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原子力発電所の安全系電気・計装品の 

耐環境性能の検証に関する指針 
 

１. 目 的 

本指針は，原子力発電所における設計基準事象時に，その事象の拡大を防止し，又は

これを速やかに収束するために不可欠な電気・計装品が，設計基準事象の環境条件にお

いても，期待される安全機能を発揮し，維持できることを検証する上で，考慮すべき事

項及び推奨される手法について示すものである。(解説－1) 

 

２. 本指針の適用範囲（対象設備） 

環境条件が著しく悪化する設計基準事象において，その事象の拡大を防止し，又はこ

れを速やかに収束するために不可欠な原子炉の停止，炉心の冷却及び放射性物質の放

出を低減する機能が期待される，安全機能の重要度が高い電気・計装品のうち，環境

条件が著しく悪化する区域に設置されているものを対象とする。(解説－2) (解説図－

1) 

 

３. 関連法規，規格 

本指針の関連法規，規格として以下のものがある。(解説－3) 

(1) 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成 25 年 6 月 28 日

原子力規制委員会規則第 6 号，平成 30 年 2 月 20 日 一部改正） 

(2) 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（平

成 25 年 6 月 28 日原子力規制委員会規則第 5 号，平成 30 年 2 月 20 日 一部改正） 

(3) 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成 2 年 8 月

30 日原子力安全委員会決定，平成 21 年 3 月 9 日 一部改訂） 

 (4) 日本電気協会電気技術指針 JEAG4611-2009「安全機能を有する計測制御装置の設計

指針」 

 (5) 日本電気協会電気技術指針 JEAG4612-2010「安全機能を有する電気・機械装置の重

要度分類指針」 

 

４. 用語の定義 

本指針においての用語の定義は，以下のとおりとする。 

(1) 「通常運転」 

計画的に行われる起動，停止及び出力運転等の原子炉施設の運転であって，その運転

状態が所定の制限内にあるものをいう。 

(2) 「設計基準事象」 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則にお

いて定義している設計基準事故のうち，環境条件が著しく悪化する事象のことをいう。 

(3) 「劣化」 
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設備の性能，機能に影響を与える特性の低下をいう。劣化には経年劣化の他，動作

（コネクタ着脱及び弁の動作）等による劣化が含まれる。 

(4) 「経年劣化」 

時間の経過による劣化をいう。例として，熱及び放射線による特性の低下が挙げられ

る。 

(5) 「運転条件」 

通常運転時及び設計基準事象時の環境条件，並びに電気的及び機械的負荷（電源仕

様，入出力信号及び動作回数等）をいう。 

(6) 「環境条件」 

評価対象設備が設置してある区域の温度，圧力，湿度及び放射線等の雰囲気の条件を

いう。 

(7) 「試験条件」 

型式試験時に試験体に与える環境条件，電気的及び機械的負荷をいう。 

(8) 「検証」 

対象設備が通常運転により劣化した後，設計基準事象時において期待される安全機

能を発揮し，維持できることを客観的な証拠に基づいて確認することをいう。 

(9) 「検証寿命」 

対象設備が通常運転により劣化した後，設計基準事象時において機能を発揮し，維持

できることが検証された通常運転相当の期間をいう。 

(10) 「劣化処理」 

型式試験において，設定された検証寿命期間中の通常運転時の運転条件を模擬した

環境等に試験体をおくことにより，試験体に検証寿命相当の劣化を与えることをいう。 

(11) 「判定基準」 

対象設備が安全機能を維持していることを示すための基準をいう。 

 

５. 検証計画 

設備の検証の計画においては，以下の項目について明確にする。 

(1) 対象設備 

(2) 目標とする検証寿命 

(3) 検証対象とする設計基準事象（検証対象事象） 

(4) 検証対象事象において期待される対象設備の安全機能 

(5) 検証対象事象において，対象設備の安全機能が発揮され，維持されるべき期間 

(6) 想定される運転条件 

(7) 対象設備の検証寿命期間中に想定される保守（部品交換を含む）及び検査 

(8) 検証手法 

5.1 検証寿命の設定 

設備が新品の状態ではなく，劣化した後に，設計基準事象における苛酷な温度や圧力

等の環境条件に曝されることにより，その設備の安全機能が維持できなくなることが

考えられる。このため，設備に対して使用可能な期間を明確にするため，劣化の影響
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を考慮し，検証寿命を設定する。 

