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はじめに 
 
平成 23 年 3 月 11 日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の

教訓を踏まえ、従前は関係行政機関が担っていた原子力の規制等の事務を一元的に担う

組織として、原子力規制委員会が平成 24 年 9 月に設置された。 
 
原子力規制委員会は平成 25 年に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和 32 年法律第 166 号）に基づく原子力施設に関する新規制基準を施行し、

適合性審査を開始した。適合性審査については、原子力規制委員会において了承された

方針に基づき行っており、また、審査体制や審査の具体的な進め方等については個別の

業務文書を制定し対応してきたところである。 
 
平成 28 年に実施された IAEA の IRRS ミッションにおいて、原子力施設に係る審

査ガイドの充実が課題の一つとして明らかになったことを受け、今般、廃棄の事業の審

査業務に携わる者が実際に適合性審査業務を行う上で参照すべき事項について整理し、

審査実務の遂行を支援するため、また、原子力事業者等における新規制基準適合性審査

に関する理解促進と予見性の向上を図るため、審査に係るそれらの既存の委員会決定及

び個別の業務文書を統合し、本書を取りまとめた。 
 
なお、本書は現時点での廃棄の事業の適合性審査業務についてまとめたものであり、

今後も適宜見直しを行い、審査方針の変更等を踏まえた文書の更新等、必要に応じた拡

充を図っていくものである。 
 

平成 29 年 5 月 19 日 
原子力規制庁原子力規制部 
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Ⅰ 総論 

原子力規制委員会は、原子力施設の設置や運転等の可否を判断するため、原子力施設の

設計を審査するための新しい基準を作成し、新規制基準適合性審査を行っている。一般的

に原子力施設の審査においては、基本設計、詳細設計、運転管理などに関する審査を段階

的に実施していくことになるが、新規制基準適合性審査の進め方については、平成２５年

３月１９日の原子力規制委員会において基本的な方針が議論されており、シビアアクシ

デント対策を含む新基準については、ハード・ソフト両面の実効性を一体的に審査するた

め、事業（変更）許可の審査、設計及び工事の計画の認可（以下「設工認」という。）の

審査、保安規定の審査を同時並行的に審査している。 
新規制基準は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故の反省や国内外からの

指摘を踏まえて策定されている。原子力施設の規制においては、新たな規制基準や審査基

準が策定された際に、既存の原子力施設に遡って適用する、いわゆるバックフィットを行

うこととしている（別紙Ⅰ‐１参照）。核燃料施設等における新規制基準の適用について

は、核燃料施設等が多種多様であることを考慮し、それぞれの施設や活動のリスク等に応

じて取り扱うこととしている（別紙Ⅰ－２参照）。 

 
□参考資料 
別紙Ⅰ‐１：新たな規制基準のいわゆるバックフィットの運用に関する基本的考え方

（平成２７年１１月１３日 原子力規制委員会） 
別紙Ⅰ‐２：核燃料施設等における新規制基準の適用の考え方（平成２５年１１月６ 

日 原子力規制庁（平成２８年１２月２１日、平成３０年４月２５日、

平成３０年１２月１２日部分改正）） 
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Ⅱ 申請の手続関係 

  適合性審査を実施するに当たり、事業者から原子力規制委員会へ事業（変更）許可申請

書等の各種申請書が提出される。本項では、各種申請書に関する事務手続等についてまと

めた。 
  
１．申請書、補正書の受理 

   申請書については、各事業者のタイミングにおいて原子力規制庁へ提出される。申請

書等の事業者から提出された書類については、原則原子力規制委員会ホームページに

て公開している。 
 
２．申請書の補正の範囲 

提出された申請書は、申請後の審査において必要となった申請書記載内容の明確化

や補足のために、申請書の補正が行われる場合がある。申請書の補正を行える範囲は、

既に申請されている申請書の申請理由（目的）の範囲内としている。 

 

３．機密性情報を含む審査資料の利用及び管理 

提出された申請書や審査書類に関しては原則公開することを基本としているが、こ

れらの資料等はセキュリティの観点からその取扱いを制限する必要のある情報が含ま

れることがある。これらの機密性情報を含む審査資料等については、「原子力規制委員

会行政文書管理規則」、「原子力規制委員会特定秘密保護規程」、「原子力規制委員会情報

セキュリティポリシー」等に従い、秘密文書の指定や管理を行う。 

 

４．法令手続の要否に関する照会 

事業変更許可申請等に先立ち、事業者より当該変更等に関する事業変更許可申請等

の法令手続の要否について照会を受けることがある。法令手続の要否に関する照会に

ついては、「原子力規制委員会における法令適用事前確認手続に関する細則」において

規定された手続（ノーアクションレター制度）の他、事業者から相談を受ける際には随

時面談にて意見交換を行う（別紙Ⅱ‐１参照）。面談の議事要旨及び配付資料は、「原子

力規制委員会の業務運営の透明性の確保のための方針」に基づき原子力規制委員会ホ

ームページにて公表を行う。 

 

