し交換すること
ができる。なお、これまでに詰まりによる流量低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し詰まりを除去することができるため、事
象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4.9

換気系統の各部の湿潤大気応力腐食割れ

当該部位のうちステンレス鋼製ダクトの屋外部分では湿潤大気応力腐食割れが想定されるが、
当該部位の外面は、塗装により湿潤大気応力腐食割れの原因となる環境から遮断しているととも
に、定期的な外観目視点検により再塗装を行っているため、これまでに湿潤大気応力腐食割れは
発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し再塗装することができるため、事象の進
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展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5 冷却水設備
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.5.1

送水ポンプ、冷却塔、熱交換器、冷却水配管等の各部の全面腐食、孔食

（1） 送水ポンプ、冷却塔の各部
当該部位は、屋内及び屋外に設置している。外面は、塗装により金属を腐食の原因となる
環境から遮断しており、外観目視確認により必要に応じて再塗装を行っているため、全面腐
食及び孔食による明らかな減肉は生じていない。また、内面は、純水と接しているため、腐
食を促進させる環境にないことから、事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考
えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
（2） 熱交換器の各部
当該部位はステンレス鋼製で、外面は常時換気している屋内、内面は純水に接しており、
腐食を促進させる環境になく、これまでの点検においても腐食による減肉は確認されていな
い。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考
えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
（3） 冷却水配管等の各部
当該部位はステンレス鋼製で、屋内及び屋外に設置している。
屋外の外面は、平成 26 年（設置後約 29 年経過）に実施した外観目視点検及び肉厚測定の
結果、全面腐食及び孔食は見られていないことから、事象の進展は考えられない。また、内
面は、純水と接しているため、腐食を促進させる環境になく、これまでに全面腐食、孔食は
発生していないことから、事象の進展は考えられない。
屋内の外面は、常時換気されている屋内にあり、内面は、純水と接しているため、腐食を
促進させる環境になく、これまでに全面腐食、孔食は発生していないことから、事象の進展
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は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考
えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.2

冷却塔、冷却水配管等の各部の湿潤大気応力腐食割れ

当該部位は、定期的な点検を行っており、点検結果に応じて再塗装を行うことができる。また、
平成 26 年（設置後約 29 年経過）に実施した外観目視の結果、湿潤大気応力腐食割れは確認され
ていないことから、事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.3

送水ポンプ、冷却塔の各部の疲労

当該部位における発生応力が疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労割れが発生した
ことはない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、疲労限界以上の応力が発生することは考え難いため、事
象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.4

送水ポンプ、冷却塔の各部の摩耗

当該部位は、定期的に運転状態（異音等）の確認を行っており、摩耗による異常な振動及び異
音を検知し、交換を行うことができる。また、これまでに、摩耗による異常な振動及び異音は発
生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.5

送水ポンプ、冷却塔の各部の緩み

当該部位は定期的な運転状態（異音等）の確認を行っており、これまでに緩みは発生していな
い。また、点検結果に応じて増し締めを行うことができる。
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次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めすることができるため、事象の
進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.6

送水ポンプ、冷却塔の電動機の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
交換を行うことができる。なお、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.7

送水ポンプ、熱交換器、冷却水配管等のシール材等の劣化

当該部位は、定期的な運転状態（振動、異音等）の確認を行っており、点検結果に応じて交換
を行うことができる。なお、これまでに劣化による漏れは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.8

冷却塔、熱交換器、冷却水配管等の各部の詰まり

当該部位は、流量等の確認を行っており、これまでに詰まりは発生していない。また、流量低
下等が発生した場合は、点検結果に応じて詰まりの除去等を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し詰まりを除去することができるため、事
象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6

圧縮空気設備

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
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2.3.6.1

空気圧縮機の各部、空気槽、配管等の全面腐食、孔食

当該部位は炭素鋼製又はステンレス鋼製で、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる
環境になく、腐食による減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.2

空気圧縮機の各部の疲労

当該部位における発生応力が疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労割れが発生した
ことはない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、疲労限界以上の応力が発生することは考え難いため、事
象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.3

空気圧縮機の各部の摩耗

当該部位については分解点検時に摩耗の確認を行っており、これまでに有害な摩耗は発生して
いない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、摩耗は発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.4

空気圧縮機の各部の緩み

当該部位は定期的に異音等の運転状態の確認及び整備による締付確認を行っており、点検結果
に応じて増し締めを行うことができる。なお、これまでに緩みは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めすることができるため、事象の
進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.5

空気圧縮機の電動機の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、これまでに絶縁低下は発生していない。ま
た、異常が発生した場合は、点検結果に応じて交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
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とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.6

空気圧縮機、配管等のシール材等の劣化

当該部位は、定期的な運転状態の確認を行っており、点検結果に応じて交換を行うことができ
る。また、これまでに劣化による漏れは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.7

非常用電源系統

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.7.1

受変電設備、動力分電盤の筺体の全面腐食、孔食

当該部位は、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境になく、これまでに全面腐
食及び孔食は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.7.2

受変電設備、動力分電盤の各部の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
交換を行うことができる。また、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.7.3

受変電設備、動力分電盤の各部の導通不良、固着

当該部位は、定期的に動作確認を実施しており、導通不良及び固着を検知し、異常が発生した
場合は交換又は補修することができる。
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次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.7.4

受変電設備、動力分電盤の各部の特性変化

当該部位は、定期的な動作確認を実施しており、特性変化を検知し、異常が発生した場合は交
換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.8

計測制御系統

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.8.1

計装配管、計器弁等の全面腐食、孔食

当該部位の材料は、ステンレス鋼等で、常時換気している屋内等で使用していることから、腐
食を促進させる環境になく、全面腐食及び孔食は発生していないと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.8.2

圧力スイッチの特性変化

当該部位は、定期的な校正を実施しており、特性変化を検知し、異常が発生した場合は交換す
ることができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため事象の進展を
防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.8.3 パージメーターの詰まり
当該部位は、日常的に外観目視点検を実施しており、詰まりを検知でき、異常が発生した場合
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は詰まりを除去することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9 共通設備
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.9.1

ボルト、架台の全面腐食、孔食

当該部位は、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境になく、屋外は塗装により
金属を腐食の原因となる環境から遮断しているとともに、定期的な外観目視点検により、これま
でにわずかな発錆があるが、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し再塗装することができるため、有害な腐
食は発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.2

ボルト、架台の疲労

当該部位における発生応力は疲労限界以下に設計されていることから、疲労割れが発生するこ
とは考えられない。また、日常的に振動及び異音等の運転状態の確認を行っており、その結果に
応じて交換等を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、疲労割れは
発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.3

ボルトの緩み

当該部位は、日常的に外観確認及び定期的に締付確認を行っており、点検結果に応じて増し締
めを行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めすることができるため、緩みは
発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.9.4 接着系アンカーの樹脂部の劣化
樹脂部は、定期的な締付確認を行い、その結果に応じて交換等を行うことができる。なお、こ
れまでに樹脂部の劣化による異常は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、劣化を促進させる環境にないことから、事象の進展は考
えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後も、接着系アンカー樹脂部の劣化に係る知見を蓄積する観点から、接着系アンカーを使用
した基礎ボルトの更新等に際し、基礎ボルトの引張り試験を行う。
2.3.9.5

制御盤等の筺体の全面腐食、孔食

当該部位は、主に炭素鋼であるが、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境にな
く、これまでにわずかな発錆があるが、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていないこ
とから、事象の進展傾向は極めて小さい。
また、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化がなく、
経年変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.6

スイッチ、リレー等の導通不良、固着

当該部位は、定期的な作動確認を実施しており、導通不良、固着を検知し、異常が発生した場
合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.7

電線・ケーブル類の絶縁低下

該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて交
換を行うことができる。なお、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
なお、難燃ケーブルについては、絶縁抵抗に異常がなければ、安全に給電する性能が維持され
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た状態であるものの、自主的な取り組みとして外観点検により、難燃材の劣化の早期発見を順次
行っている。今後は対象、点検内容等を要領書に定め、定期的な点検を行う予定である。
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表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（1／4）

安全機能を
有する機器・ 要求される安全機能
構築物の区分

②

機器・構築物
施設名

分配器(272D12)
分配器(272D13)
高放射性廃液貯槽(272V31)
高放射性廃液貯槽(272V32)
高放射性廃液貯槽(272V33)
高放射性廃液貯槽(272V34)
高放射性廃液貯槽(272V35)
高放射性廃液貯槽(272V36)
中間貯槽(272V37)
中間貯槽(272V38)
水封槽(272V206)
水封槽(272V207)
高放射性廃液貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J375)
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J376)

閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の保
持機能）

高放射性
廃液貯蔵場

③

閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の放
出経路の維持機能）
閉じ込めに係る安全
機能（排気機能）

機器・構築物名

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J385)
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J386)
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J312)
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J313)
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J322)
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J323)
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J332)
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J333)
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J342)
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J343)
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J352)
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J353)
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J362)
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J363)
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J374)
高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J383)
槽類換気系排風機（272K463）

槽類換気系排風機（272K464）

閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の放
出経路の維持機能）
高放射性廃液貯蔵場の槽類換気系統

③
閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の捕
集・浄化機能）
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表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（2／4）

安全機能を
有する機器・ 要求される安全機能
構築物の区分

機器・構築物
施設名

機器・構築物名
高放射性廃液貯蔵セル（R001）
高放射性廃液貯蔵セル（R002）

④

高放射性廃液貯蔵セル（R003）

閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の放
出経路の維持機能）

高放射性廃液貯蔵セル（R004）
高放射性廃液貯蔵セル（R005）

遮蔽に係る安全機能
（遮蔽機能）

高放射性廃液貯蔵セル（R006）
中間貯蔵セル（R008）
分配器セル（R201）
分配器セル（R202）
高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U001）
高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U002）
高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U003）
高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U004）

④

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U005）

閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の放
出経路の維持機能）

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U006）
中間貯蔵セルのドリップトレイ（272U008）
分配器セルのドリップトレイ（272U201）
高放射性
廃液貯蔵場

分配器セルのドリップトレイ（272U202）
高放射性廃液貯蔵工程の主要な流れを構成する二重管の
外管

⑤

閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の放
出経路の維持機能）
閉じ込めに係る安全
機能（排気機能）
閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の放
出経路の維持機能）

⑤
閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の捕
集・浄化機能）

セル換気系排風機（272K103）

セル換気系排風機（272K104）

建家・セル換気系統
セル換気系フィルタユニット（272F033～F040）

閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の放
出経路の維持機能）
⑥

閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の捕
集・浄化機能）

高放射性廃液貯蔵場（連絡管路（分離精製工場～高放射性
廃液貯蔵場）※1 を含む）

遮蔽に係る安全機能
（遮蔽機能）※1
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表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（3／4）

安全機能を
有する機器・ 要求される安全機能
構築物の区分
安全機能確保のため
の支援機能等の安全
⑧
機能（安全機能確保の
ための支援機能）
【電気設備】

機器・構築物
施設名

機器・構築物名
第 6 変電所の受変電設備
動力分電盤（1）
動力分電盤（2）
空気圧縮機（272K60）

⑧

安全機能確保のため
の支援機能等の安全
機能（安全機能確保の
ための支援機能）
【圧縮空気設備】

空気圧縮機（272K61）
送風機（272K63)
送風機（272K64)
圧縮空気付属設備
1 次系冷却水循環ポンプ（272P3161）
1 次系冷却水循環ポンプ（272P3162）
1 次系冷却水循環ポンプ（272P3261）
1 次系冷却水循環ポンプ（272P3262）
1 次系冷却水循環ポンプ（272P3361）
1 次系冷却水循環ポンプ（272P3362）
1 次系冷却水循環ポンプ（272P3461）
高放射性
廃液貯蔵場

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3462）
1 次系冷却水循環ポンプ（272P3561）
1 次系冷却水循環ポンプ（272P3562）
1 次系冷却水循環ポンプ（272P3661）

⑮

崩壊熱等の除去に係
る安全機能（崩壊熱等
の除去機能）

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3662）
2 次系冷却水循環ポンプ（272P8160）
2 次系冷却水循環ポンプ（272P8161）
2 次系冷却水循環ポンプ（272P8162）
2 次系冷却水循環ポンプ（272P8163）
冷却塔(272H81)
冷却塔(272H82)
冷却塔(272H83)
熱交換器（272H314）
熱交換器（272H315）
熱交換器（272H324）
熱交換器（272H325）
熱交換器（272H334）
熱交換器（272H335）

-- 649
649 --
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表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（4／4）

安全機能を
有する機器・ 要求される安全機能
構築物の区分

機器・構築物
施設名

機器・構築物名
熱交換器（272H344）
熱交換器（272H345）
熱交換器（272H354）

（続き）
崩壊熱等の除去に係
る安全機能（崩壊熱等
の除去機能）

熱交換器（272H355）
熱交換器（272H364）
熱交換器（272H365）
1 次系冷却水配管等
2 次系冷却水配管等
漏えい検知装置（272LA+001）
漏えい検知装置（272LA+002）
漏えい検知装置（272LA+003）
漏えい検知装置（272LA+004）
漏えい検知装置（272LA+005）
高放射性
廃液貯蔵場

⑮

漏えい検知装置（272LA+006）
漏えい検知装置（272LA+008）
漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0011）
漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0013）
漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0021）

放射性物質の過度の
放出防止機能

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0023）
漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0031）
漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0033）
漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0041）
漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0043）
漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0051）
漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0053）
漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0061）
漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0063）
漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0081）
漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0083）

-- 650
650 --

2

1

カテゴリ

鉄筋コンクリート構造物
（セル等）

鉄筋コンクリート構造物
（建家等）

槽類
Ⅲ-1-1 （高放射性廃液系（貯槽
系））

Ⅰ-2

Ⅰ-1

グループ

高放射性
廃液貯蔵場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（1／17）

-

建家構築物等

- 651 -

651 -

塔槽類

高放射性廃液貯槽（272V36）

高放射性廃液貯槽（272V35）

高放射性廃液貯槽（272V34）

高放射性廃液貯槽（272V33）

高放射性廃液貯槽（272V32）

高放射性廃液貯槽（272V31）

分配器（272D13）

分配器（272D12）

分配器セル（R202）

分配器セル（R201）

中間貯蔵セル（R008）

高放射性廃液貯蔵セル（R006）

高放射性廃液貯蔵セル（R005）

高放射性廃液貯蔵セル（R004）

高放射性廃液貯蔵セル（R003）

高放射性廃液貯蔵セル（R002）

高放射性廃液貯蔵セル（R001）

高放射性廃液貯蔵場建家
（連絡管路（分離精製工場～高放射性廃液貯蔵場）を含む）

表 2.2-1

使用材料及び接触する流
体が同等であり、常時溶液
を貯蔵し、使用期間が最も
長い高放射性廃液貯槽
（272V31）を選定した。

使用材料が同等であり、使
用期間が最も長く、環境が
厳しい（γ線吸収線量及び
中性子照射量が最も高い）
機器が複数あることから、
任意に高放射性廃液貯蔵
セル（R001）を選定した。

当該建家のみである。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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2

カテゴリ

Ⅴ-1

送液装置
（ジェットポンプ）

（続き）
槽類
Ⅲ-1-1
（高放射性廃液系
（貯槽系））

グループ

高放射性
廃液貯蔵場

施設

-

塔槽類

- 652 -

652 漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0083）

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0081）

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0063）

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0061）

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0053）

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0051）

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0043）

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0041）

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0033）

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0031）

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0023）

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0021）

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0013）

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0011）

高放射性廃液貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等

水封槽（272V207）

水封槽（272V206）

中間貯槽（272V38）

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（2／17）

中間貯槽（272V37）

表 2.2-1

使用材料が同等であり、作
動時間が最も長い、高放射
性廃液貯蔵工程ジェットポ
ンプ(272J375)を選定した。

（続き）
使用材料及び接触する流
体が同等であり、常時溶液
を貯蔵し、使用期間が最も
長い高放射性廃液貯槽
（272V31）を選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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2

カテゴリ

Ⅴ-1

（続き）
送液装置
（ジェットポンプ）

グループ

高放射性
廃液貯蔵場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（3／17）

-

塔槽類

- 653 -

653 高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J383)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J374)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J363)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J362)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J353)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J352)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J343)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J342)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J333)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J332)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J323)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J322)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J313)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J312)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J386)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J385)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J376)

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J375)

表 2.2-1

（続き）
使用材料が同等であり、作
動時間が最も長い、高放射
性廃液貯蔵工程ジェットポ
ンプ(272J375)を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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5

3

カテゴリ

ドリップトレイ等

- 654 -

-

654 -

ターボ形遠心式遠心排風機
（セル換気系）

ドリップトレイ

換気設備

高放射性廃液貯蔵場の建家・セル換気系統
セル換気系フィルタユニット（272F033～F040）
高放射性廃液貯蔵場の槽類換気系統

換気系統
（槽類換気系）

Ⅲ-3

槽類換気系排風機（272K464）

槽類換気系排風機（272K463）

セル換気系排風機（272K104）

セル換気系排風機（272K103）

高放射性廃液貯蔵工程の主要な流れを構成する二重管の外管

分配器セルのドリップトレイ（272U202）

分配器セルのドリップトレイ（272U201）

中間貯蔵セルのドリップトレイ（272U008）

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U006）

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U005）

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U004）

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U003）

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U002）

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U001）

機器・構築物

換気系統
（建家・セル換気系統）

高放射性
廃液貯蔵場

施設

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（4／17）

Ⅲ-1

容積形回転式三葉排風機
Ⅰ-2-1
（槽類換気系）

Ⅰ-1-1

Ⅰ

グループ

表 2.2-1

当該機器のみである。

当該機器のみである。

使用材料及び環境が同等
であることから、任意に槽
類換気系排風機(272K463)
を選定した。

環境が同等であることか
ら、任意にセル換気系排風
機(272K103)を選定した。

使用材料及び環境が同等
であることから、任意に高
放射性廃液貯蔵セルのドリ
ップトレ(272U001)を選定し
た。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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6

カテゴリ

冷却水設備

- 655 -

-

655 -

Ⅱ-1-1

密閉形冷却塔
（向流型）

送水ポンプ
Ⅰ-1-3 （シールポンプ）
（屋内ステンレス鋼製）

送水ポンプ
Ⅰ-1-1 （シールポンプ）
（屋外ステンレス鋼製）

グループ

高放射性
廃液貯蔵場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（5／17）

冷却塔(272H83)

冷却塔(272H82)

冷却塔(272H81)

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3662）

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3661）

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3562）

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3561）

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3462）

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3461）

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3362）

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3361）

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3262）

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3261）

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3162）

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3161）

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8163）

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8162）

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8161）

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8160）

表 2.2-1

使用期間、使用材料及び
環境が同等であることか
ら、任意に冷却塔(272H81)
を選定した。

使用材料及び環境が同等
であり、使用期間が最も長
い機器が複数あることか
ら、任意に 1 次系冷却水循
環ポンプ（272P3661）を選
定した。

使用期間、使用材料及び
環境が同等であることか
ら、任意に 2 次系冷却水循
環ポンプ（272P8162）を選
定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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6

カテゴリ

冷却水設備

- 656 -

-

656 1 次系冷却水配管等

2 次系冷却水配管等

冷却水配管等
（ステンレス鋼（屋外））

Ⅴ-2-2

熱交換器（272H365）

熱交換器（272H364）

熱交換器（272H355）

熱交換器（272H354）

熱交換器（272H345）

熱交換器（272H344）

熱交換器（272H335）

熱交換器（272H334）

熱交換器（272H325）

熱交換器（272H324）

熱交換器（272H315）

熱交換器（272H314）

冷却水配管等
（ステンレス鋼（屋内））

高放射性
廃液貯蔵場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（6／17）

Ⅴ-2-1

プレート式熱交換器
Ⅲ-1-1
（ステンレス鋼）

グループ

表 2.2-1

当該機器のみである。

当該機器のみである。

使用期間、使用材料及び
環境が同等であることか
ら、任意に熱交換器
（272H314）を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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-

非常用電源系統

- 657 -

657 -

計測制御系統

11

10

圧縮空気設備

8

7

カテゴリ

Ⅰ-1-1

Ⅰ-2

埋め込みアンカー
（屋内）

計測制御系統
（液位計測系）

動力分電盤

Ⅲ

付属設備

Ⅱ

受変電設備

容積形回転式三葉送風機

Ⅰ-2

Ⅱ

容積形往復動式往復圧縮
機

Ⅰ-1

グループ

高放射性
廃液貯蔵場

施設

共通設備

高放射性廃液貯槽（272V31）の基礎ボルト

分配器（272D13）の基礎ボルト

分配器（272D12）の基礎ボルト

漏えい検知装置（272LA+008）

漏えい検知装置（272LA+006）

漏えい検知装置（272LA+005）

漏えい検知装置（272LA+004）

漏えい検知装置（272LA+003）

漏えい検知装置（272LA+002）

漏えい検知装置（272LA+001）

動力分電盤（2）

動力分電盤（1）

第 6 変電所の受変電設備

圧縮空気付属設備

送風機（272K64)

送風機（272K63)

空気圧縮機（272K61）

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（7／17）

空気圧縮機（272K60）

表 2.2-1

使用材料が同等であり、環
境が厳しい動的機器の基
礎ボルトのうち、任意に空
気圧縮機(272K60)の基礎
ボルトを代表機器として選
定した。

主要構成部位が同等であ
る機器が複数あることから、
任意に高放射性廃液貯槽
セル漏洩検知装置
（272LA+001）を選定した。

使用材料及び環境が同等
であり、使用期間が同じあ
ることから、任意に動力分
電盤（1）を選定した。

当該機器のみである。

当該機器のみである。

使用材料及び環境が同等
であることから、使用期間
が 最 も 長 い 送 風 機
（272K63)を選定した。

環境が同等であることか
ら、任意に空気圧縮機
(272K60)を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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11

カテゴリ

（続き）
Ⅰ-1-1 埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

高放射性
廃液貯蔵場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（8／17）

-

共通設備

- 658 -

658 分配器セルのドリップトレイ（272U202）の基礎ボルト

分配器セルのドリップトレイ（272U201）の基礎ボルト

中間貯蔵セルのドリップトレイ（272U008）の基礎ボルト

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U006）の基礎ボルト

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U005）の基礎ボルト

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U004）の基礎ボルト

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U003）の基礎ボルト

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U002）の基礎ボルト

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U001）の基礎ボルト

高放射性廃液貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等の基礎
ボルト

水封槽（272V207）の基礎ボルト

水封槽（272V206）の基礎ボルト

中間貯槽（272V38）の基礎ボルト

中間貯槽（272V37）の基礎ボルト

高放射性廃液貯槽（272V36）の基礎ボルト

高放射性廃液貯槽（272V35）の基礎ボルト

高放射性廃液貯槽（272V34）の基礎ボルト

高放射性廃液貯槽（272V33）の基礎ボルト

高放射性廃液貯槽（272V32）の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料が同等であり、環
境が厳しい動的機器の基
礎ボルトのうち、任意に空
気圧縮機(272K60)の基礎
ボルトを代表機器として選
定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

（続き）
Ⅰ-1-1 埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

高放射性
廃液貯蔵場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（9／17）

-

共通設備

- 659 -

659 熱交換器（272H334）の基礎ボルト

熱交換器（272H325）の基礎ボルト

熱交換器（272H324）の基礎ボルト

熱交換器（272H315）の基礎ボルト

熱交換器（272H314）の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3662）の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3661）の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3562）の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3561）の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3462）の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3461）の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3362）の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3361）の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3262）の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3261）の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3162）の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3161）の基礎ボルト

槽類換気系統の基礎ボルト

建家・セル換気系統の基礎ボルト

槽類換気系排風機（272K464）の基礎ボルト

槽類換気系排風機（272K463）の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料が同等であり、環
境が厳しい動的機器の基
礎ボルトのうち、任意に空
気圧縮機(272K60)の基礎
ボルトを代表機器として選
定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

（続き）
Ⅰ-1-1 埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

高放射性
廃液貯蔵場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（10／17）

-

共通設備

- 660 -

660 漏えい検知装置（272LA+004）の基礎ボルト

漏えい検知装置（272LA+003）の基礎ボルト

漏えい検知装置（272LA+002）の基礎ボルト

漏えい検知装置（272LA+001）の基礎ボルト

動力分電盤（2）の基礎ボルト

動力分電盤（1）の基礎ボルト

第 6 変電所の受変電設備の基礎ボルト

圧縮空気付属設備の基礎ボルト

送風機（272K64）の基礎ボルト

送風機（272K63）の基礎ボルト

空気圧縮機（272K61）の基礎ボルト

空気圧縮機（272K60）の基礎ボルト

1 次系冷却水配管等の基礎ボルト

2 次系冷却水配管等の基礎ボルト

熱交換器（272H365）の基礎ボルト

熱交換器（272H364）の基礎ボルト

熱交換器（272H355）の基礎ボルト

熱交換器（272H354）の基礎ボルト

熱交換器（272H345）の基礎ボルト

熱交換器（272H344）の基礎ボルト

熱交換器（272H335）の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料が同等であり、環
境が厳しい動的機器の基
礎ボルトのうち、任意に空
気圧縮機(272K60)の基礎
ボルトを代表機器として選
定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

（続き）
Ⅰ-1-1 埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

高放射性
廃液貯蔵場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（11／17）

-

共通備設

- 661 -

661 -

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3462）の制御盤等の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3461）の制御盤等の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3362）の制御盤等の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3361）の制御盤等の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3262）の制御盤等の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3261）の制御盤等の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3162）の制御盤等の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3161）の制御盤等の基礎ボルト

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8163）の制御盤等の基礎ボルト

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8162）の制御盤等の基礎ボルト

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8161）の制御盤等の基礎ボルト

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8160）の制御盤等の基礎ボルト

空気圧縮機（272K61）の制御盤等の基礎ボルト

空気圧縮機（272K60）の制御盤等の基礎ボルト

槽類換気系排風機（272K464）の制御盤等の基礎ボルト

槽類換気系排風機（272K463）の制御盤等の基礎ボルト

セル換気系排風機（272K104）の制御盤等の基礎ボルト

セル換気系排風機（272K103）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（272LA+008）の基礎ボルト

漏えい検知装置（272LA+006）の基礎ボルト

漏えい検知装置（272LA+005）の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料が同等であり、環
境が厳しい動的機器の基
礎ボルトのうち、任意に空
気圧縮機(272K60)の基礎
ボルトを代表機器として選
定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

Ⅰ-1-2

埋め込みアンカー
（屋外）

（続き）
Ⅰ-1-1 埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

高放射性
廃液貯蔵場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（12／17）

-

共通設備

- 662 -

662 冷却塔（272H82）の基礎ボルト

冷却塔（272H81）の基礎ボルト

2 次系冷却水配管等の基礎ボルト

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8163）の基礎ボルト

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8162）の基礎ボルト

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8161）の基礎ボルト

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8160）の基礎ボルト

高放射性廃液貯蔵場の建家・セル換気系統の基礎ボルト

漏えい検知装置（272LA+008）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（272LA+006）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（272LA+005）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（272LA+004）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（272LA+003）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（272LA+002）の制御盤等の基礎ボルト

漏えい検知装置（272LA+001）の制御盤等の基礎ボルト

送風機（272K64）の制御盤等の基礎ボルト

送風機（272K63）の制御盤等の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3662）の制御盤等の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3661）の制御盤等の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3562）の制御盤等の基礎ボルト

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3561）の制御盤等の基礎ボルト

表 2.2-1

使用材料が同等であること
から、環境が厳しい動的機
器の基礎ボルトのうち、2 次
系冷却水循環ポンプ
（272P8160）代表機器とし
て選定した。

（続き）
使用材料が同等であり、環
境が厳しい動的機器の基
礎ボルトのうち、任意に空
気圧縮機(272K60)の基礎
ボルトを代表機器として選
定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

Ⅱ-1-1

Ⅰ-3-2

静的機器の架台等
（屋内）

動的機器の接着系アンカー

（続き）
Ⅰ-1-2 埋め込みアンカー
（屋外）

グループ

高放射性
廃液貯蔵場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（13／17）

-

共通設備

- 663 -

663 圧縮空気付属設備の架台等

1 次系冷却水配管等の架台等

2 次系冷却水配管等の架台等

槽類換気系統の架台等

建家・セル換気系統の架台等

高放射性廃液貯蔵工程の主要な流れを構成する配管等の架台
等
高放射性廃液貯蔵工程の主要な流れを構成する二重管の外管
の架台等

水封槽（272V207）の架台等

水封槽（272V206）の架台等

中間貯槽（272V38）の架台等

中間貯槽（272V37）の架台等

分配器（272D13）の架台等

分配器（272D12）の架台等

セル換気系排風機（272K104）の基礎ボルト

セル換気系排風機（272K103）の基礎ボルト

冷却塔（272H83）の制御盤等の基礎ボルト

冷却塔（272H82）の制御盤等の基礎ボルト

冷却塔（272H81）の制御盤等の基礎ボルト

冷却塔（272H83）の基礎ボルト

表 2.2-1

使用材料及び環境が同等
であり、使用期間が同じで
あることから、任意に
動力分電盤（1）の架台を選
定した。

使用期間、使用材料及び
環境が同等であることか
ら、任意にセル換気系排風
機（272K103）の基礎ボルト
を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

共通設備

- 664 -

-

664 -

Ⅱ-2-1

動的機器の架台等
（屋内）

静的機器の架台等
Ⅱ-1-2
（屋外）

（続き）
Ⅱ-1-1 静的機器の架台等
（屋内）

グループ

高放射性
廃液貯蔵場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（14／17）

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3162）の架台等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3161）の架台等

槽類換気系統の架台等

建家・セル換気系統の架台等

槽類換気系排風機（272K464）の架台等

槽類換気系排風機（272K463）の架台等

セル換気系排風機（272K104）の架台等

セル換気系排風機（272K103）の架台等

2 次系冷却水配管等の架台等

建家・セル換気系統の架台等

漏えい検知装置（272LA+008）の架台等

漏えい検知装置（272LA+006）の架台等

漏えい検知装置（272LA+005）の架台等

漏えい検知装置（272LA+004）の架台等

漏えい検知装置（272LA+003）の架台等

漏えい検知装置（272LA+002）の架台等

漏えい検知装置（272LA+001）の架台等

動力分電盤（2）の架台等

動力分電盤（1）の架台等

第 6 変電所の受変電設備の架台等

表 2.2-1

使用材料及び環境が同等
であり、使用期間が最も長
い機器が複数あることか
ら、任意に空気圧縮機
（272K60）の架台等を選定
した。

使用材料及び環境が同等
であることから、2 次系冷却
水配管等の架台等を選定
した。

使用材料及び環境が同等
であり、使用期間が同じで
あることから、任意に
動力分電盤（1）の架台を選
定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

-

Ⅱ-2-2

動的機器の架台等
（屋外）

（続き）
Ⅱ-2-1 動的機器の架台等
（屋内）

グループ

高放射性
廃液貯蔵場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（15／17）

共通設備

- 665 -

665 2 次系冷却水循環ポンプ（272P8163）の架台等

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8162）の架台等

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8161）の架台等

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8160）の架台等

圧縮空気付属設備の架台等

送風機（272K64）の架台等

送風機（272K63）の架台等

空気圧縮機（272K61）の架台等

空気圧縮機（272K60）の架台等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3662）の架台等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3661）の架台等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3562）の架台等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3561）の架台等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3462）の架台等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3461）の架台等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3362）の架台等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3361）の架台等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3262）の架台等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3261）の架台等

表 2.2-1

使用材料及び環境が同等
であり、使用期間が最も長
い機器が複数あることか
ら、任意に 2 次系冷却水循
環ポンプ（272P8160）の架
台等を選定した。

（続き）
使用材料及び環境が同等
であり、使用期間が最も長
い機器が複数あることか
ら、任意に空気圧縮機
（272K60）の架台等を
選定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

Ⅲ

制御盤等

グループ

高放射性
廃液貯蔵場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（16／17）

-

共通設備

- 666 -

666 冷却塔（272H81）の制御盤等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3662）の制御盤等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3661）の制御盤等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3562）の制御盤等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3561）の制御盤等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3462）の制御盤等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3461）の制御盤等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3362）の制御盤等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3361）の制御盤等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3262）の制御盤等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3261）の制御盤等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3162）の制御盤等

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3161）の制御盤等

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8163）の制御盤等

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8162）の制御盤等

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8161）の制御盤等

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8160）の制御盤等

セル換気系排風機（272K104）の制御盤等

セル換気系排風機（272K103）の制御盤等

槽類換気系排風機（272K464）の制御盤等

槽類換気系排風機（272K463）の制御盤等

表 2.2-1

使用材料及び環境が同等
であることから、任意に槽
類 換 気 系 排 風 機
（ 272K463 ） の 制 御 盤 等 を
選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

Ⅳ-2

Ⅲ

電線・ケーブル類（セル外）

（続き）
制御盤等

グループ

高放射性
廃液貯蔵場

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（17／17）

-

共通設備

- 667 -

667 -

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮蔽付）（100V）

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（100V）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（400V）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（6600V）

漏えい検知装置（272LA+008）の制御盤等

漏えい検知装置（272LA+006）の制御盤等

漏えい検知装置（272LA+005）の制御盤等

漏えい検知装置（272LA+004）の制御盤等

漏えい検知装置（272LA+003）の制御盤等

漏えい検知装置（272LA+002）の制御盤等

漏えい検知装置（272LA+001）の制御盤等

送風機（272K64）の制御盤等

送風機（272K63）の制御盤等

空気圧縮機（272K61）の制御盤等

空気圧縮機（272K60）の制御盤等

冷却塔（272H83）の制御盤等

冷却塔（272H82）の制御盤等

表 2.2-1

使用環境及び使用材料が
同等であることから、使用
期間が最も長いもののう
ち、使用電圧が高い架橋
ポリエチレン絶縁ビニルシ
ースケーブル（400V）を選
定した。

（続き）
使用材料及び環境が同等
であることから、任意に槽
類 換 気 系 排 風 機
（272K463）の制御
盤等を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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3. 耐震安全性評価
3.1

評価対象機器

評価対象機器は、技術評価における評価対象機器と同じとする。
高放射性廃液貯蔵場は、建築基準法施工令の改正（昭和 55 年 7 月）以降かつユーティリティ施
設の設置変更承認申請（平成 7 年 11 月）の前に設置が認められた施設に該当することから、以下
に示すように重要度分類に応じて十分な耐震性を有することを確認している。評価対象機器の重
要度分類を「表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧」に示す。

(1) 耐震設計上の重要度分類
建家及び構築物並びに機器・配管の重要度に応じて、次の様に分類し、それぞれの重要度
に応じた耐震設計を行っている。
A 類：その機能喪失により、周辺公衆に災害を及ぼすおそれのあるもの
B 類：高放射性物質に関する A 類以外のもの
C 類：A 及び B 類以外のもの、ただし主要な装置に関係ないものを除く
(2) 耐震設計評価法及び荷重の組み合わせと許容限界
(ⅰ) 耐震設計評価法
＜建家及び構築物の場合＞
A,B 及び C 類の施設については、建築基準法に定められる地震層せん断係数のそれぞれ
3.0 倍,1.5 倍及び 1.0 倍の静的地震力に対して安全であるように設計している。
なお、A 類については建家基礎底面において想定最大加速度 180 Gal の地震力に対して
安全であるように設計している。
＜機器・配管類の場合＞
A 類については、建築基準法施行令から求められる水平震度の 3.6（1.2×3）倍から静
的地震力を算定して設計を行っている。B 類は 1.8（A 類の 1/2）倍、C 類 1.2（A 類の 1/3）
倍の係数を乗じて静的地震力を算定し設計を行っている。
なお、A 類については建築基礎底面において想定最大加速度 180 Gal の地震力に対して
安全であるように設計している。
(ⅱ）荷重の組み合わせと許容限界
静的な鉛直地震力として、建家及び構築物は水平震度の 0.3 倍、機器及び配管は水平震度
の 0.36 倍として算定し、水平震度と鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作用させ
ている。
＜許容限界＞
建家・建築物に関する材料の許容応力度は、建築基準法及び日本建築学会各種規準等、
機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格及び鋼構造設計規準等に各準拠
して設定されている。
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3.2 評価手順
「第 2 回
3.3

再処理施設の定期的な評価報告書

5.2.2 評価手順」に基づき評価を実施した。

耐震安全性評価結果

評価の結果、
「表 3.3-1

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果」に示すように耐震安

全上着目すべき経年変化事象は抽出されなかった。したがって、耐震安全性に関する詳細評価及
び耐震安全性の観点から保全対策に反映すべき項目の抽出については、実施する必要がなかった。
以上により、次回の高経年化技術評価までの供用を想定した場合においても耐震安全性が維持
されることを確認した。

-- 669
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（1／4）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

施設

高放射性廃液貯蔵場建家
（連絡管路（分離精製工場～高放射性廃液貯蔵場）
を含む）
高放射性廃液貯蔵セル（R001）

鉄筋コンクリー
ト構造物
(建家等)
建家構築物等

鉄筋コンクリー
ト構造物
(セル等)

槽類
(高放射性廃液系
(貯槽系))
高放射性
廃液貯蔵場

塔槽類
送液装置
(ジェットポン
プ)

機器・構築物

耐震重要
度分類

B類
A類

高放射性廃液貯蔵セル（R002）

A類

高放射性廃液貯蔵セル（R003）

A類

高放射性廃液貯蔵セル（R004）

A類

高放射性廃液貯蔵セル（R005）

A類

高放射性廃液貯蔵セル（R006）

A類

中間貯蔵セル（R008）

A類

分配器セル（R201）

A類

分配器セル（R202）

A類

分配器（272D12）

A類

分配器（272D13）

A類

高放射性廃液貯槽（272V31）

A類

高放射性廃液貯槽（272V32）

A類

高放射性廃液貯槽（272V33）

A類

高放射性廃液貯槽（272V34）

A類

高放射性廃液貯槽（272V35）

A類

高放射性廃液貯槽（272V36）

A類

中間貯槽（272V37）

A類

中間貯槽（272V38）

A類

水封槽（272V206）

A類

水封槽（272V207）
高放射性廃液貯蔵工程の主要な流れを構成する配
管等
漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0011）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0013）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0021）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0023）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0031）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0033）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0041）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0043）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0051）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0053）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0061）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0063）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0081）

A類

漏えい液送液用ジェットポンプ（272J0083）

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J375)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J376)

A類

-- 670
670 --

A類
A類

JAEA-Technology 2016-007
JAEA-Technology 2016-007

表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（2／4）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

施設

塔槽類

(続き)
送液装置
(ジェットポン
プ)

ドリップトレイ等

高放射性
廃液貯蔵場

ドリップトレイ

ターボ形遠心式
遠心排風機
（セル換気系）
換気設備

容積形回転式三葉
排風機
(槽類換気系)
換気系統
(建家・セル換気
系)
換気系統
(槽類換気系)

機器・構築物

耐震重要
度分類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J385)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J386)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J312)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J313)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J322)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J323)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J332)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J333)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J342)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J343)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J352)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J353)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J362)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J363)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J374)

A類

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポンプ(272J383)

A類

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U001）

A類

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U002）

A類

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U003）

A類

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U004）

A類

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U005）

A類

高放射性廃液貯蔵セルのドリップトレイ（272U006）

A類

中間貯蔵セルのドリップトレイ(272U008)

A類

分配器セルのドリップトレイ（272U201）

A類

分配器セルのドリップトレイ（272U202）
高放射性廃液貯蔵工程の主要な流れを構成する二
重管の外管

A類
A類

セル換気系排風機（272K103）

A 類/B 類

セル換気系排風機（272K104）

A 類/B 類

槽類換気系排風機（272K463）

A 類/B 類

槽類換気系排風機（272K464）

A 類/B 類

高放射性廃液貯蔵場の建家・セル換気系統
セル換気系フィルタユニット（272F033～F040）

A類

高放射性廃液貯蔵場の槽類換気系統

A類
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（3／4）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

施設

送水ポンプ
(シールポンプ
(屋外 ステンレ
ス鋼製））

送水ポンプ
(シールポンプ
(屋内 ステンレ
ス鋼製))

冷却水設備

密閉形冷却塔
(向流型)

高放射性
廃液貯蔵場

プレート式
熱交換器(ステン
レス鋼)

冷却水配管等
(ステンレス鋼
(屋内))
冷却水配管等
(ステンレス鋼
(屋外))
圧縮空気設備

容積形往復動式
往復圧縮機

容積形回転式
三葉送風機

機器・構築物

耐震重要
度分類

2 次系冷却水循環ポンプ（272P8160）
2 次系冷却水循環ポンプ（272P8161）
2 次系冷却水循環ポンプ（272P8162）
2 次系冷却水循環ポンプ（272P8163）
1 次系冷却水循環ポンプ（272P3161）

B類
B類
B類
B類
B類

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3162）

B類

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3261）

B類

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3262）

B類

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3361）

B類

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3362）

B類

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3461）

B類

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3462）

B類

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3561）

B類

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3562）

B類

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3661）

B類

1 次系冷却水循環ポンプ（272P3662）

B類

冷却塔(272H81)

B類

冷却塔(272H82)

B類

冷却塔(272H83)

B類

熱交換器（272H314）

B類

熱交換器（272H315）

B類

熱交換器（272H324）

B類

熱交換器（272H325）

B類

熱交換器（272H334）

B類

熱交換器（272H335）

B類

熱交換器（272H344）

B類

熱交換器（272H345）

B類

熱交換器（272H354）

B類

熱交換器（272H355）

B類

熱交換器（272H364）

B類

熱交換器（272H365）

B類

1 次系冷却水配管等

A 類/B 類

2 次系冷却水配管等

B類

空気圧縮機（272K60）

B類

空気圧縮機（272K61）

B類

送風機（272K63)

A 類/B 類

送風機（272K64)

A 類/B 類
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（4／4）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

施設

機器・構築物

耐震重要
度分類

圧縮空気設備
非常用電源系統

付属設備

圧縮空気付属設備

受変電設備

第 6 変電所の受変電設備

C類

動力分電盤（1）

C類

動力分電盤（2）

C類

動力分電盤

計測制御系統

計測制御系統
(液位計測系)

高放射性
廃液貯蔵場

A 類/B 類

漏えい検知装置（272LA+001）

B類

漏えい検知装置（272LA+002）

B類

漏えい検知装置（272LA+003）

B類

漏えい検知装置（272LA+004）

B類

漏えい検知装置（272LA+005）

B類

漏えい検知装置（272LA+006）

B類

漏えい検知装置（272LA+008）

B類
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グループ

カテゴリ

鉄筋コンクリート構造物（建家等）

建家構築物等

- 674 -

- 674 -

（使用材料が同等であり、使用期間
が最も長く、環境が厳しい（γ線吸
収線量及び中性子照射量が最も高
い）機器が複数あることから、任意
に選定した。）

高放射性廃液貯蔵セル（R001）

（当該機器のみである。）

着目する
必要なし
着目する
必要なし

塩害の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合もコンクリートの強度低下は発生しないことか
ら、耐震性への影響はない。
中性化の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの
供用を仮定した場合もコンクリートの強度低下は発生しないこと
から、耐震性への影響はない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、アルカリ骨
材反応が発生する環境ではないと考えられることから、耐震性への
影響はない。

コンクリートの塩害

コンクリートの中性化

コンクリートの
アルカリ骨材反応

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

中性化の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの
供用を仮定した場合もコンクリートの強度低下は発生しないこと
から、耐震性への影響はない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、アルカリ骨
材反応が発生する環境ではないと考えられることから、耐震性への
影響はない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、コンクリー
トに影響を及ぼす放射線量より小さく、コンクリートの強度低下は
発生しないことから、耐震性への影響はない。

コンクリートの
アルカリ骨材反応

放射線による影響

着目する
必要なし

コンクリートの中性化

塩害の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合もコンクリートの強度低下は発生しないことか
ら、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

今後も腐食を促進させる環境になく、事象の進展傾向は極めて小さ
いことから、耐震性への影響はない。

炭素鋼の全面腐食、孔食

コンクリートの塩害

着目する
必要なし

次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、現状保全を
継続することで、事象の兆候を検知し補修できることから、耐震性
への影響はない。

コンクリートの
機械振動による損傷

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（1／16）

高放射性廃液貯蔵場建家
（連絡管路(分離精製工場～高放射
性廃液貯蔵)を含む。）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

JAEA-Technology 2016-007
JAEA-Technology 2016-007

鉄筋コンクリート構造物（セル等）

)

グループ

（貯槽系）
高放射性廃液系
槽類

ジェットポンプ
送液装置

塔槽類

- 675 - 675 -

)

(

(

カテゴリ

（使用材料及び環境が同等であるこ
とから、任意に選定した。）

高放射性廃液貯蔵セルのドリップト
レイ(272U001)

（使用材料が同等であり、作動時間
が最も長い機器を任意に選定した。）

高放射性廃液貯蔵工程ジェットポン
プ(272J375)

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

事象の進展が極めて小さく、今後も環境に変化がないことから、耐
震性への影響はない。

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超え
ないことから、耐震性への影響はない。

耐震性への影響

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（2／16）

（使用材料及び接触する流体が同等
であり、常時溶液を貯蔵し、使用期
間が最も長い機器を選定した。）

高放射性廃液貯槽（272V31）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

JAEA-Technology 2016-007
JAEA-Technology
2016-007

ドリップトレイ

ドリップトレイ等

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性
への影響はない。

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食

疲労破壊、
フレッティング疲労

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。

今後も環境の変化がなく、事象の進展は考えられない。また、現状
保全の継続により、交換可能であることから耐震性への影響はな
い。

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。

緩み

微動摩耗

絶縁低下

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（3／16）

（環境が同等であることから、任意
に選定した。）

セル換気系排風機（272K103）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

（建家・セル換気系）
ターボ形遠心式遠心排風機
排風機

カテゴリ

換気設備

676 --- 676

)

(

グループ

（槽類換気系）
容積形回転式三葉送風機
排風機

建家・セル換気系統
換気系統

)

(

677 --- 677

)

(

カテゴリ

換
気
設
備

グループ

（当該機器のみである。）

高放射性廃液貯蔵場の建家・セル換
気系統

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、緩みの兆候を把握し増し締めできるこ
とから、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐
震性への影響はない。
今後も環境の変化がなく、事象の進展は考えられない。また、現状
保全の継続により、交換可能であることから耐震性への影響はな
い。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。