検証寿命の代わりに，通常運転時の設備の劣化に対して状態監視の考え方を適用す

ることができる。状態監視においては，通常運転時の設備の劣化に対して状態指標を

設定し，その変化により設備の劣化を判断する。この状態指標は，設備の通常運転時

の劣化程度に従って変化するものであり，かつ，計測が可能なものである必要があり，

この状態指標の監視により，実際の設備が劣化しているかを判断することができる。

状態指標がある値となった設備が，事故時環境試験を満足すれば，その値になるまで

設備を使用することができる。(解説－4) 

 

5.2 検証対象事象 

検証計画において，設計基準事象のうち，対象設備に対して安全機能が期待される事

象を明確にする。事象が複数ある場合には，それらを含む条件により検証することが

できる。(解説－5) 

 

６. 検証手法 

検証は，以下の型式試験，使用実績及び解析による手法又はこれらを組み合わせる

ことにより行う。ただし，解析のみにより設備を検証することはできない。(解説－6) 

6.1 型式試験 

型式試験では，対象設備と同等の試験体を使用し，通常運転時の劣化を模擬したうえ

で，設計基準事象を模擬した試験条件におく。試験中及び試験前後の試験体が，要求

される安全機能を維持していることを判定基準によって確認することにより，対象設

備の検証を行う。 

6.2 使用実績 

一定の運転条件において期待される安全機能を実際に維持した設備の使用実績を検

証に用いてもよい。使用実績を用いる場合には，その設備が使用された期間の運転条

件に加え，設計基準事象の運転条件を考慮し，安全機能の検証を実施する。 

6.3 解析 

構成材の物性等の理論的な評価及び数値解析等の解析を型式試験の補完の目的で使

用することができる。 

 

７. 検証要領 

7.1 型式試験 

7.1.1 試験体 

試験体は，実機適用品と同等のものを使用する。ただし，設備を構成する要素のう

ち，安全機能に影響しないものについては検証から除外してもよい。(解説－7) 

7.1.2 試験計画 

型式試験の計画においては，5.検証計画に示した項目に加え，以下に示す項目につ

いて明確にする。(解説－8) 

(1) 試験体の製造者及び型式 
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(2) 取付方法，動力や信号の入出力の接続及び他設備との取合に関する事項 

(3) 試験手順（劣化処理手順を含む） 

(4) 想定される運転条件に応じた試験条件 

(5) 監視パラメータ（測定手順を含む） 

(6) 判定基準（判定手順を含む） 

7.1.3 試験手順 

型式試験の代表的な手順は，以下のとおりである。型式試験では，全ての手順に対

して同一の試験体を使用する。 

(1) 初期機能試験 

劣化処理前の試験体について，状態を確認するため機能試験を実施する。 

(2) 劣化処理 

試験体に対して，検証寿命相当の劣化を与えるため，試験体を検証寿命期間中

の通常運転時の運転条件を模擬した環境等におく。 

(3) 事故時環境試験 

試験体を設計基準事象における運転条件を模擬した状態におく。この模擬状態

におかれる期間は，事象発生から設備の機能が維持されるべき期間とする。 

なお，設計基準事象時相当の放射線照射は，劣化処理における放射線照射とあ

わせて実施できる。 

(4) 終機能試験 

事故時環境試験まで終了した後，試験体について状態を確認するため機能試験

を実施する。事故時環境試験中の監視パラメータ等を判定基準とする場合には，

あらためて 終機能試験を実施する必要はない。 

7.1.4 初期機能試験 

試験体に対して機能試験を劣化処理前の状態で実施し，安全機能や動作について異

常が無いことを確認する。 

7.1.5 劣化処理 

劣化処理では，試験体に対し，設定した検証寿命相当の劣化を模擬する。 

経年劣化の要因として，熱及び放射線等が代表的なものとして考えられる。経年劣

化以外に，検証対象となる設備の設計基準事象における安全機能に影響を与える恐れ

がある要因がある場合，これらを，設計，機能，材質及び環境を考慮して明確にし，

劣化処理に含める。 

保守，検査が劣化の要因となる場合には，検証寿命中に想定される保守，検査によ

る劣化要因を劣化処理に含める。 

劣化処理における試験条件は，想定する通常運転条件及び検証寿命に基づいて定め

る。 

検証される設備に対して劣化の影響がないと明確に示せる運転条件は，劣化処理か

らその運転条件を除外できる。(解説－9) (解説表－2) 

7.1.6 事故時環境試験 

事故時環境試験では，試験体を設計基準事象における運転条件を模擬した状態にお
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く。 