□参考資料 

別紙Ⅱ‐１：事業者からの法令手続の要否相談に関する処理フロー 
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■関連規定文書 

・原子力規制委員会行政文書管理規則/原子力規制委員会行政文書管理要領 

http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kettei/01/01_09.html 

・原子力規制委員会特定秘密保護規程 

http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kettei/01/01_13.html 

・原子力規制委員会情報セキュリティポリシー 

https://www.nsr.go.jp/nra/security_policy.html 

・原子力規制委員会における法令適用事前確認手続に関する細則 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kettei/01/01_12.html 

・原子力規制委員会の業務運営の透明性の確保のための方針 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kettei/01/01_02.html 

 

■その他参考 

・法令適用事前確認手続 

http://www.nsr.go.jp/disclosure/law/noactionletter/index.html 
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Ⅲ 審査の手続関係 

  事業者からの申請に対して、原子力規制庁の担当審査チームにより、審査ガイド等を

参考に基準への適合性審査が実施される。本項では、審査の進行や取りまとめに関する

事項をまとめた。 

 

１．審査会合、事業者ヒアリングの進め方等 

（１）審査会合、事業者ヒアリングの進め方 

① 新規制基準適合性審査の進め方 

平成２５年１２月２５日（平成２８年６月１日一部見直し）の原子力規制委員会

において、担当委員出席の下、審査会合を開催するほか、申請書の記載内容に関す

る事実確認等を行うため、ヒアリングを適宜実施すること、審査会合は一般傍聴及

びインターネット中継により公開、ヒアリングはその議事概要を公開することと

し、いずれも資料は原則公開とすることとしている（別紙Ⅲ‐１‐１参照）。 

なお、事業者は、原子力規制庁が公開した議事概要について意見がある場合には、

一定期間内に意見を申し出ることができることとなっている（別紙Ⅲ‐１‐１別

添２．②参照）。 

また、令和２年２月１９日の原子力規制委員会において、申請漏れ及び審査漏れ

の防止、審査の進捗の公表、本書を含む審査業務マニュアルの継続的な改善及び周

知などといった、原子力施設に係る審査全般の改善策を進めることとしている（別

紙Ⅲ‐１‐２、別紙Ⅲ‐１‐３参照）。 

新型コロナウィルス感染症の拡大防止に向けた対応としては、テレビ会議・電話

会議等により審査会合等を実施している（別紙Ⅲ‐１‐４参照）。 

 

② 審査会合 

今説明を求めているのは何か、今後の資料作成を求めているのか等の要求事項

について、事前又は事後のヒアリングにて明確化させておき、審査会合で議論を深

める。審査会合における論点については、指摘事項について事後の面談等で確認を

行うほか、必要に応じて、回答内容を体系立てて根拠等も含めて文書化するよう事

業者へ依頼する。 

 

③ ヒアリング 

出席者全体で開始時に論点・達成目標を明確にしておき、議論の方向性を確認し

て行う。終了時には目標が達成されているか確認し、達成できなかった場合には、

その理由を明確にするとともに、次回の事前準備としての必要事項を明確にする。

確認の際には、指摘事項だけでなく合意事項についても確認を行う。ヒアリング後

の予定については、誰が何をいつまでに行うのか項目ごとに明確にし、仕上がりの
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イメージや全体工程を見通した作業進捗が管理できるように確認する。また、関係

する被規制者についてもヒアリングに同席させるなど、被規制者の予見性を高め

る努力をする。 

平成３０年６月６日の原子力規制委員会において、ヒアリングは事業者資料の

記載内容等の事実確認等のためであって当該資料を改善させるためのものではな

く、最低限に止めるとの方針とし、さらにヒアリングが必要と考えられる場合であ

っても、その時点で一度、公開の審査会合において取り上げることとしている（別

紙Ⅲ‐１‐５参照）。また、令和２年２月１９日の原子力規制委員会において、ヒ

アリングの回数は許可については同一案件で数回としている（別紙Ⅲ‐１‐２の

２．（４）参照）。 

さらに、平成３０年１２月５日及び令和２年２月１９日の原子力規制委員会に

おいて、透明性や検証可能性を確保の観点から、被規制者との面談等について 自

動文字起こしソフトを用いた議事録の公開を進めていくこととしている（別紙Ⅲ

‐１‐６ 、別紙Ⅲ‐１‐２ の２．（４）参照）。 

 

④ 現地調査及び現地確認 

審査の過程において、必要に応じ、担当委員出席の下での現地調査、原子力規制

庁職員のみの現地確認を行うことがある。 

 