緩み

アブレシブ磨耗、
微動摩耗

絶縁低下

劣化

着目する
必要なし

着目する
必要なし

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労破壊、
フレッティング疲労

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が極めて小さいと考えられることか
ら、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性
への影響はない。

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（4／16）

（使用材料及び環境が同等であるこ
とから、運転時間が最も長い機器を
選定した。）

槽類換気系排風機(272K463)

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

JAEA-Technology 2016-007
JAEA-Technology 2016-007

(

グループ

槽類換気系
換気系統

換気設備

- 678 - 678 -

)

カテゴリ

（続き）

耐震安全上
着目すべきか
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震性への影響
現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、進展が考えられないことから、耐震性への影響は
ない。
詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。
腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性
への影響はない。
詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。
発生応力が疲労限界以下に設計されていることから、事象の進展は
考えられず、また、今後も、環境に変化がないことから、耐震性へ
の影響はない。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、現状保全の継続により、交換可能であることから、耐震性へ
の影響はない。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて増し締めすることができる。よって、耐震性への
影響はない。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、現状保全の継続により、異常が発生した場合は、点検結果に
応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響はない。

湿潤大気応力腐食割れ

詰まり

全面腐食、孔食

詰まり

疲労破壊、
フレッティング疲労

微動摩耗

緩み

劣化

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（5／16）

高放射性廃液貯蔵場の槽類換気系統

（続き）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

グループ

（屋外ステンレス鋼製）
シールポンプ
送水ポンプ

カテゴリ

冷却水設備

)

(

- 679 - 679 -

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意に選定した。）

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労破壊、フレッティン
グ疲労

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、現状保全の継続により、交換可能であることから、耐震性へ
の影響はない。

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。

絶縁低下

劣化

着目する
必要なし

微動摩耗、凝着摩耗、疲
労摩耗、アブレシブ摩耗

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。

着目する
必要なし

当該事象の進展は考えられず、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

湿潤大気応力腐食割れ

緩み

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性
への影響はない。

全面腐食、孔食

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（6／16）

2次系冷却水循環ポンプ（272P8162）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意に選定した。）

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、現状保全の継続により、交換可能であることから、耐震性へ
の影響はない。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。

劣化

絶縁低下

着目する
必要なし

微動摩耗、凝着摩耗、疲
労摩耗、アブレシブ摩耗

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労破壊、
フレッティング疲労

緩み

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（7／16）

1次系冷却水循環ポンプ（272P3661）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

JAEA-Technology 2016-007
JAEA-Technology 2016-007

（屋内ステンレス鋼製）
シールポンプ
送水ポンプ

カテゴリ

冷却水設備

680 --- 680

)

(

グループ

グループ

（向流型）
密閉形冷却塔
冷却塔

カテゴリ

冷却水設備

)

(

- 681 - 681 -

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全の継続により、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定
した場合も、腐食の進展が極めて小さいと考えられることから、耐
震性への影響はない。
現状保全を継続することで、応力腐食割れの原因となる環境から遮
断できることから、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、耐震性への影響はない。
詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。
現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。

全面腐食、孔食

湿潤大気応力腐食割れ

詰まり

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、現状保全の継続により、交換可能である。よって、耐震性へ
の影響はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、現状保全の継続により、異常が発生した場合は、点検結果に
応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響はない。

疲労破壊、
フレッティング疲労

微動摩耗

絶縁低下

劣化

緩み

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（8／16）

（使用期間、使用材料及び環境が同
等であることから、任意に選定し
た。）

冷却塔(272H81)

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

JAEA-Technology 2016-007
JAEA-Technology 2016-007

(

)

682 --- 682

)

屋内
ステンレス鋼製
冷却水配管等

)

(

)

(

カテゴリ

ステンレス鋼製
プレート式熱交換器
熱交換器

冷
却
水
設
備

(

グループ

（当該機器のみである。）

1次系冷却水配管等

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

劣化

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

劣化

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

着目する
必要なし

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。

詰まり

着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

詰まり

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（9／16）

（使用期間、使用材料及び環境が同
等であることから、任意に選定し
た。）

熱交換器（272H314）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

カテゴリ

冷却水設備

)

容積形往復動式往復圧縮機
空気圧縮機

圧縮空気設備

683 --- 683

)

(

)

(

屋外
ステンレス鋼製
冷却水配管等

(

グループ
着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食、
隙間腐食

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

詰まり

緩み

着目する
必要なし

摩耗の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、進展が考えられないことから、耐震性への影
響はない。

微動摩耗

着目する
必要なし

着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

詰まり

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、現状保全の継続により、異常が発生した場合は、点検結果に
応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響はない。

劣化

疲労破壊、
フレッティング疲労

着目する
必要なし

当該事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで
の供用を仮定した場合も、進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

湿潤大気応力腐食割れ

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（10／16）

(使用材料及び環境が同等であるこ
とから、任意に選定した。)

空気圧縮機(272K60)

（当該機器のみである。）

2次系冷却水配管等

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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(

グループ

（続き）

容積形回転式三葉送風機
空気圧縮機

圧縮空気設備

684 --- 684

)

カテゴリ
摩耗の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、進展が考えられないことから、耐震性への影
響はない。

アブレシブ摩耗、
微動摩耗
疲労破壊、
フレッティング疲労

送風機（272K63)

（使用材料及び環境が同等であるこ
とから、使用期間が最も長い機器を
選定した。）

（当該機器のみである）

圧縮空気付属設備

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。

緩み

着目する
必要なし

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、
点検結果に応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響
はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、
また、現状保全の継続により、異常が発生した場合は、点検結果に
応じて交換を行うことができる。よって耐震性への影響はない。

劣化

絶縁低下

劣化

全面腐食、孔食

着目する
必要なし

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食

耐震安全上
着目すべきか
着目する
必要なし

耐震性への影響

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（11／16）

絶縁低下

（続き）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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付属設備

グループ

カテゴリ

受変電設備

非常用電源系統

685 --- 685

動力分電盤
特性変化

（使用材料及び環境が同等であるた
め、任意に選定した。）

絶縁低下

導通不良

全面腐食、孔食

緩み

固着

導通不良

特性変化

絶縁低下

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。
現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。

耐震性への影響

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（12／16）

動力分電盤（１）

（当該機器のみである。）

第6変電所の受変電設備

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか
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続き

)

液位計測系
計測制御系統

カテゴリ

非常用電源系統

計測制御系統

)

共通設備

)

(

屋内
埋め込みアンカー
基礎ボルト

(

686 --- 686

)

(

(

グループ

（使用材料が同等であり、環境が厳
しい動的機器の基礎ボルトのうち、
使用期間が最も長い基礎ボルトが複
数あることから、任意に選定した。）

空気圧縮機（272K60）の基礎ボルト

緩み

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

詰まり

疲労破壊

着目する
必要なし

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食

特性変化

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。

着目する
必要なし

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。

固着

緩み

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（13／16）

（主要構成部位が同等である機器が
複数あることから、任意に選定し
た。）

漏えい検知装置(272LA+001)

（続き）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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(

グループ

)

動的機器の接着系アンカー
基礎ボルト

共通設備

687 --- 687

)

(

)

屋外
埋め込みアンカー
基礎ボルト

(

カテゴリ

（使用期間、使用材料及び環境が同
等であることから、任意に選定し
た。）

セル換気系排風機（272K103）の接着
系アンカー

（使用材料が同等であることから、
環境が厳しい動的機器の基礎ボルト
のうち任意に選定した。）

劣化

緩み

着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、劣化の兆候を検知し交換することができることか
ら、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食

疲労破壊

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。

着目する
必要なし

緩み

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が極めて小さいと考えられることか
ら、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食

疲労破壊

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（14／16）

2次系冷却水循環ポンプ(272P8160)
の基礎ボルト

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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(

グループ

(

)

屋内
静的機器の架台等
架台等

(

)

)

- 688 - 688 -

屋内
動的機器の架台等
架台等

(

共通設備

)

屋外
静的機器の架台等
架台等

)

(

)

(

カテゴリ

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意に選定した。）

空気圧縮機(272K60)の架台等

（使用材料及び環境が同等であるこ
とから、任意に選定した。）

2次系冷却水配管等の架台等

疲労破壊

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が極めて小さいと考えられることか
ら、耐震性への影響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

耐震性への影響

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（15／16）

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が同じであることから、任
意に選定した。）

動力分電盤（１）の架台等

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

)

)

(

カテゴリ

屋外
動的機器の架台等
架台等

共
通
設
備

(

グループ

-- 689 --

制御盤等

（使用環境及び使用材料が同等であ
ることから、使用期間が最も長いも
ののうち、使用電圧が高い機器を選
定した。）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（400V）

（使用材料及び環境が同等であるこ
とから、任意に選定した。）

槽類換気系排風器(272K463)の制御
盤等

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意に選定した。）

（セル外）
電線・ケーブル類

- 689 -

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。

固着

絶縁低下

着目する
必要なし

着目する
必要なし

導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が極めて小さいと考えられることか
ら、耐震性への影響はない。

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

導通不良

全面腐食、孔食

疲労破壊

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（16／16）

2次系冷却水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ(272P8160)の
架台等

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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付録 4

東海再処理施設の定期的な評価
（高経年化対策）

ウラン貯蔵所
―

第二ウラン貯蔵所
第三ウラン貯蔵所
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1. ウラン貯蔵所、第二ウラン貯蔵所、第三ウラン貯蔵所の概要
ウラン貯蔵所は、分離精製工場又はウラン脱硝施設で三酸化ウラン粉末を詰めた三酸化ウラン
容器を貯蔵する施設である。三酸化ウラン容器は、臨界防止のため、容器間距離を確保するため
のバードケージに納められた状態で、ウラン貯蔵所に搬入される。バードケージに納めた三酸化
ウラン容器は貯蔵室の床上に4％濃縮ウラン用のものは1段に、1.6％濃縮ウラン用のものは2段に
積み貯蔵する。
ウラン製品の貯蔵能力(金属ウラン換算)は、1.6％未満の濃縮ウランの場合100t、1.6％以上4％
未満の濃縮ウランの場合40tである。
本施設は、分離精製工場の北西側、新川沿いに位置し、地上1階の鉄筋コンクリート造(屋根鉄
骨造)である。内部には、更衣室、貯蔵室等がある。貯蔵室内には、8箇所の貯蔵エリア(約4m×
約6m、相互間隔3.5m以上)が設定されている。三酸化ウラン容器搬出入用のシャッターの外側は、
コンクリート壁により通路が確保されている。
第二ウラン貯蔵所は、分離精製工場又はウラン脱硝施設で三酸化ウラン粉末を詰めた三酸化ウ
ラン容器を貯蔵する施設である。貯蔵室は、4層(10列−48スパン)の貯蔵棚が設けられており、バ
ードケージに納めた三酸化ウラン容器(1.6％濃縮ウラン用)1,920基の貯蔵ができる。ウラン製品
の貯蔵能力(金属ウラン換算)は、500tである。三酸化ウラン容器は、臨界防止のため、容器間距
離を確保するためのバードケージに納められた状態で、
第二ウラン貯蔵所に搬入される。貯蔵は、
計算機制御された自動搬送機システムにより管理され、製品の出し入れは自動により行うことが
できる。
本施設は、分離精製工場の北側、新川沿いに位置し、地上1階(一部2階)の鉄筋コンクリート造(貯
蔵室屋根鉄骨造)である。なお、第三ウラン貯蔵所との通廊を南側1階、2階に設けている。一階に
は、トラックヤード、保守区域、貯蔵室及び排気室等があり、2階には、制御室、給気室、電気室
等がある。貯蔵室屋根はスレート上にアスファルト、砂利等を敷いている。また、屋上には排気
塔が設けられている。
第三ウラン貯蔵所は、分離精製工場又はウラン脱硝施設で三酸化ウラン粉末を詰めた三酸化ウ
ラン容器を貯蔵する施設である。貯蔵室には三酸化ウラン容器を2段積みで貯蔵するピットが48
列11行528個あり、三酸化ウラン容器(1.6％濃縮ウラン用)1,056基の貯蔵が可能である。ウラン製
品の貯蔵能力(金属ウラン換算)は、500tである。三酸化ウラン容器は、臨界防止のため、容器間
距離を確保するためのバードケージに納められた状態で、第三ウラン貯蔵所に搬入された後、バ
ードケージから取り外され、門型クレーンでピットへ収納される。なお、バードケージから同時
に取り外すことができる三酸化ウラン容器は1基に制限される。貯蔵は、計算機制御された自動搬
送機システムにより管理され、製品の出し入れは自動により行うことができる。
本施設は、分離精製工場の北側、新川沿いの第二ウラン貯蔵所南側に位置し、地上１階(一部2
階)の鉄骨鉄筋コンクリート造である。なお、第二ウラン貯蔵所との通廊を北側1階、2階に設けて
いる。出入口、更衣室等は第二ウラン貯蔵所の施設を使用する。一階には、トラックヤード、入
出庫室、貯蔵室があり、二階には、操作室、機械室及び電気室がある。
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2. 経年変化に関する技術評価
2.1 技術評価対象機器・構築物の選定
東海再処理施設の機器・構築物のうち高経年化技術評価の対象となる機器・構築物を、「第 2
回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.1 技術評価対象機器・構築物の選定

表 5.1.1-1 評

価対象機器・構築物の選定の考え方及び表 5.1.1-2 安全機能一覧」に基づき抽出した。抽出した
結果を「表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧」に示す。

2.2 評価手順
高経年化技術評価を合理的に実施するために、表 2.1-1 で選定した機器・構築物を、建家構築
物等、貯蔵容器等にカテゴリ化し、さらに、カテゴリ内で機器の構造（型式）
、使用環境、材質等
により各種機器をグループ化した。グループ化した各種機器の内から、使用条件（運転時間、温
度、容量等）を考慮して、経年変化上最も条件が厳しい機器を代表機器として選定し評価を実施
した。選定結果を「表 2.2-1

代表機器の選定結果」に示す。

表 2.2-1 で選定した代表機器について、
「第 2 回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.2 技

術評価手順」に基づき評価を実施した。
2.3 経年変化に関する技術的な評価の結果
本項は、ウラン貯蔵所、第二ウラン貯蔵所、第三ウラン貯蔵所のうち安全機能を有する機器、
構築物等を対象に実施した経年変化に関する技術的な評価結果の概要を述べる。
2.3.1

建家構築物等（貯蔵ピット等）

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.1.1

建家等の構造体の塩害

当該貯蔵ピットは屋内にあり、風雨、海塩粒子の影響を受ける環境にないことから、当該事象
進展傾向は極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.2

建築等の構造体の中性化

当該貯蔵ピットは屋内にあることから、建家外壁のように H2S、SO2 等の大気汚染物質の影響を
受けることはない。また、換気を行っているため屋外と CO2 濃度は同等であり、建家外壁よりマ
イルドな環境にあると考えられることから、建家外壁と同様に中性化の進展は極めて小さいと考
えられる。
次回高経年化技術評価まで供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化はなく、
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経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.3

建家等の構造体のアルカリ骨材反応

アルカリ骨材反応は「反応性のある骨材の使用」が原因であり、その反応はコンクリート施工
時から進展するといわれるが、着工から約 25 年経過した現在、アルカリ骨材反応に起因する特有
の亀甲状のひび割れ等は確認されておらず、
「反応性のある骨材の使用」はないと考えられる。
次回高経年化技術評価まで供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化はなく、
経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2

貯蔵容器等

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.3

貯蔵容器等の全面腐食、孔食

当該部位は炭素鋼で、表面は常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境になく 2.3.2-1)、
これまでにわずかな発錆があるが、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後についても、当該事象が進展していない事を確認するため、保管年数の長いバードケージ
を代表機器として選定し、1 回/5 年の外観目視点検を行う。
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧
機器・構築物

要求される安全機能
施設名

機器・構築物名
バードケージ(4%濃縮ウラン、三酸化ウラン容器収納用)

ウラン
貯蔵所

⑨

臨界防止に係る安全
機能（核的制限値（寸
法）の維持機能）

バードケージ(1.6%濃縮ウラン、三酸化ウラン容器収納用)
三酸化ウラン容器(4%濃縮ウラン)
三酸化ウラン容器(1.6%濃縮ウラン)

第二ウラン
貯蔵所
第三ウラン
貯蔵所

バードケージ(1.6%濃縮ウラン、三酸化ウラン容器収納用)
三酸化ウラン容器(1.6%濃縮ウラン)
第三ウラン貯蔵所貯蔵ピット(1.6%濃縮ウラン、三酸化ウラン容
器収納用)
三酸化ウラン容器(1.6%濃縮ウラン)

- 696 - 696 -

建家構築物等

4

1

カテゴ
リ

Ⅰ

Ⅰ-3

貯蔵容器等

鉄筋コンクリート構造
物
（貯蔵ピット等）

グループ

貯蔵容器等

- 697 第三ウラン
貯蔵所

第二ウラン
貯蔵所

ウラン
貯蔵所

第三ウラン
貯蔵所

施設

代表機器の選定結果

三酸化ウラン容器(1.6%濃縮ウラン)

三酸化ウラン容器(1.6%濃縮ウラン)

バードケージ(1.6%濃縮ウラン、三酸化ウラン容器収納用)

三酸化ウラン容器(1.6%濃縮ウラン)

三酸化ウラン容器(4%濃縮ウラン)

バードケージ(1.6%濃縮ウラン、三酸化ウラン容器収納用)

バードケージ(4%濃縮ウラン、三酸化ウラン容器収納用)

貯蔵ピット(1.6%濃縮ウラン、三酸化ウラン容器収納用)

機器・構築物

評価対象機器・構築物

表 2.2-1

環境が同等であるため、
使用期間が最も長い炭
素鋼製の機器が複数あ
ることから、ウラン貯蔵
所のバードケージ(4%濃
縮ウラン、三酸化ウラン
容器収納用)を任意に選
定した。

当該機器のみである。

選定理由

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

代表機器選定
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3. 耐震安全性評価
3.1

評価対象機器

評価対象機器は、技術評価における評価対象機器と同じとする。
ウラン貯蔵所及び第二ウラン貯蔵所は、建築基準法施工令の改正（昭和 55 年 7 月）前の施設に
該当し、第三ウラン貯蔵所は、建築基準法施工令の改正（昭和 55 年 7 月）以降かつユーティリテ
ィ施設の設置変更承認申請（平成 7 年 11 月）の前に設置が認められた施設に該当することから、
以下に示すように重要度分類に応じて十分な耐震性を有することを確認している。評価対象機器
の重要度分類を「表 3.1-1 評価対象機器の耐震重要度分類一覧」に示す。
(1) 耐震設計上の重要度分類
建家及び構築物並びに機器・配管の重要度に応じて、次の様に分類し、それぞれの重要度
に応じた耐震設計を行っている。
A 類：その機能喪失により、周辺公衆に災害を及ぼすおそれのあるもの
B 類：高放射性物質に関する A 類以外のもの
C 類：A 及び B 類以外のもの、ただし主要な装置に関係ないものを除く
（2）耐震設計評価法及び荷重の組み合わせと許容限界
(a) 建築基準法施工令の改正（昭和55年7月）前の施設（ウラン貯蔵所、第二ウラン貯蔵所）
(ⅰ) 耐震設計評価法
＜機器・配管類の場合＞
A 類については、建築基礎底面において想定最大加速度 180Gal に対しての各階の最
大応答加速度の 1.2 倍から静的地震力を算定して設計を行っている。B 類は A 類の 1/2
の最大加速度について、C 類は A 類の 1/3 の最大加速度について各々設計している。
なお、A 類については建家基礎底面において想定最大加速度 180Gal の地震力に対し
て安全であるように設計している。
(ⅱ) 荷重の組み合わせと許容限界
＜荷重の組み合わせ＞
静的な鉛直地震力として、機器及び配管は各機器の設置階の水平震度の 1/2 として算
定し、水平震度と鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作用させている。
＜許容限界＞
建家・建築物に関する材料の許容応力度は、
建築基準法及び日本建築学会各種規準等、
機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格及び鋼構造設計規準等に各準
拠して設定されている。
(b) 建築基準法施行令の改正（昭和 55 年 7 月）以降かつユーティリティ施設の設置変更承
認申請（平成 7 年 11 月）の前に設置が認められた施設（第三ウラン貯蔵所）
(ⅰ) 耐震設計評価法
＜建家及び構築物の場合＞
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A,B 及び C 類の施設については、建築基準法に定められる地震層せん断係数のそれぞ
れ 3.0 倍,1.5 倍及び 1.0 倍の静的地震力に対して安全であるように設計している。
なお、A 類については建家基礎底面において想定最大加速度 180 Gal の地震力に対し
て安全であるように設計している。
＜機器・配管類の場合＞
A 類については、建築基準法施行令から求められる水平震度の 3.6（1.2×3）倍から
静的地震力を算定して設計を行っている。B 類は 1.8（A 類の 1/2）倍、C 類 1.2（A 類
の 1/3）倍の係数を乗じて静的地震力を算定し設計を行っている。
なお、A 類については建築基礎底面において想定最大加速度 180 Gal の地震力に対し
て安全であるように設計している。
(ⅱ) 荷重の組み合わせと許容限界
静的な鉛直地震力として、建家及び構築物は水平震度の 0.3 倍、機器及び配管は水
平震度の 0.36 倍として算定し、水平震度と鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせ
て作用させている。
＜許容限界＞
建家・建築物に関する材料の許容応力度は、建築基準法及び日本建築学会各種規準
等、機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格及び鋼構造設計規準等
に各準拠して設定されている。
3.2

評価手順

「第 2 回
3.3

再処理施設の定期的な評価報告書

5.2.2 評価手順」に基づき評価を実施した。

耐震安全性評価結果

評価の結果、
「表 3.3-1 耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果」に示すように耐震安全
上着目すべき経年変化事象は抽出されなかった。したがって、耐震安全性に関する詳細評価及び
耐震安全性の観点から保全対策に反映すべき項目の抽出については、実施する必要がなかった。
以上により、次回の高経年化技術評価までの供用を想定した場合においても耐震安全性が維持
されることを確認した。
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧

評価対象機器・構築物
カテゴリ・グループ
建家構築物等

鉄筋コンクリー
ト構造物
(貯蔵ピット等)

施設

機器・構築物

第三
ウラン
貯蔵所

貯蔵ピット(1.6％濃縮ウラン、三酸化ウラン容器収
納用)

ウラン
貯蔵所
貯蔵容器等

貯蔵容器等
第二
ウラン
貯蔵所
第三
ウラン
貯蔵所

バードケージ(4％濃縮ウラン、三酸化ウラン容器収
納用)
バードケージ(1.6％濃縮ウラン、三酸化ウラン容器
収納用)

耐震重要
度分類

C類

C類
C類

三酸化ウラン容器(4％濃縮ウラン)

C類

三酸化ウラン容器(1.6％濃縮ウラン)

C類

バードケージ(1.6％濃縮ウラン、三酸化ウラン容器
収納用)

C類

三酸化ウラン容器(1.6％濃縮ウラン)

C類

三酸化ウラン容器(1.6％濃縮ウラン)

C類

- 700 - 700 -

- 701 - 701 -

（環境が同等であるため、使用期間
が最も長い炭素鋼製の機器が複数あ
ることから、任意に選定した。）

バードケージ（4%濃縮ウラン、三酸
化ウラン容器収納用）

（当該機器のみである。）

貯蔵ピット（1.6％濃縮ウラン、三酸
化ウラン容器収納用）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

腐食を進展させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、アルカリ骨
材反応が発生する環境ではないと考えられることから、耐震性への
影響はない。

コンクリートの
アルカリ骨材反応

全面腐食、孔食

中性化の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの
供用を仮定した場合も、コンクリートの強度低下は発生しないこと
から、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

塩害の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、コンクリートの強度低下は発生しないことか
ら、耐震性への影響はない。

コンクリートの塩害

コンクリートの中性化

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果

JAEA-Technology 2016-007
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グループ

（貯蔵ピット等）
鉄筋コンクリート構造物

貯蔵容器等

カテゴリ

建家構築物等

貯蔵容器等
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参考文献
2.3.2-1) （社）腐食防食協会，腐食・防食ハンドブック，丸善株式会社,2000, pⅢ-3-1.
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付録 5

東海再処理施設の定期的な評価
（高経年化対策）

―ウラン脱硝施設―
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1. ウラン脱硝施設の概要
ウラン脱硝施設は、分離精製工場から硝酸ウラニル溶液を受け入れ、硝酸を分離し、ウランを
三酸化ウラン粉末として回収する施設である。
本施設では、分離精製工場内のウラン溶液濃縮工程で濃縮したウラン溶液を当該施設のUNH受槽
に受け入れ、ウラン濃縮度1.6％以下、ウラン濃度450gU/l以下であることを確認した後、蒸発缶(第
2段)へ送り、さらにウラン溶液を約1,200gU/lに濃縮する。その後、濃縮されたウラン溶液を脱硝
塔へ連続供給し、約300℃に加熱し直接脱硝法で三酸化ウラン粉末として三酸化ウラン容器に回収
している。回収した三酸化ウラン粉末はウラン貯蔵所へ送り、分離した硝酸は酸回収工程へ送ら
れる。
本施設は、分離精製工場の東側に位置し、地下1階、地上3階(一部鉄骨造)でペントハウスを有
している。施設の西側2階及び1階で分離精製工場に接続されており、施設への出入りは、分離精
製工場側から行う。
施設の主要機器である脱硝塔は、施設の 1 階から 3 階を貫通して設置されている。また、3 階
にはオフガス処理室等が、2 階には制御室、放射線管理室等が、1 階には排気室、電気室等が、地
下 1 階には UNH 貯蔵室、廃液貯蔵室等が配置されている。
2. 経年変化に関する技術評価
2.1

技術評価対象機器・構築物の選定

東海再処理施設の機器・構築物のうち高経年化技術評価の対象となる機器・構築物を、「第 2
回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.1 技術評価対象機器・構築物の選定

表 5.1.1-1 評

価対象機器・構築物の選定の考え方及び表 5.1.1-2 安全機能一覧」に基づき抽出した。抽出した
結果を「表 2.1-1
2.2

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧」に示す。

評価手順

高経年化技術評価を合理的に実施するために、表 2.1-1 で選定した対象となる機器・構築物を、
塔槽類、換気設備、計測制御系統、共通設備にカテゴリ化し、さらに、カテゴリ内で機器の構造
（型式）、使用環境、材質等により各種機器をグループ化した。グループ化した各種機器の内から、
使用条件（運転時間、温度、容量等）を考慮して、経年変化上最も条件が厳しい機器を代表機器
として選定し評価を実施した。選定結果を「表 2.2-1
選定した代表機器については、
「第 2 回

代表機器の選定結果」に示す。

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.2 技術評価手

順」に基づき実施した。
2.3

経年変化に関する技術的な評価の結果

本項は、ウラン脱硝施設のうち安全機能を有する機器、構築物等を対象に実施した経年変化に
関する技術的な評価結果の概要を述べる。
2.3.1

塔槽類

各代表機器の対象となる各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象
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を検討した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.1.1

溶解槽の本体等の全面腐食

当該機器が取り扱う硝酸溶液は、沸点近傍のウラン溶液（硝酸濃度約 0.2～4mol/l）である。
文献に示された沸騰硝酸(濃度 4mol/l)中における SUS304 の腐食速度は約 1.5×10-5mm/h であるこ
とから 2.3.1.1-1)、当該機器の腐食速度は最大約 1.5×10-5mm/h 程度であると考えられる。当該機器
は、スペックアウト製品を再溶解する設備であり、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定し
た場合においても、使用条件及び環境に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられない。また、
ほとんど使用しないため、減肉は考えられない。
以上より、ウラン脱硝施設の溶解槽の本体における全面腐食は進展傾向が極めて小さく、高経
年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後も、1 回/10 年（不使用の場合を除く）の頻度で超音波肉厚測定を実施し、当該事象の進展
の予測精度向上のため、腐食データの蓄積を図る。
2.3.1.2

蒸発缶類（チタン系、ウラン溶液）の本体等の全面腐食

当該機器が取り扱う硝酸溶液は、沸点近傍のウラン溶液（硝酸濃度約 0.5mol/l）である。また、
文献に示された 3mol/l の沸騰硝酸溶液中のチタン材の腐食速度は最大 1.1×10-5mm/h である
2.3.1.2-1)

。当該機器が取り扱う硝酸濃度は低く、腐食の抑制因子となる U を含んでいるが、当該部

位における腐食速度は、1.1×10-5mm/h で推定する。この腐食速度から、蒸発缶（第 2 段）(263E35)
の現時点（平成 26 年 9 月末、累積 20,200 時間運転）
における減肉量は、腐食代 1mm に対して 0.23mm
程度と考えられる。
次回の高経年化技術評価まで約40tの燃料処理を行い、供用を仮定した場合も、使用条件及び環
境に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられず、事象の進展は、総運転時間は21,700時間、
となり、腐食代1mmに対して減肉量は0.24mm程度と考えられる。
以上より、全面腐食の進展は極めて小さく、高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当
しないと考えられる。
今後も、1 回/10 年（不使用の場合を除く）の頻度で超音波肉厚測定を実施し、当該事象の進展
の予測精度向上のため、腐食データの蓄積を図る。
2.3.1.3

溶液系槽類（ウラン・プルトニウム溶液系）の本体の全面腐食

当該部位が取り扱う硝酸溶液は、常温～60℃のウラン溶液（硝酸濃度約 0.2～4mol/l）である。
UNH 受槽(263V30)において平成 27 年 2 月に実施した肉厚測定の結果より、当該部位の腐食速度は
1.03×10-2mm/年程度である。設置（使用前検査時）後 30 年経過時の減肉量は腐食代 1mm に対し
て 0.31mm 程度である。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化はなく、経年
変化傾向の乖離は考えられず、事象の進展は総使用期間 40 年程度となり、腐食代 1mm に対して減
肉量は 0.41mm 程度と考えられる。
以上より、全面腐食の進展は極めて小さく、全面腐食は高経年化対策上着目すべき経年変化事
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象には該当しないと考えられる。
2.3.1.4

粉末系槽類の本体の全面腐食、孔食、エロージョン

当該グループの代表機器であるシール槽(264V437)で取り扱う粉末は UO3 粉末である。UO3 粉末
を取り扱う系統で、使用条件（運転時に硝酸蒸気及び UO3 粉末に接触、使用温度（600℃））の厳
しい脱硝塔(264R42/R43)は、定期的（不使用の場合を除く）な分解整備における目視において、
有害な全面腐食、孔食及びエロージョンによる減肉が見られないことから、当該部位は使用環境
が緩やかであり、事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、当該事象の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持で
きることから、高経年化対策上、着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.5

SUS304 系炉類の本体の全面腐食、孔食、エロージョン

定期的（不使用の場合を除く）な分解点検の結果、約 30 年間使用した時点においても、有害な
全面腐食、孔食、エロージョンは見られていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能を維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.6

SUS304 系炉類の本体の緩み

当該部位は、定期的（不使用の場合を除く）な分解点検時に緩みの確認を行ったおり、これま
でに緩みは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し増し締めすることができることから、緩み
は発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能を維持することができることから、高経年化
対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2 換気設備
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.2.1

槽類換気系（凝縮器(263H36)）の全面腐食、孔食

槽類換気系に設置されている凝縮器(263H36)の安全機能は「核的制限値（寸法）の維持機能」
である。凝縮器(263H36)において約 20,200 時間運転した時点での肉厚測定の結果より、当該部位
の腐食速度は最大約 7.5×10-6mm/h 程度であると考えられる。
肉厚測定の結果、施工時肉厚より最大で 0.15mm の減肉が確認されたが、腐食代 1mm に対して極
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めて小さな値であった。
以上より、全面腐食の進展は極めて小さく、全面腐食は高経年化対策上、着目すべき経年変化
事象には該当しないと考えられる。
2.3.3

計測制御系統

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.3.1

計装配管、計装弁等の全面腐食、孔食

当該部位の材料は炭素鋼、ステンレス鋼等で、常時換気している屋内等で使用していることか
ら、腐食を促進させる環境になく、これまでにわずかな発錆があるが、全面腐食及び孔食による
明らかな減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの使用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.2

検出器、変換機、記録計等の特性変化

当該部位は定期的な校正を実施しており、特性変化を検知し、異常が発生した場合は交換する
ことができる。
次回の高経年化技術評価までの使用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を
防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.3

電磁弁、圧空作動弁の固着

当該部位は定期的な作動確認を実施しており、固着を検知し、異常が発生した場合は交換する
ことができる。
次回の高経年化技術評価までの使用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展に
よる安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.4

リミットスイッチ等の導通不良、固着

当該部位は定期的な作動確認を実施しており、当該事象を検知し、異常が発生した場合は交換
することができる。
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次回の高経年化技術評価までの使用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を
防止することが可能である。
したがって、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着
目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4 共通設備
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.4.1

ボルト、架台の全面腐食、孔食

屋内に設置していることから、腐食を促進させる環境になく、これまでにわずかな発錆がある
が、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの使用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4.2

ボルト、架台の疲労

当該部位における発生応力は疲労限界以下に設計されていることから、疲労割れが発生するこ
とは考えられない。また、定期的な取り付け状態の確認を行い、その結果に応じて交換すること
ができる。
次回の高経年化技術評価までの使用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を
防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4.3

ボルト、架台の緩み

当該部位は、定期的な締付確認を行っており、これまでに緩みは発生していない。また、点検
結果に応じて増し締めを行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの使用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を
防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.4.4

制御盤等の筺体の全面腐食、孔食

当該部位は主に炭素鋼製であるが、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境にな
く、これまでにわずかな発錆があるが、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの使用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4.5

スイッチ、リレー等の導通不良、固着

当該部位は定期的な作動確認を実施しており、導通不良、固着を検知し、異常が発生した場合
は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの使用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展を
防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4.6

電源・ケーブル類の絶縁低下

当該部位に異常が発生した場合は、点検結果に応じて交換を行うことができる。なお、これま
でに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの使用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで安全機能が維持できることから、高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧

安全機能を
有する機器・ 要求される安全機能
構築物の区分

機器・構築物
施設名

機器・構築物名
蒸発缶（第 2 段）（263E35）
UNH 受槽（263V30）
UNH 受槽（263V31）
濃縮液受槽（264V40）
蒸発缶凝縮器（263H36）

臨界防止に係る安全
機能（核的制限値（寸
法）の維持機能）

脱硝塔（264R42）
脱硝塔（264R43）

⑨

溶解槽（264V75）
溶解液受槽（264V76）
ウラン脱硝
施設

シール槽（264V427）
シール槽（264V437）
UNH 受槽ウラン濃縮度記録上限操作装置（263URO+30）

臨界防止に係る安全
機能（臨界防止機能）

UNH 受槽密度指示上限操作装置（263DIO+30）
UNH 受槽密度指示上限操作装置（263DIO+31）
溶解液受槽密度指示上限操作装置（264DIO+76.1）

臨界防止に係る安全
機能（臨界防止機能）
⑮

閉じ込めに係る安全
機能（放射性物質の保
持機能）

脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-42.10）
脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-43.10）
脱硝塔圧力上限緊急操作装置（264PP+42.2.2）
脱硝塔圧力上限緊急操作装置（264PP+43.2.2）
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2

カテゴリ

溶解槽
（SUS304 系）

塔槽類

- 712 - 712 -

炉類
(SUS304 系)

Ⅲ-5

Ⅳ-1

換気系統
（槽類換気系）

槽類
（粉末系）

Ⅲ-2

Ⅲ-3

槽類
（プルトニウム・ウラン溶液
系）

蒸発缶類
Ⅱ-3-1
（チタン系(ウラン溶液)）

Ⅰ-2

グループ

ウラン脱硝施設

施設

蒸発缶凝縮器(263H36)

脱硝塔（264R43）

脱硝塔（264R42）

シール槽(264V437)

シール槽(264V427)

溶解液受槽(264V76)

UNH 受槽(263V31)

UNH 受槽(263V30)

濃縮液受槽(264V40)

蒸発缶（第 2 段）(263E35)

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（1／5）

溶解槽(264V75)

表 2.2-1

当該機器のみである。

使用材料及び環境が同等
であり、運転時間が最も長
い脱硝塔（264R43）を選定
した。

使用材料が同等であり、使
用期間が最も 長いシール
槽(264V437)を選定した。

使用材料が同等であり、使
用期間が最も長い機器のう
ち 、 任 意 に UNH 受 槽
（263V30）を選定した。

使用材料及び環境が同等
であるが、使用実績が異な
るため、個別に評価を行っ
た。

当該機器のみである。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

●

◎

◎

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

計測制御系統
（液位計測系）

計測制御系統

- 713 -

- 713 -

Ⅰ-5

計測制御系統
（ウラン濃縮度計測系）

計測制御系統
Ⅰ-4-1 （温度計測系（熱電対））

Ⅰ-2

計測制御系統
Ⅰ-1-1 （圧力計測系
（圧力スイッチ））

グループ

ウラン脱硝施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（2／5）

UNH 受槽ウラン濃縮度記録上限操作装置（263URO+30）

脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-43.10）

脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-42.10）

溶解液受槽密度指示上限操作装置（264DIO+76.1）

UNH 受槽密度指示上限操作装置（263DIO+31）

UNH 受槽密度指示上限操作装置（263DIO+30）

脱硝塔圧力上限緊急操作装置（264PP+43.2.2）

脱硝塔圧力上限緊急操作装置（264PP+42.2.2）

表 2.2-1

当該機器のみである。

使用期間が最も長く、構成
部品及び環境等が同等で
ある機器が複数あることか
ら、任意に脱硝塔（DN）温
度下限緊急操作装置
（264TP-43.10）を代表機器
として選定した。

使用期間が最も長く、主要
構成部位が同等である機
器が複数あることから、任意
に UNH 受槽密度指示上限
操 作 装 置 （ 263DIO+30 ） を
選定した。

使用期間が最も長く、主要
構成部位が同等である機
器が複数あることから、任意
に脱硝塔（DN）圧力上限緊
急操作装置
（264PP+43.2.2）を選定し
た。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

埋め込みアンカー
Ⅰ-1-1
（屋内）

グループ

ウラン脱硝施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（3／5）

共通設備

- 714 - 714 -

UNH 受槽ウラン濃縮度記録上限操作装置（263URO+30）の基
礎ボルト

脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-43.10）の基礎ボルト

脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-42.10）の基礎ボルト

溶解液受槽密度指示上限操作装置（264DIO+76.1）の基礎
ボルト

UNH 受槽密度指示上限操作装置（263DIO+31）の基礎ボルト

UNH 受槽密度指示上限操作装置（263DIO+30）の基礎ボルト

脱硝塔圧力上限緊急操作装置（264PP+43.2.2）の基礎ボルト

脱硝塔圧力上限緊急操作装置（264PP+42.2.2）の基礎ボルト

蒸発缶凝縮器（263H36）の基礎ボルト

脱硝塔（264R43）の基礎ボルト

脱硝塔（264R42）の基礎ボルト

シール槽（264V437）の基礎ボルト

シール槽（264V427）の基礎ボルト

UNH 受槽（263V31）の基礎ボルト

UNH 受槽（263V30）の基礎ボルト

濃縮液受槽（264V40）の基礎ボルト

蒸発缶（第 2 段）（263E35）の基礎ボルト

溶解槽（264V75）の基礎ボルト

表 2.2-1

使用材料が同等であり、環
境が厳しく、使用期間が最
も長い脱硝塔（264R43）の
基礎ボルトを代表機器とし
て選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

静的機器の架台等
Ⅱ-1-1
（屋内）

（続き）
Ⅰ-1-1 埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

ウラン脱硝施設

施設

共通設備

- 715 -

- 715 脱硝塔圧力上限緊急操作装置（264PP+42.2.2）の架台等

脱硝塔（264R43）の架台等

脱硝塔（264R42）の架台等

シール槽（264V437）の架台等

シール槽（264V427）の架台等

溶解液受槽（264V76）の架台等

濃縮液受槽（264V40）の架台等

蒸発缶（第 2 段）（263E35）の架台等

溶解槽（264V75）の架台等

使用材料及び環境が同等
であり、使用期間が最も長
い脱硝塔（264R43）の架台
等を選定した。

（続き）
使用材料及び環境が同等
であり、使用期間が最も長
い脱硝塔（264R43）の架台
等を選定した。

脱硝塔圧力上限緊急操作装置（264PP+42.2.2）の制御盤等の
基礎ボルト
脱硝塔圧力上限緊急操作装置（264PP+43.2.2）の制御盤等の
基礎ボルト
UNH 受槽密度指示上限操作装置（263DIO+30）の制御盤等の
基礎ボルト
UNH 受槽密度指示上限操作装置（263DIO+31）の制御盤等の
基礎ボルト
溶解液受槽密度指示上限操作装置（264DIO+76.1）の制御盤
等の基礎ボルト
脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-42.10）の制御盤等の基
礎ボルト
脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-43.10）の制御盤等の基
礎ボルト
UNH 受槽ウラン濃縮度記録上限操作装置（263URO+30）の制
御盤等の基礎ボルト

代表機器選定
選定理由

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（4／5）

機器・構築物

表 2.2-1

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

共通設備

- 716 -

- 716 -

制御盤等

電線・ケーブル類
（セル外）

Ⅲ

Ⅳ-2

（続き）
Ⅱ-1-1 静的機器の架台等
（屋内）

グループ

ウラン脱硝施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（5／5）

補償導線（熱起電力）

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(24V)

UNH 受槽ウラン濃縮度記録上限操作装置（263URO+30）の制
御盤等

脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-43.10）の制御盤等

脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-42.10）の制御盤等

溶解液受槽密度指示上限操作装置（264DIO+76.1）の制御盤等

UNH 受槽密度指示上限操作装置（263DIO+31）の制御盤等

UNH 受槽密度指示上限操作装置（263DIO+30）の制御盤等

脱硝塔圧力上限緊急操作装置（264PP+43.2.2）の制御盤等

脱硝塔圧力上限緊急操作装置（264PP+42.2.2）の制御盤等

UNH 受槽ウラン濃縮度記録上限操作装置（263URO+30）の架
台等

脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-43.10）の架台等

脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-42.10）の架台等

溶解液受槽密度指示上限操作装置（264DIO+76.1）の架台等

UNH 受槽密度指示上限操作装置（263DIO+31）の架台等

UNH 受槽密度指示上限操作装置（263DIO+30）の架台等

脱硝塔圧力上限緊急操作装置（264PP+43.2.2）の架台等

表 2.2-1

使用環境及び使用材料が
同等であることから、使用電
圧が高い、制御用ビニル絶
縁ビニルシースケーブル
(24V)を選定した。

使用材料及び環境が同等
であり、部位数が多い機器
が複数あることから、任意に
脱硝塔（ウラン脱硝施設）圧
力上限緊急操作装置
（264PP+43.2.2）の制御盤
等を選定した。

（続き）
使用材料及び環境が同等
であり、使用期間が最も長
い脱硝塔（264R43）の架台
等を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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3. 耐震安全性評価
3.1

評価対象機器

評価対象機器は、技術評価における評価対象機器と同じとする。
ウラン脱硝施設は、建築基準法施工令の改正（昭和 55 年 7 月）以降かつユーティリティ施設の
設置変更承認申請（平成 7 年 11 月）の前に設置が認められた施設に該当することから、以下に示
すように重要度分類に応じて十分な耐震性を有することを確認している。評価対象機器の重要度
分類を「表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧」に示す。

(1) 耐震設計上の重要度分類
建家及び構築物並びに機器・配管の重要度に応じて、次の様に分類し、それぞれの重要度
に応じた耐震設計を行っている。
A 類：その機能喪失により、周辺公衆に災害を及ぼすおそれのあるもの
B 類：高放射性物質に関する A 類以外のもの
C 類：A 及び B 類以外のもの、ただし主要な装置に関係ないものを除く
(2) 耐震設計評価法及び荷重の組み合わせと許容限界
(ⅰ) 耐震設計評価法
＜機器・配管類の場合＞
A 類については、建築基準法施行令から求められる水平震度の 3.6（1.2×3）倍から静
的地震力を算定して設計を行っている。B 類は 1.8（A 類の 1/2）倍、C 類 1.2（A 類の 1/3）
倍の係数を乗じて静的地震力を算定し設計を行っている。
なお、A 類については建築基礎底面において想定最大加速度 180 Gal の地震力に対して
安全であるように設計している。
(ⅱ) 荷重の組み合わせと許容限界
静的な鉛直地震力として、建家及び構築物は水平震度の 0.3 倍、機器及び配管は水平震
度の 0.36 倍として算定し、水平震度と鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作用
させている。
＜許容限界＞
建家・建築物に関する材料の許容応力度は、建築基準法及び日本建築学会各種規準等、
機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格及び鋼構造設計規準等に各準拠
して設定されている。
3.2

評価手順

「第 2 回
3.3

再処理施設の定期的な評価報告書

5.2.2 評価手順」に基づき評価を実施した。

耐震安全性評価結果

評価の結果、
「表 3.3-1

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果」に示すように耐震安

全上着目すべき経年変化事象は抽出されなかった。したがって、耐震安全性に関する詳細評価及
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び耐震安全性の観点から保全対策に反映すべき項目の抽出については、実施する必要がなかった。
以上により、次回の高経年化技術評価までの供用を想定した場合においても耐震安全性が維持
されることを確認した。
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧

評価対象機器・構築物
カテゴリ・グループ

施設

溶解槽
(SUS304系)
蒸発缶類
（チタン系（ウラ
ン溶液））

塔槽類

槽類
（プルトニウ
ム・ウラン溶液
系）

槽類
（粉末系）

炉類
(SUS304系)
換気設備

換気系統
（槽類換気系）

計測制御系統
（圧力計測系（圧
力スイッチ））

計測制御系統

計測制御系統
(液位計測系)