(1)  試験条件 

設計基準事象における運転条件と試験条件の関係を明確に規定する。試験条件

は，複数の設計基準事象を含むものとすることができる。 

試験における不確実性等の影響を考慮し，設計基準事象の環境条件に余裕を持

たせる。（解説－10） 

(2)  試験方法 

試験体に対して，設計基準事象時の放射線照射を実施した後，試験用圧力容器

に設置し，設定した温度・圧力・湿度の条件の下におく。 

なお，事故時環境試験中における機能維持を確認する必要がある場合において

は，監視パラメータを明確にし，これを監視する。 

7.1.7 最終機能試験 

事故時環境試験を終了した後，試験体について状態を確認するため機能試験を実施

し，判定基準を満足することを確認する。(解説－11) (解説表－2) 

なお，事故時環境試験中の監視パラメータ等を判定基準とする場合には， 終機能

試験を実施する必要はない。 

事故時環境試験又は 終機能試験において判定基準を満足していた場合，検証対象

設備に対し検証寿命期間中，期待される安全機能を維持することが検証される。 

判定基準を満足しない場合には，設備の設計，製作手順等の変更又は試験計画の見

直しが必要であるか評価し，必要とされた場合にはその結果を反映し再検証を実施す

る。型式試験の途中で試験体に故障が起きた場合でも，安全機能に影響がない部位で

ある場合は，試験を継続できる。取替可能な部品の特性低下により機能が維持できな

くなった場合は，当該故障部位の取替を行った後，試験を継続できる。この場合，当

該部位は検証された寿命期間内で取替が必要となる。 

型式試験の終了後，試験体を必要に応じて分解し，劣化状況を確認することが望ま

しい。 

7.2 使用実績 

型式試験に対して，検証対象設備が使用された実績を用いることができる。原則とし

て，検証対象設備と同等と評価される設備が，検証対象となる運転条件より厳しい条

件において安全機能を維持できた場合には，その設備は検証されたといえる。実際の

使用実績における運転条件が検証対象となる運転条件を満足しない場合，安全機能の

維持について検証のため追加の型式試験又は解析を行い，検証対象設備の寿命を評価

する。(解説－12) 

7.3 解析 

解析では，構成材の物性等の理論的な評価，数値解析等を用いて，検証対象設備がそ

の運転条件において安全機能を発揮し，維持できることを示すことにより検証する。

解析による検証は，設備の検証全てに適用することは困難であり，型式試験のデータ

又は使用実績と組み合わせて使用する。(解説－13) 
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８. 検証寿命の再評価 

設備の検証において，以下に示す評価により，設備の検証寿命を再評価することがで

きる。(解説－14) 

(1) 型式試験における実際の試験条件が，試験計画において計画された試験条件より

厳しい場合，それに応じた劣化を考慮し，検証寿命を再評価する。 

(2) 実際の通常運転中に検証対象設備が設置されている環境条件が，試験計画で想定

した環境条件と異なる場合，それに応じた経年劣化を考慮し，検証寿命を再評価す

る。 

(3) アレニウス則で用いる活性化エネルギーのように検証寿命を求める際に使用した

値に，その後の試験，評価により相違があることが明確に示された場合，それに応

じて検証寿命を再評価する。 

(4) より長い検証寿命を持った設備がある場合，それと劣化についての類似性を示し，

検証寿命を再評価する。 

(5) 設備の構成品のうち，相対的に短期に劣化が進行して設備全体の寿命に影響して

いるものが特定される場合，その構成品の寿命の範囲内で交換を行うことを前提と

して，残りの構成品で検証寿命を再評価する。 

(6) 通常運転時の設備の劣化に対して状態監視の考え方を適用して，検証寿命に相当

する状態指標を設定することができる場合，劣化処理における当初設定した検証寿

命と状態監視の考え方における状態指標の関係を明確にすることにより，使用中の

状態指標の変化から検証寿命を再評価する。 

 

 

９. 検証対象設備等の変更 

検証対象設備の設計等に関する変更又は検証の条件に関する変更がある場合には，

その変更に対して検証が必要であるか評価する。検証対象設備の設計等に関する変更

としては，材質や構造等の設計，製造方法及び取付方法等設備として規定される内容の

変更がある。検証の条件に関する変更としては，検証対象設備に期待される安全機能及

び設備の運転条件の変更がある。 
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〔解  説〕 

 

解説－1  目的 

安全機能の発揮及び維持は，一連の品質保証活動により保証されるが，本指針は，そ

の中で耐環境性能の検証に関するものである。 

本指針でいう安全機能の重要度が高い電気・計装品とは，発電用軽水型原子炉施設の

安全機能の重要度分類に関する審査指針における MS-1 に関する機能及び MS-2 のうち事

故時のプラント状態把握機能を有する設備のことである。 

耐震性に関する検証は別途実施しているため，本指針には含めない。 

なお，耐震性能に関する経年劣化については，原子力規制委員会 実用発電用原子炉

施設における高経年化対策実施ガイド（平成 25 年 6 月 19 日制定，平成 28 年 11 月 2 日 

一部改正）及び原子力規制庁 実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド

（平成 25 年 7 月 8 日制定，平成 28 年 11 月 2 日 一部改正）により評価されている。耐

震性に関する検証は，必要により JEAC4601 原子力発電所耐震設計技術規程を参照のこと。 

 

解説－2  本指針の適用範囲（対象設備） 

具体的な対象設備は，解説図-1 の選定フローに従って選定する。 

なお，対象としては，検出器，ケーブル接続部，ケーブル，電気ペネトレーション，弁

駆動装置（電動機，リミットスイッチ，電磁弁等含む）等がある。 

 

解説－3  関連法規，規格 

本指針を作成するにあたり以下を参考とした。 

(1) 原子力発電用電線・ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推

奨案（昭和 57 年 11 月（社）電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号） 

(2) IEEE Std. 323-2003: IEEE Standard for Qualifying Class 1E Equipment for 

Nuclear Power Generating Stations 

(3) IEEE Std. 317-2013: IEEE Standard for Electric Penetration Assemblies in 

Containment Structures for Nuclear Power Generating Stations 

(4) IEEE Std. 334-2006: IEEE Standard for Qualifying Continuous Duty Class 1E 

Motors for Nuclear Power Generating Stations 

(5) IEEE Std. 382-2006: IEEE Standard for Qualification of Safety-Related 

Actuators for Nuclear Power Generating Stations 

(6) IEEE Std. 383-2015: IEEE Standard for Qualifying Electric Cables and Splices 

for Nuclear Facilities  

(7) IEEE Std. 572-2006: IEEE Standard for Qualification of Class 1E Connection 

Assemblies for Nuclear Power Generating Stations 

(8) JNES-RE-2013-2049: 原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド 

(9) IAEA Safety Reports Series No.82(2015) Ageing Management for nuclear power 
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plants:International Generic Ageing Lessons Learned(IGALL)  

(10) NEA/CSNI/R(2010)15:SCC and Cable Ageing Project (SCAP) Final Report 

(11) AESJ-SC-P005:2015 日本原子力学会標準 原子力発電所の高経年化対策実施基

準：２０１５ 

 

解説－4  状態監視 

状態監視とは，経年劣化の進行を時間ではなく，劣化の程度を示すことができる指標

を導入することにより，検証寿命の代わりとする考え方である。対象となる設備につい

て，分析，実験等により計測することが可能な変量（構成材の延性等）が，通常運転時に

おける経年劣化の進行とともに変化し，劣化の程度を代表していることが確認できれば，

それを状態指標としてその設備がどの程度劣化しているかを判断することができる。状

態指標がある値となった設備が，事故時環境試験を満足すれば，その値になるまで設備

を使用することができる。 

 

解説－5  検証対象事象 

対象となる設計基準事象は，原子炉冷却材喪失，主蒸気管破断（主給水管破断は，環

境条件として主蒸気管破断に含まれる）で代表され，環境が悪化する区域としては，

原子炉格納容器が挙げられる。ただし，プラント個別の要因により環境悪化事象，区

域について考慮する必要がある場合には，その事象，区域を検証対象に含める。 

 

解説－6  検証手法 

検証手法の組み合わせの適用例として，以下に示すものがある。 

(1) 型式試験により検証された設備について一部の設計を変更した場合に，変更部分

の検証を解析により補完する手法がある。また，材質や構造等が類似の派生型式が

ある設備に対しては，派生型式の代表型式に対して型式試験を実施し，個別の検証

は，代表型式の型式試験データ，使用実績及び必要に応じた追加試験又は解析によ

り実施する。 

(2) 試験設備の制約等により実物大設備の試験が実施できない場合又は設備全体とし

ての型式試験が不可能な場合，以下の手法が採用できる。 

 a) 実際の設備に使用される主要な構成要素を組み込んだ縮尺モデルを用いて型

式試験を実施する。ただし，実際の設備との差異を明確化し，検証の妥当性を解

析等により確認する。 

 b) 解析により補完することで，その設備の構成部品の型式試験により，試験体全

体の型式試験に代える。 

 