計測制御系統
（温度計測系（熱
電対））
計測制御系統
（ウラン濃縮度
計測系）

機器・構築物

耐震重要
度分類

溶解槽（264V75）

B類

蒸発缶（第 2 段）（263E35）

B類

濃縮液受槽（264V40）

B類

UNH 受槽（263V30）

B類

UNH 受槽（263V31）

B類

溶解液受槽（264V76）

B類

シール槽（264V427）

B類

シール槽（264V437）

B類

脱硝塔（264R42）

B類

脱硝塔（264R43）

B類

蒸発缶凝縮器（263H36）

B類

脱硝塔圧力上限緊急操作装置（264PP+42.2.2）

B類

脱硝塔圧力上限緊急操作装置（264PP+43.2.2）

B類

UNH 受槽密度指示上限操作装置（263DIO+30）

B類

UNH 受槽密度指示上限操作装置（263DIO+31）

B類

溶解液受槽密度指示上限操作装置（264DIO+76.1）

B類

脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-42.10）

B類

脱硝塔温度下限緊急操作装置（264TP-43.10）

B類

UNH 受槽ウラン濃縮度記録上限操作装置
（263URO+30）

B類

ウラン脱硝
施設

- 719 -

- 719 -

グループ

（

系）
溶解槽

4
0
3
S
U
S

カテゴリ

（
ウラン溶液）
（チタン系）
蒸発缶類

塔槽類

- 720 -

- 720 -

（プルトニウム・
ウラン溶液系）
槽類

（使用材料が同等であり、使用期間が
最も長い機器を選定した。）

シール槽（264V437）

（使用材料が同等であり、使用期間が
最も長い機器のうち、任意に選定し
た。）

UNH受槽（263V30）

詰まり

全面腐食、孔食、
エロージョン

全面腐食、孔食

全面腐食

全面腐食、孔食、
加工フロー腐食

想定される
経年変化事象

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超えないこ
とから、耐震性への影響はない。
詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超えないこ
とから、耐震性への影響はない。

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超えないこ
とから、耐震性への影響はない。

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超えないこ
とから、耐震性への影響はない。

耐震性への影響

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（1／5）

（使用材料及び環境が同等であるが、
使用実績が異なるため、個別に評価を
行った。）

蒸発缶（第2段）（263E35）
濃縮液受槽（264V40）

（当該機器のみである。）

溶解槽（264V75）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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槽類（粉末系）

グループ

（

系）

炉類

（槽類換気系）
換気系統

塔槽類

換気設備

- 721 - 721 -

計
測
制
御
系
統

4
0
3
S
U
S

カテゴリ

（使用期間が最も長く、主要構成部位
が同等である機器が複数あることから、
任意に選定した。）

脱硝塔圧力上限緊急操作装置
（264PP+43.2.2）

（当該機器のみである。）

蒸発缶凝縮器(263H36)

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし
着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影
響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長されるもので
はない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無
関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものではない。

全面腐食、孔食

特性変化

固着

着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。

詰まり

全面腐食

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、緩みの兆候を把握し増し締めできることか
ら、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性へ
の影響はない。

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超えないこ
とから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食、
エロージョン

緩み

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（2／5）

（使用材料及び環境が同等であり、運
転時間が最も長い機器を選定した。）

脱硝塔（264R43）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（圧力スイッチ）
（圧力計測系）
計測制御系統

カテゴリ

計
測
制
御
系
統

グループ

（液位計測系）
計測制御系統

- 722 - 722 -

（使用期間が最も長く、構成部品及び
環境等が同等である機器が複数あるこ
とから、任意に選定した。）

脱硝塔温度下限緊急操作装置
（264TP-43.10）

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長されるもので
はない。

全面腐食、孔食

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無
関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものではない。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長されるもので
はない。

固着

全面腐食、孔食

着目する
必要なし
着目する
必要なし

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長されるもので
はない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無
関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものではない。

絶縁低下

固着

特性変化

着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。

詰まり

特性変化

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（3／5）

（使用期間が最も長く、主要構成部位
が同等である機器が複数あることから、
任意に選定した。）

UNH受槽 密度指示上限操作装置
（263DIO+30）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（熱電対）
（温度計測系）
計測制御系統

- 723 - 723 -

（使用材料が同等であり、環境が厳し
く、使用期間が最も長い基礎ボルトが
複数あることから、任意に選定した。）

脱硝塔(264R43)の基礎ボルト

（当該機器のみである。）

着目する
必要なし

着目する
必要なし

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評価
までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高経年
化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

緩み

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

全面腐食、孔食

疲労破壊

着目する
必要なし

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無
関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものではない。

着目する
必要なし

固着

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長されるもので
はない。

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

全面腐食、孔食

特性変化

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（4／5）

UNH受槽 ウラン濃縮度記録上限操作
装置
（263URO+30）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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グループ

（
ウラン濃縮度計測系）
計測制御系統

（屋内）
（埋め込みアンカー）
基礎ボルト

カテゴリ

計測制御系統

共通設備

グループ

カテゴリ

（屋内）
（静的機器の架台等）
架台等

- 724 - 724 -

制御盤等

共通設備

（使用環境及び使用材料が同等である
ことから、最も使用電圧が高い機器を
選定した。）

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブ
ル（24V）

（使用材料及び環境が同等であり、構
成部品数が最も多い機器が複数あるた
め任意に選定した。）

脱硝塔圧力上限緊急操作装置
（264PP+43.2.2）の制御盤等

着目する
必要なし

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無
関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものではない。

固着

着目する
必要なし

着目する
必要なし

導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長されるもので
はない。

導通不良

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長されるもので
はない。

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

全面腐食、孔食

絶縁低下

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

耐震性への影響

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（5／5）

（使用材料及び環境が同等であり、使
用期間が最も長い機器が複数あること
から、任意に選定した。）

脱硝塔（264R43）の架台等

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（セル外）
電線・
ケーブル類

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007
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付録 6

東海再処理施設の定期的な評価
（高経年化対策）
―ガラス固化技術開発施設―
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1. ガラス固化技術開発施設の概要
ガラス固化技術開発施設は、高放射性廃液をガラス固化体にする技術を開発する施設であり、
高放射性廃液貯蔵場に貯蔵している高放射性廃液を受け入れて濃縮等を行う受入系及び前処理系、
濃縮した高放射性廃液及びガラス原料を溶融するガラス溶融系、ガラス固化体の検査等を行うガ
ラス固化体取扱系、ガラス固化体を保管するガラス固化体保管系、溶融炉等から発生する廃気を
処理する槽類換気系及び高放射性廃液の処理等に伴い発生する廃液を処理する廃液処理系等が設
置されている。
第二付属排気筒は、ガラス固化技術開発施設からの気体廃棄物を大気放出する。
本施設は、ガラス固化技術開発棟（地下 2 階、地上 3 階建ての鉄骨鉄筋コンクリート造）、ガラ
ス固化技術管理棟（地上 4 階建ての鉄筋コンクリート造）
、第二付属排気筒（基礎部鉄筋コンクリ
ート造、筒身部鋼製）で構成されている。
ガラス固化技術開発棟の地下 2 階には固化セル、保管セル、中放射性廃液貯蔵セル等、地下 1
階には配管トレンチ、配管分岐室、ユーティリティ室等、地上 1 階には除染セル、分析セル、搬
送セル等、2 階には制御室、電気室、排気フィルタ室等、3 階にはユーティリティ室、給気室、排
気機械室等を配置している。
ガラス固化技術管理棟の 1 階には玄関ホール、発電機室、ユーティリティ室等、2 階から 4 階
には事務室等を配置している。
2. 経年変化に関する技術評価
2.1

技術評価対象機器・構築物の選定

ガラス固化技術開発施設の機器・構築物のうち高経年化技術評価の対象となる機器・構築物を、
「第 2 回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.1 技術評価対象機器・構築物の選定

表

5.1.1-1 評価対象機器・構築物の選定の考え方及び表 5.1.1-2 安全機能一覧」に基づき抽出した。
抽出した結果を「表 2.1-1
2.2

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧」に示す。

評価手順

高経年化技術評価を合理的に実施するために、表 2.1-1 で選定した機器・構築物を、建家構築
物等、塔槽類、ドリップトレイ等、貯蔵容器等、換気設備、冷却水設備、圧縮空気設備、非常用
電源系統、計測制御系統、共通設備、その他設備にカテゴリ化し、さらに、カテゴリ内で、機器
の構造（型式）、使用環境、材質等により各種機器をグループ化した。それぞれのグループごとに、
使用条件（運転時間、温度、容量等）等を考慮して、経年変化上最も条件が厳しい機器を代表機
器として選定し評価を実施した。選定結果を「表 2.2-1
表 2.2-1 で選定した代表機器について、
「第 2 回

代表機器の選定結果」に示す。

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.2 技

術評価手順」に基づき評価を実施した。
2.3

経年変化に関する技術的な評価の結果

本項は、ガラス固化技術開発施設のうち、安全機能を有する機器、構築物等を対象に実施した
経年変化に関する技術的な評価結果の概要を述べる。
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2.3.1 建家構築物
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.1.1

建家等の構造体の塩害

平成 9 年に施設の外壁に対して鉄筋位置での塩化物濃度を測定しており、鉄筋位置での塩化物
濃度の増加傾向は鉄筋を腐食させる濃度 0.052%2.3.1.1-1)に対して着工から 9 年経過した時点で
0.003%であった。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、鉄筋を腐食させる濃度 0.052%に対して塩化物濃度は
0.007%程度であり進展傾向は極めて小さいと考えられる。
なお、平成 26 年にシュミットハンマを用いた反発度測定を行った結果、設計基準強度
22.05N/mm2 に対して 36.26N/mm2 であり、十分な強度を有していることから、塩害による圧縮強度
への波及的な影響がないことを確認できた。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後についても念のため、10 年に 1 回の頻度でシュミットハンマを用いた反発度測定を継続し
て実施し、当該事象の進展に係るデータの蓄積を図る。
2.3.1.2

建家等の構造体の中性化

平成 9 年に施設の外壁に対して中性化深さを測定しており、平均かぶり深さ 113mm に対して、
着工から 9 年経過した時点で中性化深さ 1.9mm であった。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、平均かぶり深さ 113mm に対して、中性化深さ 4.0mm 程度
であり進展傾向は極めて小さいと考えられる。
なお、平成 26 年にシュミットハンマを用いた反発度測定を行った結果、設計基準強度
22.05N/mm2 に対して 36.26N/mm2 であり、十分な強度を有していることから、中性化による圧縮強
度への波及的な影響がないことを確認できた。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後についても念のため、10 年に 1 回の頻度でシュミットハンマを用いた反発度測定を継続し
て実施し、当該事象の進展に係るデータの蓄積を図る。
2.3.1.3

建家等の構造体のアルカリ骨材反応

着工から約 27 年経過し、施設においてこれまでに亀甲状のひび割れ等は確認されていない。ア
ルカリ骨材反応は「反応性のある骨材の使用」が原因であり、その反応はコンクリート施工時か
ら進むことから、現状アルカリ骨材反応に起因する特有の亀甲状のひび割れ等は認められておら
ず、「反応性のある骨材の使用」はないと考えられる。
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次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
なお、平成 26 年にシュミットハンマを用いた反発度測定を行った結果、設計基準強度
22.05N/mm2 に対して 36.26N/mm2 であり、十分な強度を有していることから、アルカリ骨材反応に
よる圧縮強度への波及的な影響がないことを確認できた。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後についても念のため、10 年に 1 回の頻度でシュミットハンマを用いた反発度測定を継続し
て実施し、当該事象の進展に係るデータの蓄積を図る。
2.3.1.4

建家等の構造体の機械振動による損傷

着工から約 27 年経過し、施設においてこれまでの点検により、動的機器の設置部周辺において
有害なひび割れは発生していない。また、動的機器の運転状態（振動、異音等）の定期的な確認
及び外観目視により、兆候を検知することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し
補修することができる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.5

建家等の構造体の全面腐食、孔食

構造体の炭素鋼部の表面は常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境になく、これ
までにわずかな発錆があるが、明らかな全面腐食及び孔食による減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.6

セル等の構造体の放射線による影響

放射線による影響が生じないことが確認されている中性子線照射量は 1×1020n/cm2、γ 線吸収
量は 2×108Gy であり

2.3.1.6-1)

、当該グループの代表機器である固化セル（R001）について、受入

槽に最大量を集約して貯蔵したと仮定した場合においても、着工から 27 年経過した時点で、中性
子線照射量は約 2.0×1013n/cm2、γ 線吸収量は約 2.3×107Gy であった。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられない。なお、次回の高経年化技術評価までの事象の進展は、
放射線による影響が生じないことが確認されている中性子線照射量 1×1020n/cm2 又は γ 線吸収量
2×108Gy に対して、中性子線照射量は約 2.8×1013n/cm2、γ線吸収量は約 3.2×107Gy であると考
えられ、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
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すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.7

鉄骨構造物（本体、筒身）の全面腐食、孔食

当該部位は、塗装により金属を腐食の原因となる環境から遮断しているとともに、定期的な外
観目視点検により必要に応じて再塗装を行っているため、わずかな発錆があるが、全面腐食及び
孔食による明らかな減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し
再塗装することができる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.8

鉄骨構造物（筒身）の疲労破壊

当該部位は、発生応力が疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労破壊が発生したこと
はない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2

塔槽類

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.2.1
(1)

蒸発缶類の本体等の全面腐食
蒸発缶類（チタン系、高放射性廃液）
模擬廃液を用いた腐食試験により得られた Ti 材の最大腐食速度 2.5×10-6mm/h から、現

時点（総使用時間約 4,000 時間）における減肉量は、腐食代 1mm に対して 0.01mm 程度と考
えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用（総使用時間約 14,000 時間）を仮定した場合におい
ても、使用条件及び環境に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられず、減肉量は、腐食
代 1mm に対し 0.04mm 程度であり、進展傾向は極めて小さいと考えられる。
なお、平成 27 年に実施した肉厚測定の結果、腐食代 1mm に対して有意な減肉は認められ
なかった。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後についても念のため、10 年に 1 回の頻度で肉厚測定を実施し、当該事象の進展に係
るデータの蓄積を図る。
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2.3.2.2
(1)

溶液系槽類の本体の全面腐食
槽類（高放射性廃液系

貯槽系）

模擬廃液を用いた腐食試験により得られた SUS304ULC 材の最大腐食速度は 0.01mm/y から、
現時点（総使用時間約 19 年間）における減肉量は、腐食代 2mm に対して 0.2mm 程度と考え
られる。
次回の高経年化技術評価までの供用（総使用期間 31 年程度）を仮定した場合においても、
使用条件及び環境に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられず、減肉量は、腐食代 2mm
に対し 0.4mm 程度であり、進展傾向は極めて小さいと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
(2)

槽類（高放射性廃液系

固化処理系）

模擬廃液を用いた腐食試験により得られた SUS304ULC 材の最大腐食速度は 0.01mm/y から、
現時点（総使用時間約 19 年間）における減肉量は、腐食代 2mm に対して 0.2mm 程度と考え
られる。
次回の高経年化技術評価までの供用（総使用期間 31 年程度）を仮定した場合においても、
使用条件及び環境に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられず、減肉量は、腐食代 2mm
に対し 0.4mm 程度であり、進展傾向は極めて小さいと考えられる。
なお、平成 27 年に実施した肉厚測定の結果、腐食代 2mm に対して有意な減肉は認められ
なかった。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後についても念のため、10 年に 1 回の頻度で肉厚測定を実施し、当該事象の進展に係
るデータの蓄積を図る。
2.3.2.3

溶融炉のケーシング、電極、流下ノズルの全面腐食

(1)

ケーシング
約 720 日の運転を実施した１号溶融炉解体時のケーシング内面の観察において、全面腐食
が発生していないことを確認している。2 号溶融炉の総運転日数は約 480 日であり、ケーシ
ング内面の環境は 1 号溶融炉と同等であることから、1 号溶融炉と同様に全面腐食は発生し
ていないと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。

(2) 電極
実機と同規模、同材質及び同構造であるモックアップ溶融炉の模擬廃液を用いた試験で得
られた電極材の腐食速度 0.024mm/日から、現時点（総運転日数約 480 日）における減肉量
は、腐食代 50mm に対して腐食量は約 12mm 程度と考えられる。
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次回の高経年化技術評価までの供用（総運転日数約 1880 日）を仮定した場合においても、
使用条件及び環境に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられず、減肉量は、腐食代 50mm
に対し 46mm 程度である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
なお、高放射性廃液貯蔵場に貯蔵している高放射性廃液（平成 27 年 11 月現在約 400ｍ3）
をすべてガラス固化処理すると、約 630 本のガラス固化体が発生すると見込まれている。溶
融炉の寿命についてはガラス固化体 500 本の製造を目安としており、次期溶融炉の設計・製
作を進めていく必要があるものの、現行の溶融炉におけるこれまでの製造実績（117 本を製
造）から、次回の高経年化技術評価までの 10 年間（平成 28 年 4 月～平成 38 年 3 月）は現
行の溶融炉での運転を予定している。
次期溶融炉については、固化処理期間（固化体約 630 本製造）の短縮を図ることを目的と
して、炉内での白金族元素の沈降・堆積を抑制するための炉構造等の改良により、溶融炉の
整備のための計画的な運転停止の頻度の低減を図る。
溶融炉の更新については、平成 38 年度の更新を目途に、設計・製作を進めていく。
(3) 流下ノズル
流下ノズル材料の動的浸食試験において得られた流下ノズル材の腐食速度 3.1×10-4mm/h
から、現時点（総運転時間約 490 時間）における減肉量は、腐食代 3mm に対して約 0.16mm
程度である。
次回の高経年化技術評価までの供用（総運転時間約 2,380 時間）を仮定した場合において
も、減肉量は腐食代 3mm に対し約 0.74mm であり、進展傾向は極めて小さいと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.4 溶融炉の流下ノズルのクリープ疲労
当該部位は、熱応力によるクリープ疲労に対し、1,300 回の繰り返し運転に対し有害な損傷を
生じない設計としている。2 号溶融炉の流下ノズルの総使用回数は約 160 回であり、事象の進展
傾向は極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、全使用回数は、設計における
上限回数 1,300 回に対して 790 回程度である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.5 溶融炉の耐食性耐火レンガの浸食
実機と同規模、同材質及び同構造であるモックアップ溶融炉の模擬廃液を用いた試験で得られ
た耐火レンガの浸食速度 0.02mm/日から、現時点（総運転日数約 480 日）における減肉量は、腐
食代 50mm に対して約 10mm 程度である。
次回の高経年化技術評価までの供用（総運転日数約 1880 日）を仮定した場合においても、減肉
量は、浸食代 50mm に対し約 38mm と考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.2.6 ジェットポンプ本体の全面腐食
模擬廃液を用いた腐食試験により得られた SUS304L 材の最大腐食速度は 8.5×10-5mm/h から、
現時点（総運転時間約 100 時間）における減肉量は、腐食代 2mm に対して 0.01mm 程度と考えられ
る。
次回の高経年化技術評価までの供用（総運転時間約 250 時間）を仮定した場合においても、使
用条件及び環境に変化がなく、経年変化傾向の乖離は考えられず、減肉量は、腐食代 2mm に対し
減肉量は 0.03mm 程度であり、事象の進展傾向は極めて小さいと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.7 ターボ形ポンプの全面腐食、孔食、隙間腐食
模擬廃液を用いた腐食試験により得られた SUS304L 材の最大腐食速度は 8.5×10-5mm/h であり、
これまでに約 2 時間程度しか運転しておらず、事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、事象の進展傾向は極めて小さいと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.8 ターボ形ポンプの疲労破壊
当該部位は、発生応力が疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労割れが発生したこと
はない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.9 ターボ形ポンプの摩耗
当該部位は、定期的な外観目視やポンプ使用時における運転状態の確認を行っており、摩耗に
よる異常を検知することができる。なお、これまでに、摩耗による異常は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、予測から乖離して進展することはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知すること
ができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.10 ターボ形ポンプの緩み
当該部位は、定期的な外観目視やポンプ使用時における運転状態の確認を行っており、これま
でに、緩みは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、現状保全の継続により、事象の兆候を検知す
ることができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.2.11 ターボ形ポンプの絶縁低下
当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、現状保全の継続により、事象の兆候を検知す
ることができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3 ドリップトレイ等
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.3.1

ドリップトレイ本体の全面腐食、孔食

当該部位はステンレス鋼製で、表面は、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境
になく、これまでに全面腐食及び孔食は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4 貯蔵容器等
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.4.1

保管ピット本体の全面腐食、孔食

当該部位は、ステンレス鋼製で、表面は、換気設備を有する屋内にあり、腐食を促進させる環
境にない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5 換気設備
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.5.1

排風機、インセルクーラの各部の全面腐食、孔食

(1) 排風機の各部
当該部位は、定期的な精密点検や分解点検を行っており、これまでに腐食による減肉が見
られていない。
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次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
(2)

インセルクーラの各部
当該部位は、ステンレス鋼製で、常時換気している屋内の大気又は純水と接している環境
であり、腐食を促進させる環境にない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。

2.3.5.2
(1)

換気系統の各部の全面腐食、孔食
建家・セル換気系のダクト等
屋外（ステンレス鋼部）の外面は、塗装により金属を腐食の原因となる環境から遮断して

いるとともに、定期的な外観目視点検により必要に応じ再塗装を行っているため、全面腐食
及び孔食による明らかな減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し再
塗装することができるため、事象の進展傾向は極めて小さいと考えられる。
また、屋内（炭素鋼部）の内面は、肉厚測定を実施しており、これまでに全面腐食及び孔
食による明らかな減肉は確認されていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考
えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
(2)

溶融炉換気系のダクト等
当該部位の内面は、最も腐食環境が厳しい溶融炉廃気配管の内部観察の結果、全面腐食及

び孔食は確認されなかった。
一部の接液部（洗浄液）は、模擬廃液を用いた腐食試験より得られた腐食速度 0.01mm/y
から、現時点（累積約 19 年）における減肉量は、腐食代 1mm に対して 0.2mm 程度と考えら
れる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、進展傾向は極めて小さいと考えられ
る。
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以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後についても継続して、1 回/10 年の頻度で溶融炉廃気配管の内面の目視点検を行う。
(3)

槽類換気系のダクト等
当該部位の内面は、材料が同等で腐食環境がより厳しい溶融炉廃気配管の内部観察の結果、
全面腐食及び孔食は確認されなかったことから、同様に全面腐食及び孔食は生じていないと
考えられる。
一部の接液部（洗浄液）は、模擬廃液を用いた腐食試験より得られた腐食速度 0.01mm/y
から、現時点（累積約 19 年）における減肉量は、腐食代 1mm に対して 0.2mm 程度と考えら
れる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、進展傾向は極めて小さいと考えられ
る。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。

2.3.5.3

排風機、インセルクーラの各部の疲労

当該部位は、発生応力が疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労割れが発生したこと
はない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.4

排風機、インセルクーラの各部の摩耗

当該部位は、定期的な運転状態（異音等）の確認を行っており、摩耗による異常な振動及び異
音を検知し、交換を行うことができる。また、これまでに、摩耗による異常な振動及び異音は発
生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.5

排風機、インセルクーラの各部の緩み

当該部位は、定期的な運転状態（振動、異音等）の確認を行っており、点検結果に応じて増し
締めを行うことができる。また、これまでに緩みは発生していない。
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次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めす
ることができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.6

排風機のシール材等の劣化

当該部位は、定期的な運転状態（振動、異音等）の確認を行っており、点検結果に応じて交換
を行うことができる。また、これまでに劣化による漏れは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.7

排風機の電動機の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
交換を行うことができる。また、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.8

インセルクーラの冷却器、換気系統の各部の詰まり

当該部位は、流量等の常時監視を行っており、流量低下等により詰まりを検知できる。また、
これまでに詰まりは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知できるため、
事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.9

換気系統の各部の湿潤大気応力腐食割れ

当該部位のうち、屋外部分では湿潤大気応力腐食割れが想定されるが、当該部位の外面は、塗
装により湿潤大気応力腐食割れの原因となる環境から遮断しているとともに、定期的な外観目視
点検により必要に応じ再塗装を行っている。また、これまでに湿潤大気応力腐食割れは発生して
いない。
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次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し再塗装する
ことができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6 冷却水設備
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.6.1
(1)

送水ポンプ、冷却塔、冷凍機、熱交換器、冷却水配管等の各部の全面腐食、孔食
送水ポンプ、冷却塔、冷凍機の各部
屋内に設置しているものについては、外面は、塗装により金属を腐食の原因となる環境か

ら遮断しており、定期的な外観目視点検により必要に応じて再塗装を行っているため、わず
かな発錆があるが、明らかな全面腐食及び孔食による減肉は生じていない。屋外に設置して
いるものについては、外面は、常時換気されている屋内の大気と接しており、腐食を促進さ
せる環境になく、これまでに前面腐食及び孔食による減肉は生じていない。
また、内面は、純水と接しており、腐食を促進させる環境になく、これまでの点検におい
て明らかな全面腐食及び孔食は見られていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考
えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
(2) 熱交換器の各部
当該部位はステンレス鋼製又は炭素鋼製で、外面は常時換気している屋内、純水に接して
おり、腐食を促進させる環境になく、これまでの点検においても腐食による減肉は確認され
ていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考
えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
(3)

冷却水配管等の各部
当該部位は炭素鋼製又はステンレス鋼製で、屋内及び屋外に設置している。炭素鋼製の配
管の外面は、塗装により金属を腐食の原因となる環境から遮断しており、わずかな発錆があ
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るが、明らかな全面腐食及び孔食による減肉は生じていない。また、炭素鋼製の配管の内面
については、使用開始から約 19 年経過した時点の肉厚測定結果から、事象の進展傾向は極
めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考
えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.2

冷却塔の各部の湿潤大気応力腐食割れ

当該部位のうち屋外に設置した部位は、定期的な外観目視を行っており、点検結果に応じて交
換を行うことができる。なお、これまでに湿潤大気応力腐食割れは確認されていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.3

送水ポンプ、冷却塔、冷凍機の各部の疲労

当該部位における発生応力が疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労割れが発生した
ことはない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.4

送水ポンプ、冷却塔、冷凍機の各部の摩耗

当該部位は、定期的な運転状態（振動、異音等）の確認を行っており、摩耗による異常な振動
及び異音を検知し、交換を行うことができる。また、これまでに、摩耗による異常な振動及び異
音は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.5

送水ポンプ、冷却塔、冷凍機の各部の緩み

当該部位は、定期的な運転状態（振動、異音等）の確認を行っており、点検結果に応じて増し
締めを行うことができる。また、これまでに緩みは発生していない。
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次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めす
ることができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.6

送水ポンプ、冷却塔、冷凍機の電動機の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
交換を行うことができる。また、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.7

送水ポンプ、冷却塔、冷凍機、冷却水配管等のシール材等の劣化

当該部位は、定期的な外観目視による漏れの確認を行っており、点検結果に応じて交換を行う
ことができる。また、これまでに劣化による漏れは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.8

冷却塔、冷凍機、冷却水配管等の各部の詰まり

当該部位は、定期的な流量等の確認を行っており、これまでに詰まりは発生していない。また、
流量低下等が発生した場合は、点検結果に応じて詰まりの除去等を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し詰まりを除
去することができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.7

圧縮空気設備

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
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2.3.7.1

空気圧縮機の各部、空気槽、配管等の全面腐食、孔食

当該部位は、主に炭素鋼製であるが、内面は純水、外面は屋内の大気に接するため、腐食環境
は各々異なることから、内面と外面を評価点とし、当該事象発生又は進展について以下のとおり
評価した。
外面は常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境になく、腐食による減肉は生じて
いない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
純水に接している内面は、定期的な分解点検において目視による有害な腐食の有無の確認を行
っており、一部 (炭素鋼)の内面に発錆が見られ、清掃及び補修塗装を実施している。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、これまでと同様に現状保全を継続することに
より事象の兆候を検知し、清掃及び補修塗装や更新を実施することができる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.7.2

空気圧縮機の各部の疲労

当該部位における発生応力が疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労割れが発生した
ことはない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.7.3

空気圧縮機の各部の摩耗

当該部位は、定期的な分解点検時に摩耗の確認行っており、これまでに有害な摩耗は発生して
いない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、摩耗は発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.7.4

空気圧縮機の各部の緩み

当該部位は、定期的な振動、異音等の運転状態の確認を行っており、点検結果に応じて増し締
めを行うことができる。また、これまでに緩みは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めす
ることができるため、事象の進展を防止することが可能である。
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以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.7.5

空気圧縮機の電動機の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
交換を行うことができる。また、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.7.6

配管等のシール材等の劣化

当該部位は、定期的な外観点検による漏れの確認を行っており、点検結果に応じて交換を行う
ことができる。また、これまでに劣化による漏れは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.8

非常用電源系統

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.8.1
(1)

ディーゼル発電機の各部、電気設備、受変電設備、動力分電盤の筺体の全面腐食、孔食
ディーゼル発電機の各部
当該部位は、定期的な腐食の確認を行っており、点検結果に応じて交換を行うことができ

る。また、これまでに全面腐食及び孔食は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交
換することができるため、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
(2)

電気設備、受変電設備、動力分電盤の筺体
当該部位は、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境になく、これまでに全
面腐食及び孔食は発生していない。
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次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.8.2

ディーゼル発電機の各部の疲労

当該部位における発生応力が疲労限界以下に設計されており、定期的な振動及び異音等の運転
状態の確認及び疲労割れの確認を行っており、点検結果に応じて交換ができる。また、これまで
に疲労割れが発生したことはない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.8.3

ディーゼル発電機の各部の摩耗

当該部位は、定期的な摩耗の確認を行っており、点検結果に応じて交換を行うことができる。
また、これまでに有害な摩耗は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.8.4

ディーゼル発電機の各部の緩み

当該部位は、定期的な振動及び異音等の運転状態の確認、定期点検における緩みの確認を行っ
ており、点検結果に応じて増し締めを行うことができる。また、これまでに緩みは発生していな
い。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めす
ることができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.8.5

ディーゼル発電機の各部の詰まり

当該部位は、定期的な詰まりの確認を行っており、付着物や流量低下が発生した場合は、点検
結果に応じて詰まりの除去を行うことができる。また、これまでに詰まりは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
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く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し詰まりを除
去することができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.8.6

ディーゼル発電機、電気設備、受変電設備、動力分電盤の各部の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
交換を行うことができる。また、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.8.7

電気設備、受変電設備、動力分電盤の各部の導通不良、固着

当該部位は、定期的な動作確認を実施しており、導通不良及び固着を検知し、異常が発生した
場合は交換や補修を行うことができる。また、これまでに導通不良、固着は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.8.8

電気設備、受変電設備、動力分電盤の各部の特性変化

当該部位は、定期的な動作確認を実施しており、特性変化を検知し、異常が発生した場合は交
換することができる。なお、これまでに特性変化は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、事象の進展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9

計測制御系統

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.9.1

計装配管、計器弁等の全面腐食、孔食

当該部位は、常時換気している屋内等で使用していることから、腐食を促進させる環境になく、
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これまでに全面腐食及び孔食による明らかな減肉は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.2

検出器、変換器、記録計等の特性変化

当該部位は、定期的な校正を実施しており、特性変化を検知し、異常が発生した場合は交換す
ることができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.3

電磁弁、圧空作動弁の固着

当該部位は、定期的な作動確認を実施しており、固着を検知し、異常が発生した場合は交換す
ることができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、事象の進展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.4

リミットスイッチ等の導通不良、固着

当該部位は、定期的な動作確認を実施しており、当該事象を検知し、異常が発生した場合は交
換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、事象の進展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.9.5

パージメータの詰まり

当該部位は、定期的な外観目視点検を実施しており、当該事象を検知し、異常が発生した場合
は詰まりを除去することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し詰まりを除

-- 747
747 --

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

去することができるため、事象の進展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.10

共通設備

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.10.1

ボルト、架台の全面腐食、孔食

屋内に設置しているものについては、腐食を促進させる環境になく、これまでにわずかな発錆
があるが、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていない。屋外に設置しているものにつ
いても、塗装により金属を腐食の原因となる環境から遮断しているとともに、定期的な外観目視
点検を実施し、その結果により再塗装を行っているため、これまでに有害な腐食は発生していな
い。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し再塗装する
ことができるため、有害な腐食は発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.10.2

ボルト、架台の疲労

当該部位における発生応力は疲労限界以下に設計されていることから、疲労割れが発生するこ
とは考えられない。また、定期的な振動及び異音等の運転状態の確認を行っており、その結果に
応じて交換等を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、疲労割れは発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.10.3

ボルトの緩み

当該部位は、定期的な外観確認や定期的な締付確認を行っており、これまでに緩みは発生して
いない。また、点検結果に応じて増し締めを行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めす
ることができるため、緩みは発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.10.4

制御盤等の筺体の全面腐食、孔食

屋内に設置しているものについては、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境に
なく、これまでにわずかな発錆があるが、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていない。
屋外に設置しているものについても、塗装により金属を腐食の原因となる環境から遮断している
とともに、定期的な外観目視点検を実施しその結果により再塗装を行っているため、これまでに
有害な腐食は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.10.5

スイッチ、リレー等の導通不良、固着

当該部位は、定期的な作動確認を実施しており、導通不良、固着を検知し、異常が発生した場
合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、事象の進展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.10.6

電源等の特性変化

当該部位は、定期的な運転状態の確認や校正を実施しており、特性変化を検知し、異常が発生
した場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、事象の進展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.10.7

電線・ケーブル類の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
交換を行うことができる。また、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
なお、難燃ケーブルについては、絶縁抵抗に異常がなければ、安全に給電する性能が維持され
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た状態であるものの、自主的な取組みとして外観点検により、難燃材の劣化の早期発見を順次行
っている。今後は対象、点検内容等を要領書に定め、定期的な点検を行う予定である。
2.3.10.8

電線・ケーブル類の放射線照射劣化

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
交換を行うことができる。また、これまでに絶縁体の劣化による絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換するこ
とができるため、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.11 その他設備
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.11.1

台車の各部位の全面腐食・孔食

当該部位は、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境になく、これまでに全面腐
食及び孔食は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.11.2

台車の各部位の疲労

当該部位は、発生応力が疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労破壊及びフレッティ
ング疲労が発生したことはない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.11.3

台車の各部位の摩耗

当該部位は、定期的な外観目視や走行状態の確認を行っており、これまでに有害な疲労摩耗及
び微動摩耗は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（1／5）
機器・構築物
要求される安全機能
施設名

機器・構築物名
受入槽（G11V10）
回収液槽（G11V20）
水封槽（G11V30）
濃縮器（G12E10）
濃縮液槽（G12V12）
濃縮液供給槽（G12V14）
気液分離器（G12D1442）
溶融炉（G21ME10）
受入工程の主要な流れを構成する配管等

②

閉じ込めに係る安
全機能（放射性物
質の保持機能）

ガラス固化
技術開発
施設

前処理工程の主要な流れを構成する配管等
受入工程ジェットポンプ（G11J1011）
受入工程ジェットポンプ（G11J1012）
受入工程ジェットポンプ（G11J1013）
受入工程ジェットポンプ（G11J2011）
受入工程ジェットポンプ（G11J2012）
前処理工程ジェットポンプ（G12J1011）
前処理工程ジェットポンプ（G12J1012）
前処理工程ジェットポンプ（G12J1211）
前処理工程ジェットポンプ（G12J1411）
ポンプ（G11P1021）
槽類換気系排風機（溶融炉換気系）（G41K50）

閉じ込めに係る安
全機能（放射性物
質の放出経路の維
持機能）

槽類換気系排風機（溶融炉換気系）（G41K51）
ガラス固化
技術開発
施設

閉じ込めに係る安
全機能（排気機能）

槽類換気系排風機（貯槽換気系）(G41K60）
槽類換気系排風機（貯槽換気系）(G41K61）
槽類換気系排風機（G41K90）
槽類換気系排風機（G41K91）
槽類換気系排風機（G41K92）

③
閉じ込めに係る安
全機能（放射性物
質の放出経路の維
持機能）
閉じ込めに係る安
全機能（放射性物
質の捕集・浄化機
能）※1

ガラス固化
技術開発
施設

ガラス固化技術開発施設の槽類換気系統
洗浄塔（G41T31）※1
ルテニウム吸着塔（G41T35）※1
フィルタユニット（G41F36、G41F37）※1
冷却器（G11H11、H21、G12H13、G41H30、H32）
凝縮器（G12H11）
デミスタ（G41D33）
加熱器（G41H34）
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（2／5）
機器・構築物
要求される安全機能
施設名

(続き)
閉じ込めに係る安
全機能（放射性物
質の放出経路の維
持機能）

(続き)
③

閉じ込めに係る安
全機能（放射性物
質の捕集・浄化機
能）※1

④

閉じ込めに係る安
全機能（放射性物
質の放出経路の維
持機能）

機器・構築物名

ガラス固化
技術開発
施設

ガラス固化技術開発施設の溶融炉換気系統
スクラッバ（G41T10）※1
ベンチュリスクラッバ（G41T11）※1
吸収塔（G41T21）※1
ルテニウム吸着塔（G41T25）※1
フィルタユニット（G41F26、G41F27）※1
ルテニウム吸着塔（G41T45）※1
フィルタユニット（G41F46、G41F47）※1
ルテニウム吸着塔（G41T82、G41T83）※1
ヨウ素吸着塔（G41T86、G41T87）※1
フィルタユニット（G41F88、G41F89）※1
冷却器（G41H20、H22、H70）
加熱器（G41H24、H44、H80、H81、H84、H85）
デミスタ（G41D23、D43）
固化セル（R001）※2

ガラス固化
技術開発
施設

遮蔽に係る安全機
能（遮蔽機能）※2

固化セルのドリップトレイ（G04U001a）
固化セルのドリップトレイ（G04U001b）
受入系の主要な流れを構成する二重管の外管
セル換気系排風機（G07K50）*1
セル換気系排風機（G07K51）*1
セル換気系排風機（G07K52）*1

閉じ込めに係る安
全機能（放射性物
質の放出経路の維
持機能）

⑤

セル換気系排風機（G07K54）
ガラス固化
技術開発
施設

閉じ込めに係る安
全機能（排気機能）

セル換気系排風機（G07K55）
セル換気系排風機（G07K56）
セル換気系排風機（G07K57）
セル換気系排風機（G07K58）
セル換気系排風機（G07K59）

*1：⑭にも該当

固化セル換気系排風機（G43K35）
固化セル換気系排風機（G43K36）
閉じ込めに係る安
全機能（放射性物
質の放出経路の維
持機能）
閉じ込めに係る安
全機能（放射性物
質の捕集・浄化機
能）

⑥

閉じ込めに係る安
全機能（放射性物
質の放出経路の維
持機能）

*2：⑭にも該当
閉じ込めに係る安
全機能（排気機能）

ガラス固化
技術開発
施設

ガラス固化技術開発施設のセル換気系統
固化セル換気系フィルタユニット（G43F30,31)
固化セル換気系フィルタユニット（G43F32,F33,F34）
セル換気系フィルタユニット(G07F83.1,F83.2,F91,F92,
F93）
セル換気系フィルタユニット（G07F84.1～F84.4）
セル換気系フィルタユニット（G07F80.1～F80.10）*1
セル換気系フ ィルタユニット（G07F82.1～F82.4,F86～
F90）
建家換気系送風機（G07K40）*2

ガラス固化
技術開発
施設

建家換気系送風機（G07K41）*2
建家換気系送風機（G07K42）*2
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（3／5）
機器・構築物
要求される安全機能
施設名

機器・構築物名

閉じ込めに係る安
全機能（放射性物
質の放出経路の維
持機能）
（続き）
⑥
*2：⑭にも該当

閉じ込めに係る安
全機能（放射性物
質の捕集・浄化機
能）※1

ガラス固化技術開発施設 ガラス固化技術開発棟（配管トレ
ンチ（高放射性廃液貯蔵場～ガラス固化技術開発施設）、
第二付属排気筒基礎部を含む）※2
ガラス固化
技術開発
施設

ガラス固化技術開発施設の建家換気系統
建家換気系フィルタユニット（G07F70,F71）※1，*2
建家換気系フィルタユニット（G07F81.1～F81.10）*2

遮蔽に係る安全機
能（遮蔽機能）※2

⑧
*1:⑮にも該当

安全機能確保のた
めの支援機能等の
安全機能（安全機
能確保のための支
援機能）
【電気設備】
安全機能確保のた
めの支援機能等の
安全機能（安全機
能確保のための支
援機能）
【圧縮空気設備】
遮蔽に係る安全機
能（遮蔽機能）

⑪

⑫

⑬

崩壊熱等の除去に
係る安全機能（崩壊
熱の除去機能）
閉じ込めに係る安
全機能（放射性物
質の放出経路の維
持機能）
閉じ込めに係る安
全機能（放射性物
質の放出経路の維
持機能）

ガラス固化技術開発施設と第二付属排気筒間の排気ダクト
の鉄骨構造物

ガラス固化技術開発施設のディーゼル発電機
ガラス固化技術開発施設の電気設備
ガラス固化
技術開発
施設

第11変電所の受変電設備
プロセス系動力分電盤（1）
換気系動力分電盤（1）
無停電電源装置
空気圧縮機（G86K10）*1

ガラス固化
技術開発
施設

空気圧縮機（G86K20）*1
圧縮空気付属設備*1

ガラス固化
技術開発
施設
ガラス固化
技術開発
施設

保管セル（R002）

保管ピット

ガラス固化
技術開発
施設

固化セル圧力放出系圧力上限緊急操作回路
（G43PP+001.7）

第二付属
排気筒

第二付属排気筒

制御室（G240）
建家換気系送風機（G07K40）*1
建家換気系送風機（G07K41）*1
⑭
*1：⑥にも該当
*2：⑤にも該当

建家換気系送風機（G07K42）*1
事故時の対応操作
に必要な居住性等
の維持

ガラス固化
技術開発
施設

セル換気系排風機（G07K50）*2
セル換気系排風機（G07K51）*2
セル換気系排風機（G07K52）*2
ガラス固化技術開発施設の建家・セル換気系統
建家換気系フィルタユニット（G07F70,F71）*1
建家換気系フィルタユニット（G07F81.1～F81.10）*1
セル換気系フィルタユニット（G07F80.1～F80.10）*2
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（4／5）
機器・構築物
要求される安全機能
施設名

機器・構築物名
インセルクーラ(G43H10)
インセルクーラ(G43H11)
インセルクーラ(G43H12)
インセルクーラ(G43H13)
インセルクーラ(G43H14)
インセルクーラ(G43H15)
インセルクーラ(G43H16)
インセルクーラ(G43H17)
インセルクーラ(G43H18)
インセルクーラ(G43H19)
2 次系冷却水ポンプ（G83P12）
2 次系冷却水ポンプ（G83P22）
冷水設備ポンプ（G84P32）

崩壊熱等の除去に
係る安全機能（崩壊
熱の除去機能）

ガラス固化技
術開発施設

冷水設備ポンプ（G84P42）
1 次系冷却水ポンプ（G83P32）
1 次系冷却水ポンプ（G83P42）
純水設備ポンプ（G85P21）

（続き）

純水設備ポンプ（G85P22）

⑮

冷却塔（G83H10）

*1:⑧にも該当

冷却塔（G83H20）
冷却水設備用冷却器（G83H30）
冷却水設備用冷却器（G83H40）
冷水設備用冷却器（G84H30）
冷水設備用冷却器（G84H40）
冷凍機(G84H10)
冷凍機(G84H20)
1 次系冷却水配管等
2 次系冷却水配管等
冷水配管等
結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路
（G21PO-10.5）
閉じ込めに係る安
全機能（放射性物
質の保持機能）

ガラス固化技
術開発施設

A 台車の定位置操作装置（G51ZO+118.1）
A 台車の定位置操作装置（G51ZO+118.2）
A 台車の重量上限操作装置（G51WO+118）
A 台車(G51M118A)

閉じ込めに係る安
全機能（放射性物
質の補修・浄化機
能）

純水設備ポンプ（G85P21）
ガラス固化技
術開発施設

純水設備ポンプ（G85P22）
純水配管等
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表 2.1-1
安全機能を
有する機器・
構築物の区分

（続き）
⑮
*1:⑧にも該当

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧（5／5）
機器・構築物
要求される安全機能
施設名

機器・構築物名

閉じ込めに係る安
全機能（放射性物
質の放出経路の維
持機能）

ガラス固化技
術開発施設

火災・爆発防止に
係る安全機能（掃
気機能）

ガラス固化技
術開発施設

セル内ドリップトレイ液面上限警報（G04LA+001a）
セル内ドリップトレイ液面上限警報（G04LA+001b）
空気圧縮機（G86K10）*1
空気圧縮機（G86K20）*1
圧縮空気付属設備*1
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2

1

塔
槽
類

等

物

築

構

家

建

カテゴリ

- 756 -

- 756 ガラス固化
技術開発施設

炉類
（耐火物レンガ系）

Ⅳ-3

槽類（高放射性廃液
系（貯槽系））

Ⅲ-1-1

ガラス固化
技術開発施設

蒸発缶類（チタン系
（高放射性廃液））

Ⅱ-3-3

槽類（高放射性廃液
系（固化処理系））

ガラス固化
技術開発施設

鉄骨構造物(排気筒)

Ⅱ-2

Ⅲ-1-2

ガラス固化
技術開発施設
ガラス固化
技術開発施設
ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設

鉄骨構造物(鉄骨)

鉄筋コンクリート構造
物（セル等）

鉄筋コンクリート構造
物（建家等）

施設

Ⅱ-1

Ⅰ-2

Ⅰ-1

グループ
機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（1／20）

溶融炉（G21ME10）

前処理工程の主要な流れを構成する配管等

気液分離器（G12D1442）

濃縮液供給槽（G12V14）

濃縮液槽（G12V12）

受入工程の主要な流れを構成する配管等

水封槽（G11V30）

当該機器のみである。

使用材料が同等であり、常時
溶液を貯蔵し、使用期間が最も
長い機器が複数あることから、
任意に濃縮液槽（G12V12）を
選定した。

使用材料及び接触する流体が
同等であり、常時溶液を貯蔵
し、使用期間が最も長い機器が
複数あることから通常の保有量
を持つ受入槽(G11V10)を選定
した。

受入槽（G11V10）
回収液槽（G11V20）

当該機器のみである。

当該機器のみである。

第二付属排気筒
濃縮器（G12E10）

当該機器のみである。

使用材料及び使用期間が同等
であるが、高放射性廃液、溶融
ガラスを内包し、腐食環境とし
て厳しいと考えられる固化セル
（R001）を選定した。

当該機器のみである。

選定理由

代表機器選定

ガラス固化技術開発施設と第二付属排気筒間の排気ダクトの鉄
骨構造物

制御室（G240）

保管セル（R002）

固化セル（R001）

ガラス固化技術開発施設 ガラス固化技術開発棟
（配管トレンチ（高放射性廃液貯蔵場～ガラス固化技術開発
施設）、第二付属排気筒基礎部を含む）

表 2.2-1

●

●

●

●

●

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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- 757 -