解説－7  試験体 

同等な試験体とは，以下に示す(1)又は(2)のものをいう。 

(1) 記録管理されている製造方法及び取付方法に従ったもの 

(2) 実機で採用された設備と同じ製造手順に従って製造，取り付けられた試作品 
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解説－8  試験計画 

試験計画に関する注意事項として以下のものがある。 

(1) 型式試験において，対象設備を取り付ける場合には，仕様等により規定される方

法及び位置に取り付ける。仕様等による取付方法と異なる方法とする場合には，性

能及び試験状況を考慮して結果に影響しないことを評価する。 

(2) 型式試験において，対象設備に動力又は信号等を接続する場合には，仕様等によ

り規定される方法に従い取り付ける。仕様等による接続法，実際の設備と動力又は

信号が異なる場合には，性能及び試験状況を考慮して結果に影響しないことを評

価する。 

(3) 型式試験における試験条件は，校正記録のある設備により監視される。試験中に

おいて，設備の安全機能について確認が必要な場合，安全機能についても同様に監

視する。 

(4) 判定基準は，試験体が設計基準事象時に要求される安全機能の維持が期待される

期間又はその機能が維持されることを判断するための条件であり，判定基準は設

備ごとに異なる。判定基準の例を解説表-１に示す。 

(5) 監視パラメータとは，試験条件としての温度・圧力の他，試験中，機能維持を確

認する必要がある場合において判定基準となる絶縁抵抗値・弁の開閉状態等をい

う。 

 

解説表-１ 判定基準の例 

設備 設備の例 判定基準の規定に係る考え方 具体例 

静的設備 

ケーブル 

コネクタ等 

安全機能を満足するために妥当

と考えられる特性値を計測した

結果の値による。 

絶縁抵抗値等 

動的設備 
電動弁駆動部等 安全機能としての動作を確認す

る。 

弁 の 開 閉 確 認

等 

 

解説－9  劣化処理 

劣化処理にあたって考慮する事項の例示として以下のものがある。 

(1) 通常運転に対する実際の環境での劣化（ナチュラルエージング） 

劣化処理として，試験体を実際のプラント又はそれを模擬した環境に設置する

手法がある。これにより，設置されていた期間をもとに検証寿命を規定できる。こ

の手法を用いて検証する場合には，検証対象設備を適用する実機の環境条件と試

験体を設置した場所の環境条件を比較し，それをもとに検証寿命を評価する。この

ため，試験体を設置した場所の環境条件を明確にする。また，環境条件以外の運転

条件，保守又は検査がある場合にはそれを含めて明確にする。 

(2) 熱劣化，放射線劣化 

熱による劣化処理手法としては，アレニウス則に従い，温度を上げることによ

り，劣化を加速する手法が代表的である。放射線による劣化処理手法としては，検
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証寿命分の積算線量を照射するために，照射線量率を上げることにより，劣化を加

速する手法が代表的である。劣化を加速する場合は，加速の割合をできる限り低く

抑えることが望ましい。ただし，試験体の物性への影響を十分に考慮の上，合理的

な加速の割合とする。 

(3) 相乗効果 

複数の要因による経年劣化（例：熱及び放射線）は，同時に劣化処理した場合が，

個別に劣化処理した場合より劣化の進行が速くなる可能性がある。この可能性が

あると判断された場合，複数要因による劣化を同時に与える等，劣化処理の手順，

又は個別要因に関する試験条件の設定に反映させる。 

試験設備の制約等により複数の劣化要因の同時劣化処理が困難な場合は，個別

の要因による経年劣化程度を増加させる等，合理的な方法としてもよい。 

(4) その他 

劣化の進行速度が設備の構成部品によって異なる場合等，構成部品ごとに分け

て劣化処理を実施することができる。ただし，想定される運転条件を同等とする。 

設備の検証寿命を定める要因として，ある特定の構成部品の寿命が支配的な場

合，当該構成部品を定期取替部品とすることができる。定期取替部品としたもの

は，他の構成部品と分けて，その寿命分の劣化処理を実施する。定期取替部品の取

替を確実に行うことにより設備全体の検証寿命を延長することが可能となる。 

個別設備に対する具体的な劣化処理手法は，解説表-2 の米国電気電子学会

(IEEE)規格を用いてもよい。また，ケーブルにおいては，原子力発電用電線・ケー

ブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案（昭和 57 年 11 月

（社）電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号）及び原子力発電所のケーブル経年劣化

評価ガイド（平成 26 年 2 月 JNES-RE-2013-2049）を用いてもよい。 

ケーブルの加速劣化条件は，絶縁体内部まで劣化の進行することが確認された

条件とする。 

  