- 757 -

Ⅰ

Ⅰ-1-1

換
気
設
備

5

ターボ形遠心式遠心
送風機
（建家・セル換気系）

貯蔵容器等

ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設

Ⅴ-2

ドリップトレイ

ガラス固化
技術開発施設

送液装置
（ターボ形ポンプ）

Ⅰ

ガラス固化
技術開発施設

施設

送液装置
（ジェットポンプ）

グループ

Ⅴ-1

4

ドリップトレイ等

貯
蔵
容
器
等

3

2

塔
槽
類

カテゴリ
機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（2／20）

建家換気系送風機（G07K42）

建家換気系送風機（G07K41）

建家換気系送風機（G07K40）

保管ピット

受入系の主要な流れを構成する二重管の外管

固化セルのドリップトレイ（G04U001b）

固化セルのドリップトレイ（G04U001a）

ポンプ（G11P1021）

前処理工程ジェットポンプ（G12J1411）

前処理工程ジェットポンプ（G12J1211）

前処理工程ジェットポンプ（G12J1012）

前処理工程ジェットポンプ（G12J1011）

受入工程ジェットポンプ（G11J2012）

受入工程ジェットポンプ（G11J2011）

受入工程ジェットポンプ（G11J1013）

受入工程ジェットポンプ（G11J1012）

受入工程ジェットポンプ（G11J1011）

表 2.2-1

環境が同等であり、廃気と接触
する部位の使用材料が炭素鋼
製で運転時間が最も長いセル
換 気 系 排 風 機
(G07K50,K51,K52)のうち、任意
にG07K50を選定した。

当該機器のみである。

任意に固化セルのドリップトレイ
(G04U001a)を選定した。

当該機器のみである。

使用材料及び接触する流体が
同等である機器のうち、作動時
間が最も長い機器である前処
理 工 程 ジ ェ ッ ト ポ ン プ
(G12J1011)を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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5

換
気
設
備

カテゴリ

- 758 -

- 758 ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設

容積形回転式三葉
送風機
（槽類換気系）

容積形回転式三葉
送風機
（溶融炉換気系）

Ⅰ-1-2

Ⅰ-2-1

Ⅰ-2-2

ガラス固化
技術開発施設

施設

ターボ形遠心式遠心
送風機
（槽類換気系）

Ⅰ-1-1

（続き）
ターボ形遠心式遠心
送風機
（建家・セル換気系）

グループ
機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（3／20）

使用材料、環境及び運転時間
が同等であることから、任意に
槽類換気系排風機(G41K60)を
選定した。
運転時間、使用材料及び環境
が同等であることから、任意に
槽類換気系排風機（溶融炉換
気系）（G41K50）を選定した。

槽類換気系排風機（貯槽換気系）(G41K60）

槽類換気系排風機（溶融炉換気系）（G41K50）
槽類換気系排風機（溶融炉換気系）（G41K51）

槽類換気系排風機（貯槽換気系）(G41K61）

槽類換気系排風機（G41K92）

槽類換気系排風機（G41K91）

使用材料、環境及び運転時間
が同等であることから、任意に
槽類換気系排風機（G41K90）
を選定した

（続き）
環境が同等であり、廃気と接触
する部位の使用材料が炭素鋼
製で運転時間が最も長いセル
換気系排風機
(G07K50,K51,K52)のうち、任意
にG07K50を選定した。

選定理由

代表機器選定

槽類換気系排風機（G41K90）

固化セル換気系排風機（G43K36）

固化セル換気系排風機（G43K35）

セル換気系排風機（G07K59）

セル換気系排風機（G07K58）

セル換気系排風機（G07K57）

セル換気系排風機（G07K56）

セル換気系排風機（G07K55）

セル換気系排風機（G07K54）

セル換気系排風機（G07K52）

セル換気系排風機（G07K51）

セル換気系排風機（G07K50）

表 2.2-1

●

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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5

換
気
設
備

カテゴリ

Ⅲ-1

Ⅱ

換気系統
（建家・セル換気系）

インセルクーラ

グループ

ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設

施設

- 759 -

- 759 ガラス固化技術開発施設の建家・セル換気系統
固化セル換気系フィルタユニット（G43F30,31)
固化セル換気系フィルタユニット（G43F32,F33,F34）
建家換気系フィルタユニット（G07F70,F71）
建家換気系フィルタユニット（G07F81.1～F81.10）
セル換気系フィルタユニット（G07F83.1,F83.2,F91,F92,F93）
セル換気系フィルタユニット（G07F84.1～F84.4）
セル換気系フィルタユニット（G07F80.1～F80.10）
セル換気系フィルタユニット（G07F82.1～F82.4,F86～F90）

インセルクーラ(G43H19)

インセルクーラ(G43H18)

インセルクーラ(G43H17)

インセルクーラ(G43H16)

インセルクーラ(G43H15)

インセルクーラ(G43H14)

インセルクーラ(G43H13)

インセルクーラ(G43H12)

インセルクーラ(G43H11)

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（4／20）

インセルクーラ(G43H10)

表 2.2-1

当該機器のみである。

使用期間、使用材料及び環境
が同等であることから、任意に
インセルクーラ(G43H10)を選定
した

選定理由

代表機器選定

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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換
気
設
備

冷
却
水
設
備

5

6

カテゴリ

- 760 -

- 760 -

Ⅰ-1-2

Ⅲ-3

Ⅲ-2

送水ポンプ
（シールポンプ）
（屋外炭素鋼製）

換気系統
（槽類換気系）

換気系統
（溶融炉換気系）

グループ

ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（5／20）

2 次系冷却水ポンプ（G83P22）

2 次系冷却水ポンプ（G83P12）

ガラス固化技術開発施設の溶融炉換気系統
スクラッバ（G41T10）
ベンチュリスクラッバ（G41T11）
吸収塔（G41T21）
ルテニウム吸着塔（G41T25）
フィルタユニット（G41F26、G41F27）
ルテニウム吸着塔（G41T45）
フィルタユニット（G41F46、G41F47）
ルテニウム吸着塔（G41T82、G41T83）
ヨウ素吸着塔（G41T86、G41T87）
フィルタユニット（G41F88、G41F89）
冷却器（G41H20、H22、H70）
加熱器（G41H24、H44、H80、H81、H84、H85）
デミスタ（G41D23、D43）
ガラス固化技術開発施設の槽類換気系統
洗浄塔（G41T31）
ルテニウム吸着塔（G41T35）
フィルタユニット（G41F36、G41F37）
冷却器（G11H11、H21、G12H13、G41H30、H32）
凝縮器（G12H11）
デミスタ（G41D33）
加熱器（G41H34）

表 2.2-1

使用材料及び環境が同等であ
り、使用期間が最も長い機器が
複数あることから、任意に２次
系冷却水ポンプ（G83P12）を選
定した。

当該機器のみである。

当該機器のみである。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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冷
却
水
設
備

圧
縮
空
気
設
備

6

7

カテゴリ

ガラス固化
技術開発施設

密閉形冷却塔
（直交流型）

Ⅱ-1-2

- 761 -

- 761 -

付属設備

Ⅴ-2-1

Ⅱ

冷却水配管等
（ステンレス鋼製）
（屋内））

Ⅰ-1

ガラス固化
技術開発施設

冷却水配管等
（炭素鋼製）

Ⅴ-1

ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設

冷凍機

Ⅳ

容積形往復動式
往復圧縮機

ガラス固化
技術開発施設

伝熱管式熱交換器

Ⅲ-2

ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設

送水ポンプ
（ノンシールポンプ）

施設

Ⅰ-2

グループ
機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（6／20）

圧縮空気付属設備

空気圧縮機（G86K20）

空気圧縮機（G86K10）

純水配管等

当該機器のみである。

使用材料、環境及び使用実績
が同等であることから、任意に
空気圧縮機（G86K10）を代表
機器として選定した。

●

●

●

使用材料、環境及び使用期間
が同等であることから、任意に１
次系冷却水配管等を代表機器
として選定した。

1 次系冷却水配管等
冷水配管等

●

●

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

当該機器のみである。

使用期間、使用材料及び環境
が同等であることから、任意に
冷却塔（G83H10）を選定した。
使用材料及び環境が同等であ
り、使用期間が最も長い機器が
複数あるため、任意に冷却水
設備用冷却器（G83H30）を選
定した。
使用期間、使用材料及び環境
が同等であることから、任意に
冷凍機(G84H10)を選定した。

使用材料及び環境が同等であ
り、使用期間が最も長い機器が
複数あることから、任意に１次
系冷却水ポンプ（G83P32）を選
定した。

選定理由

代表機器選定

2 次系冷却水配管等

冷凍機(G84H20)

冷凍機(G84H10)

冷水設備用冷却器（G84H40）

冷水設備用冷却器（G84H30）

冷却水設備用冷却器（G83H40）

冷却水設備用冷却器（G83H30）

冷却塔（G83H20）

冷却塔（G83H10）

純水設備ポンプ（G85P22）

純水設備ポンプ（G85P21）

1 次系冷却水ポンプ（G83P42）

1 次系冷却水ポンプ（G83P32）

冷水設備ポンプ（G84P42）

冷水設備ポンプ（G84P32）

表 2.2-1
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- 762 -

- 762 -

計
測
制
御
系
統

共
通
設
備

10

11

8

非
常
用
電
源
系
統

カテゴリ

動力分電盤

Ⅲ

ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設

計測制御系統（重量
計測系）

Ⅰ-10

埋め込みアンカー
（屋内）

ガラス固化
技術開発施設

計測制御系統（位置
計測系）

Ⅰ-9

Ⅰ-1-1

ガラス固化
技術開発施設

計測制御系統（液位
計測系）

ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設
ガラス固化
技術開発施設
ガラス固化
技術開発施設

施設

Ⅰ-2

計測制御系統（圧力
計測系（伝送器））

受変電設備

Ⅱ

Ⅰ-1-2

電気設備

ディーゼル発電機

Ⅰ-2

Ⅰ-1

グループ
機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（7／20）

使用材料及び使用期間が同等
であり、環境が厳しい動的機器
の基礎ボルトが複数あることか
ら、任意に槽類換気系排風機
（G41K90）の基礎ボルトを代表
機器として選定した。
濃縮器（G12E10）の基礎ボルト

水封槽（G11V30）の基礎ボルト

回収液槽（G11V20）の基礎ボルト

受入槽（G11V10）の基礎ボルト

当該機器のみである。

使用材料及び環境が同等であ
り、使用期間が最も長い機器が
複数あることから、任意にプロ
セス系動力分電盤（1）を選定し
た。
使用期間が同等であることか
ら、構成部品数が最も多い、固
化セル圧力放出系圧力上限緊
急操作回路（G43PP+001.7）を
代表機器として選定した。
使用期間、主要構成部位が同
等であることから、任意にセル
内ドリップトレイ液面上限警報
（G04LA+001a）を選定した。
使用期間及び主要構成部位が
同等であることから、任意にA台
車 の 定 位 置 操 作 装 置
（G51ZO+118.1）を代表機器と
して選定した。

当該機器のみである。

当該機器のみである。

当該機器のみである。

選定理由

代表機器選定

A 台車の重量上限操作装置（G51WO+118）

A 台車の定位置操作装置（G51ZO+118.2）

A 台車の定位置操作装置（G51ZO+118.1）

セル内ドリップトレイ液面上限警報（G04LA+001b）

セル内ドリップトレイ液面上限警報（G04LA+001a）

結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路
（G21PO-10.5）

固化セル圧力放出系圧力上限緊急操作回路（G43PP+001.7）

無停電電源装置

換気系動力分電盤（1）

プロセス系動力分電盤（1）

第 11 変電所の受変電設備

ガラス固化技術開発施設の電気設備

ガラス固化技術開発施設のディーゼル発電機

表 2.2-1

●

●

●

●

●

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

11

共
通
設
備

カテゴリ

Ⅰ-1-1

（続き）
埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

ガラス固化
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（8／20）

- 763 -

- 763 槽類換気系排風機（貯槽換気系）（G41K61）の基礎ボルト

槽類換気系排風機（貯槽換気系）（G41K60）の基礎ボルト

槽類換気系排風機（G41K92）の基礎ボルト

槽類換気系排風機（G41K91）の基礎ボルト

槽類換気系排風機（G41K90）の基礎ボルト

セル換気系排風機（G07K59）の基礎ボルト

セル換気系排風機（G07K58）の基礎ボルト

セル換気系排風機（G07K57）の基礎ボルト

セル換気系排風機（G07K56）の基礎ボルト

セル換気系排風機（G07K55）の基礎ボルト

セル換気系排風機（G07K54）の基礎ボルト

セル換気系排風機（G07K52）の基礎ボルト

セル換気系排風機（G07K51）の基礎ボルト

セル換気系排風機（G07K50）の基礎ボルト

建家換気系送風機（G07K42）の基礎ボルト

建家換気系送風機（G07K41）の基礎ボルト

建家換気系送風機（G07K40）の基礎ボルト

固化セル換気系排風機（G43K36）の基礎ボルト

固化セル換気系排風機（G43K35）の基礎ボルト

溶融炉（G21ME10）の基礎ボルト

前処理工程の主要な流れを構成する配管等の基礎ボルト

気液分離器（G12D1442）の基礎ボルト

濃縮液供給槽（G12V14）の基礎ボルト

濃縮液槽（G12V12）の基礎ボルト

受入工程の主要な流れを構成する配管等の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び使用期間が同等
であり、環境が厳しい動的機器
の基礎ボルトが複数あることか
ら、任意に槽類換気系排風機
（G41K90）の基礎ボルトを代表
機器として選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

11

共
通
設
備

カテゴリ

Ⅰ-1-1

（続き）
埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

ガラス固化
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（9／20）

- 764 -

- 764 冷水設備用冷却器（G84H40）の基礎ボルト

冷水設備用冷却器（G84H30）の基礎ボルト

冷却水設備用冷却器（G83H40）の基礎ボルト

冷却水設備用冷却器（G83H30）の基礎ボルト

純水設備ポンプ（G85P22）の基礎ボルト

純水設備ポンプ（G85P21）の基礎ボルト

1 次系冷却水ポンプ（G83P42）の基礎ボルト

1 次系冷却水ポンプ（G83P32）の基礎ボルト

冷水設備ポンプ（G84P42）の基礎ボルト

冷水設備ポンプ（G84P32）の基礎ボルト

ガラス固化技術開発施設の槽類換気系統の基礎ボルト

ガラス固化技術開発施設の溶融炉換気系統の基礎ボルト

ガラス固化技術開発施設の建家・セル換気系統の基礎ボルト

インセルクーラ（G43H19）の基礎ボルト

インセルクーラ（G43H18）の基礎ボルト

インセルクーラ（G43H17）の基礎ボルト

インセルクーラ（G43H16）の基礎ボルト

インセルクーラ（G43H15）の基礎ボルト

インセルクーラ（G43H14）の基礎ボルト

インセルクーラ（G43H13）の基礎ボルト

インセルクーラ（G43H12）の基礎ボルト

インセルクーラ（G43H11）の基礎ボルト

インセルクーラ（G43H10）の基礎ボルト

槽類換気系排風機（溶融炉換気系）（G41K51）の基礎ボルト

槽類換気系排風機（溶融炉換気系）（G41K50）の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び使用期間が同等
であり、環境が厳しい動的機器
の基礎ボルトが複数あることか
ら、任意に槽類換気系排風機
（G41K90）の基礎ボルトを代表
機器として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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11

共
通
設
備

カテゴリ

Ⅰ-1-1

（続き）
埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

ガラス固化
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（10／20）

- 765 -

- 765 セル換気系排風機(G07K52)の制御盤等の基礎ボルト

セル換気系排風機(G07K51)の制御盤等の基礎ボルト

セル換気系排風機(G07K50)の制御盤等の基礎ボルト

建家換気系送風機（G07K42）の制御盤等の基礎ボルト

建家換気系送風機（G07K41）の制御盤等の基礎ボルト

建家換気系送風機（G07K40）の制御盤等の基礎ボルト

セル内ドリップトレイ液面上限警報（G04LA+001b）の基礎ボルト

無停電電源装置の基礎ボルト
結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路
（G21PO-10.5）の基礎ボルト
固化セル圧力放出系圧力上限緊急操作回路（G43PP+001.7）
の基礎ボルト
セル内ドリップトレイ液面上限警報（G04LA+001a）の基礎ボルト

換気系動力分電盤（1）の基礎ボルト

プロセス系動力分電盤（1）の基礎ボルト

第 11 変電所の受変電設備の基礎ボルト

ガラス固化技術開発施設の電気設備の基礎ボルト

ガラス固化技術開発施設のディーゼル発電機の基礎ボルト

圧縮空気付属設備の基礎ボルト

空気圧縮機（G86K20）の基礎ボルト

空気圧縮機（G86K10）の基礎ボルト

純水配管等の基礎ボルト

冷水配管等の基礎ボルト

1 次系冷却水配管等の基礎ボルト

冷凍機（G84H20）の基礎ボルト

冷凍機（G84H10）の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び使用期間が同等
であり、環境が厳しい動的機器
の基礎ボルトが複数あることか
ら、任意に槽類換気系排風機
（G41K90）の基礎ボルトを代表
機器として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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11

共
通
Ⅰ-1-1
設
備

カテゴリ
施設

（続き）
ガラス固化
埋め込みアンカー
技術開発施設
（屋内）

グループ
機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（11／20）

- 766 -

- 766 インセルクーラ(G43H12)の制御盤等の基礎ボルト

インセルクーラ(G43H11)の制御盤等の基礎ボルト

インセルクーラ(G43H10)の制御盤等の基礎ボルト

純水設備ポンプ（G85P22）の制御盤等の基礎ボルト

純水設備ポンプ（G85P21）の制御盤等の基礎ボルト

1 次系冷却水ポンプ（G83P42）の制御盤等の基礎ボルト

1 次系冷却水ポンプ（G83P32）の制御盤等の基礎ボルト

槽類換気系排風機(G41K92)の制御盤等の基礎ボルト

槽類換気系排風機(G41K91)の制御盤等の基礎ボルト

槽類換気系排風機(G41K90)の制御盤等の基礎ボルト

固化セル換気系排風機(G43K36)の制御盤等の基礎ボルト

セル換気系排風機（G07K59）の制御盤等の基礎ボルト
槽類換気系排風機（溶融炉換気系）(G41K50)の制御盤等の
基礎ボルト
槽類換気系排風機（溶融炉換気系）(G41K51)の制御盤等の
基礎ボルト
槽類換気系排風機（貯槽換気系）(G41K60)の制御盤等の基礎
ボルト
槽類換気系排風機（貯槽換気系）(G41K61)の制御盤等の基礎
ボルト
固化セル換気系排風機(G43K35)の制御盤等の基礎ボルト

セル換気系排風機（G07K58）の制御盤等の基礎ボルト

セル換気系排風機(G07K57)の制御盤等の基礎ボルト

セル換気系排風機(G07K56)の制御盤等の基礎ボルト

セル換気系排風機(G07K55)の制御盤等の基礎ボルト

セル換気系排風機(G07K54)の制御盤等の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び使用期間が同等
であり、環境が厳しい動的機器
の基礎ボルトが複数あることか
ら、任意に槽類換気系排風機
（G41K90）の基礎ボルトを代表
機器として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

11

共
通
設
備

カテゴリ

Ⅰ-1-1

（続き）
埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

ガラス固化
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（12／20）

- 767 -

- 767 -

冷凍機(G84H20)の制御盤等の基礎ボルト
ガラス固化技術開発施設のディーゼル発電機の制御盤等の基
礎ボルト
固化セル圧力放出系圧力上限緊急操作回路(G43PP+001.7)の
制御盤等の基礎ボルト
結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路
(G21PO-10.5)の制御盤等の基礎ボルト
A 台車の定位置操作装置（G51ZO+118.1）の制御盤等の基礎ボ
ルト
A 台車の定位置操作装置（G51ZO+118.2）の制御盤等の基礎ボ
ルト
A 台車の重量上限操作装置（G51WO+118）の制御盤等の基礎
ボルト
セル内ドリップトレイ液面上限警報（G04LA+001a）の制御盤等の
基礎ボルト

冷凍機(G84H10)の制御盤等の基礎ボルト

冷水設備ポンプ（G84P42）の制御盤等の基礎ボルト

冷水設備ポンプ（G84P32）の制御盤等の基礎ボルト

空気圧縮機（G86K20）の制御盤等の基礎ボルト

空気圧縮機（G86K10）の制御盤等の基礎ボルト

インセルクーラ(G43H19)の制御盤等の基礎ボルト

インセルクーラ(G43H18)の制御盤等の基礎ボルト

インセルクーラ(G43H17)の制御盤等の基礎ボルト

インセルクーラ(G43H16)の制御盤等の基礎ボルト

インセルクーラ(G43H15)の制御盤等の基礎ボルト

インセルクーラ(G43H14)の制御盤等の基礎ボルト

インセルクーラ(G43H13)の制御盤等の基礎ボルト

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び使用期間が同等
であり、環境が厳しい動的機器
の基礎ボルトが複数あることか
ら、任意に槽類換気系排風機
（G41K90）の基礎ボルトを代表
機器として選定した。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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共
通
設
備

カテゴリ

- 768 -

- 768 ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設

静的機器の架台等
（屋内）

Ⅱ-1-1

ガラス固化
技術開発施設

埋め込みアンカー
（屋外）

（続き）
埋め込みアンカー
（屋内）

施設

Ⅰ-1-2

Ⅰ-1-1

グループ

濃縮液供給槽（G12V14）の架台等

濃縮液槽（G12V12）の架台等

受入工程の主要な流れを構成する配管等の架台等

水封槽（G11V30）の架台等

回収液槽（G11V20）の架台等

受入槽（G11V10）の架台等

濃縮器（G12E10）の架台等

冷却塔（G83H20）の制御盤等の基礎ボルト

冷却塔（G83H10）の制御盤等の基礎ボルト

2 次系冷却水ポンプ（G83P22）の制御盤等の基礎ボルト

2 次系冷却水ポンプ（G83P12）の制御盤等の基礎ボルト

ガラス固化技術開発施設のディーゼル発電機の基礎ボルト

2 次系冷却水配管等の基礎ボルト

冷却塔（G83H20）の基礎ボルト

冷却塔（G83H10）の基礎ボルト

2 次系冷却水ポンプ（G83P22）の基礎ボルト

2 次系冷却水ポンプ（G83P12）の基礎ボルト

ガラス固化技術開発施設と第二付属排気筒間の排気ダクトの鉄
骨構造物の基礎ボルト

A 台車の重量上限操作装置（G51WO+118）の基礎ボルト

A 台車の定位置操作装置（G51ZO+118.2）の基礎ボルト

A 台車の定位置操作装置（G51ZO+118.1）の基礎ボルト

使用材料、環境及び使用期間
が同等である機器が複数あるこ
とから、任意に冷却水設備用冷
却器（G83H30）の架台等を選
定した。

使用材料及び使用期間が同等
であり、環境が厳しい動的機器
が複数あることから、2次系冷却
水ポンプ（G83P12）の基礎ボル
トを代表機器として選定した。

（続き）
使用材料及び使用期間が同等
であり、環境が厳しい動的機器
の基礎ボルトが複数あることか
ら、任意に槽類換気系排風機
（G41K90）の基礎ボルトを代表
機器として選定した。

セル内ドリップトレイ液面上限警報（G04LA+001b）の制御盤等
の基礎ボルト

代表機器選定
選定理由

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（13／20）

機器・構築物

表 2.2-1

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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共
通
設
備

カテゴリ

Ⅱ-1-1

（続き）
静的機器の架台等
（屋内）

グループ

ガラス固化
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（14／20）

- 769 -

- 769 セル内ドリップトレイ液面上限警報（G04LA+001b）の架台等

結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路
（G21PO-10.5）の架台等
固化セル圧力放出系圧力上限緊急操作回路（G43PP+001.7）
の架台等
セル内ドリップトレイ液面上限警報（G04LA+001a）の架台等

無停電電源装置の架台等

換気系動力分電盤（1）の架台等

プロセス系動力分電盤（1）の架台等

ガラス固化技術開発施設の電気設備の架台等

純水配管等の架台等

冷水配管等の架台等

ガラス固化技術開発施設のディーゼル発電機の架台等

圧縮空気付属設備の架台等

1 次系冷却水配管等の架台等

冷水設備用冷却器（G84H40）の架台等

冷水設備用冷却器（G84H30）の架台等

冷却水設備用冷却器（G83H40）の架台等

冷却水設備用冷却器（G83H30）の架台等

ガラス固化技術開発施設の槽類換気系統の架台等

ガラス固化技術開発施設の溶融炉換気系統の架台等

ガラス固化技術開発施設の建家・セル換気系統の架台等

溶融炉（G21ME10）の架台等

前処理工程の主要な流れを構成する配管等の架台等

気液分離器（G12D1442）の架台等

表 2.2-1

（続き）
使用材料、環境及び使用期間
が同等である機器が複数あるこ
とから、任意に冷却水設備用冷
却器（G83H30）の架台等を選
定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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11

共
通
設
備

カテゴリ

Ⅱ-2-1

Ⅱ-1-2

Ⅱ-1-1

ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設

静的機器の架台等
（屋外）

動的機器の架台等
（屋内）

ガラス固化
技術開発施設

施設

（続き）
静的機器の架台等
（屋内）

グループ
機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（15／20）

- 770 -

- 770 槽類換気系排風機（貯槽換気系）（G41K60）の架台等

槽類換気系排風機（G41K92）の架台等

槽類換気系排風機（G41K91）の架台等

槽類換気系排風機（G41K90）の架台等

セル換気系排風機（G07K59）の架台等

セル換気系排風機（G07K58）の架台等

セル換気系排風機（G07K57）の架台等

セル換気系排風機（G07K56）の架台等

セル換気系排風機（G07K55）の架台等

セル換気系排風機（G07K54）の架台等

セル換気系排風機（G07K52）の架台等

セル換気系排風機（G07K51）の架台等

セル換気系排風機（G07K50）の架台等

建家換気系送風機（G07K42）の架台等

建家換気系送風機（G07K41）の架台等

建家換気系送風機（G07K40）の架台等

固化セル換気系排風機（G43K36）の架台等

固化セル換気系排風機（G43K35）の架台等

2 次系冷却水配管等の架台等

A 台車の重量上限操作装置（G51WO＋118）の架台等

A 台車の定位置操作装置（G51ZO+118.2）の架台等

A 台車の定位置操作装置（G51ZO+118.1）の架台等

表 2.2-1

使用材料、環境及び使用期間
が同等である機器が複数あるこ
とから、任意に槽類換気系排風
機（G41K90）の架台等を選定し
た。

当該機器のみである。

（続き）
使用材料、環境及び使用期間
が同等である機器が複数あるこ
とから、任意に冷却水設備用冷
却器（G83H30）の架台等を選
定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

（続き）
動的機器の架台等
（屋内）

グループ

ガラス固化
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（16／20）

- 771 -

- 771 圧縮空気付属設備の架台等

冷凍機（G84H20）の架台等

冷凍機（G84H10）の架台等

純水設備ポンプ（G85P22）の架台等

純水設備ポンプ（G85P21）の架台等

1 次系冷却水ポンプ（G83P42）の架台等

1 次系冷却水ポンプ（G83P32）の架台等

冷水設備ポンプ（G84P42）の架台等

冷水設備ポンプ（G84P32）の架台等

ガラス固化技術開発施設の槽類換気系統の架台等

ガラス固化技術開発施設の溶融炉換気系統の架台等

ガラス固化技術開発施設の建家・セル換気系統の架台等

インセルクーラ（G43H19）の架台等

インセルクーラ（G43H18）の架台等

インセルクーラ（G43H17）の架台等

インセルクーラ（G43H16）の架台等

インセルクーラ（G43H15）の架台等

インセルクーラ（G43H14）の架台等

インセルクーラ（G43H13）の架台等

インセルクーラ（G43H12）の架台等

インセルクーラ（G43H11）の架台等

インセルクーラ（G43H10）の架台等

槽類換気系排風機(溶融炉換気系)(G41K51)の架台等

槽類換気系排風機(溶融炉換気系)(G41K50)の架台等

槽類換気系排風機（貯槽換気系）（G41K61）の架台等

表 2.2-1

（続き）
使用材料、環境及び使用期間
が同等である機器が複数あるこ
とから、任意に槽類換気系排風
機（G41K90）の架台等を選定し
た。

選定理由

代表機器選定
結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

ガラス固化
技術開発施設

Ⅱ-2-2

制御盤等

ガラス固化
技術開発施設

動的機器の架台等
（屋外）

Ⅲ

ガラス固化
技術開発施設

（続き）
動的機器の架台等
（屋内）

施設

Ⅱ-2-1

グループ
機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（17／20）

- 772 -

- 772 槽類換気系排風機（貯槽換気系）(G41K61)の制御盤等

槽類換気系排風機（貯槽換気系）(G41K60)の制御盤等

槽類換気系排風機（溶融炉換気系）(G41K51)の制御盤等

槽類換気系排風機（溶融炉換気系）(G41K50)の制御盤等

セル換気系排風機（G07K59）の制御盤等

セル換気系排風機（G07K58）の制御盤等

セル換気系排風機(G07K57)の制御盤等

セル換気系排風機(G07K56)の制御盤等

セル換気系排風機(G07K55)の制御盤等

セル換気系排風機(G07K54)の制御盤等

セル換気系排風機(G07K52)の制御盤等

セル換気系排風機(G07K51)の制御盤等

セル換気系排風機(G07K50)の制御盤等

建家換気系送風機（G07K42）の制御盤等

建家換気系送風機（G07K41）の制御盤等

建家換気系送風機（G07K40）の制御盤等

ガラス固化技術開発施設のディ-ゼル発電機の架台等

2 次系冷却水ポンプ（G83P22）の架台等

2 次系冷却水ポンプ（G83P12）の架台等

ガラス固化技術開発施設のディーゼル発電機の架台等

表 2.2-1

使用材料及び環境が同等であ
り、部位数が最も多い機器が複
数あることから、任意に1次系冷
却水ポンプ（G83P32）の制御盤
等を代表機器として選定した。

使用材料、環境及び使用期間
が同等であることから、任意に2
次系冷却水ポンプ（G83P12）の
架台等を選定した。

（続き）
使用材料、環境及び使用期間
が同等である機器が複数あるこ
とから、任意に槽類換気系排風
機（G41K90）の架台等を選定し
た。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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カテゴリ

Ⅲ

（続き）
制御盤等

グループ

ガラス固化
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（18／20）

- 773 -

- 773 冷水設備ポンプ（G84P42）の制御盤等

冷水設備ポンプ（G84P32）の制御盤等

空気圧縮機（G86K20）の制御盤等

空気圧縮機（G86K10）の制御盤等

インセルクーラ(G43H19)の制御盤等

インセルクーラ(G43H18)の制御盤等

インセルクーラ(G43H17)の制御盤等

インセルクーラ(G43H16)の制御盤等

インセルクーラ(G43H15)の制御盤等

インセルクーラ(G43H14)の制御盤等

インセルクーラ(G43H13)の制御盤等

インセルクーラ(G43H12)の制御盤等

インセルクーラ(G43H11)の制御盤等

インセルクーラ(G43H10)の制御盤等

純水設備ポンプ（G85P22）の制御盤等

純水設備ポンプ（G85P21）の制御盤等

２次系冷却水ポンプ（G83P22）の制御盤等

２次系冷却水ポンプ（G83P12）の制御盤等

1 次系冷却水ポンプ（G83P42）の制御盤等

1 次系冷却水ポンプ（G83P32）の制御盤等

槽類換気系排風機(G41K92)の制御盤等

槽類換気系排風機(G41K91)の制御盤等

槽類換気系排風機(G41K90)の制御盤等

固化セル換気系排風機(G43K36)の制御盤等

固化セル換気系排風機(G43K35)の制御盤等

表 2.2-1

（続き）
使用材料及び環境が同等であ
り、部位数が最も多い機器が複
数あることから、任意に1次系冷
却水ポンプ（G83P32）の制御盤
等を代表機器として選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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- 774 -

- 774 ガラス固化
技術開発施設

電線・ケーブル類
（セル外）

Ⅳ-1

Ⅳ-2

ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設

(続き)
制御盤等

施設

電線・ケーブル類
（セル内）

Ⅲ

グループ
機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（19／20）

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（24V）

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮蔽付）（100V）

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（100V）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（100V）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（200V）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（400V）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（6600V）

高耐放射線性ケーブル（10V）

高耐放射線性ケーブル（100V）

耐放射線性動力・制御用キャブタイヤケーブル（400V）

セル内ドリップトレイ液面上限警報（G04LA+001b）の制御盤等

セル内ドリップトレイ液面上限警報（G04LA+001a）の制御盤等

A 台車の重量上限操作装置（G51WO+118）の制御盤等

A 台車の定位置操作装置（G51ZO+118.2）の制御盤等

A 台車の定位置操作装置（G51ZO+118.1）の制御盤等

ガラス固化技術開発施設のディーゼル発電機の制御盤等
固化セル圧力放出系圧力上限緊急操作回路(G43PP+001.7)の
制御盤等
結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路
(G21PO-10.5)の制御盤等

冷却塔（G83H20）の制御盤等

冷却塔（G83H10）の制御盤等

冷凍機(G84H20)の制御盤等

冷凍機(G84H10)の制御盤等

表 2.2-1

使用環境、使用材料及び使用
期間が同等であることから、最
も使用電圧が高い機器を選定
した。

使用環境、使用材料及び使用
期間が同等であることから、最
も使用電圧が高い機器を選定
した。

（続き）
使用材料及び環境が同等であ
り、部位数が最も多い機器が複
数あることから、任意に1次系冷
却水ポンプ（G83P32）の制御盤
等を代表機器として選定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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12

カテゴリ

台車

（続き）
電線・ケーブル類
（セル外）

グループ

ガラス固化
技術開発施設

ガラス固化
技術開発施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（20／20）

A台車(G51M118A)

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮蔽付）（微電圧）

計装用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（微電圧）

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮蔽付）（微電圧）

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮蔽付）（10V）

表 2.2-1

当該機器のみである。

（続き）
使用環境、使用材料及び使用
期間が同等であることから、最
も使用電圧が高い機器を選定
した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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3. 耐震安全評価
3.1 評価対象機器
評価対象機器は、技術評価における評価対象機器と同じとする。
ガラス固化技術開発施設は、建築基準法施行令の改正（昭和 55 年 7 月）以降かつユーティリテ
ィ施設の設置変更承認申請（平成 7 年 11 月）の前に設置が認められた施設に該当することから、
以下に示すように重要度分類に応じて十分な耐震性を有することを確認している。評価対象機器
の重要度分類を「表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧」に示す。

(1) 耐震設計上の重要度分類
建家及び構築物並びに機器・配管の重要度に応じて、次の様に分類し、それぞれの重要度
に応じた耐震設計を行っている。
A 類：その機能喪失により、周辺公衆に災害を及ぼすおそれのあるもの
B 類：高放射性物質に関する A 類以外のもの
C 類：A 及び B 類以外のもの、ただし主要な装置に関係ないものを除く
(2) 耐震設計評価法及び荷重の組み合わせと許容限界
(i) 耐震設計評価法
＜建家及び構築物の場合＞
A,B 及び C 類の施設については、建築基準法に定められる地震層せん断係数のそれぞれ
3.0 倍,1.5 倍及び 1.0 倍の静的地震力に対して安全であるように設計している。
なお、A 類については建築基礎底面において想定最大加速度 180Gal の地震力に対して安
全であるように設計している。
＜機器・配管類の場合＞
A 類については、建築基準法施行令から求められる水平震度の 3.6（1.2×3）倍から静的
地震力を算定して設計を行っている。B 類は 1.8（A 類の 1/2）倍、C 類 1.2（A 類の 1/3）
倍の係数を乗じて静的地震力を算定し設計を行っている。
なお、A 類については建家基礎底面において想定最大加速度 180 Gal の地震力に対して
安全であるように設計している。
(ii)荷重の組み合わせと許容限界
＜荷重の組み合わせ＞
静的な鉛直地震力として、建家及び構築物は水平震度の 0.3 倍、機器及び配管は水平震
度の 0.36 倍として算定し、水平震度と鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作用さ
せている。
＜許容限界＞
建家・建築物に関する材料の許容応力度は、建築基準法及び日本建築学会各種規準等、
機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格及び鋼構造設計規準等に各準拠
して設定されている。
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3.2

評価手順

「第 2 回
3.3

再処理施設の定期的な評価報告書

5.2.2 評価手順」に基づき評価を実施した。

耐震安全評価結果

評価の結果、
「表 3.3-1

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果」に示すように耐震安

全上着目すべき経年変化事象は抽出されなかった。したがって、耐震安全性に関する詳細評価及
び耐震安全性の観点から保全対策に反映すべき項目の抽出については、実施する必要がなかった。
以上により、次回の高経年化技術評価までの供用を想定した場合においても耐震安全性が維持
されることを確認した。
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（1／4）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

建
家
構
築
物
等

鉄筋コンクリー
ト構造物
（建家等）
鉄筋コンクリー
ト構造物
（セル等）
鉄骨構造物
（鉄骨）

施設

ガラス固化技術開発施設 ガラス固化技術開発棟
（配管トレンチ（高放射性廃液貯蔵場～ガラス固化
技術開発施設）、第二付属排気筒基礎部を含む）
固化セル（R001）
ガラス固化
技術開発
施設

塔
槽
類

送液装置（ターボ
形ポンプ）
ド
リ
ッ
プ
ト
レ
イ
等

ガラス固化
技術開発
施設

ガラス固化
技術開発
施設

A類
B類

制御室（G240）

B類

気ダクトの鉄骨構造物

槽類（高放射性廃
液系(固化処理
系)）

A類

保管セル（R002）
ガラス固化技術開発施設と第二付属排気筒間の排

鉄骨構造物
（排気筒）
蒸発缶類（チタン
系(高放射性廃
液)）
槽類（高放射性廃
液系(貯槽系)）

炉類（耐火物レン
ガ系）
送液装置（ジェッ
トポンプ）

機器・構築物

耐震重要
度分類

B類

第二付属排気筒

A類

濃縮器（G12E10）

A類

受入槽（G11V10）

A類

回収液槽（G11V20）

A類

水封槽（G11V30）

B類

受入工程の主要な流れを構成する配管等

A類

濃縮液槽（G12V12）

A類

濃縮液供給槽（G12V14）

A類

気液分離器（G12D1442）

A類

前処理工程の主要な流れを構成する配管等

A類

溶融炉（G21ME10）

A類

受入工程ジェットポンプ（G11J1011）

A類

受入工程ジェットポンプ（G11J1012）

A類

受入工程ジェットポンプ（G11J1013）

A類

受入工程ジェットポンプ（G11J2011）

A類

受入工程ジェットポンプ（G11J2012）

A類

前処理工程ジェットポンプ（G12J1011）

A類

前処理工程ジェットポンプ（G12J1012）

A類

前処理工程ジェットポンプ（G12J1211）

A類

前処理工程ジェットポンプ（G12J1411）

A類

ポンプ（G11P1021）

A類

固化セルのドリップトレイ（G04U001a）

A類

固化セルのドリップトレイ（G04U001b）

A類

受入系の主要な流れを構成する二重管の外管

A類

ドリップトレイ
ガラス固化
技術開発
施設
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（2／4）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ
貯
蔵
容
器
等

施設

貯蔵容器等
ガラス固化
技術開発
施設
ターボ形遠心式
遠心送風機
(建家・セル換気
系）

換
気
設
備

機器・構築物

耐震重要
度分類

ターボ形遠心式
遠心送風機
(槽類換気系)
容積形回転式三
葉送風機
(槽類換気系)
容積形回転式三
葉送風機
(溶融炉換気系)
インセルクーラ

ガラス固化
技術開発
施設

保管ピット

B類

建家換気系送風機（G07K40）

B類

建家換気系送風機（G07K41）

B類

建家換気系送風機（G07K42）

B類

セル換気系排風機（G07K50）

B類

セル換気系排風機（G07K51）

B類

セル換気系排風機（G07K52）

B類

セル換気系排風機（G07K54）

B類

セル換気系排風機（G07K55）

B類

セル換気系排風機（G07K56）

B類

セル換気系排風機（G07K57）

B類

セル換気系排風機（G07K58）

B類

セル換気系排風機（G07K59）

B類

固化セル換気系排風機（G43K35）

A類

固化セル換気系排風機（G43K36）

A類

槽類換気系排風機（G41K90）

A類

槽類換気系排風機（G41K91）

A類

槽類換気系排風機（G41K92）

A類

槽類換気系排風機（貯槽換気系）(G41K60）

A類

槽類換気系排風機（貯槽換気系）(G41K61）

A類

槽類換気系排風機（溶融炉換気系）（G41K50）

A類

槽類換気系排風機（溶融炉換気系）（G41K51）

A類

インセルクーラ(G43H10)

A類

インセルクーラ(G43H11)

A類

インセルクーラ(G43H12)

A類

インセルクーラ(G43H13)

A類

インセルクーラ(G43H14)

A類

インセルクーラ(G43H15)

A類

インセルクーラ(G43H16)

A類

インセルクーラ(G43H17)

A類

インセルクーラ(G43H18)

A類

インセルクーラ(G43H19)

A類
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（3／4）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

施設

換気系統
(建家・セル換気
系)

換
気
設
備

換気系統
(溶融炉換気系)

ガラス固化
技術開発
施設

換気系統
(槽類換気系)

冷
却
水
設
備

送水ポンプ
( シ ー ル ポ ン
プ )( 屋 外 炭 素 鋼
製)
送水ポンプ
(ノンシールポン
プ)

ガラス固化
技術開発
施設

機器・構築物
ガラス固化技術開発施設の建家・セル換気系統
固化セル換気系フィルタユニット
（G43F30,31)
固化セル換気系フィルタユニット
（G43F32,F33,F34）
建家換気系フィルタユニット
（G07F70,F71）
建家換気系フィルタユニット
（G07F81.1～F81.10）
セル換気系フィルタユニット
（G07F83.1,F83.2,F91,F92,F93）
セル換気系フィルタユニット
（G07F84.1～F84.4）
セル換気系フィルタユニット
（G07F80.1～F80.10）
セル換気系フィルタユニット
（G07F82.1～F82.4,F86～F90）
ガラス固化技術開発施設の溶融炉換気系統
スクラッバ（G41T10）
ベンチュリスクラッバ（G41T11）
吸収塔（G41T21）
ルテニウム吸着塔（G41T25）
フィルタユニット（G41F26、G41F27）
ルテニウム吸着塔（G41T45）
フィルタユニット（G41F46、G41F47）
ルテニウム吸着塔（G41T82、G41T83）
ヨウ素吸着塔（G41T86、G41T87）
フィルタユニット（G41F88、G41F89）
冷却器（G41H20、H22、H70）
加熱器（G41H24、H44、H80、H81、H84、H85）
デミスタ（G41D23、D43）
ガラス固化技術開発施設の槽類換気系統
洗浄塔（G41T31）
ルテニウム吸着塔（G41T35）
フィルタユニット（G41F36、G41F37）
冷却器（G11H11、H21、G12H13、G41H30、H32）
凝縮器（G12H11）
デミスタ（G41D33）
加熱器（G41H34）

耐震重要
度分類

A 類/B 類

A類

A類

2 次系冷却水ポンプ（G83P12）

A類

2 次系冷却水ポンプ（G83P22）

A類

冷水設備ポンプ（G84P32）

A類

冷水設備ポンプ（G84P42）

A類

1 次系冷却水ポンプ（G83P32）

A類

1 次系冷却水ポンプ（G83P42）

A類

純水設備ポンプ（G85P21）

A 類/B 類

純水設備ポンプ（G85P22）

A 類/B 類
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧（4／4）
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

冷
却
水
設
備

圧
縮
空
気
設
備
非
常
用
電
源
系
統

計
測
制
御
系
統

そ
の
他
設
備

施設

機器・構築物

耐震重要
度分類

密閉形冷却塔
(直交流型)

冷却塔（G83H10）

A類

冷却塔（G83H20）

A類

伝熱管式熱交換
器

冷却水設備用冷却器（G83H30）

A類

冷却水設備用冷却器（G83H40）

A類

冷水設備用冷却器（G84H30）

A類

冷水設備用冷却器（G84H40）

A類

冷凍機

ガラス固化
技術開発
施設

冷却水配管等（炭
素鋼製）
冷却水配管等（ス
テンレス鋼製(屋
内)）
容積形往復動式
往復圧縮機
付属設備

ディーゼル
発電機
電気設備
受変電設備
動力分電盤

ガラス固化
技術開発
施設

ガラス固化
技術開発
施設

計測制御系統
(圧力計測系(伝
送器))
計測制御系統
(液位計測系)
計測制御系統
(位置計測系)

ガラス固化
技術開発
施設

計測制御系統
(重量計測系)
台車
ガラス固化
技術開発
施設

冷凍機(G84H10)

A類

冷凍機(G84H20)

A類

2 次系冷却水配管等

A類

1 次系冷却水配管等

A類

冷水配管等

A類

純水配管等

B類

空気圧縮機（G86K10）

A類

空気圧縮機（G86K20）

A類

圧縮空気付属設備

A類

ガラス固化技術開発施設のディーゼル発電機

A類

ガラス固化技術開発施設の電気設備

A 類/C 類

第 11 変電所の受変電設備

A類

プロセス系動力分電盤（1）

A類

換気系動力分電盤（1）

A類

無停電電源装置
固化セル圧力放出系圧力上限緊急操作回路
（G43PP+001.7）
結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路
（G21PO-10.5）
セル内ドリップトレイ液面上限警報（G04LA+001a）

A類

セル内ドリップトレイ液面上限警報（G04LA+001b）

A類

A類
A類
A類

A 台車の定位置操作装置（G51ZO+118.1）

A類

A 台車の定位置操作装置（G51ZO+118.2）

A類

A 台車の重量上限操作装置（G51WO+118）

A類

A 台車（G541M118A）

A類
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グループ

カテゴリ

鉄筋コンクリート構造物（建家等）

建家構築物等

- 782 - 782 -

（使用材料及び使用期間が同等であ
るが、高放射性廃液、溶融ガラスを
内包し、腐食環境として厳しいと考
えられる固化セル（R001）を選定し
た。）

固化セル（R001）

（当該機器のみである。）

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

アルカリ骨材反応が発生する環境ではなく、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、コンクリートの強度低下は発生せ
ず安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、事象の兆候を検知し補修でき安全機能を維持でき
ることから、耐震性への影響はない。
腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、コンクリートの強度低下は発生せず安全機能
を維持できることから、耐震性への影響はない。

コンクリートの
アルカリ骨材反応
コンクリートの
機械振動による損傷

全面腐食、孔食

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

中性化の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの
供用を仮定した場合も、コンクリートの強度低下は発生せず安全機
能を維持できることから、耐震性への影響はない。
アルカリ骨材反応が発生する環境ではなく、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、コンクリートの強度低下は発生せ
ず安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
放射線による影響は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの
供用を仮定した場合も、コンクリートの強度低下は発生せず安全機
能を維持できることから、耐震性への影響はない。

コンクリートの
中性化
コンクリートの
アルカリ骨材反応

放射線による影響

着目する
必要なし

着目する
必要なし

中性化の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの
供用を仮定した場合も、コンクリートの強度低下は発生せず安全機
能を維持できることから、耐震性への影響はない。

コンクリートの
中性化

塩害の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、コンクリートの強度低下は発生せず安全機能
を維持できることから、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

塩害の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、コンクリートの強度低下は発生せず安全機能
を維持できることから、耐震性への影響はない。

コンクリートの塩害

コンクリートの塩害

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（1／20）

ガラス固化技術開発施設 ガラス固
化技術開発棟
（配管トレンチ（高放射性廃液貯蔵
場～ガラス固化技術開発施設）、第二
付属排気筒基礎部を含む）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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鉄筋コンクリート構造物（セル等）

グループ

カテゴリ

（鉄骨）
鉄骨構造物

（排気筒）
鉄骨構造物

建家構築物等

- 783 - 783 -

（高放射性廃液）
（チタン系）
蒸発缶類

塔槽類

（使用材料及び接触する流体が同等
であり、常時溶液を貯蔵し、使用期
間が最も長い機器が複数あることか
ら通常の保有量を持つ受入槽
(G11V10)を選定した。）

受入槽（G11V10）

（当該機器のみである。）

濃縮器（G12E10）

（当該機器のみである。）

第二付属排気筒

（当該機器のみである。）

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

疲労破壊

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食代を超え
ず安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食代を超え
ず安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、事象の兆候を検知し補修でき安全機能を維持でき
ることから、耐震性への影響はない。

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、事象の兆候を検知し補修でき安全機能を維持でき
ることから、耐震性への影響はない。

耐震性への影響

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（2／20）

ガラス固化技術開発施設と第二付属
排気筒間の排気ダクトの鉄骨構造物

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（貯槽系）
（高放射性廃液系）
槽類

グループ

カテゴリ

（固化処理系）
（高放射性廃液系）
槽類

塔槽類

- 784 - 784 -

（当該機器のみである。）

溶融炉（G21ME10）

着目する
必要なし

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食代を超え
ず安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。
浸食速度に対し十分な浸食代を有しており、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している浸
食量を超えないことから、耐震性への影響はない。
溶融槽に面する耐食性耐火レンガ等は、内側に倒れこまない迫持ち
構造で組積されており、溶融炉運転中においては、これらの熱膨張
によりレンガ同士が互いにせり合い拘束するため、崩落することは
ないことから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食

疲労破壊、
クリープ疲労

浸食

耐火物の割れ

耐震安全上
着目すべきか

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食代を超え
ず安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

耐震性への影響

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（3／20）

（使用材料が同等であり、常時溶液
を貯蔵し、使用期間が最も長い機器
が複数あることから、任意に濃縮液
槽（G12V12）を選定した。）

濃縮液槽（G12V12）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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炉類（耐火物レンガ系）

グループ

カテゴリ

（ジェットポンプ）
送液装置

塔槽類

- 785 - 785 -

（当該機器のみである。）

ポンプ（G11P1021）

着目する
必要なし

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食代を超え
ず安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。

全面腐食、孔食

疲労破壊

微動摩耗
緩み
絶縁低下

耐震安全上
着目すべきか

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食代を超え
ず安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

耐震性への影響

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（4／20）

（使用材料及び接触する流体が同等
である機器のうち、作動時間が最も
長い機器である前処理工程ジェット
ポンプ(G12J1011)を選定した。）

前処理工程ジェットポンプ
（G12J1011）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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送液装置（ターボ形ポンプ）

- 786 - 786 -

（環境が同等であり、廃気と接触す
る部位の使用材料が炭素鋼製で運転
時間が最も長いセル換気系排風機
(G07K50,K51,K52) の う ち 、 任 意 に
G07K50 を選定した。）

セル換気系排風機（G07K50）

（当該機器のみである。）

保管ピット

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食代を超え
ず安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。

全面腐食、孔食

疲労破壊、
フレッティング疲労

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
シール材の劣化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータ
の変化とは無関係である。

緩み

微動摩耗
絶縁低下
劣化

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。

耐震性への影響

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（5／20）

（任意に固化セルのドリップトレイ
(G04U001a)を選定した。）

固化セルのドリップトレイ
（G04U001a）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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グループ

ドリップトレイ

貯蔵容器等

（建家・セル換気系）
（ターボ形遠心式遠心送風機）
排風機

カテゴリ

ドリップトレイ等

貯蔵容器等

換気設備

カテゴリ

換
気
設
備

グループ

（槽類換気系）
（ターボ形遠心式遠心送風機）
排風機

- 787 - 787 -

（使用材料、環境及び運転時間が同
等であることから、任意に槽類換気
系排風機(G41K60)を選定した。）

槽類換気系排風機（貯槽換気系）
（G41K60）

耐震安全上
着目すべきか
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

耐震性への影響
腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食代を超え
ず安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
シール材の劣化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータ
の変化とは無関係である。
腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食代を超え
ず安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
シール材の劣化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータ
の変化とは無関係である。

想定される
経年変化事象
全面腐食、孔食

疲労破壊、
フレッティング疲労
緩み
微動摩耗
絶縁低下
劣化

全面腐食、孔食

疲労破壊、
フレッティング疲労
緩み
微動摩耗
絶縁低下
劣化

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（6／20）

（使用材料、環境及び運転時間が同
等であることから、任意に槽類換気
系排風機（G41K90）を選定した。）

槽類換気系排風機（G41K90）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（槽類換気系）
（容積形回転式三葉送風機）
排風機

グループ

カテゴリ

（溶融炉換気系））
（容積形回転式三葉送風機
排風機

換気設備

- 788 - 788 -

（使用期間、使用材料及び環境が同
等であることから、任意にインセル
クーラ(G43H10)を選定した。）

インセルクーラ（G43H10）

（運転時間、使用材料及び環境が同
等であることから、任意に槽類換気
系排風機（溶融炉換気系）（G41K50）
を選定した。）

着目する
必要なし
着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食代を超え
ず安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。

全面腐食、孔食

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食代を超え
ず安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

緩み
微動摩耗
絶縁低下
全面腐食、孔食、
隙間腐食
疲労破壊、
フレッティング疲労

微動摩耗

緩み
絶縁低下
詰まり

疲労破壊、
フレッティング疲労

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（7／20）

槽類換気系排風機（溶融炉換気系）
（G41K50）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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インセルクーラ

カテゴリ

（建家・セル換気系）
換気系統

換
気
設
備

グループ

- 789 - 789 -

（溶融炉換気系）
換気系統

（当該機器のみである。）

ガラス固化技術開発施設の槽類換気
系統

（当該機器のみである。）

ガラス固化技術開発施設の溶融炉換
気系統

（当該機器のみである。）

詰まり

全面腐食、孔食

詰まり

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性
への影響はない。

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食代を超え
ず安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

詰まり

全面腐食、孔食

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、事象の兆候を検知し再塗装を行うことができ安全
機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

湿潤大気応力腐食
割れ

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食代を超え
ず安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

耐震性への影響

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（8／20）

ガラス固化技術開発施設の建家・セ
ル換気系統

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（槽類換気系）
換気系統

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
シール材の劣化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータ
の変化とは無関係である。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。

微動摩耗

劣化

湿潤大気応力腐食
割れ

絶縁低下

着目する
必要なし

着目する
必要なし

疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。

疲労破壊、
フレッティング疲労

事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食代を超え
ず安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食

緩み

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（9／20）

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意に２次系冷却水ポン
プ（G83P12）を選定した。）

２次系冷却水ポンプ（G83P12）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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グループ

（屋外 炭素鋼製）
（シールポンプ）
送水ポンプ

カテゴリ

冷却水設備

- 790 - 790 -

グループ

カテゴリ

（ノンシールポンプ）
送水ポンプ

冷却水設備

- 791 - 791 -

（使用期間、使用材料及び環境が同
等であることから、任意に冷却塔
（G83H10）を選定した。）

冷却塔（G83H10）

着目する
必要なし
着目する
必要なし

事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。

疲労破壊、
フレッティング疲労

着目する
必要なし

事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

湿潤大気応力腐食
割れ

微動摩耗

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食代を超え
ず安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食、
隙間腐食

着目する
必要なし

着目する
必要なし

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。

絶縁低下

シール材の劣化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータ
の変化とは無関係である。

着目する
必要なし

事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

微動摩耗

劣化

着目する
必要なし

事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

緩み

着目する
必要なし

着目する
必要なし

疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。

疲労破壊、
フレッティング疲労

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食、
隙間腐食

詰まり

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（10／20）

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意に１次系冷却水ポン
プ（G83P32）を選定した。）

１次系冷却水ポンプ（G83P32）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（直交流型）
（密閉形冷却塔）
冷却塔

グループ

カテゴリ

（続き）

（伝熱管式熱交換器）
熱交換器

冷却水設備

- 792 - 792 -

（使用期間、使用材料及び環境が同
等であることから、任意に冷凍機
(G84H10)を選定した。）

冷凍機(G84H10)

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食、
隙間腐食
アブレッシブ摩耗、
疲労摩耗、微動摩耗

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。

疲労破壊、
フレッティング疲労
緩み
詰まり
絶縁低下

着目する
必要なし

着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

詰まり

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。

絶縁低下
全面腐食、孔食、
隙間腐食

事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

耐震性への影響

緩み

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（11／20）

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ため、任意に冷却水設備用冷却器
（G83H30）を選定した。）

冷却水設備用冷却器（G83H30）

（続き）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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冷凍機

グループ

カテゴリ

（炭素鋼製）
冷却水配管等

着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

詰まり

着目する
必要なし
着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。
シール材の劣化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータ
の変化とは無関係である。

詰まり
劣化

着目する
必要なし

着目する
必要なし

シール材の劣化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータ
の変化とは無関係である。

劣化

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食代を超え
ず安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食、
隙間腐食

全面腐食、孔食

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（12／20）

（使用材料、環境及び使用期間が同
等であることから、任意に１次系冷
却水配管等を代表機器として選定し
た。）

1 次系冷却水配管等

（当該機器のみである。）

2 次系冷却水配管等

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（屋内）
（ステンレス鋼製）
冷却水配管等

冷却水設備

- 793 - 793 -

グループ

（容積形往復動式往復圧縮機）
空気圧縮機

カテゴリ

圧縮空気設備

- 794 - 794 -

（当該機器のみである。）

圧縮空気付属設備

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。

微動摩耗
詰まり
緩み
絶縁低下

劣化

着目する
必要なし

着目する
必要なし

疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。

疲労破壊、
フレッティング疲労

シール材の劣化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータ
の変化とは無関係である。

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、事象の兆候を検知し補修でき安全機能を維持でき
ることから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食、
隙間腐食

全面腐食、孔食

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（13／20）

（使用材料、環境及び使用実績が同
等であることから、任意に空気圧縮
機（G86K10）を代表機器として選定
した。）

空気圧縮機（G86K10）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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付属設備

グループ

カテゴリ

（ディーゼル発電機）
非常用発電設備

非常用電源系統

- 795 - 795 -

（当該機器のみである。）

ガラス固化技術開発施設の電気設備

（当該機器のみである。）

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。

詰まり
緩み

全面腐食、孔食

導通不良
固着
絶縁低下
特性変化

着目する
必要なし

全面腐食、孔食、加工
フロー腐食、硫化、浸 現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
炭、窒化、油灰腐食、 仮定した場合も、事象の兆候を検知し補修でき安全機能を維持でき
露点腐食、隙間腐食、 ることから、耐震性への影響はない。
選択腐食、微生物腐食

着目する
必要なし

着目する
必要なし

事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

微動摩耗、アブレシブ
摩耗、腐食摩耗

疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。

着目する
必要なし

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。

絶縁低下

疲労破壊、
フレッティング疲労

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（14／20）

ガラス固化技術開発施設のディーゼ
ル発電機

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（電気設備）
非常用発電設備

グループ

カテゴリ

受変電設備

非常用電源系統

- 796 - 796 -

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。

全面腐食、孔食

絶縁低下

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。

固着
緩み

全面腐食、孔食

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。

特性変化
絶縁低下
固着

導通不良

着目する
必要なし

導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。

導通不良

特性変化

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（15／20）

（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意にプロセス系動力分
電盤（1）を選定した。）

プロセス系動力分電盤（1）

（当該機器のみである。）

第 11 変電所の受変電設備

代表機器
（選定理由）
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動力分電盤

グループ

カテゴリ

（伝送器）
（圧力計測系）
計測制御系統

- 797 - 797 -

（液位計測系）
計測制御系統

計測制御系統

（使用期間及び主要構成部位が同等
であることから、任意に A 台車の定
位置操作装置（G51ZO+118.1）を代表
機器として選定した。）

A 台車の定位置操作装置
（G51ZO+118.1）

（使用期間、主要構成部位が同等で
あることから、任意にセル内ドリッ
プトレイ液面上限警報（G04LA+001a）
を選定した。）

セル内ドリップトレイ液面上限警報
（G04LA+001a）

（使用期間が同等であることから、
構成部品数が最も多い、固化セル圧
力放出系圧力上限緊急操作回路
（G43PP+001.7）を代表機器として選
定した。）

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。
詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。

全面腐食、孔食

特性変化
固着
詰まり

特性変化
詰まり

全面腐食、孔食

特性変化
固着
導通不良

全面腐食、孔食

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（16／20）

固化セル圧力放出系圧力上限緊急操
作回路（G43PP+001.7）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（位置計測系）
計測制御系統

グループ

（重量計測系）
計測制御系統

カテゴリ

計測制御系統

（屋内）
（埋め込みアンカー）
基礎ボルト

- 798 - 798 -

共通設備

（使用材料及び使用期間が同等であ
り、環境が厳しい動的機器の基礎ボ
ルトが複数あることから任意に 2 次
系冷却水ポンプ（G83P12）の基礎ボ
ルトを選定した。）

2 次系冷却水ポンプ（G83P12）の基
礎ボルト

（使用材料及び使用期間が同等であ
り、環境が厳しい動的機器の基礎ボ
ルトが複数あることから任意に槽類
換気系排風機（G41K90）の基礎ボル
トを選定した。）

槽類換気系排風機（G41K90）の基礎
ボルト

着目する
必要なし
着目する
必要なし

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。

固着
導通不良

着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし
着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。
疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、事象の兆候を検知し補修でき安全機能を維持でき
ることから、耐震性への影響はない。
疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

疲労破壊

緩み

全面腐食、孔食

疲労破壊

緩み
湿潤大気応力腐食
割れ

全面腐食、孔食

着目する
必要なし

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。

（当該機器のみである。）

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食

特性変化

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（17／20）

A 台車の重量上限操作装置
（G51WO+118）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（屋外）
（埋め込みアンカー）
基礎ボルト

グループ

カテゴリ

（屋内）
（静的機器の架台等）
架台等

- 799 - 799 -

（屋外）
（静的機器の架台等）
架台等

共通設備
全面腐食、孔食

疲労破壊

（使用材料、環境及び使用期間が同
等である機器が複数あることから任
意に槽類換気系排風機（G41K90）の
架台等を選定した。）

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

槽類換気系排風機（G41K90）の架台
等

（当該機器のみである。）

2 次系冷却水配管等の架台等

（使用材料、環境及び使用期間が同
等である機器が複数あることから任
意に冷却水設備用冷却器（G83H30）
の架台等を選定した。）

想定される
経年変化事象

疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、事象の兆候を検知し補修でき安全機能を維持でき
ることから、耐震性への影響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。

耐震性への影響

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（18／20）

冷却水設備用冷却器（G83H30）の架
台等

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

JAEA-Technology 2016-007
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（屋内）
（動的機器の架台等）
架台等

グループ

カテゴリ

（屋外））
（動的機器の架台等
架台等

共通設備

- 800 - 800 -

（使用材料及び環境が同等であり、
部位数が最も多い機器が複数あるこ
とから任意に選定した。）

1 次系冷却水ポンプ（G83P32）の制
御盤等

（使用材料、環境及び使用期間が同
等であることから任意に 2 次系冷却
水ポンプ（G83P12）の架台等を選定
した。）

着目する
必要なし
着目する
必要なし

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。

固着

着目する
必要なし

特性変化

導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食

導通不良

着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、事象の兆候を検知し補修でき安全機能を維持でき
ることから、耐震性への影響はない。

疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

疲労破壊

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（19／20）

2 次系冷却水ポンプ（G83P12）の架
台等

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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制御盤等

グループ

カテゴリ

（セル内）
電線・ケーブル類

（セル外）
電線・ケーブル類

共通設備

- 801 - 801 -

（当該機器のみである。）

A 台車（G51M118A）

（使用環境、使用材料及び使用期間
が同等であることから、最も使用電
圧が高い機器を選定した。）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（6600V）

（使用環境、使用材料及び使用期間
が同等であることから、最も使用電
圧が高い機器を選定した。）

着目する
必要なし
着目する
必要なし

疲労限界以上の応力は発生しないため、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、安全機能を維持できることから耐震性
への影響はない。
事象の進展はなく、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した
場合も、安全機能を維持できることから、耐震性への影響はない。

疲労摩耗、微動摩耗

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展は考えられず安全機能を維持できる
ことから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食

疲労破壊、
フレッティング疲労

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係である。

放射線劣化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変
化とは無関係である。

耐震性への影響

絶縁低下

放射線照射劣化

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（20／20）

耐放射線性動力・制御用キャブタイ
ヤケーブル（400V）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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JAEA-Technology 2016-007

台車

その他設備

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

参考文献
2.3.1.1-1) (社)日本コンクリート工学協会，コンクリート便覧(第二版)，技報堂出版，1996.
2.3.1.6-1) H. K. Hirsdorf et al.,The Effects of Nuclear Radiation on the Mechanical
Properties of Concrete,American Concrete Institute Publication SP-55 Paper10,
1978.
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付録 7

東海再処理施設の定期的な評価
（高経年化対策）

―アスファルト固化体貯蔵施設―
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1.

アスファルト固化体貯蔵施設の概要
アスファルト固化体貯蔵施設は、アスファルト固化処理施設で製造されたアスファルト固化体

及び廃溶媒処理技術開発施設で製造された PVC 固化体、エポキシ固化体の貯蔵を行う施設である。
本施設は、地下 1 階（一部地下 2 階）、地上 1 階（一部地上 3 階）の鉄筋コンクリート造である。
地下には貯蔵セル、移送セル、保守区域、ユーティリティ室等を、1 階には貯蔵セル、移送セ
ル、カスク保管室、トラックエアロック等を、2 階には制御室、事務室、安全管理分室、クレー
ンホール等を、3 階には入気室、排気室、分電盤室等を配置している。
2.

経年変化に関する技術評価

2.1

技術評価対象機器・構築物の選定

東海再処理施設の機器・構築物のうち高経年化技術評価の対象となる機器・構築物を、「第 2
回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.1 技術評価対象機器・構築物の選定

表 5.1.1-1 評

価対象機器・構築物の選定の考え方及び表 5.1.1-2 安全機能一覧」に基づき抽出した。抽出した
結果を「表 2.1-1
2.2

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧」に示す。

評価手順

高経年化技術評価を合理的に実施するために、表 2.1-1 で選定した機器・構築物を、建家構築
物等にカテゴリ化し、さらに、カテゴリ内で、機器の構造（型式）
、使用環境、材質等により各種
機器をグループ化した。グループごとに、使用条件（運転時間、温度、容量等）等を考慮して、
経年変化上最も条件が厳しい機器を代表機器として選定した。選定結果を「表 2.2-1

代表機器

の選定結果」に示す。
表 2.2-1 で選定した代表機器について、
「第 2 回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.2 技

術評価手順」に基づき評価を実施した。
2.3

経年変化に関する技術的な評価の結果

本項は、アスファルト固化体貯蔵施設のうち、安全機能を有する機器、構築物等を対象に実施
した経年変化に関する技術的な評価結果の概要を述べる。
2.3.1

建家構築物等

代表機器として選定した貯蔵セル（R151）の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定
される経年変化事象を検討した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.1.1

セル等の構造体の塩害

平成 4 年に施設の外壁に対して鉄筋位置での塩化物濃度を測定しており、鉄筋位置での塩化物
濃度の増加傾向は維持管理上の基準値 0.052%2.3.1.1-1) に対して着工から 13 年経過した時点で
0.007%であった。
また、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、
使用条件及び環境に変化がなく、
経年変化傾向の乖離は考えられず、塩化物濃度は 0.013%程度と考えられ、鉄筋位置での塩化物濃
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度の増加傾向が最も大きいところでも維持管理上の基準値に達するまでに少なくとも 100 年以上
を要すると考えられる。
なお、当該事象の進展に係るデータの蓄積を図るため、平成 26 年に実施したシュミットハンマ
ーによる反発度測定からコンクリート圧縮強度の推定を行った結果、設計基準強度 22.05N/mm2 に
対して 24.49N/mm2 であり、十分な強度を有していることから、塩害による波及的な影響がないこ
とを確認できた。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後についても念のため、10 年に 1 回の頻度でシュミットハンマーを用いた反発度測定を継続
して実施し、塩害の進展に係るデータの蓄積を図る。
2.3.1.2

セル等の構造体の中性化

平成 4 年に施設の外壁に対して中性化深さを測定しており、
平均かぶり深さ 54mm に対して着工
から 13 年経過した時点で 8.0mm であった。
また、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、
使用条件及び環境に変化がなく、
経年変化傾向の乖離は考えられず、中性化深さは 15.2mm 程度と考えられ、中性化深さの増加傾向
が最も大きいところでも中性化が鉄筋位置に達するまでに少なくとも 100 年以上を要すると考え
られる。
なお、当該事象の進展に係るデータの蓄積を図るため、平成 26 年に実施したシュミットハンマ
ーによる反発度測定からコンクリート圧縮強度の推定を行った結果、設計基準強度 22.05N/mm2 に
対して 24.49N/mm2 であり、十分な強度を有していることから、中性化による波及的な影響がない
ことを確認できた。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後についても念のため、10 年に 1 回の頻度でシュミットハンマーを用いた反発度測定を継続
して実施し、中性化の進展に係るデータの蓄積を図る。
2.3.1.3

セル等の構造体のアルカリ骨材反応

着工から 35 年経過した平成 26 年までに、施設において亀甲状のひび割れ等は確認されていな
い。アルカリ骨材反応は「反応性のある骨材の使用」が原因であり、その反応はコンクリート施
工時から進むことから、現状アルカリ骨材反応に起因する特有の亀甲状のひび割れ等は認められ
ておらず、「反応性のある骨材の使用」はないと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.1.4

セル等の構造体の放射線による影響

放射線によるコンクリートへの影響が生じないことが確認されている中性子線照射量は 1×
1020n/cm2、γ線吸収線量は 2×108Gy である 2.3.1.4-1)。
当該セルの放射線による影響評価については、
平成 26 年時点でのアスファルト固化体貯蔵量が
着工から貯蔵されていたと仮定した場合、着工から 35 年経過した平成 26 年時点の中性子線照射
量は約 2.4×1014n/cm2、γ線吸収線量は約 1.6×104Gy であった。
また、着工から 47 年経過した今回の評価期間末（平成 38 年）では、今後新たなアスファルト
固化体を貯蔵する予定がないため、
平成 26 年時点のアスファルト固化体貯蔵量をもとに計算して
も、中性子線照射量は約 3.2×1014n/cm2、γ線吸収線量は約 2.2×104Gy であり、放射線によるコ
ンクリートへの影響が生じないことが確認されている中性子線照射量（1×1020n/cm2）及びγ線吸
収線量（2×108Gy）を上回ることはなく、それらの量に達するまでには 50 年以上を要すると考え
られる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。

表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧

安全機能を
有する機器・ 要求される安全機能
構築物の区分

機器・構築物
施設名
アスファル

⑮

遮蔽に係る安全機能
（遮蔽機能）

機器・構築物名
貯蔵セル（R151）

ト固化体貯
蔵施設

貯蔵セル（R152）
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1

カテゴリ

Ⅰ-1

鉄筋コンクリート
構造物（セル等）

グループ

アスファルト
固化体貯蔵施設

施設

代表機器の選定結果

貯蔵セル（R152）

貯蔵セル（R151）

機器・構築物

評価対象機器・構築物

表 2.2-1

使用材料、使用期間が同等で
あるが、環境が厳しい（γ線
吸収線量及び中性子照射量が
高い）貯蔵セル（R151）を選
定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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JAEA-Technology 2016-007

建家構築物等
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3.

耐震安全評価

3.1

評価対象機器

評価対象機器は、技術評価における評価対象機器と同じとする。
アスファルト固化体貯蔵施設は、建築基準法施行令の改正（昭和 55 年 7 月）前の施設に該当す
ることから、以下に示すように重要度分類に応じて十分な耐震性を有することを確認している。
評価対象機器の重要度分類を「表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧」に示す。

(1) 耐震設計上の重要度分類
建家及び構築物並びに機器・配管の重要度に応じて、次の様に分類し、それぞれの重要度
に応じた耐震設計を行っている。
A類：その機能喪失により、周辺公衆に災害を及ぼすおそれのあるもの
B類：高放射性物質に関するA類以外のもの
C類：A類及びB類以外のもの、ただし主要な装置に関係ないものを除く
(2) 耐震設計評価法及び荷重の組み合わせと許容限界
(ⅰ)耐震設計評価法
＜建家及び構築物の場合＞
A類、B類及びC類の施設については、建築基準法に定められる水平震度のそれぞれ3.0倍、
1.5倍及び1.0倍の静的地震力に対して安全であるように設計している。
なお、A類については建築基礎底面において想定最大加速度180Galの地震力に対して安
全であるように設計している。

＜機器・配管類の場合＞
A類については、建築基礎底面において想定最大加速度180Galに対しての各階の最大応
答加速度の1.2倍から静的地震力を算定して設計を行っている。B類はA類の1/2の最大加速
度について、C類はA類の1/3の最大加速度について各々設計している。
なお、A類については建家基礎底面において想定最大加速度180Galの地震力に対して安
全であるように設計している。
(ⅱ) 荷重の組み合わせと許容限界
＜荷重の組み合わせ＞
静的な鉛直地震力として、機器及び配管は各機器の設置階の水平震度の1/2として算定
し、水平震度と鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作用させている。
＜許容限界＞
建家・建築物に関する材料の許容応力度は、建築基準法及び日本建築学会各種規準等、
機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格及び鋼構造設計規準等に準拠し
て設定されている。
3.2

評価手順

「第2回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.2.2評価手順」に基づき評価を実施した。
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3.3

耐震安全評価結果

評価の結果、「表3.3-1

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果」に示すように耐震安

全上着目すべき経年変化事象は抽出されなかった。したがって、耐震安全性に関する詳細評価及
び耐震安全性の観点から保全対策に反映すべき事項の抽出については、
実施する必要がなかった。
以上により、次回の高経年化技術評価まで耐震安全性が維持されることを確認した。

表3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

施設

建家構築物等

アスファル
鉄筋コンクリート

耐震重要
機器・構築物

度分類

貯蔵セル（R151）

B類

貯蔵セル（R152）

B類

ト固化体貯

構造物（セル等）
蔵施設

- - 810
810 - -

(使用材料、使用期間が同等である
が、環境が厳しい（γ線吸収線量及
び中性子照射量が高い）貯蔵セル
（R151）を選定した。)

貯蔵セル（R151）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

グループ

鉄筋コンクリート構造物（セル等）

カテゴリ

建家構築物等

- 811 -

- 811 -

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

次回の高経年化技術評価まで供用した場合、鉄筋に影響を及ぼすこ
とはなく、コンクリートの強度低下は発生しないことから、耐震性
への影響はない。
次回の高経年化技術評価まで供用した場合、反応性のある骨材の使
用はなく、コンクリートの強度低下は発生しないことから、耐震性
への影響はない。
次回の高経年化技術評価まで供用した場合、コンクリートに影響が
生じないことが確認されている放射線量を上回ることはなく、コン
クリートの強度低下は発生しないことから、耐震性への影響はな
い。

コンクリートの中性化

コンクリートの
アルカリ骨材反応

放射線による影響

- 811 -

着目する
必要なし

次回の高経年化技術評価まで供用した場合、鉄筋を腐食させる塩化
物濃度に至ることはなく、コンクリートの強度低下は発生しないこ
とから、耐震性への影響はない。

コンクリートの塩害

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果
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JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

参考文献
2.3.1.1-1)

(社)日本コンクリート工学協会,コンクリート便覧(第二版),技報堂出版,1996.

2.3.1.4-1)

H.K.Hilsdorf et al., The Effects of Nuclear Radiation on the Mechanical
Properties of Concrete, American Concrete Institute Publication SP-55
Paper10, 1978.

-- 812
812 --

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

付録 8

東海再処理施設の定期的な評価
（高経年化対策）

―第二アスファルト固化体貯蔵施設―
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1.

第二アスファルト固化体貯蔵施設の概要
第二アスファルト固化体貯蔵施設は、アスファルト固化処理施設で製造されたアスファルト固

化体、廃溶媒処理技術開発施設で製造された PVC 固化体及びエポキシ固化体、再処理施設から発
生した低放射性固体廃棄物の貯蔵を行う施設である。
本施設は、地下 1 階（一部地下 2 階）、地上 3 階（一部地上 4 階）の鉄筋コンクリート造である。
地下には貯蔵セル、移送セル、ユーティリティ室、固化体評価試験セル、保守室等を、1 階に
は貯蔵セル、移送セル、トラックエアロック、事務室、安全管理分室等を、2 階には貯蔵セル、
移送セル、積換セル等を、3 階には制御室、クレーンホール、入気機械室、排気機械室等を配置
している。
2.

経年変化に関する技術評価

2.1

技術評価対象機器・構築物の選定

東海再処理施設の機器・構築物のうち高経年化技術評価の対象となる機器・構築物を、「第 2
回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.1 技術評価対象機器・構築物の選定

表 5.1.1-1 評

価対象機器・構築物の選定の考え方及び表 5.1.1-2 安全機能一覧」に基づき抽出した。抽出した
結果を「表 2.1-1
2.2

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧」に示す。

評価手順

高経年化技術評価を合理的に実施するために、表 2.1-1 で選定した機器・構築物を、建家構築
物等にカテゴリ化し、さらに、カテゴリ内で、機器の構造（型式）
、使用環境、材質等により各種
機器をグループ化した。グループごとに、使用条件（運転時間、温度、容量等）等を考慮して、
経年変化上最も条件が厳しい機器を代表機器として選定した。選定結果を「表 2.2-1

代表機器

の選定結果」に示す。
表 2.2-1 で選定した代表機器について、
「第 2 回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.2 技

術評価手順」に基づき評価を実施した。
2.3

経年変化に関する技術的な評価の結果

本項は、第二アスファルト固化体貯蔵施設のうち、安全機能を有する機器、構築物等を対象に
実施した経年変化に関する技術的な評価結果の概要を述べる。
2.3.1

建家構築物等

代表機器として選定した貯蔵セル（R151）の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定
される経年変化事象を検討した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.1.1

セル等の構造体の塩害

当該セルは屋内にあり、風雨、海塩粒子の影響を受ける環境ではないことから、当該事象の進
展傾向は極めて小さいと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
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すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.2

セル等の構造体の中性化

当該セルは屋内にあり、建家外壁のように H2S、SO2 等の大気汚染物質が溶け込んだ雨水の影響
を受けることはない。また、換気を行っているため屋外と CO2 濃度は同等であり、硝酸を取り扱
う機器内は負圧に保っているため硝酸ヒュームの影響も受けない。これらより、中性化の進展傾
向が極めて小さいと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.3

セル等の構造体のアルカリ骨材反応

着工から 29 年経過した平成 26 年までに、施設において亀甲状のひび割れ等は確認されていな
い。アルカリ骨材反応は「反応性のある骨材の使用」が原因であり、その反応はコンクリート施
工時から進むことから、現状アルカリ骨材反応に起因する特有の亀甲状のひび割れ等は認められ
ておらず、「反応性のある骨材の使用」はないと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.4

セル等の構造体の放射線による影響

放射線によるコンクリートへの影響が生じないことが確認されている中性子線照射量は 1×
1020n/cm2、γ線吸収線量は 2×108Gy である 2.3.1.4-1)。
当該セルの放射線による影響評価については、
平成 26 年時点でのアスファルト固化体貯蔵量が
着工から貯蔵されていたと仮定した場合、着工から 29 年経過した平成 26 年時点での中性子線照
射量は約 2.6×1014n/cm2、γ線吸収線量は約 1.8×104Gy であった。
また、着工から 41 年経過した今回の評価期間末（平成 38 年）では、今後新たなアスファルト
固化体を貯蔵する予定がないため、
平成 26 年時点のアスファルト固化体貯蔵量をもとに計算して
も、中性子線照射量は約 3.7×1014n/cm2、γ線吸収線量は約 2.5×104Gy であり、放射線によるコ
ンクリートへの影響が生じないことが確認されている中性子線照射量（1×1020n/cm2）及びγ線吸
収線量（2×108Gy）を上回ることはなく、それらの量に達するまでには 50 年以上を要すると考え
られる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧

安全機能を
有する機器・ 要求される安全機能
構築物の区分

⑮

遮蔽に係る安全機能
（遮蔽機能）

機器・構築物
施設名
第二アスフ
ァルト固化
体貯蔵施設

機器・構築物名
貯蔵セル（R251）
貯蔵セル（R151）
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1

カテゴリ

Ⅰ-1

鉄筋コンクリート
構造物（セル等）

グループ

第二アスファルト
固化体貯蔵施設

施設

代表機器の選定結果

貯蔵セル（R151）

貯蔵セル（R251）

機器・構築物

評価対象機器・構築物

表 2.2-1

使用材料、使用期間が同等で
あるが、環境が厳しい（γ線
吸収線量及び中性子照射量が
高い）貯蔵セル（R151）を選
定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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建家構築物等
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3.

耐震安全評価

3.1

評価対象機器

評価対象機器は、技術評価における評価対象機器と同じとする。
第二アスファルト固化体貯蔵施設は、建築基準法施行令の改正（昭和 55 年 7 月）以降かつユー
ティリティ施設の設置変更承認申請（平成 7 年 11 月）の前に設置が認められた施設に該当するこ
とから、以下に示すように重要度分類に応じて十分な耐震性を有することを確認している。評価
対象機器の重要度分類を「表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧」に示す。

(1) 耐震設計上の重要度分類
建家及び構築物並びに機器・配管の重要度に応じて、次の様に分類し、それぞれの重要度
に応じた耐震設計を行っている。
A類：その機能喪失により、周辺公衆に災害を及ぼすおそれのあるもの
B類：高放射性物質に関するA類以外のもの
C類：A類及びB類以外のもの、ただし主要な装置に関係ないものを除く
(2) 耐震設計評価法及び荷重の組み合わせと許容限界
(ⅰ) 耐震設計評価法
＜建家及び構築物の場合＞
A類、B類及びC類の施設については、建築基準法に定められる地震層せん断係数のそれ
ぞれ3.0倍,1.5倍及び1.0倍の静的地震力に対して安全であるように設計している。
なお、A類については建家基礎底面において想定最大加速度180Galの地震力に対して安
全であるように設計している。

＜機器・配管類の場合＞
A類については、建築基準法施行令から求められる水平震度の3.6（1.2×3）倍から静的
地震力を算定して設計を行っている。B類は1.8（A類の1/2）倍、C類は1.2（A類の1/3）倍
の係数を乗じて静的地震力を算定し設計を行っている。なお、A類については建築基礎底
面において想定最大加速度180Galの地震力に対して安全であるように設計している。
(ⅱ) 荷重の組み合わせと許容限界
＜荷重の組み合わせ＞
静的な鉛直地震力として、建家及び構築物は水平震度の0.3倍、機器及び配管は水平震
度の0.36倍として算定し、水平震度と鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作用さ
せている。
＜許容限界＞
建家・建築物に関する材料の許容応力度は、建築基準法及び日本建築学会各種規準等、
機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格及び鋼構造設計規準等に準拠し
て設定されている。
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3.2

評価手順

「第2回
3.3

再処理施設の定期的な評価報告書

5.2.2評価手順」に基づき評価を実施した。

耐震安全評価結果

評価の結果、「表3.3-1

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果」に示すように耐震安

全上着目すべき経年変化事象は抽出されなかった。したがって、耐震安全性に関する詳細評価及
び耐震安全性の観点から保全対策に反映すべき事項の抽出については、
実施する必要がなかった。
以上により、次回の高経年化技術評価まで耐震安全性が維持されることを確認した。

表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ
建家構築物等

鉄筋コンクリート
構造物（セル等）

施設

第二アスフ

耐震重要
機器・構築物

度分類

貯蔵セル（R251）

B類

貯蔵セル（R151）

B類

ァルト固化
体貯蔵施設
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（使用材料、使用期間が同等である
が、環境が厳しい（γ線吸収線量及
び中性子照射量が高い）貯蔵セル
（R151）を選定した。）

貯蔵セル（R151）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

次回の高経年化技術評価まで供用した場合、反応性のある骨材の使
用はなく、コンクリートの強度低下は発生しないことから、耐震性
への影響はない。

コンクリートの中性化

コンクリートの
アルカリ骨材反応

放射線による影響

次回の高経年化技術評価まで供用した場合、コンクリートに影響が
生じないことが確認されている放射線量を上回ることはなく、コン
クリートの強度低下は発生しないことから、耐震性への影響はな
い。

着目する
必要なし

次回の高経年化技術評価まで供用した場合、屋内にある当該セル
は、雨水に含まれる大気汚染物質等の影響を受ける環境ではなく、
コンクリートの強度低下は発生しないことから、耐震性への影響は
ない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

次回の高経年化技術評価まで供用した場合、屋内にある当該セル
は、風雨、海塩粒子の影響を受ける環境ではなく、コンクリートの
強度低下は発生しないことから、耐震性への影響はない。

コンクリートの塩害

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果

JAEA-Technology 2016-007
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グループ

鉄筋コンクリート構造物（セル等）

カテゴリ

建家構築物等
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付録 9

東海再処理施設の定期的な評価
（高経年化対策）

―高放射性固体廃棄物貯蔵庫―
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1.

高放射性固体廃棄物貯蔵庫の概要
高放射性固体廃棄物貯蔵庫は、分離精製工場で発生したハル、エンドピース、使用済みフィル

タ及び分析所で発生した分析廃材等の高放射性固体廃棄物の貯蔵を行う施設である。
本施設は、地上 2 階で、セル部分が鉄筋コンクリート造、トラックヤードと上家部分が鉄骨造
である。
セルはハル貯蔵庫 2 基、予備貯蔵庫 1 基及び汚染機器類貯蔵庫 7 基があり、2 階にはクレーン
室及び付属機械室等を配置している。
2.

経年変化に関する技術評価

2.1

技術評価対象機器・構築物の選定

東海再処理施設の機器・構築物のうち高経年化技術評価の対象となる機器・構築物を、「第 2
回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.1 技術評価対象機器・構築物の選定

表 5.1.1-1 評

価対象機器・構築物の選定の考え方及び表 5.1.1-2 安全機能一覧」に基づき抽出した。抽出した
結果を「表 2.1-1
2.2

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧」に示す。

評価手順

高経年化技術評価を合理的に実施するために、表 2.1-1 で選定した機器・構築物を、建家構築
物等にカテゴリ化し、さらに、カテゴリ内で、機器の構造（型式）
、使用環境、材質等により各種
機器をグループ化した。グループごとに、使用条件（運転時間、温度、容量等）等を考慮して、
経年変化上最も条件が厳しい機器を代表機器として選定した。選定結果を「表 2.2-1

代表機器

の選定結果」に示す。
表 2.2-1 で選定した代表機器について、
「第 2 回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.2 技

術評価手順」に基づき評価を実施した。
2.3

経年変化に関する技術的な評価の結果

本項は、高放射性固体廃棄物貯蔵庫のうち、安全機能を有する機器、構築物等を対象に実施し
た経年変化に関する技術的な評価結果の概要を述べる。
2.3.1

建家構築物等

代表機器として選定したハル貯蔵庫（R032）の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想
定される経年変化事象を検討した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.1.1

セル等の構造体の塩害

平成 4 年に施設の外壁に対して鉄筋位置での塩化物濃度を測定しており、鉄筋位置での塩化物
濃度の増加傾向は維持管理上の基準値 0.052%2.3.1.1-1) に対して着工から 21 年経過した時点で
0.018%であった。
また、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、
使用条件及び環境に変化がなく、
経年変化傾向の乖離は考えられず、塩化物濃度は 0.029%程度と考えられ、鉄筋位置での塩化物濃
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度の増加傾向が最も大きいところでも維持管理上の基準値に達するまでに少なくとも 100 年以上
を要すると考えられる。
なお、当該事象の進展に係るデータの蓄積を図るため、平成 26 年に実施したシュミットハンマ
による反発度測定からコンクリート圧縮強度の推定を行った結果、設計基準強度 20.58N/mm2 に対
して 36.17N/mm2 であり、十分な強度を有していることから、塩害による波及的な影響がないこと
を確認できた。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後についても念のため、10 年に 1 回の頻度でシュミットハンマを用いた反発度測定を継続し
て実施し、塩害に係るデータの蓄積を図る。
2.3.1.2

セル等の構造体の中性化

平成 4 年に施設の外壁に対して中性化深さを測定しており、
平均かぶり深さ 49mm に対して着工
から 21 年経過した時点で 7.0mm であった。
また、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、
使用条件及び環境に変化がなく、
経年変化傾向の乖離は考えられず、中性化深さは 11.3mm 程度と考えられ、中性化深さの増加傾向
が最も大きいところでも中性化が鉄筋位置に達するまでに少なくとも 100 年以上を要すると考え
られる。
なお、当該事象の進展に係るデータの蓄積を図るため、平成 26 年に実施したシュミットハンマ
による反発度測定からコンクリート圧縮強度の推定を行った結果、設計基準強度 20.58N/mm2 に対
して 36.17N/mm2 であり、十分な強度を有していることから、中性化による波及的な影響がないこ
とを確認できた。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後についても念のため、10 年に 1 回の頻度でシュミットハンマを用いた反発度測定を継続し
て実施し、中性化に係るデータの蓄積を図る。
2.3.1.3

セル等の構造体のアルカリ骨材反応

着工から 43 年経過した平成 26 年までに、施設において亀甲状のひび割れ等は確認されていな
い。アルカリ骨材反応は「反応性のある骨材の使用」が原因であり、その反応はコンクリート施
工時から進むことから、現状アルカリ骨材反応に起因する特有の亀甲状のひび割れ等は認められ
ておらず、「反応性のある骨材の使用」はないと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.1.4

セル等の構造体の放射線による影響

放射線によるコンクリートへの影響が生じないことが確認されている中性子線照射量は 1×
1020n/cm2、γ線吸収線量は 2×108Gy である 2.3.1.4-1)。
当該セルの放射線による影響評価については、
平成 26 年時点での廃棄物貯蔵量が着工から貯蔵
されていたと仮定した場合、着工から 43 年経過した平成 26 年時点での中性子線照射量は約 7.0
×1016n/cm2、γ線吸収線量は約 3.5×107Gy であった。
また、着工から 55 年経過した今回の評価期間末（平成 38 年）では、今後新たな廃棄物を貯蔵
する予定がないため、平成 26 年時点での廃棄物貯蔵量をもとに計算しても、中性子線照射量は約
9.0×1016n/cm2、γ線吸収線量は約 4.5×107Gy であり、放射線によるコンクリートへの影響が生
じないことが確認されている中性子線照射量（1×1020n/cm2）及びγ線吸収線量（2×108Gy）を上
回ることはなく、それらの量に達するまでには 50 年以上を要すると考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。

表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧

安全機能を
有する機器・ 要求される安全機能
構築物の区分
遮蔽に係る安全機能
⑮

機器・構築物
施設名
高放射性

機器・構築物名
ハル貯蔵庫（R031）

固体廃棄物
（遮蔽機能）

貯蔵庫

ハル貯蔵庫（R032）
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1

カテゴリ

Ⅰ-1

鉄筋コンクリート
構造物（セル等）

グループ

高放射性固体
廃棄物貯蔵庫

施設

代表機器の選定結果

ハル貯蔵庫（R032）

ハル貯蔵庫（R031）

機器・構築物

評価対象機器・構築物

表 2.2-1

使用材料、使用期間が同等で
あるが、環境が厳しい（γ線
吸収線量及び中性子照射量が
高い）ハル貯蔵庫（R032）を
選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

建家構築物等
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3.