解説－10  事故時環境試験 

設計基準事象における運転条件と試験条件の関係の明確化とは，アレニウス則を用い

た場合の加速の割合等をいう。 

事故時環境試験における試験条件に含まれる，設計基準事象の環境条件に対する余裕

として，これまでの国内試験において実績のある以下の数値が挙げられる。 

a) 大温度：＋8℃ 

b) 大圧力：＋10％ 

c) 放射線：＋10％（事故時線量） 

d) 設備動作要求期間：設計基準事象の発生時から設備に対する動作要求期間の＋10％ 

なお，設備の動作回数の不確実性の影響を考慮する場合や，より広い運転条件で使用

できる設計を行う場合は，必要に応じて，環境条件以外の運転条件に余裕を持たせる。 

 

解説－11  最終機能試験 
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個別設備に対する具体的な 終機能試験の手法は，解説表-2 の米国電気電子学会

(IEEE)規格を用いてもよい。また，ケーブルにおいては，原子力発電用電線・ケーブ

ルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案（昭和 57 年 11 月（社）

電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号）及び原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイ

ド（平成 26 年 2 月 JNES-RE-2013-2049）を用いてもよい。原子力発電用電線・ケー

ブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案（昭和 57年 11 月（社）

電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号）においては，IEEE-383 を準用し，屈曲浸水耐電

圧試験という実機よりも非常に厳しい 終機能試験を実施しているが，より実機に即

した条件にて劣化処理を実施する原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド（平成

26 年 2 月 JNES-RE-2013-2049）では，製品規格であるＪＩＳ規格に基づく耐電圧試

験でも十分保守的であるという判断から，ＪＩＳ規格に基づく耐電圧試験を採用して

いる。 

なお，原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド（平成 26 年 2 月 JNES-RE-2013-

2049）を用いたケーブルに対する 終機能試験には，原則として以下のケーブル線種

ごとに定められているＪＩＳ規格を用いることができる。 

(1) JIS C 3005 (2014) ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法 

(2) JIS C 3605 (2002) 600V ポリエチレンケーブル 

(3) JIS C 3621 (2000) 600V EP ゴム絶縁ケーブル 

(4) JIS C 3401 (2002) 制御用ケーブル 

(5) JIS C 3323 (2012) 600V ケイ素ゴム絶縁電線 

(6) JIS C 3606 (2003) 高圧架橋ポリエチレンケーブル 

(7) JIS C 1610 (2012) 熱電対用補償導線 

(8) JIS C 3501 (1993) 高周波同軸ケーブル(ポリエチレン絶縁編組形) 

  

解説－12  使用実績 

実際のプラントでは，設計基準事象時の環境条件における使用実績が得られることは

現実的ではない。設備の使用実績は通常運転時の運転条件における実績であることから，

使用実績を適用する場合には，設計基準事象を考慮した事故時環境試験を実施する。 

 

解説－13  解析 

解析にあたっての考慮する事項の例示として以下のものがある。 

(1)解析の適用例として，設備の変更，設備の一部，派生型式又は縮尺モデルの適用に

対する検証において，以下に評価すべき項目の例を示す。 

a) 構成材 

材質が同等であることを示す。又は，材質の違いが安全機能に対して不利に働か

ないことを示す。 

b) サイズ 

構造が同じであり，サイズの違いが安全機能に対して不利に働かないことを示

す。 
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c) 形状 

形状が同等であることを示す。又は，形状の違いが安全機能に対して不利に働か

ないことを示す。 

d) 外部影響 

使用される際の環境要因を含む外部影響が，検証する設備のものより小さいこ

とを示す。 

e) 経年劣化 

検証される設備の経年劣化要因が，もととなる設備の要因に含まれることを示

す。 

f) 安全機能 

安全機能が同じであることを示す。 

(2) 構成部品又は部分的に組み立てられたものを用いた設備の一部に対する試験は，

設備の一部に作用する影響が検証対象設備の完全組み立て状態と同等である場合

に適用が可能である。 

 