耐震安全評価

3.1

評価対象機器

評価対象機器は、技術評価における評価対象機器と同じとする。
高放射性固体廃棄物貯蔵庫は、建築基準法施行令の改正（昭和 55 年 7 月）前の施設に該当する
ことから、以下に示すように重要度分類に応じて十分な耐震性を有することを確認している。評
価対象機器の重要度分類を「表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧」に示す。

(1) 耐震設計上の重要度分類
建家及び構築物並びに機器・配管の重要度に応じて、次の様に分類し、それぞれの重要度
に応じた耐震設計を行っている。
A類：その機能喪失により、周辺公衆に災害を及ぼすおそれのあるもの
B類：高放射性物質に関するA類以外のもの
C類：A類及びB類以外のもの、ただし主要な装置に関係ないものを除く
(2) 耐震設計評価法及び荷重の組み合わせと許容限界
(ⅰ)耐震設計評価法
＜建家及び構築物の場合＞
A類、B類及びC類の施設については、建築基準法に定められる水平震度のそれぞれ3.0倍、
1.5倍及び1.0倍の静的地震力に対して安全であるように設計している。
なお、A類については建築基礎底面において想定最大加速度180Galの地震力に対して安
全であるように設計している。

＜機器・配管類の場合＞
A類については、建築基礎底面において想定最大加速度180Galに対しての各階の最大応
答加速度の1.2倍から静的地震力を算定して設計を行っている。B類はA類の1/2の最大加速
度について、C類はA類の1/3の最大加速度について各々設計している。
なお、A類については建家基礎底面において想定最大加速度180Galの地震力に対して安
全であるように設計している。
(ⅱ)荷重の組み合わせと許容限界
＜荷重の組み合わせ＞
静的な鉛直地震力として、機器及び配管は各機器の設置階の水平震度の1/2として算定
し、水平震度と鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作用させている。
＜許容限界＞
建家・建築物に関する材料の許容応力度は、建築基準法及び日本建築学会各種規準等、
機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格及び鋼構造設計規準等に準拠し
て設定されている。
3.2

評価手順

「第2回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.2.2評価手順」に基づき評価を実施した。

-- 829
829 --

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

3.3

耐震安全評価結果

評価の結果、「表3.3-1

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果」に示すように耐震安

全上着目すべき経年変化事象は抽出されなかった。したがって、耐震安全性に関する詳細評価及
び耐震安全性の観点から保全対策に反映すべき事項の抽出については、
実施する必要がなかった。
以上により、次回の高経年化技術評価まで耐震安全性が維持されることを確認した。

表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

施設

建家構築物等

高放射性
鉄筋コンクリート
構造物（セル等）

耐震重要
機器・構築物

度分類

ハル貯蔵庫（R031）

A類

ハル貯蔵庫（R032）

A類

固体廃棄物
貯蔵庫
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(使用材料、使用期間が同等である
が、環境が厳しい（γ線吸収線量及
び中性子照射量が高い）ハル貯蔵庫
（R032）を選定した。)

ハル貯蔵庫（R032）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

次回の高経年化技術評価まで供用した場合、鉄筋を腐食させる塩化
物濃度に至ることはなく、コンクリートの強度低下は発生しないこ
とから、耐震性への影響はない。
次回の高経年化技術評価まで供用した場合、鉄筋に影響を及ぼすこ
とはなく、コンクリートの強度低下は発生しないことから、耐震性
への影響はない。
次回の高経年化技術評価まで供用した場合、反応性のある骨材の使
用はなく、コンクリートの強度低下は発生しないことから、耐震性
への影響はない。
次回の高経年化技術評価まで供用した場合、コンクリートに影響が
生じないことが確認されている放射線量を上回ることはなく、コン
クリートの強度低下は発生しないことから、耐震性への影響はな
い。

コンクリートの中性化

コンクリートの
アルカリ骨材反応

放射線による影響

コンクリートの塩害

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果
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グループ

鉄筋コンクリート構造物（セル等）

カテゴリ

建家構築物等
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1.

第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設の概要
第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設は、分離精製工場で発生したハル、エンドピース及び使用済

みフィルタ、高レベル放射性物質研究施設及びガラス固化技術開発施設で発生した雑固体等の高
放射性固体廃棄物の貯蔵を行う施設である。
本施設は、地下 2 階、地上 3 階で、地下部が鉄筋コンクリート造、地上部が鉄筋鉄骨コンクリ
ート造である。
地下 2 階には、排気機械室及び低放射性廃液貯蔵セル等があり、地下 2 階から地下 1 階にかけ
て乾式貯蔵セル 1 基及び湿式貯蔵セル 2 基がある。また、中地下 2 階から中地下 1 階にかけて長
ドラムセル、地下 1 階から中地下 1 階にかけて標準ドラムセルがあり、地下 1 階には監視盤室等
がある。地上 1 階から 3 階にかけてクレーンホールを配置している。
2.

経年変化に関する技術評価

2.1

技術評価対象機器・構築物の選定

東海再処理施設の機器・構築物のうち高経年化技術評価の対象となる機器・構築物を、「第 2
回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.1 技術評価対象機器・構築物の選定

表 5.1.1-1 評

価対象機器・構築物の選定の考え方及び表 5.1.1-2 安全機能一覧」に基づき抽出した。抽出した
結果を「表 2.1-1
2.2

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧」に示す。

評価手順

高経年化技術評価を合理的に実施するために、表 2.1-1 で選定した機器・構築物を、建家構築
物等にカテゴリ化し、さらに、カテゴリ内で、機器の構造（型式）
、使用環境、材質等により各種
機器をグループ化した。グループごとに、使用条件（運転時間、温度、容量等）等を考慮して、
経年変化上最も条件が厳しい機器を代表機器として選定した。選定結果を「表 2.2-1

代表機器

の選定結果」に示す。
表 2.2-1 で選定した代表機器について、
「第 2 回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.2 技

術評価手順」に基づき評価を実施した。
2.3

経年変化に関する技術的な評価の結果

本項は、第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設のうち、安全機能を有する機器、構築物等を対象に
実施した経年変化に関する技術的な評価結果の概要を述べる。
2.3.1

建家構築物等

代表機器として選定した湿式貯蔵セル（R003）の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ
想定される経年変化事象を検討した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.1.1

セル等の構造体の塩害

当該セルは屋内にあり、風雨、海塩粒子の影響を受ける環境ではないことから、当該事象の進
展傾向は極めて小さいと考えられる。
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以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.2

セル等の構造体の中性化

当該セルは屋内にあり、建家外壁のように H2S、SO2 等の大気汚染物質が溶け込んだ雨水の影響
を受けることはない。また、換気を行っているため屋外と CO2 濃度は同等であり、硝酸を取り扱
う機器内は負圧に保っているため硝酸ヒュームの影響も受けない。これらより、中性化の進展傾
向が極めて小さいと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.3

セル等の構造体のアルカリ骨材反応

着工から 27 年経過した平成 26 年までに、施設において亀甲状のひび割れ等は確認されていな
い。アルカリ骨材反応は「反応性のある骨材の使用」が原因であり、その反応はコンクリート施
工時から進むことから、現状アルカリ骨材反応に起因する特有の亀甲状のひび割れ等は認められ
ておらず、「反応性のある骨材の使用」はないと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.4

セル等の構造体の放射線による影響

放射線によるコンクリートへの影響が生じないことが確認されている中性子線照射量は 1×
20

10 n/cm2、γ線吸収線量は 2×108Gy である 2.3.1.4-1)。
当該セルの放射線による影響評価については、
平成 26 年時点での廃棄物貯蔵量が着工から貯蔵
されていたと仮定した場合、着工から 27 年経過した平成 26 年時点での中性子線照射量は約 1.4
×1016n/cm2、γ線吸収線量は約 9.3×106Gy であった。
また、着工から 39 年経過した今回の評価期間末（平成 38 年）では、平成 26 年時点の貯蔵量に、
平成 38 年までの貯蔵見込み量を追加して計算しても、中性子線照射量は約 2.2×1016n/cm2、γ線
吸収線量は約 1.5×107Gy であり、放射線によるコンクリートへの影響が生じないことが確認され
ている中性子線照射量（1×1020n/cm2）及びγ線吸収線量（2×108Gy）を上回ることはなく、それ
らの量に達するまでには 50 年以上を要すると考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧

安全機能を
有する機器・ 要求される安全機能
構築物の区分

⑮

遮蔽に係る安全機能
（遮蔽機能）

機器・構築物
施設名
第二高放射
性固体廃棄
物貯蔵施設

機器・構築物名
乾式貯蔵セル（R002）
湿式貯蔵セル（R003）
湿式貯蔵セル（R004）

- 837 - 837 -

1

カテゴリ

Ⅰ-1

鉄筋コンクリート
構造物（セル等）

グループ

第二高放射性固体
廃棄物貯蔵施設

施設

代表機器の選定結果

湿式貯蔵セル（R004）

湿式貯蔵セル（R003）

乾式貯蔵セル（R002）

機器・構築物

評価対象機器・構築物

表 2.2-1

使用材料、使用期間が同等
であるが、環境が厳しい（γ
線吸収線量及び中性子照射
量が最も高い）湿式貯蔵セ
ル（R003）を選定した。

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007
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建家構築物等
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3.

耐震安全評価

3.1

評価対象機器

評価対象機器は、技術評価における評価対象機器と同じとする。
第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設は、建築基準法施行令の改正（昭和 55 年 7 月）以降かつユー
ティリティ施設の設置変更承認申請（平成 7 年 11 月）の前に設置が認められた施設に該当するこ
とから、以下に示すように重要度分類に応じて十分な耐震性を有することを確認している。評価
対象機器の重要度分類を「表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧」に示す。

(1) 耐震設計上の重要度分類
建家及び構築物並びに機器・配管の重要度に応じて、次の様に分類し、それぞれの重要度
に応じた耐震設計を行っている。
A類：その機能喪失により、周辺公衆に災害を及ぼすおそれのあるもの
B類：高放射性物質に関するA類以外のもの
C類：A類及びB類以外のもの、ただし主要な装置に関係ないものを除く
(2) 耐震設計評価法及び荷重の組み合わせと許容限界
(ⅰ) 耐震設計評価法
＜建家及び構築物の場合＞
A類、B類及びC類の施設については、建築基準法に定められる地震層せん断係数のそれ
ぞれ3.0倍、1.5倍及び1.0倍の静的地震力に対して安全であるように設計している。
なお、A類については建家基礎底面において想定最大加速度180Galの地震力に対して安
全であるように設計している。

＜機器・配管類の場合＞
A類については、建築基準法施行令から求められる水平震度の3.6（1.2×3）倍から静的
地震力を算定して設計を行っている。B類は1.8（A類の1/2）倍、C類は1.2（A類の1/3）倍
の係数を乗じて静的地震力を算定し設計を行っている。なお、A類については建築基礎底
面において想定最大加速度180Galの地震力に対して安全であるように設計している。
(ⅱ) 荷重の組み合わせと許容限界
＜荷重の組み合わせ＞
静的な鉛直地震力として、建家及び構築物は水平震度の0.3倍、機器及び配管は水平震
度の0.36倍として算定し、水平震度と鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作用さ
せている。
＜許容限界＞
建家・建築物に関する材料の許容応力度は、建築基準法及び日本建築学会各種規準等、
機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格及び鋼構造設計規準等に準拠し
て設定されている。
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3.2

評価手順

「第2回
3.3

再処理施設の定期的な評価報告書

5.2.2

評価手順」に基づき評価を実施した。

耐震安全評価結果

評価の結果、「表3.3-1

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果」に示すように耐震安

全上着目すべき経年変化事象は抽出されなかった。したがって、耐震安全性に関する詳細評価及
び耐震安全性の観点から保全対策に反映すべき事項の抽出については、
実施する必要がなかった。
以上により、次回の高経年化技術評価まで耐震安全性が維持されることを確認した。

表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ
建家構築物等

鉄筋コンクリート
構造物（セル等）

施設

耐震重要
機器・構築物

度分類

乾式貯蔵セル（R002）

A類

湿式貯蔵セル（R003）

A類

湿式貯蔵セル（R004）

A類

第二高放射
性固体廃棄
物貯蔵施設
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（使用材料、使用期間が同等である
が、環境が厳しい（γ線吸収線量及
び中性子照射量が最も高い）湿式貯
蔵セル（R003）を選定した。）

湿式貯蔵セル（R003）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

次回の高経年化技術評価まで供用した場合、屋内にある当該セル
は、風雨、海塩粒子の影響を受ける環境ではなく、コンクリートの
強度低下は発生しないことから、耐震性への影響はない。
次回の高経年化技術評価まで供用した場合、屋内にある当該セル
は、雨水に含まれる大気汚染物質等の影響を受ける環境ではなく、
コンクリートの強度低下は発生しないことから、耐震性への影響は
ない。
次回の高経年化技術評価まで供用した場合、反応性のある骨材の使
用はなく、コンクリートの強度低下は発生しないことから、耐震性
への影響はない。
次回の高経年化技術評価まで供用した場合、コンクリートに影響が
生じないことが確認されている放射線量を上回ることはなく、コン
クリートの強度低下は発生しないことから、耐震性への影響はな
い。

コンクリートの中性化

コンクリートの
アルカリ骨材反応

放射線による影響

コンクリートの塩害

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

グループ

鉄筋コンクリート構造物（セル等）

カテゴリ

建家構築物等
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東海再処理施設の定期的な評価
（高経年化対策）

―廃棄物処理場―
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1. 廃棄物処理場の概要
廃棄物処理場は、再処理施設から発生する低放射性の液体廃棄物について、蒸発濃縮処理や化
学処理等を行う。また、蒸発濃縮処理に伴い発生する濃縮液及び分離精製工場から発生する廃溶
媒・廃希釈剤を一時貯蔵する施設である。
本施設は、地下 1 階、一部地下中 2 階、地上 3 階の鉄筋コンクリート造である。
主要なセルである低放射性廃液蒸発セル、化学処理セル等は 1 階から 3 階に配置し、地下 1 階
には低放射性廃液貯槽、同濃縮廃液貯蔵セル、放出廃液貯槽等を、地下中 2 階には移送ポンプ室
等を配置する。閉じ込めの構造として、容器、コンクリートセル及び建家により 3 重のコンテイ
ンメントを持つ。
2. 経年変化に関する技術評価
2.1 技術評価対象機器・構築物の選定
東海再処理施設の機器・構築物のうち高経年化技術評価の対象となる機器・構築物を、「第 2
回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.1 技術評価対象機器・構築物の選定

表 5.1.1-1 評

価対象機器・構築物の選定の考え方及び表 5.1.1-2 安全機能一覧」に基づき抽出した。抽出した
結果を「表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧」に示す。

2.2 評価手順
高経年化技術評価を合理的に実施するために、表 2.1-1 で選定した機器・構築物を、計測制御
系統、共通設備にカテゴリ化し、さらに、カテゴリ内で、機器の構造（型式）
、使用環境、材質等
により各種機器をグループ化した。各グループごとに、使用条件（運転時間、温度、容量等）等
を考慮して、経年変化上最も条件が厳しい機器を代表機器として選定し評価を実施した。選定結
果を「表 2.2-1

代表機器の選定結果」に示す。

表 2.2-1 で選定した代表機器について、
「第 2 回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.2 技

術評価手順」に基づき評価を実施した。
2.3 経年変化に関する技術的な評価の結果
本項は、廃棄物処理場のうち安全機能を有する機器、構築物等を対象に実施した経年変化に関
する技術的な評価結果の概要を述べる。
2.3.1 計測制御系統
代表機器の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討した結
果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.1.1

計装配管、計器弁等の全面腐食、孔食

当該部位の材料は炭素鋼、ステンレス鋼等で、常時換気している屋内等で使用していることか
ら、腐食を促進させる環境になく、これまでにわずかな発錆があるが、全面腐食による減肉や孔
食は生じていない。
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次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.2

圧力スイッチ等の特性変化

当該部位は、定期的な校正を実施しており、特性変化等の異常が発生した場合は交換すること
ができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し、交換することができるため、事象の進
展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.3

電磁弁、圧空作動弁の固着

当該部位は、定期的な作動確認を実施しており、固着等の異常が発生した場合は交換すること
ができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し、交換することができるため、事象の進
展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2

共通設備

評価対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討した結
果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.2.1

ボルト、架台の全面腐食、孔食

屋内に設置しているものについては、腐食を促進させる環境になく、これまでにわずかな発錆
があるが、全面腐食による減肉や孔食は生じていない。また、定期的に外観目視点検を実施し、
その結果により必要に応じて再塗装を行っている。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し、再塗装等の措置を講ずることができる
ため、有害な発錆は発生しないと考えられる。以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機
能が維持できることから高経年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。

-- 846
846 --

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

2.3.2.2

制御盤等の筺体の全面腐食、孔食

当該部位は、主に炭素鋼製であるが、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境に
なく、これまでにわずかな発錆があるが、全面腐食による減肉や孔食は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.3

スイッチ、リレー等の導通不良、固着

当該部位は、定期的な作動確認を実施しており、導通不良、固着等の異常が発生した場合は交
換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し、交換することができるため、事象の進
展による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから、高経年化対策上着
目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.4

電線・ケーブル類の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
交換を行うことができる。これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し、交換することができるため事象の進展
は考えられない。以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経
年化対策上着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。

表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧

安全機能を
有する機器・ 要求される安全機能
構築物の区分

機器・構築物
施設名

機器・構築物名
低放射性廃液第 1 蒸発缶圧力上限緊急操作装置
（321PIP+12）

火災・爆発防止に係
⑮

る安全機能（火災・
爆発防止機能）

廃棄物処理場
低放射性廃液第 1 蒸発缶圧力上限緊急操作装置
（321PP+12.1）
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カテゴリ

計測制御系統

- 848 -

- 848 -

共通設備
廃棄物処理場

廃棄物処理場

制御盤等

電線・ケーブル類
（セル外）

Ⅲ

Ⅳ-1

廃棄物処理場

廃棄物処理場

メカニカルアンカー
（屋内）

Ⅰ-2-1

Ⅱ-1-1

廃棄物処理場

埋め込みアンカー
（屋内）

Ⅰ-1-1

静的機器の架台等
（屋内）

廃棄物処理場

Ⅰ-1-1

施設

計測制御系統
(圧力計測系圧力ス
イッチ)

グループ

代表機器の選定結果

使用材料が同等であり、使用
期間が長いことから代表機
器として選定した。

選定理由

代表機器選定

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル

当該機器のみである。

低放射性廃液第1蒸発缶圧力上限緊急操作装置（321PIP+12） 使用材料が同等であり、使用
期間が長い低放射性廃液第1
の制御盤等の基礎ボルト
蒸発缶圧力上限緊急操作装
置（321PIP+12）の制御盤等
低放射性廃液第1蒸発缶圧力上限緊急操作装置
の基礎ボルトを代表機器と
（321PP+12.1）の制御盤等の基礎ボルト
して選定した。
低放射性廃液第1蒸発缶圧力上限緊急操作装置（321PIP+12） 使用材料及び環境が同等で
あり、使用期間が長い低放射
の基礎ボルト
性廃液第1蒸発缶圧力上限緊
急操作装置（321PIP+12）の
低放射性廃液第1蒸発缶圧力上限緊急操作装置
基礎ボルトを代表機器とし
（321PP+12.1）の基礎ボルト
て選定した。
低放射性廃液第1蒸発缶圧力上限緊急操作装置（321PIP+12） 使用材料及び環境が同等で
あり、使用期間が長い低放射
の架台等
性廃液第1蒸発缶圧力上限緊
低放射性廃液第1蒸発缶圧力上限緊急操作装置
急操作装置（321PIP+12）の
（321PP+12.1）の架台等
架台等を選定した。
低放射性廃液第1蒸発缶圧力上限緊急操作装置(321PIP+12) 使用材料及び環境が同等で
あり、使用年数が長い低放射
の制御盤等
性廃液第1蒸発缶圧力上限緊
急操作装置(321PIP+12)の制
低放射性廃液第1蒸発缶圧力上限緊急操作装置
御盤等を代表機器として選
(321PP+12.1)の制御盤等
定した。

低放射性廃液第1蒸発缶圧力上限緊急操作装置
(321PP+12.1)

低放射性廃液第1蒸発缶圧力上限緊急操作装置(321PIP+12)

機器・構築物

評価対象機器・構築物

表 2.2-1

●

●

●

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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3.

耐震安全性評価

3.1

評価対象機器

評価対象機器は、技術評価における評価対象機器と同じとする。
廃棄物処理場は、建築基準法施行令の改正(昭和 55 年 7 月)前の施設に該当することから、以下
に示すように重要度分類に応じて十分な耐震性を有することを確認している。評価対象機器の重
要度分類を「表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧」に示す。

(1) 耐震設計上の重要度分類
建家及び構築物並びに機器・配管の重要度に応じて、次の様に分類し、それぞれの重要度
に応じた耐震設計を行っている。
A 類：その機能喪失により、周辺公衆に災害を及ぼすおそれのあるもの
B 類：高放射性物質に関する A 類以外のもの
C 類：A 及び B 類以外のもの、ただし主要な装置に関係ないものは除く
(2) 耐震設計評価法及び荷重の組み合わせと許容限界
(i) 耐震設計評価法
＜建家及び構築物の場合＞
A,B 及び C 類の施設については、建築基準法に定められる水平震度のそれぞれ 3.0 倍、
1.5 倍及び 1.0 倍の静的地震力に対して安全であるように設計している。
なお、A 類については、建築基礎底面において想定最大加速度 180Gal の地震力に対して
安全であるように設計している。
＜機器・配管類の場合＞
A 類については、建築基礎底面において想定最大加速度 180Gal に対しての各階の最大応
答加速度の 1.2 倍から静的地震力を算定して設計を行っている。B 類は A 類の 1/2 の最大
加速度について、C 類は A 類の 1/3 の最大加速度について各々設計している。
なお、A 類については建家基礎底面において想定最大加速度 180Gal の地震力に対して安
全であるように設計している。
(ⅱ) 荷重の組み合わせと許容限界
＜荷重の組み合わせ＞
静的な鉛直地震力として、機器及び配管は各機器の設置階の水平震度の 1/2 として算
定し、水平震度と鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作用させている。
＜許容限界＞
建家・建築物に関する材料の許容応力度は、建築基準法及び日本建築学会各種基準等、
機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格及び鋼構造設計規準等に準拠し
て設定されている。
3.2 評価手順
「第 2 回 再処理施設の定期的な評価報告書

5.2.2 評価手順」に基づき評価を実施した。

3.3 耐震安全性評価結果
評価の結果、
「表 3.3-1 耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果」に示すように耐震安
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全上着目すべき経年変化事象は抽出されなかった。したがって、耐震安全性に関する詳細評価及
び耐震安全性の観点から保全対策に反映すべき項目の抽出については、
実施する必要がなかった。
以上より、次回の高経年化技術評価までの供用を想定した場合においても耐震安全性が維持さ
れることを確認した。

表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧
評価対象機器・構築物

カテゴリ・
グループ
計測制御系統

計測制
御系統
（圧力計
装系（圧
力スイッ
チ））

施設

機器・構築物

耐震重要
度分類

低放射性廃液第 1 蒸発缶圧力上限緊急操作装置（321PIP+12）

B類

低放射性廃液第 1 蒸発缶圧力上限緊急操作装置（321PP+12.1）

B類

廃棄物処理場
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圧力スイッチ
計測制御系統
圧力計装系

カテゴリ

計測制御系統

))

((

グループ

)

共通設備

)

(

- 851 -

屋内
埋め込みアンカー
基礎ボルト

(

- 851 -

（使用材料及び環境等が同等であることから、使
用期間が長い機器を選定した。）

低放射性廃液第 1 蒸発缶圧力上限緊急操作装置
（321PIP+12）の制御盤等の基礎ボルト

（使用材料及び環境等が同等であることから、使
用期間が長い機器を選定した。）

全面腐食、孔食

固着

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技
術評価までの供用を仮定した場合も、腐食の進展
が考えられないことから、耐震性への影響はな
い。

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラ
メータの変化とは無関係であり、また、地震によ
り固着の進行が助長されるものではない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

全面腐食、孔食

特性変化

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技
術評価までの供用を仮定した場合も、腐食の進展
が考えられないことから、耐震性への影響はな
い。

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼす
パラメータの変化とは無関係であり、また、地震
により特性変化の進行が助長されるものではな
い。

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（1／3）

低放射性廃液第 1 蒸発缶圧力上限緊急操作装置
（321PIP+12）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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グループ

（屋内）
（メカニカルアンカー）
基礎ボルト

（屋内）
（静的機器の架台等）
架台等

カテゴリ

共通設備

- 852 -

- 852 -

（使用材料及び環境等が同等であることから、使用期
間が長い機器を選定した。）

低放射性廃液第 1 蒸発缶圧力上限緊急操作装置
（321PIP+12）の制御盤等

（使用材料及び環境等が同等であることから、使用期
間が長い機器を選定した。）

低放射性廃液第 1 蒸発缶圧力上限緊急操作装置
（321PIP+12）の架台等

（使用材料及び環境等が同等であることから、使用期
間が長い機器を選定した。）

着目する
必要なし

着目する
必要なし

導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼす
パラメータの変化とは無関係であり、また、地震によ
り導通不良の進行が助長されるものではない。

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラ
メータの変化とは無関係であり、また、地震により固
着の進行が助長されるものではない。
固着

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術
評価までの供用を仮定した場合も、腐食の進展が
考えられないことから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食

導通不良

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術
評価までの供用を仮定した場合も、腐食の進展が
考えられないことから、耐震性への影響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術
評価までの供用を仮定した場合も、腐食の進展が
考えられないことから、耐震性への影響はない。

耐震性への影響

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（2／3）

低放射性廃液第 1 蒸発缶圧力上限緊急操作装置
（321PIP+12）の基礎ボルト

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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制御盤等

（使用材料及び環境等が同等であることから、使用期
間が長い機器を選定した。）

絶縁低下

想定される
経年変化事象

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼす
パラメータの変化とは無関係であり、また、地震によ
り絶縁低下の進行が助長されるものではない。

耐震性への影響

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（3／3）

低放射性廃液第1蒸発缶圧力上限緊急操作装置
（321PIP+12）の制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブ
ル（24V）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか
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グループ

（セル外）
電線・
ケーブル類

カテゴリ

共通設備

- 853 -

- 853 -
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付録 12

東海再処理施設の定期的な評価
（高経年化対策）

―分析所―
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1.

分析所の概要
分析所は、各施設からサンプリングされた試料の分析、計量管理分析、再処理技術開発、放射

線管理、洗濯等を行う施設である。
本施設は、地下1階、地上3階でペントハウスを有する鉄筋コンクリート造で、分離精製工場の
北西側、廃棄物処理場の南西側に位置している。
地下1階にユーティリティ室、入気室、排風機及びフィルタ室、
廃液貯蔵セルが設置されている。
1階には高放射性分析室、中放射性分析室、低放射性分析室及び試験セル（小型試験設備）等が配
置されている。また、2階には安全管理室、保健物理モニタ室、更衣室及び出入管理のゲートモニ
タがある。3階には、洗濯室、モニタ室、事務室等がある。
2.

経年変化に関する技術評価

2.1

技術評価対象機器・構築物の選定

分析所の機器・構築物のうち高経年化技術評価の対象となる機器・構築物を、
「第 2 回
施設の定期的な評価報告書

5.1.1 技術評価対象機器・構築物の選定

再処理

表 5.1.1-1 評価対象機器・

構築物の選定の考え方及び表 5.1.1-2 安全機能一覧」に基づき抽出した。
抽出した結果を「表 2.1-1
経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧」に示す。
2.2

評価手順

高経年化技術評価を合理的に実施するために、表 2.1-1 で選定した機器・構築物を、圧縮空気
設備、非常用電源系統、共通設備にカテゴリ化し、さらに、カテゴリ内で、機器の構造（型式）
、
使用環境、材質等により各種機器をグループ化した。各グループごとに、使用条件（運転時間、
温度、容量等）等を考慮して、経年変化上最も条件が厳しい機器を代表機器として選定し評価を
実施した。選定結果を「表 2.2-1

代表機器の選定結果」に示す。

表 2.2-1 で選定した代表機器について、
「第 2 回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.2 技

術評価手順」に基づき評価を実施した。
2.3

経年変化に関する技術的な評価の結果

本項は、分析所のうち安全機能を有する機器、構築物等を対象に実施した経年変化に関する技
術的な評価結果の概要を述べる。
2.3.1

圧縮空気付属設備

各代表機器対象の部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討し
た結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.1.1 空気槽、配管等、弁類の全面腐食、孔食
当該部位は、内面は圧縮空気と接し、外面は屋内の大気と接するため、腐食環境が同等である
ことから、外面を評価点とし、当該事象の発生又は進展について以下のとおり評価した。
外面は、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境になく、これまでにわずかな発
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錆があるが、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていないことから、事象の進展傾向は
極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化がなく、経年
変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.2 ガスケットの劣化
当該部位は、圧縮空気及び屋内の大気と接するため、本体を評価点とし、当該事象の発生又は
進展について以下のとおり評価した。当該部位は、定期的な運転状態（漏れ）の確認を行ってお
り、点検結果に応じて交換を行うことができる。なお、これまでに劣化による漏れは発生してい
ない。
次回の高経年化技術評価まで、安全機能を維持することができることから、現状保全の内容は
妥当であり、追加すべき保全はない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2

非常用電源系統

各代表機器対象の部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討し
た結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.2.1 動力分電盤の筺体の全面腐食、孔食
当該部位は、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境になく、これまでにわずか
な発錆があるが、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていないことから、事象の進展傾
向は極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化がなく、経年
変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.2 動力分電盤の気中遮断器、配線用遮断器、電磁開閉器、電磁継電器の導通不良、固着
当該部位は、定期的な動作確認を実施しており、導通不良及び固着を検知し、異常が発生した
場合は交換することができる。なお、これまでに導通不良及び固着は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化がなく経年変
化傾向の乖離は考えられないことから、これまでと同様に現状保全を継続することにより事象の
兆候を検知し交換することができる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.2.3 動力分電盤の計器、電磁開閉器、変圧器の特性変化
当該部位は、定期的な動作確認を実施しており、特性変化を検知し、異常が発生した場合は交
換することができる。なお、これまでに特性変化事象は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化がなく、経年
変化傾向の乖離は考えられないことから、これまでと同様に現状保全を継続することにより事象
の兆候を検知し交換することができる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.4 動力分電盤の気中遮断器、配線用遮断器、変圧器の絶縁低下
当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を実施しており、絶縁低下を検知し、異常が発生した場合
は交換することができる。なお、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化がなく、経年
変化傾向の乖離は考えられないことから、これまでと同様に現状保全を継続することにより事象
の兆候を検知し交換することができる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3 共通設備
各代表機器対象の部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討し
た結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.3.1 ボルト、架台等の全面腐食、孔食
当該部位は、屋内の大気に接していることから表面を評価点とし、当該事象の発生又は進展に
ついて以下のとおり評価した。
表面は、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境になく、これまでにわずかな発
錆があるが、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていないことから、事象の進展傾向は
極めて小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化がなく、経年
変化傾向の乖離は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.2 ボルトの疲労破壊
当該部位において、応力が発生し、疲労が生じる部分は、はめ合い部であることから、はめ合
い部を評価点とし、当該事象の発生又は進展について以下のとおり評価した。
当該部位は、定期的な状態確認を行い、その結果に応じて交換等を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化がなく、経年
変化傾向の乖離は考えられないことから、これまでと同様に現状保全を継続することにより事象
の兆候を検知し交換することができる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
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すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.3 ボルトの緩み
当該部位において、振動により緩みが生じる部分は締結部であることから、締結部を評価点と
し、当該事象の発生又は進展について以下のとおり評価した。
当該部位は、定期的な状態確認を行い、その結果に応じて増し締めを行うことができる。なお、
これまでに緩みは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化がなく、経年
変化傾向の乖離は考えられないことから、これまでと同様に現状保全を継続することにより、事
象の兆候を検知し増し締めすることができる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。

表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧

安全機能を
有する機器・ 要求される安全機能
構築物の区分

機器・構築物
施設名

機器・構築物名

安全機能確保のため
の支援機能等の安全
確保（安全機能確保

分析所

圧縮空気付属設備

分析所

換気用分電盤（JB)

のための支援機能）
【圧縮空気設備】
⑧
安全機能確保のため
の支援機能等の安全
確保（安全機能確保
のための支援機能）
【電気設備】
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11

圧縮空気設備

8

7

カテゴリ

非常用電源系統

- 861 -

- 861 -

メカニカルアンカー
(屋内)

静的機器の架台等
(屋内)

Ⅱ-1-1

埋め込みアンカー
(屋内)

動力分電盤

付属設備

Ⅰ-2-1

Ⅰ-1-1

Ⅲ

Ⅱ

グループ

分析所

施設

代表機器の選定結果

共通設備
換気用分電盤（JB）の架台等

圧縮空気付属設備の架台等

圧縮空気付属設備の基礎ボルト

換気用分電盤（JB）の基礎ボルト

圧縮空気付属設備の基礎ボルト

換気用分電盤（ＪＢ）

圧縮空気付属設備

機器・構築物

評価対象機器・構築物

表 2.2-1

使用材料、環境及び使用期間
が同等の架台等が2つあるこ
とから、任意に圧縮空気付属
設備の架台等を代表機器とし
て選定した。

当該機器のみである。

使用材料、環境及び使用期間
が同等の基礎ボルトが2つあ
ることから、任意に圧縮空気
付属設備の基礎ボルトを代表
機器として選定した。

当該機器のみである。

当該機器のみである。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価
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3. 耐震安全評価
3.1 評価対象機器
評価対象機器は、技術評価における評価対象機器と同じとする。
分析所は、建築基準法施行令の改正（昭和 55 年 7 月）前の施設に該当することから、以下に示
すように重要度分類に応じて十分な耐震性を有することを確認している。評価対象機器の重要度
分類を「表 3.1-1 評価対象機器の耐震重要度分類一覧」に示す。
(1) 耐震設計上の重要度分類
機器の重要度に応じて、次の様に分類し、それぞれの重要度に応じた耐震設計を行ってい
る。
A 類：その機能喪失により、周辺公衆に災害を及ぼすおそれのあるもの
B 類：高放射性物質に関する A 類以外のもの
C 類：A 及び B 類以外のもの、ただし主要な装置に関係ないものを除く
(2)

耐震設計評価法及び荷重の組み合わせと許容限界

(i) 耐震設計評価法
＜機器の場合＞
A 類については、建築基礎底面において想定最大加速度 180Gal に対しての各階の最大応
答加速度の 1.2 倍から静的地震力を算定して設計を行っている。B 類は A 類の 1/2 の最大
加速度について、C 類は A 類の 1/3 の最大加速度について各々設計している。
なお、A 類については建家基礎底面において想定最大加速度 180Gal の地震力に対して安
全であるように設計している。
(ii)荷重の組み合わせと許容限界
＜荷重の組み合わせ＞
静的な鉛直地震力として、機器及び配管は各機器の設置階の水平震度の 1/2 として算定
し、水平震度と鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作用させている。
＜許容限界＞
機器に関する材料の許容応力度は、日本工業規格及び鋼構造設計規準等に各準拠して設
定されている。
3.2 評価手順
「第 2 回 再処理施設の定期的な評価報告書

5.2.2 評価手順」に基づき評価を実施した。

3.3 耐震安全評価結果
評価の結果、
「表 3.3-1

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果」に示すように耐震安

全上着目すべき経年変化事象は抽出されなかった。したがって、耐震安全性に関する詳細評価及
び耐震安全性の観点から保全対策に反映すべき項目の抽出については、
実施する必要がなかった。
以上により、次回の高経年化技術評価までの供用を想定した場合においても耐震安全性が維持
されることを確認した。
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

施設

機器・構築物

圧縮空気設備
非常用電源系統

付属設備

分析所

圧縮空気付属設備

動力分電盤

分析所

換気用分電盤（JB）

- 863 - 863 -

耐震重要度
分類

B 類/C 類

C類

動力分電盤

)

- 864 -

共通設備

)

- 864 -

屋内
埋め込みアンカー
基礎ボルト

(

カテゴリ

付属設備

非
常
用
電
源
系
統

(

グループ

圧
縮
空
気
設
備

着目する
必要なし
着目する
必要なし

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。
緩み

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の促進が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。

導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

疲労破壊

全面腐食、孔食

固着

絶縁低下

特性変化

導通不良

全面腐食、孔食

劣化

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の促進が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食
今後も環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、ま
た、適切な保全活動を行っているため、異常が発生した場合は、点
検結果に応じて交換を行うことができる。よって、耐震性への影響
はない。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の促進が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（1／2）

（使用材料、環境及び使用期間が同
等の基礎ボルトが2つあることから、
任意に選定した。）

圧縮空気付属設備の基礎ボルト

（当該機器のみである。）

換気用分電盤（ＪＢ）

（当該機器のみである。）

圧縮空気付属設備

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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(

)

屋内
メカニカルアンカー
基礎ボルト

)

(

)

屋内
静的機器の架台等
架台等

- 865 -

- 865 -

)

(

カテゴリ

共
通
設
備

(

グループ
全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の促進が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の促進が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

耐震性への影響

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（2／2）

（使用材料、環境及び使用期間が同
等の基礎ボルトが2つあることから、
任意に選定した。）

圧縮空気付属設備の架台等

（当該機器のみである。）

圧縮空気付属設備の基礎ボルト

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか
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付録 13

東海再処理施設の定期的な評価
（高経年化対策）
―ユーティリティ施設及び中央運転管理室―
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1. ユーティリティ施設及び中央運転管理室の概要
ユーティリティ施設は、地下ピットと地上 5 階の鉄筋コンクリート造であり、建物の１階床下
には、積層ゴムアイソレータとエネルギー吸収機構（鉛ダンパー）からなる免震装置が設置され
ている。また、付帯設備として地下 1 階、地上 1 階の鉄筋コンクリート造の発電機用燃料庫が設
置されている。
ユーティリティ施設には、冷却水設備、圧縮空気設備、受変電設備、非常用発電機設備等が設
置され、これらの設備から分離精製工場、分析所、第二低放射性廃液蒸発処理施設等の 18 施設へ
所要のユーティリティが供給される。
冷却水設備は、冷却塔、貯水槽、ポンプ等で構成されており、23℃系と 31℃系に区分され分離
精製工場の高放射性廃液貯槽や圧縮機の冷却等として製造・供給している。また、圧縮空気設備
は、圧縮機、脱湿器、フィルタ等で構成されており、水素掃気や計装品の駆動源等として製造・
供給している。受変電設備及び非常用発電機設備は、ユーティリティ施設内の各設備、第一及び
第二受変電設備にそれぞれ商用及び非常用の電力を給電している。
中央運転管理室は、ボイラ、重油貯蔵タンク、給水タンク等の蒸気設備を備えており、再処理
施設等で使用する蒸気を製造し供給している。
2. 経年変化に関する技術評価
2.1

技術評価対象機器の選定

ユーティリティ施設の機器のうち高経年化技術評価の対象となる機器を、
「第 2 回
の定期的な評価報告書

5.1.1 技術評価対象機器・構築物の選定

再処理施設

表 5.1.1-1 評価対象機器・構

築物の選定の考え方及び表 5.1.1-2 安全機能一覧」に基づき抽出した。抽出した結果を「表 2.1-1
経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧」に示す。
2.2

評価手順

高経年化技術評価を合理的に実施するために、表 2.1-1 で選定した対象となる機器を、冷却水
設備、圧縮空気設備、非常用電源系統、蒸気供給設備、計測制御系統、共通設備にカテゴリ化し、
さらに、カテゴリ内で、機器の構造（型式）、使用環境、材質等により各種機器をグループ化した。
グループごとに、使用条件（運転時間、温度、容量等）等を考慮して、経年変化上最も条件が厳
しい機器を代表機器として選定し評価を実施した。選定結果を「表 2.2-1

代表機器の選定結果」

に示す。
表 2.2-1 で選定した代表機器について、
「第 2 回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.2 技

術評価手順」に基づき実施した。
2.3

経年変化に関する技術的な評価の結果

本項は、ユーティリティ施設及び中央運転管理室のうち安全機能を有する機器、構築物を対象
に実施した経年変化に関する技術的な評価結果の概要を述べる。
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2.3.1

冷却水設備

各代表機器の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討した
結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.1.1
(1)

送水ポンプ、冷却塔、冷却水配管等の各部の全面腐食、孔食

送水ポンプの各部
当該部位は屋内に設置している。炭素鋼製の部位は耐食性が劣るが、外面及び内面は、

塗装により金属を腐食の原因となる環境から遮断しており、
明らかな全面腐食及び孔食によ
る減肉は生じていない。内面は、平成 20 年 12 月に送水ポンプのケーシングを開放し点検を
行った結果、
運用から 4 年経過した時点で、明らかな全面腐食及び孔食は確認されなかった。
また、平成 26 年 8 月に行った 1 回/10 年の送水ポンプの肉厚測定結果においても、運用か
ら 10 年経過した時点で、当該部位にかかる最大内圧（1.0MPa）を考慮した必要厚さ 12.1mm
に対し最小値は 16.1mm であった。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、
使用条件及び環境に変化
はなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考
えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
(2)

冷却塔の各部
当該部位は屋外に設置しており、年間を通じて運転を行っているため、常に冷却水や風雨

に曝された環境にある。炭素鋼製の部位は耐食性が劣るが、溶融亜鉛メッキにより金属を腐
食の原因となる環境から遮断しており、
明らかな全面腐食及び孔食による減肉は生じていな
い。また、平成 26 年 8 月に行った 1 回/10 年の肉厚測定は、散水配管を代表的に行った結
果、運用から 10 年経過した時点で、設計上の必要厚さ 1.8mm 及び 2.9mm に対し最小値は 5.6mm
及び 6.5mm であった。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、
使用条件及び環境に変化
はなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考
えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
(3)

冷却水配管等の各部
当該部位は炭素鋼製で、
屋内及び屋外に設置している。炭素鋼製の配管は耐食性が劣るが、

外面は塗装により、内面はポリエチレンライニングにより金属を腐食の原因となる環境から
遮断しており、外面に明らかな全面腐食及び孔食による減肉は生じていない。また、平成
23 年 10 月に行った 1 回/10 年のライニング配管の点検は、送水ポンプ吐出側のエルボ部の
配管を代表的に行った結果、運用から 7 年経過した時点で腐食やポリエチレンライニングの
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亀裂、摩耗等の異常は認められなかったことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考えら
れる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、
使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考
えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.2

冷却塔、冷却水配管等の各部の湿潤大気応力腐食割れ

当該部位のうちステンレス鋼製の屋外に設置した部位では、海塩粒子の影響により湿潤大気応
力腐食割れが想定されるが、海塩粒子が濃縮される環境ではなく、これまでに湿潤大気応力腐食
割れは確認されていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.3

送水ポンプ、冷却塔の各部の疲労破壊、フレッティング疲労

当該部位における発生応力が疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労割れが発生した
ことはない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、疲労限界以上の応力が発生することは考え難いため、事
象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.4

送水ポンプ、冷却塔の各部の微動摩耗、凝着摩耗、疲労摩耗、アブレシブ摩耗

当該部位は、定期的に運転状態（異音等）の確認を行っており、摩耗による異常な振動及び異
音を検知し、交換を行うことができる。また、これまでに、摩耗による異常な振動及び異音は発
生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.5

送水ポンプ、冷却塔の各部の緩み

当該部位は定期的に異音等の運転状態の確認を行っており、
これまでに緩みは発生していない。
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また、点検結果に応じて増し締めを行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めすることができるため、事象の
進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.6

送水ポンプ、冷却塔の電動機の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
交換を行うことができる。また、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.7

送水ポンプ、冷却塔、冷却水配管等のシール材等の劣化

当該部位は、定期的な運転状態の確認を行っており、点検結果に応じて交換を行うことができ
る。また、これまでに劣化による漏れは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.8

冷却塔、冷却水配管等の各部の詰まり

当該部位は、定期的な流量等の確認を行っており、これまでに詰まりは発生していない。また、
流量低下等が発生した場合は、点検結果に応じて詰まりの除去等を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し詰まりを除去することができるため、事
象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2

圧縮空気設備

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
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2.3.2.1

空気圧縮機の各部、付属設備の全面腐食、孔食

当該部位は、水処理剤により水質管理された工業用水、オイル、常時換気している屋内の大気
等と接し、腐食を促進する環境にないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考えられる。
平成 25 年度に実施した空気圧縮機(586K403)の開放点検においても、外観目点検及び肉厚測定の
結果、わずかな発錆は確認されたものの全面腐食及び孔食は認められなかった。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、
事象の進展傾向は極めて小さいと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.2

空気圧縮機の各部の疲労破壊、フレッティング疲労

当該部位における発生応力は疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労割れが発生して
いないことから、事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、疲労限界以上の応力が発生することは考え難いため、事
象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.3

空気圧縮機の各部の微動摩耗

当該部位は、定期的な運転状態（振動、異音等）の確認を行っており、摩耗による異常な振動
及び異音を検知し、交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.4

空気圧縮機の各部の緩み

当該部位は、定期的な運転状態（振動、異音等）の確認を行っており、点検結果に応じて増し
締めを行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めすることができるため、事象の
進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.2.5

空気圧縮機の電動機の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、絶縁低下を検知し、点検結果に応じて交換
を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.6

空気圧縮機の各部の詰まり

当該部位は、定期的な運転状態(圧力、温度等)の確認を行っており、点検結果に応じて詰まり
を除去できる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し詰まりを除去することができるため、事
象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3

非常用電源系統

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.3.1

ディーゼル発電機の各部、電気設備、受変電設備及び動力分電盤の筺体の全面腐食、孔食

(1) ディーゼル発電機の各部
当該部位は、定期的な点検を行っており、点検結果に応じ交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、
事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
(2) 電気設備、受変電設備及び動力分電盤の筺体
当該部位は、屋内の大気と接し腐食を促進する環境になく、定期的な点検において当該事
象による明らかな減肉は確認されていないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考え
られる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上

-- 874
874 --

JAEA-Technology
2016-007
JAEA-Technology 2016-007

着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.2

ディーゼル発電機の各部の疲労破壊、フレッティング疲労

当該部位における発生応力は疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労割れが発生して
いないことから、事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、疲労限界以上の応力が発生することは考え難いため、事
象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.3

ディーゼル発電機の各部の微動摩耗、アブレシブ摩耗、腐食摩耗

当該部位は、定期的な点検を行っており、点検結果に応じ交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.4

ディーゼル発電機の各部の緩み

当該部位は、定期的な運転状態の確認を行っており、点検結果に応じ増し締めを行うことがで
きる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めを行うことができるため、事象
の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.5

ディーゼル発電機の各部の詰まり

当該部位は、定期的な点検を行っており、点検結果に応じて詰まりを除去することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し詰まりを除去することができるため、事
象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.6

ディーゼル発電機、電気設備、受変電設備、動力分電盤の各部の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、絶縁低下を検知し、点検結果に応じて交換
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を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.7

ディーゼル発電機(ディーゼル機関:ピストン、シリンダ等)の加工フロー腐食、硫化、
浸炭、窒化、油灰腐食、露点腐食

当該部位は、定期的な点検を行っており、点検結果に応じ交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.8

ディーゼル発電機(冷却水系機器:冷却塔、配管等)の隙間腐食、選択腐食、微生物腐食

当該部位は、定期的な点検を行っており、点検結果に応じ交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.9

電気設備、受変電設備、動力分電盤の各部の導通不良

当該部位は、定期的な動作確認を行っており、点検結果に応じ交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.10

電気設備、受変電設備、動力分電盤の各部の固着

当該部位は、定期的な動作確認を行っており、点検結果に応じ交換又は補修を行うことができ
る。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換又は補修を行うことができるため、
事象の進展を防止することが可能である。
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以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.11

電気設備、受変電設備、動力分電盤の各部の特性変化

当該部位は、定期的な模擬負荷運転、動作確認等を行っており、点検結果に応じ交換を行うこ
とができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4

計測制御系統

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.4.1

圧力スイッチ、計装配管、計器弁の全面腐食、孔食

当該部位は、定期的な点検を行っており、点検結果に応じ交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4.2

圧力スイッチの特性変化

当該部位は、定期的な校正を行っており、点検結果に応じ交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4.3

圧力スイッチ、計器弁の固着

当該部位は、定期的な動作確認を行っており、点検結果に応じ交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
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すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4.4

圧力スイッチ、計装配管、計器弁の詰まり

当該部位は、定期的な動作確認を行っており、点検結果に応じ交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4.5

圧力スイッチの導通不良

当該部位は、定期的な動作確認を行っており、点検結果に応じ交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.4.6

圧力スイッチの絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、絶縁低下を検知し、点検結果に応じて交換
を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5

蒸気供給設備

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.5.1 ボイラ設備(ボイラ本体、付属機器)、蒸気供給配管等の全面腐食、孔食等
(1) ボイラ設備(ボイラ本体、付属機器)の各部
当該部位は、定期的な点検を行っており、点検結果に応じ補修を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展す
ることはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し補修を行うことができるため、
事象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
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着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
(2) 蒸気供給配管等の各部
当該部位は、蒸気に防食処理剤を含んでいるため、腐食を促進させる環境にはなく、また
定期的な点検において、明らかな減肉は確認されていないことから、事象の進展傾向は極め
て小さいと考えられる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化
がなく、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展傾向は極めて小さいと考
えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上
着目すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.2

付属機器の湿潤大気応力腐食割れ

当該部位の定期的な外観点検において、湿潤大気応力腐食割れは確認されていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.3

付属機器の微動摩耗、アブレシブ摩耗

当該部位は、定期的な点検を行っており、点検結果に応じ交換等を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換等を行うことができるため、事象の
進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.4

付属機器の疲労破壊、フレッティング疲労

当該部位における発生応力は疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労割れが発生して
いないことから、事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、疲労限界以上の応力が発生することは考え難いため、事
象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.5

付属機器の緩み

当該部位は、定期的な運転状態の確認を行っており、点検結果に応じ増し締めを行うことがで
きる。
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次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めを行うことができるため、事象
の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.6

付属機器の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、絶縁低下を検知し、点検結果に応じて交換
を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.7

付属機器の詰まり

当該部位は、定期的な点検及び清掃を行っており、点検結果に応じて詰まりを除去することが
できる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し詰まりを除去することができるため、事
象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.5.8

付属機器の割れ

当該部位は、定期的な点検を行っており、点検結果に応じて補修することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し補修することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6

共通設備

各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.6.1

ボルト・ナット、架台等の全面腐食、孔食

当該部位は、屋内の大気に接し腐食を促進させる環境にない又は定期的な点検により当該事象
による明らかな減肉は確認されていない。
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次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換等を行うことができるため、事象の
進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.2

ボルト・ナット、架台等の疲労破壊

当該部位における発生応力は疲労限界以下に設計されており、これまでに疲労割れが発生して
いないことから、事象の進展は考えられない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、疲労限界以上の応力が発生することは考え難いため、事
象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.3

ボルト・ナットの緩み

当該部位は、定期的な運転状態の確認を行っており、点検結果に応じ増し締めを行うことがで
きる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めを行うことができるため、事象
の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.4

接着系アンカーの樹脂部の劣化

当該部位は、熱、紫外線等の影響を受けない屋内環境下で使用しており、これまでに劣化は確
認されていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
なお、接着系アンカー樹脂部の劣化に係る知見を蓄積する観点から、接着系アンカーを使用し
た基礎ボルトの更新等に際し、基礎ボルトの引張り試験を行う。
2.3.6.5

制御盤等の筺体の全面腐食、孔食

当該部位は、屋内環境下で使用しており、これまでに当該事象による明らかな減肉は確認され
ていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
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以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.6

スイッチ、リレー等の導通不良

当該部位は、定期的な動作確認を行っており、点検結果に応じ交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.7

リレー等の固着

当該部位は、定期的な動作確認を行っており、点検結果に応じ交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.8

電源、電子制御機器の特性変化

当該部位は、定期的な点検(校正等)を行っており、点検結果に応じ交換を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.6.9

電線・ケーブル類の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、絶縁低下を検知し、点検結果に応じて交換
を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換を行うことができるため、事象の進
展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
なお、難燃ケーブルについては、絶縁抵抗に異常がなければ、安全に給電する性能が維持され
た状態であるものの、自主的な取り組みとして外観点検により、難燃材の劣化の早期発見を順次
行っている。今後は対象、点検内容等を要領書に定め、定期的な点検を行う予定である。
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表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧

安全機能を
有する機器・ 要求される安全機能
構築物の区分

機器・構築物
施設名

機器・構築物名
ディーゼル発電機
電気設備
第 2 変電所の受変電設備

安全機能確保のため
の支援機能等の安全
機能（安全機能確保
のための支援機能）
【電気設備】

第 13 変電所の受変電設備
ユーティリ
ティ施設

１号重要系プロセス用動力分電盤
２号重要系プロセス用動力分電盤
計装用分電盤 1
計装用分電盤 2
空気圧縮機高圧起動盤（586 1KHSP）

⑧

空気圧縮機高圧起動盤（586 2KHSP）
安全機能確保のため
の支援機能等の安全
機能（安全機能確保
のための支援機能）
【蒸気設備】

自然循環式水管ボイラー（582-10）
中央運転管
理室

自然循環式水管ボイラー（582-11）
自然循環式水管ボイラー（582-12）

再処理施設

蒸気供給配管等
空気圧縮機（586K401）

安全機能確保のため
の支援機能等の安全
機能（安全機能確保
のための支援機能）
【圧縮空気設備】

空気圧縮機（586K402）
ユーティリ
ティ施設

空気圧縮機（586K403）
空気圧縮機（586K404）
圧縮空気付属設備
冷却水供給ポンプ（583P141）
冷却水供給ポンプ（583P142）
冷却水供給ポンプ（583P143）
冷却塔供給ポンプ（583P181）

崩壊熱等の除去に係
る安全機能（崩壊熱
等の除去機能）

ユーティリ
ティ施設

冷却塔供給ポンプ（583P182）
冷却塔供給ポンプ（583P183）
冷却塔(583T101)

⑮
2 次系冷却水配管等
冷却水設備圧力指示下限警報装置（583PIA-140.3）
冷却水設備圧力下限警報装置（583PA-140.4）
圧縮空気設備圧力指示下限警報装置（586PIA-431.7）
火災・爆発防止に係
る安全機能（掃気機
能）

ユーティリ
ティ施設

圧縮空気設備圧力指示下限警報装置（586PIA-432.7）
圧縮空気設備圧力下限警報装置（586PA-431.8）
圧縮空気設備圧力下限警報装置（586PA-432.8）

- 883 -

- 883 -

冷 却水 設 備

圧縮空気設 備

- 884 -

- 884 -

8

7

6

カテゴリ

受変電設備

電気設備

Ⅰ-2

Ⅱ

ディーゼル発電機

付属設備

Ⅰ-1

Ⅱ

ターボ形遠心式
遠心圧縮機

ユーティリティ
施設

ユーティリティ
施設

2 次系冷却水配管等

冷却水配管等

Ⅴ-3

Ⅰ-3

冷却塔(583T101)

開放型冷却塔

第 13 変電所の受変電設備

第 2 変電所の受変電設備

使用期間、使用材料及び環
境が同等であることから、
任意に第13変電所系の受変
電設備を代表機器として選
定した。

当該機器のみである。

当該機器のみである。

ディーゼル発電機
電気設備

当該機器のみである。

使用期間、使用材料及び環
境が同等であることから、
任 意 に 空 気 圧 縮 機
（586K403）を代表機器とし
て選定した。

当該機器のみである。

当該機器のみである。

使用期間、使用材料及び環
境が同等であることから、
任意に冷却水供給ポンプ
（583P142）を代表機器とし
て選定した。

選定理由

代表機器選定

圧縮空気付属設備

空気圧縮機（586K404）

空気圧縮機（586K403）

空気圧縮機（586K402）

空気圧縮機（586K401）

冷却塔供給ポンプ（583P183）

冷却塔供給ポンプ（583P182）

冷却塔供給ポンプ（583P181）

冷却水供給ポンプ（583P143）

冷却水供給ポンプ（583P142）

Ⅱ-2

ユーティリティ
施設

機器・構築物

冷却水供給ポンプ（583P141）

送水ポンプ
(シールポンプ)
(屋内炭素鋼製)

施設

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（1／9）

Ⅰ-1-4

グループ

表 2.2-1

●

●

●

●

●

●

●

●

◎：個別評価

●：代表機器

結果
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非常用 電 源 系 統

非常用 電 源 系 統

蒸 気 供 給設 備

- 885 -

- 885 -

10

9

8

カテゴリ

計測制御系統
圧力計測系
（圧力スイッチ）

蒸気供給配管等

Ⅱ

Ⅰ-1-1

自然循環式水管
ボイラ

動力分電盤

Ⅰ

Ⅲ

グループ

ユーティリティ
施設

再処理施設

中央運転管理室

ユーティリティ
施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（2／9）

計測制御系統

圧縮空気設備圧力下限警報装置（586PA-432.8）

圧縮空気設備圧力下限警報装置（586PA-431.8）

圧縮空気設備圧力指示下限警報装置（586PIA-432.7）

圧縮空気設備圧力指示下限警報装置（586PIA-431.7）

冷却水設備圧力下限警報装置（583PA-140.4）

冷却水設備圧力指示下限警報装置（583PIA-140.3）
使用期間、使用材料及び環
境が同等であることから、
任意に圧縮空気設備圧力指
示下限警報装置
(586PIA-431.7)を代表機器
として選定した。

当該機器のみである。

蒸気供給配管等

自然循環式水管ボイラ（582-12）

自然循環式水管ボイラ（582-11）

使用材料及び環境が同等で
あることから、運転時間の
最も長い自然循環式水管ボ
イラ（582-12）を代表機器
として選定した。

使用期間、使用材料及び環
境が同等であることから、
任意に1号重要系プロセス
用動力分電盤を代表機器と
して選定した。

選定理由

代表機器選定

自然循環式水管ボイラ（582-10）

空気圧縮機高圧起動盤（5862KHSP）

空気圧縮機高圧起動盤（5861KHSP）

計装用分電盤 2

計装用分電盤 1

2 号重要系プロセス用動力分電盤

1 号重要系プロセス用動力分電盤

表 2.2-1

●

●

●

●

◎：個別評価

●：代表機器

結果
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11

カテゴリ

Ⅰ-1-1

埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

ユーティリティ
施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（3／9）

- 886 -

- 886 -

共通設備

圧縮空気設備圧力下限警報装置（586PA-431.8）の制御盤等の基
礎ボルト

圧縮空気設備圧力指示下限警報装置（586PIA-432.7）の制御盤
等の基礎ボルト

冷却水設備圧力指示下限警報装置（583PIA-140.3）の制御盤等
の基礎ボルト
冷却水設備圧力下限警報装置（583PA-140.4）の制御盤等の基礎
ボルト
圧縮空気設備圧力指示下限警報装置（586PIA-431.7）の制御盤
等の基礎ボルト

空気圧縮機高圧起動盤（5862KHSP）の基礎ボルト

空気圧縮機高圧起動盤（5861KHSP）の基礎ボルト

計装用分電盤 2 の基礎ボルト

計装用分電盤 1 の基礎ボルト

2 号重要系プロセス用動力分電盤の基礎ボルト

1 号重要系プロセス用動力分電盤の基礎ボルト

第 13 変電所の受変電設備の基礎ボルト

第 2 変電所の受変電設備の基礎ボルト

電気設備の基礎ボルト

ディーゼル発電機の基礎ボルト

圧縮空気付属設備の基礎ボルト

2 次系冷却水配管等の基礎ボルト

表 2.2-1

使用材料が同等であり、環
境が厳しい動的機器の基礎
ボルトのうち、使用期間の
最も長い基礎ボルトが複数
あることから、任意に冷却
水供給ポンプ（583P142）の
基礎ボルトを代表機器とし
て選定した。

選定理由

代表機器選定

◎：個別評価

●：代表機器

結果
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カテゴリ

- 887 -

- 887 -

Ⅰ-1-2

Ⅰ-1-1

埋め込みアンカー
（屋外）

（続き）
埋め込みアンカー
（屋内）

グループ

共通設備
ユーティリティ
施設

中央運転管理室

ユーティリティ
施設

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（4／9）

2 次系冷却水配管等の基礎ボルト

冷却塔（583T101）の基礎ボルト

ディーゼル発電機の基礎ボルト

自然循環式水管ボイラ（582-12）の基礎ボルト

自然循環式水管ボイラ（582-11）の基礎ボルト

自然循環式水管ボイラ（582-10）の基礎ボルト

冷却塔供給ポンプ（583P183）の基礎ボルト

冷却塔供給ポンプ（583P182）の基礎ボルト

冷却塔供給ポンプ（583P181）の基礎ボルト

冷却水供給ポンプ（583P143）の基礎ボルト

冷却水供給ポンプ（583P142）の基礎ボルト

冷却水供給ポンプ（583P141）の基礎ボルト

空気圧縮機（586K404）の基礎ボルト

空気圧縮機（586K403）の基礎ボルト

空気圧縮機（586K402）の基礎ボルト

空気圧縮機（586K401）の基礎ボルト

ディーゼル発電機の制御盤等の基礎ボルト

圧縮空気設備圧力下限警報装置（586PA-432.8）の制御盤等の基
礎ボルト

表 2.2-1

使用期間及び使用材料が同
等であることから、環境が厳
しい動的機器であるディー
ゼル発電機の基礎ボルトを
代表機器として選定した。

使用期間、使用材料及び環
境が同等であることから、
運転時間が最も長い自然循
環式水管ボイラ（582-12）
の基礎ボルトを代表機器と
して選定した。

（続き）
使用材料が同等であり、環
境が厳しい動的機器の基礎
ボルトのうち、使用期間の
最も長い基礎ボルトが複数
あることから、任意に冷却
水供給ポンプ（583P142）の
基礎ボルトを代表機器とし
て選定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

◎：個別評価

●：代表機器

結果

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

11

カテゴリ

- 888 -

- 888 -

静的機器の接着系
アンカー

メカニカル
アンカー(屋外)

Ⅰ-2-2

Ⅰ-3-1

再処理施設

メカニカル
アンカー（屋内）

Ⅰ-2-1

ユーティリティ
施設

中央運転管理室

中央運転管理室

（続き）
埋め込みアンカー
（屋外）

施設

Ⅰ-1-2

グループ
機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（5／9）

共通設備
空気圧縮機（586K404）の制御盤等の基礎ボルト

空気圧縮機（586K403）の制御盤等の基礎ボルト

空気圧縮機（586K402）の制御盤等の基礎ボルト

空気圧縮機（586K401）の制御盤等の基礎ボルト

冷却塔（583T101）の制御盤等の基礎ボルト

冷却塔供給ポンプ（583P183）の制御盤等の基礎ボルト

冷却塔供給ポンプ（583P182）の制御盤等の基礎ボルト

冷却塔供給ポンプ（583P181）の制御盤等の基礎ボルト

冷却水供給ポンプ（583P143）の制御盤等の基礎ボルト

冷却水供給ポンプ（583P142）の制御盤等の基礎ボルト

冷却水供給ポンプ（583P141）の制御盤等の基礎ボルト

自然循環式水管ボイラ（582-12）の基礎ボルト

自然循環式水管ボイラ（582-11）の基礎ボルト

自然循環式水管ボイラ（582-10）の基礎ボルト

蒸気供給配管等の基礎ボルト

自然循環式水管ボイラ（582-12）の基礎ボルト

自然循環式水管ボイラ（582-11）の基礎ボルト

自然循環式水管ボイラ（582-10）の基礎ボルト

表 2.2-1

使用材料及び環境が同等で
あり、使用期間が最も長い
基礎ボルトが複数あること
から、任意に空気圧縮機
(586K401)の制御盤等の基
礎ボルトを代表機器として
選定した。

使用期間、使用材料及び環
境が同等であることから、
運転時間が最も長い自然循
環式水管ボイラ（582-12）
の基礎ボルトを代表機器と
して選定した。

当該機器のみである。

使用期間、使用材料及び環
境が同等であることから、
運転時間が最も長い自然循
環式水管ボイラ（582-12）
の基礎ボルトを代表機器と
して選定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

●

◎：個別評価

●：代表機器

結果
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カテゴリ

Ⅱ-1-1

Ⅰ-3-2

静的機器の架台等
（屋内）

静的機器の接着系
アンカー

グループ

ユーティリティ
施設

中央運転管理室

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（6／9）

- 889 -

- 889 -

共通設備

冷却水設備圧力下限警報装置（583PA-140.4）の架台等

冷却水設備圧力指示下限警報装置（583PIA-140.3）の架台等

空気圧縮機高圧起動盤（5862KHSP）の架台等

空気圧縮機高圧起動盤（5861KHSP）の架台等

計装用分電盤 2 の架台等

計装用分電盤 1 の架台等

2 号重要系プロセス用動力分電盤の架台等

1 号重要系プロセス用動力分電盤の架台等

第 13 変電所の受変電設備の架台等

第 2 変電所の受変電設備の架台等

電気設備の架台等

ディーゼル発電機の架台等

圧縮空気付属設備の架台等

2 次系冷却水配管等の架台等

自然循環式水管ボイラ（582-12）の基礎ボルト

自然循環式水管ボイラ（582-11）の基礎ボルト

自然循環式水管ボイラ（582-10）の基礎ボルト

表 2.2-1

使用期間、使用材料及び環
境が同等であることから、
任意に2次系冷却水配管等
の架台等を代表機器として
選定した。

使用期間、使用材料及び環
境が同等であることから、
運転時間が最も長い自然循
環式水管ボイラ（582-12）
の基礎ボルトを代表機器と
して選定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

◎：個別評価

●：代表機器

結果
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共
通
設
備

カテゴリ

- 890 -

- 890 中央運転管理室

ユーティリティ
施設

動的機器の架台等
（屋内）

Ⅱ-2-1

ユーティリティ
施設

再処理施設

中央運転管理室

静的機器の架台等
（屋外）

静的機器の架台等
（屋外）

（屋内）

静的機器の架台等

圧縮空気設備圧力下限警報装置（586PA-432.8）の架台等

施設

ディーゼル発電機の架台等

冷却塔供給ポンプ（583P183）の架台等

冷却塔供給ポンプ（583P182）の架台等

冷却塔供給ポンプ（583P181）の架台等

冷却水供給ポンプ（583P143）の架台等

冷却水供給ポンプ（583P142）の架台等

冷却水供給ポンプ（583P141）の架台等

自然循環式水管ボイラ（582-12）の架台等

自然循環式水管ボイラ（582-11）の架台等

自然循環式水管ボイラ（582-10）の架台等

2 次系冷却水配管等の架台等

蒸気供給配管等の架台等

自然循環式水管ボイラ（582-12）の架台等

自然循環式水管ボイラ（582-11）の架台等

自然循環式水管ボイラ（582-10）の架台等

圧縮空気設備圧力下限警報装置（586PA-431.8）の架台等

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（7／9）

ユーティリティ

施設

Ⅱ-2-2

Ⅱ-1-2

Ⅱ-1-1

（続き）

グループ

表 2.2-1

使用材料及び環境が同等で
あり、使用期間が最も長い
機器が複数あることから、
任意に冷却水供給ポンプ
(583P142)の架台等を代表
機器として選定した。

使用期間、使用材料及び環
境が同等であることから、
任意に自然循環式水管ボイ
ラ（582-12）の架台等を代
表機器として選定した。

当該機器のみである。

当該機器のみである。

使用期間、使用材料及び環
境が同等であることから、
運転時間が最も長い自然循
環式水管ボイラ（582-12）
の架台等を代表機器として
選定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

●

●

◎：個別評価

●：代表機器

結果
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共
通
設
備

カテゴリ

制御盤等

動的機器の架台等
（屋外）

Ⅱ-2-2

Ⅲ

動的機器の架台等
（屋内）

Ⅱ-2-1

グループ

ユーティリティ
施設

中央運転管理室

施設

機器・構築物

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（8／9）

- 891 -

- 891 -

冷却水設備圧力下限警報装置（583PA-140.4）の制御盤等

冷却水設備圧力指示下限警報装置（583PIA-140.3）の制御盤等

ディーゼル発電機の制御盤等

空気圧縮機（586K404）の制御盤等

空気圧縮機（586K403）の制御盤等

空気圧縮機（586K402）の制御盤等

空気圧縮機（586K401）の制御盤等

冷却塔（583T101）の制御盤等

冷却塔供給ポンプ（583P183）の制御盤等

冷却塔供給ポンプ（583P182）の制御盤等

冷却塔供給ポンプ（583P181）の制御盤等

冷却水供給ポンプ（583P143）の制御盤等

冷却水供給ポンプ（583P142）の制御盤等

冷却水供給ポンプ（583P141）の制御盤等

ディーゼル発電機の架台等

自然循環式水管ボイラ（582-12）の架台等

自然循環式水管ボイラ（582-11）の架台等

自然循環式水管ボイラ（582-10）の架台等

表 2.2-1

使用期間、使用材料及び環
境が同等であり、部位数が
最も多い機器が複数あるこ
とから、任意に空気圧縮機
(586K401) の 制 御 盤 等 を代
表機器として選定した。

当該機器のみである。

使用期間、使用材料及び環
境が同等であることから、
運転時間が最も長い自然循
環式水管ボイラ（582-12）
の架台等を代表機器として
選定した。

選定理由

代表機器選定

●

●

●

◎：個別評価

●：代表機器

結果
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カテゴリ

Ⅳ

Ⅲ

電線・ケーブル類

制御盤等

(続き)

グループ

ユーティリティ
施設

施設

共通設備

- 892 -

- 892 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（24V）

ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（遮蔽付）（100V）

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（遮蔽付）（100V）

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（100V）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（200V）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（400V）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（6600V）

圧縮空気設備圧力下限警報装置（586PA-432.8）の制御盤等

圧縮空気設備圧力下限警報装置（586PA-431.8）の制御盤等

圧縮空気設備圧力指示下限警報装置（586PIA-432.7）の制御盤

使用条件を踏まえ、当該グ
ループのうち、第13変電所
の受変電設備における最も
使用電圧が高い非常用電源
系統の架橋ポリエチレン絶
縁ビニルシースケーブル
（6600V)（CVT）を代表機器
として選定した。

(続き)
使用期間、使用材料及び環
境が同等であり、部位数が
最も多い機器が複数あるこ
とから、任意に空気圧縮機
(586K401)の制御盤等を代
表機器として選定した。

圧縮空気設備圧力指示下限警報装置（586PIA-431.7）の制御盤

代表機器選定

選定理由

評価対象機器・構築物

代表機器の選定結果（9／9）

機器・構築物

表 2.2-1

●

◎：個別評価

●：代表機器

結果
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3. 耐震安全性評価
3.1

評価対象機器

評価対象機器は、技術評価における評価対象機器と同じとする。
ユーティリティ施設（一部の蒸気供給設備を含む）は、ユーティリティ施設の設置変更承認申
請（平成 7 年 11 月）後に設置した施設である。
中央運転管理室（一部の蒸気供給設備を含む）は、建築基準法施行令の改正（昭和 55 年 7 月）
後かつユーティリティ施設の設置変更承認申請（平成 7 年 11 月）の前に設置が認められた施設で
ある。
また、再処理施設の蒸気供給設備は、建築基準法施行令の改正（昭和 55 年 7 月）前に設置した
施設である。
これらは、設置時期において以下に示すように重要度分類に応じて十分な耐震性を有すること
を確認している。評価対象機器の重要度分類を「表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧」

に示す。
(1)

耐震設計上の重要度分類

(a)

ユーティリティ施設の設置変更承認申請（平成 7 年 11 月）前に設置した施設
建家及び構築物並びに機器・配管類の重要度に応じて、次の様に分類し、それぞれの重

要度に応じた耐震設計を行っている。
A 類：その機能喪失により、周辺公衆に災害を及ぼすおそれのあるもの
B 類：高放射性物質に関する A 類以外のもの
C 類：A 及び B 類以外のもの、ただし主要な装置に関係ないものを除く
(b)

ユーティリティ施設の設置変更承認申請（平成 7 年 11 月）後に設置した施設
A クラス：以下に示す機能を有する施設であって、環境への影響、効果の大きいもの。
（A クラスの施設のうち特に重要と判断される施設を限定して As クラスと呼称
する。）

(ⅰ)

自ら放射性物質を内蔵しているか又は内蔵している施設に直接関係しており、その

機能喪失により放射性物質を外部に放散する可能性のあるもの。
(ⅱ)

放射性物質を外部に放散する可能性のある事象を防止するために必要なもの。

(ⅲ)

上記のような事故発生の際に、外部に放散される放射性物質による影響を低減させ

るために必要なもの。
B クラス：上記において影響、効果が比較的小さいもの。
C クラス：A クラス及び B クラス以外であって、一般産業施設と同等の安全性を保持す
ればよいもの。
(2)

耐震設計評価法及び荷重の組み合わせと許容限界

(a)

建築基準法施行令の改正（昭和 55 年 7 月）前に設置した施設【蒸気供給設備】

(ⅰ)

耐震設計評価法
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＜機器・配管類の場合＞
A 類については、建築基礎底面において想定最大加速度 180gal に対しての各階の最大
応答加速度の 1.2 倍から静的地震力を算定して設計を行っている。B 類は A 類の 1/2 の
最大加速度について、C 類は A 類の 1/3 の最大加速度について各々設計している。
なお、A 類については建家基礎底面において想定最大加速度 180gal の地震力に対して
安全であるように設計している。
(ⅱ) 荷重の組み合わせと許容限界
＜荷重の組み合わせ＞
静的な鉛直地震力として、機器・配管類の水平震度の 1/2 として算定し、水平震度と
鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作用させている。
＜許容限界＞
建家・建築物に関する材料の許容応力度は、
建築基準法及び日本建築学会各種規準等、
機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格、鋼構造設計規準等に準拠し
て設定されている。
(b) 建築基準法施行令の改正（昭和 55 年 7 月）後かつユーティリティ施設の設置変更承認申
請（平成 7 年 11 月）の前に更新又は設置した施設【中央運転管理室及び蒸気供給設備】
(ⅰ) 耐震設計評価法
＜機器・配管類の場合＞
A 類については、建築基準法施行令から求められる水平震度の 3.6（1.2×3）倍から
静的地震力を算定して設計を行っている。B 類は 1.8 倍（A 類の 1/2）、C 類は 1.2 倍（A
類の 1/3）の係数を乗じて静的地震力を算定し設計を行っている。
なお、A 類については建家基礎底面において想定最大加速度 180gal の地震力に対し
て安全であるように設計している。
(ⅱ) 荷重の組み合わせと許容限界
＜荷重の組み合わせ＞
静的な鉛直地震力として、機器・配管類は水平震度の 0.36 倍として算定し、水平震
度と鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作用させている。
＜許容限界＞
機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格、鋼構造設計規準等に準拠
して設定されている。
(c) ユーティリティ施設の設置変更承認申請（平成 7 年 11 月）後に更新又は設置した施設
【ユーティリティ施設及び蒸気供給設備】
耐震設計評価法、荷重の組み合わせと許容限界については、施設の更新時における「発
電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」のそれぞれの該当項目を適用している。
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3.2

評価手順

「第 2 回
3.3

再処理施設の定期的な評価報告書

5.2.2 評価手順」に基づき評価を実施した。

耐震安全評価結果

評価の結果、
「表 3.3-1

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果」に示すように、耐震

安全上着目すべき経年変化事象は抽出されなかった。したがって、耐震安全性に関する詳細評価
及び耐震安全性の観点から、保全対策に反映すべき項目の抽出については、実施する必要がなか
った。
以上により、次回の高経年化技術評価までの供用を想定した場合においても耐震安全性が維持
されることを確認した。
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ

施設

機器・構築物

耐震重要
度分類

冷 却水 設 備
圧縮空気設 備
非常用 電 源設 備

冷却水供給ポンプ（583P141）

As/C ｸﾗｽ

冷却水供給ポンプ（583P142）

As/C ｸﾗｽ

冷却水供給ポンプ（583P143）

As/C ｸﾗｽ

冷却塔供給ポンプ（583P181）

As/C ｸﾗｽ

冷却塔供給ポンプ（583P182）

As/C ｸﾗｽ

冷却塔供給ポンプ（583P183）

As/C ｸﾗｽ

開放型冷却塔

冷却塔(583T101)

As/C ｸﾗｽ

冷却水配管等

2 次系冷却水配管等

As ｸﾗｽ

空気圧縮機（586K401）

As ｸﾗｽ

空気圧縮機（586K402）

As ｸﾗｽ

空気圧縮機（586K403）

As ｸﾗｽ

空気圧縮機（586K404）

As ｸﾗｽ

付属設備

圧縮空気付属設備

As ｸﾗｽ

ディーゼル発電機

ディーゼル発電機

As ｸﾗｽ

電気設備

電気設備

As ｸﾗｽ

第 2 変電所の受変電設備

A、C 類

第 13 変電所の受変電設備

As/C ｸﾗｽ

送水ポンプ
(シールポンプ)
（屋内 炭素鋼製）

ターボ形遠心圧縮機

ユーティリティ
施設

ユーティリティ
施設

受変電設備
ユーティリティ
施設
動力分電盤

蒸 気 供 給設 備

自然循環式水管
ボイラ
蒸気供給配管

計測制御系統

計測制御系統
（圧力計測系）
（圧力スイッチ）

1 号重要系プロセス用動力分電盤

As ｸﾗｽ

2 号重要系プロセス用動力分電盤

As ｸﾗｽ

計装用分電盤 1

As ｸﾗｽ

計装用分電盤 2

As ｸﾗｽ

空気圧縮機高圧起動盤（5861KHSP）

As ｸﾗｽ

空気圧縮機高圧起動盤（5862KHSP）

As ｸﾗｽ

自然循環式水管ボイラ（582-10）

C類

中央運転管理室 自然循環式水管ボイラ（582-11）

C類

自然循環式水管ボイラ（582-12）

C類

再処理施設

ユーティリティ
施設

蒸気供給配管等

A、B、C 類

冷却水設備圧力指示下限警報装置（583PIA-140.3）

As ｸﾗｽ

冷却水設備圧力下限警報装置（583PA-140.4）

As ｸﾗｽ

圧縮空気設備圧力指示下限警報装置（586PIA-431.7）

As ｸﾗｽ

圧縮空気設備圧力指示下限警報装置（586PIA-432.7）

As ｸﾗｽ

圧縮空気設備圧力下限警報装置（586PA-431.8）

As ｸﾗｽ

圧縮空気設備圧力下限警報装置（586PA-432.8）

As ｸﾗｽ

-- 896
896 --

グループ

カテゴリ

（シールポンプ）
送水ポンプ

冷却水設備

- 897 -

- 897 -

（当該機器のみである。）

冷却塔(583T101)

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、また、
現状保全の継続により、異常が発生した場合は、点検結果に応じて交
換を行うことができる。よって耐震性への影響はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。
現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を仮
定した場合も、腐食による減肉は極めて小さいと考えられることから、耐
震性への影響はない。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、また、
現状保全の継続により、異常が発生した場合は、点検結果に応じて交
換を行うことができる。よって耐震性への影響はない。

劣化

絶縁低下

劣化

全面腐食、孔食、
隙間腐食、微生物腐食

着目する
必要なし

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、また、
現状保全の継続により、交換可能であることから、耐震性への影響はな
い。

着目する
必要なし

微動摩耗、凝着摩耗、
疲労摩耗、
アブレシブ摩耗

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高経年
化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評価
までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労破壊、
フレッティング疲労

緩み

着目する
必要なし

腐食の進展傾向は極めて小さく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超えないこ
とから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食、
隙間腐食、微生物腐食

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（1／13）

（使用期間、使用材料及び環境が同等
であることから、任意に選定した。）

冷却水供給ポンプ（583P142）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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開放形冷却塔
冷却塔

グループ

カテゴリ

開放形冷却塔
冷却塔

冷却水設備

- 898 -

- 898 -

（当該機器のみである。）

２次系冷却水配管等

（当該機器のみである。）

（続き）
冷却塔(583T101)

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし
着目する
必要なし

現状保全を継続することで、応力腐食割れの原因となる環境から遮断
できることから、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合
も、耐震性への影響はない。
詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。

湿潤大気応力腐食割れ

詰まり

着目する
必要なし

ライニングの劣化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータ
の変化とは無関係である。

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を仮
定した場合も、腐食による減肉は極めて小さいと考えられることから、耐
震性への影響はない。

全面腐食、孔食

劣化、ライニングの剥離

着目する
必要なし

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

絶縁低下

着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高経年
化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

緩み

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。

着目する
必要なし

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、また、
現状保全の継続により、交換可能であることから、耐震性への影響はな
い。

微動摩耗

詰まり

着目する
必要なし

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評価
までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労破壊、
フレッティング疲労

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（2／13）
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冷却水配管等

(

グループ

ターボ型遠心圧縮機
空気圧縮機

)

カテゴリ

- 899 -

- 899 -

圧縮空気設備

（当該機器のみである。）

圧空付属設備

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。
今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、また、
現状保全の継続により、交換可能であることから、耐震性への影響はな
い。

絶縁低下

全面腐食、孔食

劣化

着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高経年
化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。

着目する
必要なし

緩み

詰まり

今後も、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、また、
現状保全の継続により、交換可能であることから、耐震性への影響はな
い。

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評価
までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労破壊、
フレッティング疲労

微動摩耗

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

全面腐食、孔食、
隙間腐食、微生物腐食

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（3／13）

（使用期間、使用材料及び環境が同等
であることから、任意に選定した。）

空気圧縮機（586K403）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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付属設備

グループ

ディーゼル発電機
非常用発電設備

カテゴリ

非常用電源系統

- 900 -

)

(

- 900 -

（当該機器のみである。）

ディーゼル発電機

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

着目する
必要なし

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

現状保全を継続することで、摩耗の進展は考えられないことから、次回
の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響は
ない。

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を仮
定した場合も、腐食による減肉は極めて小さいと考えられることから、耐
震性への影響はない。

絶縁低下

微動摩耗、
アブレシブ摩耗、
腐食摩耗
全面腐食、孔食、
加工フロー腐食、硫化、
浸炭、窒化、油灰腐食、
露点腐食、隙間腐食、
選択腐食、微生物腐食

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評価
までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高経年
化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労破壊、
フレッティング疲労

詰まり

緩み

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（4／13）
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(

グループ

電気設備
非常用発電設備

)

カテゴリ

非常用電源系統

- 901 -

- 901 -

着目する
必要なし

着目する
必要なし

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。
特性変化

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

全面腐食、孔食

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

着目する
必要なし

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

特性変化

絶縁低下

着目する
必要なし

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

絶縁低下

着目する
必要なし

着目する
必要なし

導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

導通不良

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無
関係である。

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

全面腐食、孔食

固着

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（5／13）

（使用期間、使用材料及び環境が同等
であることから、任意に選定した。）

第１３変電所の受変電設備

（当該機器のみである。）

電気設備

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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受変電設備

グループ

カテゴリ

受変電設備

非常用電源系統

- 902 -

- 902 -

（使用期間、使用材料及び環境が同等
であることから、任意に選定した。）

１号重要系プロセス用動力分電盤

着目する
必要なし

着目する
必要なし

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無
関係である。

絶縁低下

固着

着目する
必要なし

導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

導通不良

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

全面腐食、孔食

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高経年
化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

緩み

特性変化

着目する
必要なし

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無
関係である。

着目する
必要なし

導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

導通不良

固着

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（6／13）

（使用期間、使用材料及び環境が同等
であることから、任意に選定した。）

（続き）
第１３変電所の受変電設備

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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動力分電盤

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、摩耗の進展は考えられないことから、次回
の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響は
ない。

微動摩耗、
アブレシブ摩耗

- 903 -

- 903 -

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高経年
化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。
使用条件、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、ま
た、現状保全の継続により、補修可能であることから、耐震性への影響
はない。

緩み

絶縁低下

詰まり

割れ

着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、応力腐食割れの原因となる環境から遮断
できることから、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合
も、耐震性への影響はない。

湿潤大気応力腐食割れ

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評価
までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

全面腐食、孔食、
露点腐食

疲労破壊、
フレッティング疲労

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（7／13）

（使用期間、使用材料及び環境が同等
であることから、運転時間の最も長い機
器を選定した。）

自然循環式水管ボイラ（582-12）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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グループ

自然循環式水管ボイラ

カテゴリ

蒸気供給設備

グループ

蒸気供給配管等

（圧力スイッチ）
（圧力計測系
計測制御系統

カテゴリ

蒸気供給設備

計測制御系統

（屋内）
埋め込みアンカー
基礎ボルト

共通設備

)

(

- 904 -

)

- 904 -

（使用材料が同等であり、環境が厳し
い動的機器ののうち、使用期間の最も
長い機器から任意に選定した。）

冷却水供給ポンプ（583P142）の基礎ボ
ルト

（使用期間、使用材料及び環境が同等
であることから、任意に選定した。）

疲労破壊

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評価
までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

絶縁低下

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

着目する
必要なし

導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

導通不良

全面腐食、孔食

着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係である。

詰まり

着目する
必要なし

着目する
必要なし

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

特性変化

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無
関係である。

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

全面腐食、孔食

固着

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

耐震性への影響

全面腐食、孔食、
エロージョン

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（8／13）

圧縮空気設備圧力指示下限警報装置
（586PIA-431.7）

（当該機器のみである。）

蒸気供給配管等

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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グループ

（屋内）
埋め込みアンカー
基礎ボルト

（屋外）
埋め込みアンカー
基礎ボルト

共通設備

- 905 -

- 905 -

)

(

)

(

カテゴリ

（使用期間及び使用材料が同等である
ことから、環境が厳しい動的機器から
任意に選定した。）

ディーゼル発電機の基礎ボルト

（使用期間、使用材料及び環境が同等
であることから、運転時間が最も長い機
器を選定した。）

緩み

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高経年
化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評価
までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、腐食の原因となる環境から遮断し、必要に
応じて補修することができるため、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食

疲労破壊

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高経年
化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

緩み

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高経年
化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

使用条件、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、ま
た、現状保全の継続により、交換可能であることから、耐震性への影響
はない。

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

疲労破壊

全面腐食、孔食

緩み

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（9／13）

自然循環式水管ボイラ（582-12）の基
礎ボルト

（続き）

代表機器
（選定理由）
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グループ

（屋外）
埋め込みアンカー
基礎ボルト

（屋内）
メカニカルアンカー
基礎ボルト

- 906 -

)

- 906 -

（屋外）
メカニカルアンカー
基礎ボルト

(

共通設備

)

(

)

(

カテゴリ

（使用期間、使用材料及び環境が同等
であることから、運転時間が最も長い機
器を選定した。）

自然循環式水管ボイラ（582-12）の基
礎ボルト

（当該機器のみである。）

蒸気供給配管等の基礎ボルト

（使用期間、使用材料及び環境が同等
であることから、運転時間が最も長い機
器を選定した。）

全面腐食、孔食

現状保全を継続することで、腐食の原因となる環境から遮断し、必要に
応じて補修することができるため、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高経年
化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

緩み

全面腐食、孔食

着目する
必要なし

使用条件、環境に変化がないことから、変化傾向の乖離は考え難く、ま
た、現状保全の継続により、交換可能であることから、耐震性への影響
はない。

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、腐食の原因となる環境から遮断し、必要に
応じて補修することができるため、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食

疲労破壊

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（10／13）

自然循環式水管ボイラ（582-12）の基
礎ボルト

代表機器
（選定理由）
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(

グループ

静的機器の接着系アンカー
基礎ボルト

（屋内）
静的機器架台等
架台等

共通設備

- 907 -

- 907 -

)

(

)

カテゴリ

（当該機器のみである。）

蒸気供給配管等の架台等

（使用期間、使用材料及び環境が同等
であることから、運転時間が最も長い機
器を選定した。）

自然循環式水管ボイラ（582-12）の架
台等

（使用期間、使用材料及び環境が同等
であることから、任意に選定した。）

２次冷却水配管等の架台等

（使用期間、使用材料及び環境が同等
であることから、運転時間が最も長い機
器を選定した。）

自然循環式水管ボイラ（582-12）の基
礎ボルト

（使用材料及び環境が同等であり、複
数ある使用期間の最も長い機器から、
任意に選定した。）

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

劣化

全面腐食、孔食

劣化

想定される
経年変化事象

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

樹脂部の劣化を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価まで
の供用を仮定した場合も、劣化の進展が考えられないことから、耐震性
への影響はない。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

樹脂部の劣化を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価まで
の供用を仮定した場合も、劣化の進展が考えられないことから、耐震性
への影響はない。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（11／13）

空気圧縮機（586K401）の制御盤等の
基礎ボルト

代表機器
（選定理由）
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グループ

（屋外）
静的機器架台等
架台等

（屋内）
動的機器架台等
架台等

共通設備

- 908 -

- 908 -

)

(

)

(

カテゴリ

（使用期間、使用材料及び環境が同等
であることから、運転時間が最も長い機
器を選定した。）

自然循環式水管ボイラ（582-12）の架
台等

（使用材料及び環境が同等であり、複
数ある使用期間の最も長い機器から、
任意に選定した。）

冷却水供給ポンプ（583P142）の架台
等

（使用期間、使用材料及び環境が同等
であることから、運転時間が最も長い機
器を選定した。）

疲労破壊

全面腐食、孔食

疲労破壊

全面腐食、孔食

湿潤大気応力腐食割れ

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評価
までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評価
までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

現状保全を継続することで、応力腐食割れの原因となる環境から遮断
できることから、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合
も、耐震性への影響はない。

現状保全を継続することで、腐食の原因となる環境から遮断し、必要に
応じて補修することができるため、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

現状保全を継続することで、腐食の原因となる環境から遮断し、必要に
応じて補修することができるため、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

耐震性への影響

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（12／13）

自然循環式水管ボイラ（582-12）の架
台等

（当該機器のみである。）

2次冷却水配管等の架台等

代表機器
（選定理由）
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グループ

（屋外）
動的機器架台等
架台等

)

(

カテゴリ

- 909 -

- 909 -

制御盤等

共通設備

（使用条件を踏まえ、最も使用電圧の
高い機器を選定した。）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケ
ーブル（6600V）

着目する
必要なし

着目する
必要なし

固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無
関係である。

固着

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

着目する
必要なし

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

特性変化

絶縁低下

着目する
必要なし

導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性への影響
はない。

全面腐食、孔食

導通不良

着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、腐食の原因となる環境から遮断し、必要に
応じて補修することができるため、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評価
までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

疲労破壊

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（13／13）

（使用材料及び環境が同等であり、複
数ある部位数が最も長い機器から、任
意に選定した。）

空気圧縮機（586K401）の制御盤等

（当該機器のみである。）

ディーゼル発電機の架台等

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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東海再処理施設の定期的な評価
（高経年化対策）
―中間開閉所―
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1. 中間開閉所の概要
中間開閉所では、核燃料サイクル工学研究所の特高変電所から受電した商用電源をプルトニウ
ム転換技術開発施設等へ配電している。また、非常用発電設備を備えており、特高変電所からの
商用電源が停電した場合に、非常用発電機が自動起動しプルトニウム転換技術開発施設等の重要
負荷へ給電することができる。
本施設は地上 2 階の鉄筋コンクリート構造である。
主要な設備である高圧受配電盤、非常用発電機を 1 階に、集中監視制御盤を 2 階に配置している。
2. 経年変化に関する技術評価
2.1 技術評価対象機器・構築物の選定
東海再処理施設の機器・構築物のうち高経年化技術評価の対象となる機器・構築物を、「第 2
回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.1 技術評価対象機器・構築物の選定

表 5.1.1-1 評

価対象機器・構築物の選定の考え方及び表 5.1.1-2 安全機能一覧」に基づき抽出した。抽出した
結果を「表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧」に示す。

2.2 評価手順
高経年化技術評価を合理的に実施するために、表 2.1-1 で選定した機器・構築物を、非常用電
源系統、共通設備にカテゴリ化し、さらに、カテゴリ内で、機器の構造（型式）、使用環境、材
質等により各種機器をグループ化した。各グループごとに、個別評価を実施した。選定結果を「表
2.2-1

代表機器の選定結果」に示す。

表 2.2-1 で選定した代表機器について、「第 2 回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.2

技術評価手順」に基づき評価を実施した。
2.3 経年変化に関する技術的な評価の結果
本項は、中間開閉所のうち安全機能を有する機器を対象に実施した経年変化に関する技術的な
評価結果の概要を述べる。
2.3.1 非常用電源系統
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.1.1

ディーゼル発電機各部の全面腐食、孔食

当該部位は、定期的な腐食の確認を行っており、点検結果に応じて交換を行うことができる。
また、これまでに全面腐食及び孔食は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
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すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.2

ディーゼル発電機の各部の疲労

当該部位における発生応力が疲労限界以下に設計されており、定期的な振動及び異音等の運転
状態の確認及び疲労割れの確認を行っており、点検結果に応じて交換ができる。また、これまで
に疲労割れが発生したことはない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、進展を防止
することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.3

ディーゼル発電機の各部の摩耗

当該部位は、定期的な摩耗の確認を行っており、点検結果に応じて交換を行うことができる。
また、これまでに有害な摩耗は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.4

ディーゼル発電機の各部の緩み

当該部位は、定期的な振動、異音等の運転状態の確認及び緩みの確認を行っており、点検結果
に応じて増し締めを行うことができる。また、これまでに緩みは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めすることができるため、事象の
進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.5

ディーゼル発電機の各部の詰まり

当該部位は、定期的な詰まりの確認を行っており、詰まりによる流量低下等が発生した場合は、
点検結果に応じて詰まりの除去を行うことができる。また、これまでに詰まりは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し詰まりを除去することができるため、事
象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.1.6

ディーゼル発電機の各部の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
交換を行うことができる。また、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2 電気設備及び受変電設備
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.2.1

電気設備及び受変電設備の筺体の全面腐食、孔食

当該部位は、定期的な腐食の確認を行っており、点検結果に応じて交換を行うことができる。
また、これまでに全面腐食及び孔食は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.2

電気設備及び受変電設備の各部の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
交換を行うことができる。また、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.3