解説－14  検証寿命の再評価 

検証寿命の再評価の例を以下に示す。 

(1) 90℃，100 時間の熱的経年劣化を行う計画に対し，実際の熱的劣化処理では 100℃，

100 時間で実施した場合，この 10℃の温度差について検証寿命を再評価する。 

(2) 運転条件として温度を 50℃として劣化処理条件を決定したが，実際に設置されて

いる場所の温度が 40℃であった場合，この 10℃の温度差について検証寿命を再評

価する。 

(3) 0.5eV の活性化エネルギーを想定して劣化処理の条件を決定したが，その後の試

験，評価により 1eV であることが明確に示されたため，この活性化エネルギーの

差について検証寿命を再評価する。 
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解説図－1 対象設備選定フロー 

 

 

プラントの電気・計装品 

安全機能の重要度が高い 

電気・計装品か？ 

環境条件が著しく悪化する 

設計基準事象時にその事象に対して 

機能することが期待 

されているか？ 

環境条件が著しく悪化する区域に 

設置されているか？ 

YES 

 

YES 

 

YES 

 

本指針の対象設備 本指針の対象外 

No

No

No



 

 

 

解説表－2 劣化処理及び 終機能試験について参考とする IEEE 規格の記載内容（１／３） 

設備 電線貫通部 モータ バルブ駆動部 ケーブル コネクタ 

IEEE No. IEEE Std.317-2013 IEEE Std.334-2006 IEEE Std.382-2006 IEEE Std.383-2015 IEEE Std.572-2006 

タイトル IEEE Std. for Electric 
Penetration Assemblies in 
Containment Structures for 
Nuclear Power Generating 
Stations 

IEEE  Std. for Qualifying 
Continuous Duty Class 1E 
Motors for Nuclear Power 
Generating Stations 

IEEE Std.for Qualification of 
Safety-Related Actuators for 
Nuclear Power Generating 
Stations 

IEEE Std. for Qualifying 
Electric Cables and Splices for 
Nuclear Facilities  

IEEE Std. for Qualification 
of Class 1E Connection 
Assemblies for Nuclear 
Power Generating Stations 

劣化処理

手順 

①事前処理として記載 

・輸送及び保管模擬 

・熱サイクル劣化処理 

・熱劣化処理 

・放射線劣化処理 

②短絡電流及び短絡熱容量試

験（本試験後，漏えい試験，

電気試験に合格するものと

する） 

①放射線劣化処理（推奨） 

②熱劣化処理 

③機械的劣化処理 

④放射線劣化処理（設計基準事

象）［適宜］ 

⑤電圧ストレスによる経年劣

化処理 

①熱劣化処理 

②放射線劣化処理 

③加圧による劣化処理 

④振動劣化処理 

補足事項 

この手順より厳しい条件となる

場合は別の手順を用いてもよ

い。 

①熱劣化処理 

②放射線劣化処理 

（試験中の機能確認試験） 

①熱サイクル劣化処理（半数を

先に実施） 

②機械的劣化処理（脱着） 

③熱劣化処理 

④放射線劣化処理 

⑤熱サイクル劣化処理（残りの

半数） 

熱劣化処

理 

・加速劣化温度，期間はアレニ

ウス則又は確立されたその

他の方法により決定する。 

・予測される電動機絶縁体の最

高温度と必要とされる寿命

により加速劣化温度／時間

を決定する。 

・劣化時間と温度の試験パラメ

ータを IEEE Std.323-2003, 

IEEE Std.1205-2000 及び 

 IEEE Std.101-1987 を参照し

て決定する。 

・熱，放射線を同時，又は連続して

さらす。 

・劣化要因の相乗効果が加速試験

で再現する方法が判明している

場合，適用するが，費用，時間，

複雑さを十分に考慮する。 

・劣化要因の相乗効果の証拠が存

在しない場合は，少なくとも相

乗効果が得られない旨を報告書

に明記する。 

・重要な材料の活性化エネルギーを

立証する。アレニウス則を利用す

る場合は少なくとも温度が 10℃

異なる 3 点のデータを使用する。

・劣化要因の相乗効果（複数因子試

験方法）に関し IEEE Std.1064-

1991 及び IEEE Std.775-1993 を

参照している。 

・アレニウス則の手法と活性化エ

ネルギーは，IEEE Std. 98-2002, 

IEEE Std. 101-1987 及び IEEE 

Std. 1-2000 による。 

・活性化エネルギーを設定するた

めの試験時間は 5000 時間以上と

する。 

 

・加速熱劣化試験において，ア

レニウス則を使用する場合，

少なくとも 3 点のデータで，

うち 1 点は 5000 時間以上，

間隔は少なくとも 10℃とす

る。 



 