電気設備及び受変電設備の各部の導通不良

当該部位は、定期的な動作確認を実施しており、導通不良を検知し、異常が発生した場合は交
換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.2.4

電気設備及び受変電設備の固着

当該部位は、定期的な動作確認を実施しており、固着を検知し、異常が発生した場合は交換又
は補修することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換又は補修することができるため、事
象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.5

電気設備及び受変電設備の各部の特性変化

当該部位は、定期的な動作確認及び電圧確認を実施しており、特性変化を検知し、異常が発生
した場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.6

電気設備及び受変電設備の緩み

当該部位は、定期的な外観検査を実施しており、緩みを検知し、異常が発生した場合は増し締
めを行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換又は補修することができるため、事
象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3 共通設備
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.3.1

ボルト・ナット、架台の全面腐食、孔食

屋内に設置しているものについては、腐食を促進させる環境になく、これまでにわずかな発錆
があるが、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていない。屋外に設置しているものにつ
いても、塗装により金属を腐食の原因となる環境から遮断しているとともに、定期的な外観目視
点検を実施し、その結果により再塗装を行っているため、これまでに有害な腐食は発生していな
い。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し再塗装することができるため、有害な腐
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食は発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.2

ボルト・ナット、架台の疲労

当該部位における発生応力は疲労限界以下に設計されていることから、疲労割れが発生するこ
とは考えられない。また、定期的な振動及び異音等の運転状態の確認を行っており、その結果に
応じて交換等を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、疲労割れは
発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.3 ボルト・ナットの緩み
当該部位は、定期的な外観確認を行っており、これまでに緩みは発生していない。また、点検
結果に応じて増し締めを行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めすることができるため、緩みは
発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.4

制御盤等の筺体の全面腐食、孔食

当該部位は、主に炭素鋼製であるが、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境に
なく、これまでにわずかな発錆があるが、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.5

スイッチ、リレー等の導通不良、固着

当該部位は、定期的な作動確認及び制御盤によるプロセスの監視を実施しており、導通不良、
固着を検知し、異常が発生した場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
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すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.6

電源、電子制御機器の特性変化

当該部位は、定期的な運転状態(警報が発報していないこと)の確認及び、校正の確認を実施して
おり、特性変化を検知し、異常が発生した場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.7

電線・ケーブル類の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
交換を行うことができる。これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。

表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧

安全機能を
有する機器・ 要求される安全機能
構築物の区分

⑧

安全機能確保のため
の支援機能等の安全
機能（安全機能確保
のための支援機能）
【電気設備】

機器・構築物
施設名

機器・構築物名
ディーゼル発電機

中間開閉所

電気設備
受変電設備
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カテゴリ

非常用電源系統

- 919 -

- 919 -

受変電設備

埋込アンカー
（屋内）

埋込アンカー
（屋外）

Ⅱ

Ⅰ-1-1

Ⅰ-1-2

共通設備

制御盤等

電線・ケーブル類
（セル外）

Ⅳ-2

動的機器の架台等
（屋内）
動的機器の架台等
（屋外）

Ⅲ

Ⅱ-2-2

Ⅱ-2-1

静的機器の架台等
（屋内）

電気設備

Ⅰ-2

Ⅱ-1-1

ディーゼル発電機

Ⅰ-1

グループ

中間開閉所

施設

代表機器の選定結果

冷却水系機器（冷却塔）の架台等

制御用絶縁ビニルシースケーブル

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（低圧）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（高圧）

ディーゼル発電機の制御盤等

ディーゼル発電機

ディーゼル発電機（空気圧縮機）の架台等

受変電設備の架台等

電気設備の架台等

ディーゼル発電機（燃料サービスタンク）の架台等

ディーゼル発電機（冷却水系機器）の基礎ボルト

ディーゼル発電機の制御盤等の基礎ボルト

受変電設備の基礎ボルト

使用環境及び使用材料が同
等であることから最も使用
電圧が高い機器を選定した。

該当機器のみであるため。

該当機器のみであるため。

該当機器のみであるため。

使用材料及び環境が同等で
あり、使用期間が最も長い機
器が複数あることから、任意
にディーゼル発電機の架台
等を代表機器として選定し
た。

該当機器のみであるため。

●

●

●

●

●

●

●

使用材料が同等であり、使用
期間が最も長い基礎ボルト
が複数あることから、任意に
ディーゼル発電機の基礎ボ
ルトを代表機器として選定
した。

ディーゼル発電機の基礎ボルト
電気設備の基礎ボルト

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

該当機器のみであるため。

該当機器のみであるため。

該当機器のみであるため。

選定理由

代表機器選定

受変電設備

電気設備

ディーゼル発電機

機器・構築物

評価対象機器・構築物

表 2.2-1
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3. 耐震安全評価
3.1 評価対象機器
評価対象機器は、技術評価における評価対象機器と同じとする。
中間開閉所は、建築基準法施行令の改正（昭和 55 年 7 月）前の施設に該当することから、以下
に示すように重要度分類に応じて十分な耐震性を有することを確認している。評価対象機器の重
要度分類を「表 3.1-1 評価対象機器の耐震重要度分類一覧」に示す。
(1) 耐震設計上の重要度分類
建家及び構築物並びに機器・配管の重要度に応じて、次の様に分類し、それぞれの重要度
に応じた耐震設計を行っている。
A 類：その機能喪失により、周辺公衆に災害を及ぼすおそれのあるもの
B 類：高放射性物質に関する A 類以外のもの
C 類：A 及び B 類以外のもの、ただし主要な装置に関係ないものを除く
(2) 耐震設計評価法及び荷重の組み合わせと許容限界
(i) 耐震設計評価法
＜機器・配管類の場合＞
A 類については、建築基礎底面において想定最大加速度 180Gal に対しての各階の最大応
答加速度の 1.2 倍から静的地震力を算定して設計を行っている。B 類は A 類の 1/2 の最大
加速度について、C 類は A 類の 1/3 の最大加速度について各々設計している。
なお、A 類については建家基礎底面において想定最大加速度 180Gal の地震力に対して安
全であるように設計している。
(ii) 荷重の組み合わせと許容限界
＜荷重の組み合わせ＞
静的な鉛直地震力として、機器及び配管は各機器の設置階の水平震度の 1/2 として算定
し、水平震度と鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作用させている。
＜許容限界＞
建家・建築物に関する材料の許容応力度は、建築基準法及び日本建築学会各種規準等、
機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格及び鋼構造設計規準等に各準拠
して設定されている。
3.2 評価手順
「第 2 回 再処理施設の定期的な評価報告書

5.2.2 評価手順」に基づき評価を実施した。

3.3 耐震安全評価結果
評価の結果、「表 3.3-1 耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果」に示すように耐震安
全上着目すべき経年変化事象は抽出されなかった。したがって、耐震安全性に関する詳細評価及
び耐震安全性の観点から保全対策に反映すべき項目の抽出については、実施する必要がなかった。
以上により、次回の高経年化技術評価までの供用を想定した場合においても耐震安全性が維持
されることを確認した。
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧

評価対象機器・構築物
カテゴリ・グループ

施設

非常用電源系統

ディーゼル発電機
電気設備
受変電設備

耐震重要
機器・構築物

ディーゼル発電機
中間開閉所

度分類
A 類/B 類

電気設備

C類

受変電設備

C類

- 921 -

- 921 -

グループ

カテゴリ

電気設備
（該当機器のみである。）

ディーゼル発電機
（該当機器のみである。）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。
現状保全を継続することで、摩耗の進展は考えられないことから、
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への
影響はない。

耐震性への影響

（ディーゼル発電機）
非常用発電設備

非常用電源系統

- 922 -

- 922 -

（電気設備）
非常用発電設備
固着

導通不良

全面腐食、孔食

導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

詰まり

緩み

着目する
必要なし

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

疲労破壊、
フレッティング疲労

全面腐食、孔食、加工フ
ロー腐食、硫化、浸炭、 現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
窒化、油灰腐食、露点腐 仮定した場合も、腐食による減肉は極めて小さいと考えられること
食、隙間腐食、選択腐食、 から、耐震性への影響はない。
微生物腐食

微動摩耗、アブレシブ摩
耗、腐食摩耗

絶縁低下

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（1／5）
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グループ

カテゴリ

受変電設備
（該当機器のみである。）

（続き）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

（続き）

非常用電源系統

- 923 -

- 923 -

受変電設備
緩み

固着

導通不良

特性変化

絶縁低下

全面腐食、孔食

緩み

特性変化

絶縁低下

想定される
経年変化事象

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。
現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。
現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

耐震性への影響

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（2／5）

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか
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グループ

カテゴリ

（屋内）
（埋め込みアンカー）
基礎ボルト

ディーゼル発電機の基礎ボルト
（該当機器のみである。）

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。

緩み

着目する
必要なし
着目する
必要なし

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。
現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。

疲労破壊

緩み

着目する
必要なし

着目する
必要なし

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労破壊

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食による減肉は極めて小さいと考えられること
から、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（3／5）

ディーゼル発電機の基礎ボルト
（使用材料が同等であり、使用期間
が最も長い基礎ボルトが複数あるこ
とから、環境が厳しいディーゼル発
電機の基礎ボルトを任意に代表機器
として選定した。）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（屋外）
（埋め込みアンカー）
基礎ボルト

共通設備

- 924 -

- 924 -

グループ

カテゴリ

（屋内）
（静的機器の架台等）
架台等

（屋内））
（動的機器の架台等）
架台等

共通設備

- 925 -

- 925 -

ディーゼル発電機 冷却水系機器
（冷却塔）の架台等
（該当機器のみである。）

ディーゼル発電機（空気圧縮機）の
架台等
（該当機器のみである。）

着目する
必要なし

着目する
必要なし
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合、疲労限界以上
の応力が発生しないことから、耐震性への影響はない。

疲労破壊

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食による減肉は極めて小さいと考えられること
から、耐震性への影響はない。

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労破壊

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

全面腐食、孔食

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

耐震性への影響

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（4／5）

ディーゼル発電機（燃料サービスタ
ンク）の架台等
（使用環境及び使用材料が同等であ
ることから、最も使用電圧が高く、
使用年数が最も長い機器を選定し
た。）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（屋外））
（動的機器の架台等）
架台等

グループ

カテゴリ

制御盤等

着目する
必要なし
着目する
必要なし

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。

特性変化

固着

着目する
必要なし

着目する
必要なし

導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。

導通不良

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

全面腐食、孔食

絶縁低下

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（5／5）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（6600V）
（使用環境及び使用材料が同等であ
ることから、最も使用電圧が高く、
使用年数が最も長い機器を選定し
た。）

ディーゼル発電機の制御盤等
（該当機器のみである。）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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（セル外）
電線・ケーブル類

共通設備

- 926 -

- 926 -
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付録 15

東 海 再 処 理 施 設の定期的な評価
（高経年化対策）
―第二中間開閉所―
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1. 第二中間開閉所の概要
第二中間開閉所では、核燃料サイクル工学研究所の特高変電所から受電した商用電源を高放射
性廃液貯蔵場等へ配電している。また、非常用発電設備を備えており、特高変電所からの商用電
源が停電した場合に、非常用発電機が自動起動し高放射性廃液貯蔵場等の重要負荷へ給電するこ
とができる。
本施設は地上 2 階の鉄筋コンクリート構造である。
主要な設備である高圧受配電盤、
非常用発電機を 1 階に、
集中監視制御盤を 2 階に配置している。
2. 経年変化に関する技術評価
2.1.

技術評価対象機器・構築物の選定

東海再処理施設の機器・構築物のうち高経年化技術評価の対象となる機器・構築物を、「第 2
回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.1 技術評価対象機器・構築物の選定

表 5.1.1-1 評

価対象機器・構築物の選定の考え方及び表 5.1.1-2 安全機能一覧」に基づき抽出した。抽出した
結果を「表 2.1-1
2.2.

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧」に示す。

評価手順

高経年化技術評価を合理的に実施するために、表 2.1-1 で選定した機器・構築物を、非常用電
源系統、共通設備にカテゴリ化し、さらに、カテゴリ内で、機器の構造（型式）
、使用環境、材質
等により各種機器をグループ化した。各グループごとに、個別評価を実施した。選定結果を「表
2.2-1

代表機器の選定結果」に示す。

表 2.2-1 で選定した代表機器について、
「第 2 回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.2 技

術評価手順」に基づき評価を実施した。
2.3.

経年変化に関する技術的な評価の結果

本項は、第二中間開閉所のうち安全機能を有する機器を対象に実施した経年変化に関する技術
的な評価結果の概要を述べる。
2.3.1. 非常用電源系統
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.1.1

ディーゼル発電機各部の全面腐食、孔食

当該部位は、定期的な腐食の確認を行っており、点検結果に応じて交換を行うことができる。
また、これまでに全面腐食及び孔食は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.1.2

ディーゼル発電機の各部の疲労

当該部位における発生応力が疲労限界以下に設計されており、定期的な振動及び異音等の運転
状態の確認及び疲労割れの確認を行っており、点検結果に応じて交換ができる。また、これまで
に疲労割れが発生したことはない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、進展を防止
することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.3

ディーゼル発電機の各部の摩耗

当該部位は、定期的な摩耗の確認を行っており、点検結果に応じて交換を行うことができる。
また、これまでに有害な摩耗は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.4

ディーゼル発電機の各部の緩み

当該部位は、定期的な振動、異音等の運転状態の確認及び緩みの確認を行っており、点検結果
に応じて増し締めを行うことができる。また、これまでに緩みは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めすることができるため、事象の
進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.5

ディーゼル発電機の各部の詰まり

当該部位は、定期的な詰まりの確認を行っており、詰まりによる流量低下等が発生した場合は、
点検結果に応じて詰まりの除去を行うことができる。また、これまでに詰まりは発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し詰まりを除去することができるため、事
象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.6

ディーゼル発電機の各部の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
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交換を行うことができる。また、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2 電気設備及び受変電設備
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.2.1

電気設備及び受変電設備の筺体の全面腐食、孔食

当該部位は、定期的な腐食の確認を行っており、点検結果に応じて交換を行うことができる。
また、これまでに全面腐食及び孔食は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.2

電気設備及び受変電設備の各部の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
交換を行うことができる。また、これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.3

電気設備及び受変電設備の各部の導通不良

当該部位は、定期的な動作確認を実施しており、導通不良を検知し、異常が発生した場合は交
換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
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2.3.2.4

電気設備及び受変電設備の固着

当該部位は、定期的な動作確認を実施しており、固着を検知し、異常が発生した場合は交換又
は補修することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換又は補修することができるため、事
象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.5

電気設備及び受変電設備の各部の特性変化

当該部位は、定期的な動作確認及び電圧確認を実施しており、特性変化を検知し、異常が発生
した場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.2.6

電気設備及び受変電設備の緩み

当該部位は、定期的な外観検査を実施しており、緩みを検知し、異常が発生した場合は増し締
めを行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換又は補修することができるため、事
象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3 共通設備
各代表機器対象の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討
した結果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.3.1

ボルト・ナット、架台の全面腐食、孔食

屋内に設置しているものについては、腐食を促進させる環境になく、これまでにわずかな発錆
があるが、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていない。屋外に設置しているものにつ
いても、塗装により金属を腐食の原因となる環境から遮断しているとともに、定期的な外観目視
点検を実施しその結果により再塗装を行っているため、これまでに有害な腐食は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し再塗装することができるため、有害な腐
食は発生しないと考えられる。
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以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.2

ボルト・ナット、架台の疲労

当該部位における発生応力は疲労限界以下に設計されていることから、疲労割れが発生するこ
とは考えられない。また、定期的な振動及び異音等の運転状態の確認を行っており、その結果に
応じて交換等を行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、疲労割れは
発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.3 ボルト・ナットの緩み
当該部位は、定期的に外観確認を行っており、これまでに緩みは発生していない。また、点検
結果に応じて増し締めを行うことができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し増し締めすることができるため、緩みは
発生しないと考えられる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.4

接着系アンカー樹脂部の劣化

樹脂部は、熱、紫外線及び放射線の影響を受けない屋内環境下のコンクリート内に埋設されてお
り、これまでに劣化は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられず、劣化を促進させる環境にないことから、事象の進展は考
えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
今後は、接着系アンカー樹脂部の劣化に係る知見を蓄積する観点から、今後、接着系アンカー
を使用した基礎ボルトの更新等に際し、基礎ボルトの引張り試験を行う。
2.3.3.5

制御盤等の筺体の全面腐食、孔食

当該部位は、主に炭素鋼製であるが、常時換気している屋内にあり、腐食を促進させる環境に
なく、これまでにわずかな発錆があるが、全面腐食及び孔食による明らかな減肉は生じていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
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すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.6

スイッチ、リレー等の導通不良、固着

当該部位は、定期的な作動確認及び制御盤によるプロセスの監視を実施しており、導通不良、
固着を検知し、異常が発生した場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.7

電源、電子制御機器の特性変化

当該部位は、定期的な運転状態(警報が発報していないこと)の確認、及び校正の確認を実施し
ており、特性変化を検知し、異常が発生した場合は交換することができる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
による安全機能の喪失を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.3.8

電線・ケーブル類の絶縁低下

当該部位は、定期的な絶縁抵抗測定を行っており、異常が発生した場合は、点検結果に応じて
交換を行うことができる。これまでに絶縁低下は発生していない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し交換することができるため、事象の進展
は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。

表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧

安全機能を
有する機器・ 要求される安全機能
構築物の区分

⑧

安全機能確保のため
の支援機能等の安全
機能（安全機能確保
のための支援機能）
【電気設備】

機器・構築物
施設名

機器・構築物名
ディーゼル発電機

第二中間

電気設備

開閉所
受変電設備
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8

カテゴリ

非常用
電源系統

- 935 -

- 935 -

埋込アンカー
（屋外）

静的機器の接着系
アンカー

Ⅰ-1-2

Ⅰ-1-3

共通設備

制御盤等

電線・ケーブル類
（セル外）

Ⅳ-2

（動的機器の架台
等（屋内）
動的機器の架台等
（屋外）

Ⅲ

Ⅱ-2-2

Ⅱ-2-1

静的機器の架台等
（屋内）

受変電設備の基礎ボルト

埋込アンカー
（屋内）

Ⅰ-1-1

Ⅱ-1-1

ディーゼル発電機の基礎ボルト
（対象は冷却水系機器）

受変電設備

Ⅱ

冷却水系機器（冷却塔）の架台等

制御用絶縁ビニルシースケーブル

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（低圧）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（高圧）

ディーゼル発電機の制御盤等

ディーゼル発電機

ディーゼル発電機（空気圧縮機）の架台等

受変電設備の架台等

電気設備の架台等

ディーゼル発電機（燃料サービスタンク）の架台等

ディーゼル発電機の制御盤等の基礎ボルト

受変電設備の基礎ボルト

使用環境及び使用材料が同
等であることから最も使用
電圧が高い機器を選定した。

該当機器のみであるため。

該当機器のみであるため。

該当機器のみであるため。

使用材料及び環境が同等で
あり、使用期間が最も長い機
器が複数あることから、任意
にディーゼル発電機の架台
等を代表機器として選定し
た。

該当機器のみであるため。

該当機器のみであるため。

●

●

●

●

●

●

●

●

使用材料が同等であり、使用
期間が最も長い基礎ボルト
が複数あることから、任意に
ディーゼル発電機の基礎ボ
ルトを代表機器として選定
した。

ディーゼル発電機の基礎ボルト
電気設備の基礎ボルト

●

●

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

該当機器のみであるため。

該当機器のみであるため。

該当機器のみであるため。

選定理由

代表機器選定

受変電設備

電気設備

電気設備

Ⅰ-2

ディーゼル発電機

機器・構築物

ディーゼル発電機

第二中間
開閉所

施設

Ⅰ-1

グループ

代表機器の選定結果

評価対象機器・構築物

表 2.2-1
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3. 耐震安全評価
3.1 評価対象機器
評価対象機器は、技術評価における評価対象機器と同じとする。
第二中間開閉所は、建築基準法施工令の改正（昭和55年7月）以降かつユーティリティ施設の設
置変更承認申請（平成7年11月）前に設置した施設に該当することから、以下に示すように重要度
分類に応じて十分な耐震性を有することを確認している。評価対象機器の重要度分類を「表3.1-1
評価対象機器の耐震重要度分類一覧」に示す。
(1) 耐震設計上の重要度分類
建家及び構築物並びに機器・配管の重要度に応じて、次の様に分類し、それぞれの重要度
に応じた耐震設計を行っている。
A 類：その機能喪失により、周辺公衆に災害を及ぼすおそれのあるもの
B 類：高放射性物質に関する A 類以外のもの
C 類：A 及び B 類以外のもの、ただし主要な装置に関係ないものを除く
(2) 耐震設計評価法及び荷重の組み合わせと許容限界
(i) 耐震設計評価法
＜機器・配管類の場合＞
A 類については、建築基準法施行令から求められる水平震度の 3.6（1.2×3） 倍から静
的地震力を算定して設計を行っている。B 類は 1.8 倍（A 類の 1/2）、C 類は 1.2 倍（A 類
の 1/3）の係数を乗じて静的地震力を算定し設計を行っている。
なお、A 類については建家基礎底面において想定最大加速度 180Gal の地震力に対して安
全であるように設計している。
(ii) 荷重の組み合わせと許容限界
＜荷重の組み合わせ＞
静的な鉛直地震力として、機器・配管類は水平震度の0.36 倍として算定し、水平震度と
鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作用させている。
＜許容限界＞
機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格、鋼構造設計規準等に準拠し
て設定されている。
3.2 評価手順
「第 2 回 再処理施設の定期的な評価報告書

5.2.2 評価手順」に基づき評価を実施した。

3.3 耐震安全評価結果
評価の結果、
「表 3.3-1

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果」に示すように耐震安

全上着目すべき経年変化事象は抽出されなかった。したがって、耐震安全性に関する詳細評価及
び耐震安全性の観点から保全対策に反映すべき項目の抽出については、実施する必要がなかった。
以上により、次回の高経年化技術評価までの供用を想定した場合においても耐震安全性が維持
されることを確認した。
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表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧

評価対象機器・構築物
カテゴリ・グループ

施設

非常用電源系統

ディーゼル発電機
電気設備
受変電設備

耐震重要
機器・構築物

ディーゼル発電機
第二中間開閉所

度分類
A 類/B 類

電気設備

C類

受変電設備

C類

- 937 -

- 937 -

(

グループ

ディーゼル発電機
非常用発電設備

)

- 938 -

- 938 -

)

非常用電源系統

電気設備
非常用発電設備

(

カテゴリ

電気設備
（該当機器のみである。）

ディーゼル発電機
（該当機器のみである。）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。
現状保全を継続することで、摩耗の進展は考えられないことから、
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への
影響はない。

耐震性への影響

固着

導通不良

全面腐食、孔食

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。

詰まり

緩み

着目する
必要なし

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか

疲労破壊、
フレッティング疲労

全面腐食、孔食、加工フ
ロー腐食、硫化、浸炭、 現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
窒化、油灰腐食、露点腐 仮定した場合も、腐食による減肉は極めて小さいと考えられること
食、隙間腐食、選択腐食、 から、耐震性への影響はない。
微生物腐食

微動摩耗、アブレシブ
摩耗、腐食摩耗

絶縁低下

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（1／5）
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(

グループ

電気設備
非常用発電設備

)

カテゴリ

受変電設備
（該当機器のみである。）

（続き）
電気設備
（該当機器のみである。）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

非常用電源系統

- 939 -

- 939 -

受変電設備
緩み

固着

導通不良

特性変化

絶縁低下

全面腐食、孔食

緩み

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。
腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。
絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。
現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。

特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。

絶縁低下

特性変化

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（2／5）
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（屋内）
埋め込みアンカー
基礎ボルト

（屋外）
埋め込みアンカー
基礎ボルト

- 940 -

)

- 940 -

接着系アンカー
静的機器の
基礎ボルト

(

共通設備

)

(

)

カテゴリ

受変電設備の基礎ボルト
（該当機器のみである。）

ディーゼル発電機の基礎ボルト
（該当機器のみである。）

ディーゼル発電機の基礎ボルト
（使用材料が同等であり、使用期間
が最も長い基礎ボルトが複数あるこ
とから、環境が厳しいディーゼル発
電機の基礎ボルトを任意に代表機器
として選定した。）

着目する
必要なし
着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。
疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。
現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。
現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食による減肉は極めて小さいと考えられること
から、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食

疲労破壊

緩み

樹脂部の劣化を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価ま
での供用を仮定した場合も、劣化の進展が考えられないことから、
耐震性への影響はない。
現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食による減肉は極めて小さいと考えられること
から、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。

緩み

劣化

着目する
必要なし

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労破壊

全面腐食、孔食

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（3／5）

グループ

(

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1
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グループ

カテゴリ

（屋内）
（静的機器の架台等）
架台等

（屋内）
（動的機器の架台等
架台等

共通設備

- 941 -

- 941 -

ディーゼル発電機 冷却水系機器
（冷却塔）の架台等
（該当機器のみである。）

ディーゼル発電機（空気圧縮機）の
架台等
（該当機器のみである。）

現状保全を継続することで、次回の高経年化技術評価までの供用を
仮定した場合も、腐食による減肉は極めて小さいと考えられること
から、耐震性への影響はない。

次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合、疲労限界以上
の応力が発生しないことから、耐震性への影響はない。

疲労破壊

疲労限界以上の応力が発生しないことから、次回の高経年化技術評
価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はない。

疲労破壊

全面腐食、孔食

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。

耐震性への影響

全面腐食、孔食

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（4／5）

ディーゼル発電機（燃料サービスタ
ンク）の架台等
（使用材料及び環境が同等であり、
使用期間が最も長い機器が複数ある
ことから、任意にディーゼル発電機
燃料サービスタンク）の架台等を代
表機器として選定した。）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか
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（屋外）
（静的機器の架台等
架台等

グループ

カテゴリ

制御盤等
絶縁低下

固着

特性変化

導通不良

全面腐食、孔食

想定される
経年変化事象

絶縁低下は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により絶縁低下の進行が助長される
ものではない。

腐食を促進させる環境になく、次回の高経年化技術評価までの供用
を仮定した場合も、腐食の進展が考えられないことから、耐震性へ
の影響はない。
導通不良は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により導通不良の進行が助長される
ものではない。
特性変化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化
とは無関係であり、また、地震により特性変化の進行が助長される
ものではない。
固着は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは
無関係であり、また、地震により固着の進行が助長されるものでは
ない。

耐震性への影響

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果（5／5）

架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（6600V）
（使用環境及び使用材料が同等であ
ることから、最も使用電圧が高く、
使用年数が最も長い機器を選定し
た。）

ディーゼル発電機の制御盤等
（該当機器のみである。）

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

着目する
必要なし

耐震安全上
着目すべきか
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（セル外）
電線・ケーブル類

共通設備

- 942 -

- 942 -

JAEA-Technology
JAEA-Technology2016-007
2016-007

付録 16

東海再処理施設の定期的な評価
（高経年化対策）
― 海中放出管 ―
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1.

海中放出管の概要
海中放出管は、再処理施設各工程で発生する低放射性廃液の処理済液を海洋へ放出するための

機器である。廃棄物処理場又は放出廃液油分除去施設から海中放出管トレンチを経て、再処理施
設の東側汀線より沖合い約 3.7km(海底最深部約 27m)まで敷設されている。 陸域部配管は、2 重
配管構造で地中に埋設されており、経路にはトレンチ、バルブボックス、ピットが設置されてい
る。海域部配管は、配管外面にポリエチレンライニングが施されており、海底土中に埋設されて
いる。
2.

経年変化に関する技術評価

2.1

技術評価対象機器・構築物の選定

東海再処理施設の機器・構築物のうち高経年化技術評価の対象となる機器・構築物を、「第 2
回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.1 技術評価対象機器・構築物の選定

表 5.1.1-1 評

価対象機器・構築物の選定の考え方及び表 5.1.1-2 安全機能一覧」に基づき抽出した。抽出した
結果を「表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧」に示す。

2.2 評価手順
高経年化技術評価を合理的に実施するために、表 2.1-1 で選定した対象となる機器・構築物を、
その他設備にカテゴリ化し、さらに、カテゴリ内で、機器の構造（型式）、使用環境、材質等によ
り各種機器をグループ化した。各グループごとに、使用条件（運転時間、温度、容量等）等を考
慮して、経年変化上最も厳しい機器を代表機器として選出し評価を実施した。選定結果を「表
2.2-1

代表機器の選定結果」に示す。

表 2.2-1 で選定した代表機器について、
「第 2 回

再処理施設の定期的な評価報告書

5.1.2 技

術評価手順」に基づき実施した。
2.3

経年変化に関する技術的な評価の結果

本項は、海中放出管を対象に実施した経年変化に関する技術的な評価概要を述べる。
2.3.1 海中放出管
代表機器の各部位に対して、使用材料、環境等を踏まえ想定される経年変化事象を検討した結
果、以下の経年変化事象が抽出された。
2.3.1.1

海中放出管の各部位の全面腐食・孔食

海域部の外面は、配管の外面にポリエチレンライニングが施されているとともに電気防食が施
されており、海中放出管の電位が防食範囲の電位で維持されていれば腐食は生じない。平成 21
年に海中放出管の漏えいが発生しており、その原因は、埋設施工時にグラブが放出管に接触し、
海中放出管を損傷させたこと及び電気防食の電位が水素を発生しやすい電位-1.3V（対海水塩化銀
電極）で管理していたことによる。その対策として放出管の腐食を防止する電位であり、かつ水
素の影響を抑制する電位として、－0.9V から－1.1V（対海水塩化銀電極）を電気防食の電位の管
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理範囲に設定した。年１回、防食電位を測定するとともに電気防食装置の出力を週１回確認する
ことを要領書に定め実施することにより、電気防食が正常に機能していることを確認していく。
また、新たな損傷が発生する可能性が考えられるのは、海中放出管の敷設海域における海洋工事
が行われる場合であり、定期的に海洋工事情報を取得し、工事が予定された場合は、施工機関に
対し注意を促していく。
海域部の内面は、使用開始から約 18 年経過した時点の肉厚測定結果から腐食速度を算出すると
0.056 ㎜/y であり、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合、必要最小肉厚 10.7mm
に対して 10.8mm である。なお、次回の高経年化技術評価までに平成 23 年に埋設したサンプル管
を回収し腐食状況、腐食速度、肉厚測定の再評価を行い事象の進展を把握する。
陸域部は二重管構造又は屋内にあり、外観検査の結果、全面腐食及び孔食は発生していない。
陸域部の内面は、使用開始から約 33 年経過した時点の肉厚測定結果から腐食速度を算出すると
0.03 ㎜/y であり、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合、必要最小肉厚 6.2mm に対
して 6.95mm である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.2

海中放出管の各部位のライニングの劣化、ライニングの剥離

海域部は、大部分が海底土中に埋設されているため、太陽光からの紫外線及び漂流物による影
響を受ないことから劣化の進展は考えられず、平成 22 年（設置後 18 年経過）に実施した配管の
外観目視観察の結果、劣化及び剥離は確認されていない。海中にある先端部は、定期的な外観目
視点検の結果、ライニングの劣化及び剥離は確認されていない。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、使用条件及び環境に変化がな
く、経年変化傾向の乖離は考えられないことから、事象の進展は考えられない。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.3

海中放出管の各部位の詰まり

当該部位は、海洋放出時に流量と圧力の確認を行っており、これまでに詰まりは発生してない。
また、流量低下又は圧力上昇が発生した場合は、点検結果に応じて詰まりの除去等を行うことが
できる。
次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合においても、予測から乖離して進展するこ
とはなく、現状保全の継続により、事象の兆候を検知し詰まりを除去することができるため、事
象の進展を防止することが可能である。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。
2.3.1.4

ボルト・ナットの緩み

当該部位は、潮流及び波力の外力の影響を受けることから、海域部の締結部を評価点とし、当
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該事象の発生又は進展について以下のとおり評価した。
当該部位は、定期的な漏えい試験を行っており、試験結果に応じて増し締めを行うことができ
る。なお、これまでに緩みによる漏えいは発生していない。
また、次回の高経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、使用条件及び環境に変化がなく
経年変化傾向の乖離は考えられないことから、これまでと同様に現状保全を継続することにより
事象の兆候を検知し増し締めすることができる。
以上より、次回の高経年化技術評価まで、安全機能が維持できることから高経年化対策上着目
すべき経年変化事象には該当しないと考えられる。

表 2.1-1

経年変化に関する技術的な評価対象機器・構築物一覧

安全機能を
有する機器・ 要求される安全機能
構築物の区分

機器・構築物
施設名

機器・構築物名

閉じ込めに係る安全
⑬

機能（放射性物質の

-

海中放出管

保持機能）
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12

カテゴリ

Ⅲ

海中放出管

グループ

－

施設

代表機器の選定結果

海中放出管

機器・構築物

評価対象機器・構築物

表 2.2-1

当該機器のみ

選定理由

代表機器選定

●

結果
●：代表機器
◎：個別評価

JAEA-Technology 2016-007

JAEA-Technology 2016-007

その他設備
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3.

耐震安全評価

3.1 評価対象機器
評価対象機器は、技術評価における評価対象機器と同じとする。
海中放出管は、建築基準法施行令の改正（昭和 55 年 7 月）以降かつユーティリティ施設の設置
変更承認申請（平成 7 年 11 月）の前に設置が認められた設備に該当し、一部の機器については適
宜更新又は追加設置している。これらの設備は、以下に示すように重要度分類に応じて十分な耐
震性を有することを確認している。評価対象機器の重要度分類を「表 3.1-1

評価対象機器の耐

震重要度分類一覧」に示す。
(1) 耐震設計上の重要度分類
建家及び構築物並びに機器・配管の重要度に応じて、次の様に分類し、それぞれの重要
度に応じた耐震設計を行っている。
A 類：その機能喪失により、周辺公衆に災害を及ぼすおそれのあるもの
B 類：高放射性物質に関する A 類以外のもの
C 類：A 及び B 類以外のもの、ただし主要な装置に関係ないものを除く
(2) 耐震設計評価法及び荷重の組み合わせと許容限界
(i) 耐震設計評価法
＜機器・配管類の場合＞
A 類については、建築基準法施行令から求められる水平震度の 3.6（1.2×3）倍から静
的地震力を算定して設計を行っている。B 類は 1.8（A 類の 1/2）倍、C 類 1.2（A 類の 1/3）
倍の係数を乗じて静的地震力を算定し設計を行っている。
なお、A 類については建築基礎底面において想定最大加速度 180 Gal の地震力に対し
て安全であるように設計している。
(ii)荷重の組み合わせと許容限界
＜荷重の組み合わせ＞
静的な鉛直地震力として、建家及び構築物は水平震度の 0.3 倍、機器及び配管は水平
震度の 0.36 倍として算定し、水平震度と鉛直震度を同時に不利な方向で組み合わせて作
用させている。
＜許容限界＞
建家・建築物に関する材料の許容応力度は、建築基準法及び日本建築学会各種規準等、
機器・配管類に関する材料の許容応力度は、日本工業規格及び鋼構造設計規準等に各準
拠して設定されている。
3.2 評価手順
「第 2 回 再処理施設の定期的な評価報告書

5.2.2 評価手順」に基づき評価を実施した。
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3.3 耐震安全評価結果
評価の結果、
「表 3.3-1

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果」に示すように耐震安

全上着目すべき経年変化事象は抽出されなかった。したがって、耐震安全性に関する詳細評価及
び耐震安全性の観点から保全対策に反映すべき項目の抽出については、実施する必要がなかった。
以上により、次回の高経年化技術評価までの供用を想定した場合においても耐震安全性が維持
されることを確認した。

表 3.1-1

評価対象機器の耐震重要度分類一覧
評価対象機器・構築物

カテゴリ・グループ
その他設備

海中放出管

施設

-

耐震重要度
機器・構築物

海中放出管

-- 950
950 --

分類

B類

グループ

カテゴリ

そ
の
他
設
備

（当該機器のみである。）

海中放出管

代表機器
（選定理由）

表 3.3-1

着目する
必要なし
着目する
必要なし

詰まりは機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化と
は無関係である。
現状保全を継続することで、緩みは発生しないことから、次回の高
経年化技術評価までの供用を仮定した場合も、耐震性への影響はな
い。

緩み

着目する
必要なし

詰まり

ライニングの劣化は機器の質量等、耐震性に影響を及ぼすパラメー
タの変化とは無関係である。

着目する
必要なし

現状保全を継続することにより、次回の高経年化技術評価までの供
用を仮定した場合も、設計・製造段階で考慮している腐食量を超え
ないことから、耐震性への影響はない。

全面腐食、孔食

ライニングの劣化

耐震安全上
着目すべきか

耐震性への影響

想定される
経年変化事象

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出

耐震安全上着目すべき経年変化事象の抽出結果
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海中放出管
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国際単位系（SI）
表１．SI 基本単位
SI 基本単位

基本量

名称
記号
長
さメ ートル m
質
量 キログラム kg
時
間
秒
s
電
流ア ンペア A
熱力学温度 ケ ル ビ ン K
物 質 量モ
ル mol
光
度 カ ン デ ラ cd

面
体
速
加
波
密
面

表２．基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
SI 組立単位
組立量
名称
記号
積 平方メートル
m2
積 立方メートル
m3
さ ， 速 度 メートル毎秒
m/s
速
度 メートル毎秒毎秒
m/s2
数 毎メートル
m-1
度 ， 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル
kg/m3
積
密
度 キログラム毎平方メートル
kg/m2

比
体
電
流
密
磁 界 の 強
(a)
量濃度
，濃
質
量
濃
輝
屈
折
率
比 透 磁 率

積 立方メートル毎キログラム
度 アンペア毎平方メートル
さ アンペア毎メートル
度 モル毎立方メートル
度 キログラム毎立方メートル
度 カンデラ毎平方メートル
(b)
（数字の） １
(b)
（数字の） １

乗数
24

10
1021
1018
1015
1012
109
106
103

3

m /kg
A/m2
A/m
mol/m3
kg/m3
cd/m2
1
1

102
101

ゼ
タ
エ ク サ

Ｚ
Ｅ

10-2

ペ
テ

タ
ラ

Ｐ
Ｔ

ギ
メ

ガ
ガ

Ｇ
Ｍ

マイクロ
ノ
10-9 ナ
コ
10-12 ピ
10-15 フェムト

キ
ロ
ヘ ク ト
デ
カ

ｋ
ｈ
da

d
°
’

日
度
分

10-3
10-6

記号

セ ン チ
ミ
リ

ト
10-18 ア
10-21 ゼ プ ト
10-24 ヨ ク ト

d

c
m
µ
n
p
f
a
z
y

1 d=24 h=86 400 s
1°=(π/180) rad
1’=(1/60)°=(π/10 800) rad

”
1”=(1/60)’=(π/648 000) rad
ha 1 ha=1 hm 2=104m2
L，l 1 L=1 l=1 dm3=103cm3=10-3m3
t
1 t=103 kg

秒
ヘクタール
リットル

SI基本単位による
表し方
m/m
2
2
m /m
s-1
m kg s-2
m-1 kg s-2
m2 kg s-2
m2 kg s-3
sA
m2 kg s-3 A-1
m-2 kg-1 s4 A2
m2 kg s-3 A-2
m-2 kg-1 s3 A2
m2 kg s-2 A-1
kg s-2 A-1
m2 kg s-2 A-2
K
cd
m-2 cd
s-1

トン

表７．SIに属さないが、SIと併用される単位で、SI単位で
表される数値が実験的に得られるもの
名称
記号
SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト
ダ ル ト ン
統一原子質量単位

eV
Da
u

天

ua

文

単

位

1 eV=1.602 176 53(14)×10 -19J

1 Da=1.660 538 86(28)×10-27kg
1 u=1 Da

1 ua=1.495 978 706 91(6)×1011m

表８．SIに属さないが、SIと併用されるその他の単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
バ
ー
ル bar １bar=0.1MPa=100 kPa=10 5Pa
水銀柱ミリメートル mmHg １mmHg≈133.322Pa

m2 s-2
m2 s-2
s-1 mol

(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できる。しかし接頭語を付した単位はもはや
コヒーレントではない。
(b)ラジアンとステラジアンは数字の１に対する単位の特別な名称で、量についての情報をつたえるために使われる。
実際には、使用する時には記号rad及びsrが用いられるが、習慣として組立単位としての記号である数字の１は明
示されない。
(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中に、そのまま維持している。
(d)ヘルツは周期現象についてのみ、ベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される。
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称で、セルシウス温度を表すために使用される。セルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一である。したがって、温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである。
(f)放射性核種の放射能（activity referred to a radionuclide）は、しばしば誤った用語で”radioactivity”と記される。
(g)単位シーベルト（PV,2002,70,205）についてはCIPM勧告2（CI-2002）を参照。

表４．単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
SI 組立単位
組立量
SI 基本単位による
名称
記号
表し方
-1
粘
度 パスカル秒
Pa s
m kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル
Nm
m2 kg s-2
表
面
張
力 ニュートン毎メートル
N/m
kg s-2
角
速
度 ラジアン毎秒
rad/s
m m-1 s-1=s-1
角
加
速
度 ラジアン毎秒毎秒
rad/s2
m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 , 放 射 照 度 ワット毎平方メートル
W/m2
kg s-3
熱 容 量 , エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン
J/K
m2 kg s-2 K-1
比 熱 容 量 ， 比 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg K)
m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル
ギ ー ジュール毎キログラム
J/kg
m2 s-2
熱
伝
導
率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル J/m3
m-1 kg s-2
電
界
の
強
さ ボルト毎メートル
V/m
m kg s-3 A-1
電
荷
密
度 クーロン毎立方メートル C/m3
m-3 s A
表
面
電
荷 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 s A
電 束 密 度 ， 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル C/m2
m-2 s A
誘
電
率 ファラド毎メートル
F/m
m-3 kg-1 s4 A2
透
磁
率 ヘンリー毎メートル
H/m
m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル
J/mol
m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー, モル熱容量 ジュール毎モル毎ケルビン J/(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照 射 線 量 （ Ｘ 線 及 び γ 線 ） クーロン毎キログラム
C/kg
kg-1 s A
吸
収
線
量
率 グレイ毎秒
Gy/s
m2 s-3
放
射
強
度 ワット毎ステラジアン
W/sr
m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放
射
輝
度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W/(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性
濃 度 カタール毎立方メートル kat/m3
m-3 s-1 mol

ヨ

表５．SI 接頭語
記号
乗数
名称
タ
Ｙ
シ
10-1 デ

表６．SIに属さないが、SIと併用される単位
名称
記号
SI 単位による値
分
min 1 min=60 s
時
h 1 h =60 min=3600 s

（a）量濃度（amount concentration）は臨床化学の分野では物質濃度
（substance concentration）ともよばれる。
（b）これらは無次元量あるいは次元１をもつ量であるが、そのこと
を表す単位記号である数字の１は通常は表記しない。

表３．固有の名称と記号で表されるSI組立単位
SI 組立単位
組立量
他のSI単位による
名称
記号
表し方
（ｂ）
平
面
角 ラジアン(ｂ)
rad
1
（ｂ）
(ｂ)
(c)
立
体
角 ステラジアン
sr
1
周
波
数 ヘルツ（ｄ）
Hz
力
ニュートン
N
圧
力
応
力 パスカル
,
Pa
N/m2
エ ネ ル ギ ー , 仕 事 , 熱 量 ジュール
J
Nm
仕 事 率 ， 工 率 ， 放 射 束 ワット
W
J/s
電
荷
電
気
量 クーロン
,
C
電 位 差 （ 電 圧 ） , 起 電 力 ボルト
V
W/A
静
電
容
量 ファラド
F
C/V
電
気
抵
抗 オーム
Ω
V/A
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス
S
A/V
磁
束 ウエーバ
Wb
Vs
磁
束
密
度 テスラ
T
Wb/m2
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー
H
Wb/A
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(ｅ)
℃
光
束 ルーメン
lm
cd sr(c)
照
度 ルクス
lx
lm/m2
Bq
放 射 性 核 種 の 放 射 能 （ ｆ ） ベクレル（ｄ）
吸収線量, 比エネルギー分与,
グレイ
Gy
J/kg
カーマ
線量当量, 周辺線量当量,
Sv
J/kg
シーベルト（ｇ）
方向性線量当量, 個人線量当量
酸
素
活
性 カタール
kat

名称

オングストローム
海
里
バ
ー
ン

Å
Ｍ

１Å=0.1nm=100pm=10-10m
１M=1852m

b

ノ
ネ
ベ

ト
パ
ル

kn
Np
Ｂ

１b=100fm2=(10-12cm) 2 =10-28m2
１kn=(1852/3600)m/s

ル

dB

ッ
ー

デ

シ

ベ

SI単位との数値的な関係は、
対数量の定義に依存。

表９．固有の名称をもつCGS組立単位
名称
記号
SI 単位で表される数値
ル
グ erg 1 erg=10-7 J

エ
ダ
ポ

イ
ア

ス
ス

ト ー ク
チ
ル

フ
ガ

ォ

ン dyn 1 dyn=10-5N
ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=0.1Pa s
ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 =10 4lx
ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2

マ ク ス ウ エ ル
ガ
ウ
ス
エルステッド（ ａ）

Mx
G
Oe

1 Mx = 1G cm2=10-8Wb
1 G =1Mx cm-2 =10-4T
1 Oe (103/4π)A m-1

（a）３元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため、等号「
は対応関係を示すものである。

キ
レ
ラ

名称
ュ
リ
ン

レ
ガ

ト

表10．SIに属さないその他の単位の例
記号
SI 単位で表される数値
ー Ci 1 Ci=3.7×1010Bq

ゲ

ン

ン R
ド rad
ム rem
マ γ

フ
ェ
ル
ミ
メートル系カラット
ト
標

準

大

」

気

1 R = 2.58×10-4C/kg

1 rad=1cGy=10-2Gy
1 rem=1 cSv=10-2Sv
1 γ=1 nT=10-9T
1 フェルミ=1 fm=10-15m

1 メートル系カラット = 0.2 g = 2×10-4kg
ル Torr 1 Torr = (101 325/760) Pa
圧 atm 1 atm = 101 325 Pa

カ

ロ

リ

ー

cal

ミ

ク

ロ

ン

µ

1 cal=4.1858J（｢15℃｣カロリー），4.1868J
（｢IT｣カロリー），4.184J（｢熱化学｣カロリー）

1 µ =1µm=10-6m
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