 

 

解説表－2 劣化処理及び 終機能試験について参考とする IEEE 規格の記載内容（２／３） 

設備 電線貫通部 モータ バルブ駆動部 ケーブル コネクタ 

IEEE No. IEEE Std.317-2013 IEEE Std.334-2006 IEEE Std.382-2006 IEEE Std.383-2015 IEEE Std.572-2006 

放射線劣

化処理 

・設計通常使用環境の放射線量

率と寿命期間から照射線量

を模擬した放射線を試験体

に照射するものとする。IEEE 

Std.323-2003 6.3.1.9 項を

参照している。 

・100Gy を超える放射線レベル

については，放射線試験が要

求される。 

・線量率の影響が顕著である場

合，熱劣化試験の前に試験体

への照射が要求されること

がある。 

・炉型（BWR,PWR），設置場所によ

り具体的な数値を示し，その

線量を照射することとしてい

る。 

例：40 年ベース 

BWRマークⅢCVドライウェル：

4.5×105Gy 

PWR CV 内：7.0×105Gy 

・熱劣化処理にあわせて記載され

ている。 

・通常時及び事故時の全合計線

量を照射すること。劣化処理

と事故時環境試験をあわせ

て 1回の合計線量としてもよ

い。 

振動劣化

処理 

― ・熱劣化処理に続いて，1.5G の

加速度で 1時間振動させるこ

とにより機械的経年劣化を

行う。 

・以下の条件による試験を要求。

0.75G 又は 2 重振幅で 0.25G

を 5～100Hz を 2 オクターブ/

分で掃引する。各軸に対して

90 分振動を印加する。(IEEE 

Std.344-2004 を参照する) 

― ・要求がある場合には，正弦振

動を加える。疲労条件として

は、IEEE Std.344-2004 に従

って、プラント運転状態の振

動と等価とする。 

加圧によ

る劣化処

理 

― ― ・CV 内の駆動部に対して以下の

要求をする。 

448kPa を 15 回(1 回あたり 3

分間保持) 

― ― 

 



 

 

解説表－2 劣化処理及び 終機能試験について参考とする IEEE 規格の記載内容（３／３） 
設備 電線貫通部 モータ バルブ駆動部 ケーブル コネクタ 

IEEE No. IEEE Std.317-2013 IEEE Std.334-2006 IEEE Std.382-2006 IEEE Std.383-2015 IEEE Std.572-2006 

最終機能

試験 

・事故時環境試験において，以

下の試験を要求している。 

・過負荷試験 

・過電流試験 

・過電流熱容量試験 

また，事故時環境試験後に，

漏洩率試験を要求している。

漏洩率試験での漏洩率基準

は，1×10-3 Std. cm3/sec と

されている。 

・事故時環境試験において事故

時に要求される起動，停止，

又は継続運転を実施すると

している。 

・試験計画において，検証される

安全機能とその機能を満足す

る性能を規定することとして

いる。試験後に分解，検査，及

びその記録を要求している

が，検証の成否には関係しな

い。 

・設計基準事象での安全機能要

求動作が，一つの動作，又は位

置の保持のみである場合に

は，事故時環境試験では，その

動作，又は動作は不要と明記

されている。 

・事故時環境試験後，下記能力など

を示すため，試験体をまっすぐ

に伸ばし（巻かれている場合），

ケーブルの全径の約 40 倍の直径

を持つマンドレルに巻き付け，

室温の水道水に約 1 時間浸漬す

るものとする。 

・柔軟性の度合い 

・電気的性能の裕度 

・幾つかの動作および振動に耐

えられる能力 

この後，まだ水に漬けたままの

状態で，［第 6.5.2 項の d］に規

定する耐電圧試験での合格を要

求している。 

・同軸ケーブル又は 3 軸ケーブル

などの幾つかの特殊ケーブルの

場合，特別に高い絶縁性能を持

っていることの確認を要求して

いる。これらの場合は，より低い

耐電圧試験電圧で裕度を立証で

きるものとする。選択した試験

電圧が［第 6.5.2 項の d］に規定

する試験電圧と異なる場合，試

験電圧は定格電圧の 2 倍+1000 V

以上を要求している。 

・具体的な最終機能試験の記載

はないが，事故時環境試験後

に下記の 6.2.4項の機能試験

を実施することとされてい

る。 

・導通 

・コネクタ部の抵抗 

・絶縁抵抗 

・絶縁耐圧 

・コネクタ取外し試験 

表中の「―」は特に記載がないことを表す。 