（２）原子力安全と核セキュリティの調和に係る実務 

原子力安全、核セキュリティ及び保障措置（以下「３Ｓ」という。）は、相互に依存

し干渉する可能性がある。このため、３Ｓを一元的に所管する原子力規制委員会にお

いては、まず一義的責任を有する被規制者に対し、３Ｓそれぞれに係る要求を満たす

ことはもとより、相互の悪影響を可能な限り排除し、適切な措置を講じるよう求めて

いる。 

審査においては、被規制者から安全や核セキュリティに係る許認可申請がなされた

場合、当該担当部署から他の措置の担当部署に共有して、それぞれの観点から影響の

有無等がないかを確認している。この確認に際しては、必要に応じ、被規制者との面

談への３Ｓ関係者の同席等を実施することとしている。また、保障措置と他の措置と

の間で悪影響が懸念される場合、関係者間で必要な情報共有や協議を実施している

（詳細は別紙Ⅲ‐１‐７～９参照）。 

なお、核セキュリティに関する秘密を取り扱うためには、「原子力規制委員会にお

ける職員の信頼性確認に関する訓令」に従い、課等の長からの申請等を通じて、長官

による信頼性確認を受ける必要がある。 
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２．事業（変更）許可申請に対する審査 

原子力規制委員会においては、審査会合等を経て審査書（案）を取りまとめ、科学的・

技術的意見の募集及び経済産業大臣への意見聴取の結果を踏まえ、申請に対する事業

（変更）許可の可否について判断を行っている。 

 

（１）審査書（案）の構成・作成、科学的・技術的意見の募集の実施 

新規制基準適合性審査の進行に従い、審査における指摘事項等を反映させた申請

書の補正をもとに「審査書（案）」を作成する。審査書（案）は、直近の原子力施設

の審査書を参考に作成する。 

作成した審査書（案）に対する科学的・技術的意見の募集については、施設が有す

るリスクを考慮して意見募集を行うこととしており（別紙Ⅲ‐２‐１の別紙２参照）、

原子力規制委員会においてリスク等の観点から実施の要否が審議されている。意見

の募集に当たっては、募集要領を作成（別紙Ⅲ‐２‐２参照）し、募集に寄せられた

意見については適宜審査結果に反映する。 

 

（２）経済産業大臣への意見聴取 

原子炉等規制法第７１条第２項に基づき、事業（変更）許可をすることについて経

済産業大臣に意見聴取を行うこととなっている。意見聴取が円滑に行われるよう、そ

れぞれの事務局と事務調整を行うこととしている（別紙Ⅲ‐２‐３参照）。 

 

３．設計及び工事の計画の（変更）認可申請に対する審査 

設工認の審査については、事業（変更）許可に係る審査が進み、新たに規制対象とな

る設備・機器等の整備等に係る審査資料の提出を経て、廃棄物管理施設に関する設計及

び工事の計画が事業（変更）許可を受けたところによるものであること並びに技術上の

基準に適合するものであることの確認を行う。 

設工認に係る審査は、９月３０日付け「試験研究用等原子炉施設及び核燃料施設に係

る設計及び工事の計画の認可申請の審査並びに使用前確認等の進め方について」に基

づき行う。この考え方については、平成２８年２月１７日、令和元年１２月２５日及び

令和２年２月１９日の原子力規制委員会の議論を踏まえ、既設の設備であっても要求

事項との関係で整理して申請対象か否かを判断することなどにより、申請漏れ及び審

査漏れを防止するほか、一般産業用工業品の設備機器等については基本方針での確認

とすることを整理したものである（別紙Ⅲ‐２‐１の別紙１、別紙Ⅲ‐１‐２、別紙Ⅲ

‐１‐３、別紙Ⅲ‐３‐１参照）。なお、設工認後を含めて不適合等が認められた場合

の対応も整理している（別紙Ⅲ‐２‐１の別紙１参考１，２参照）。 

また、平成３０年１２月１９日の原子力規制委員会において、工事全体が終了する前

に申請者が一部施設を先行使用しようとする場合には、当該施設に係る設工認申請を



   

7 
 

受け、認可前に原子力規制委員会が(a)当該施設を先行して使用することの適切性及び

(b)当該施設において適用する技術基準の範囲を判断するとされている（別紙Ⅲ‐３‐

２参照）。 

 

４．保安規定（変更）認可申請に対する審査 

保安規定の審査については、事業（変更）許可を受けたところ等によるものであるこ

と、災害の防止上十分でないものでないことの確認を行う。具体的には、事業（変更）

許可申請に対する審査を踏まえて、講ずべき保安上の措置が適切に定められているこ

とが必要であり、「廃棄物管理施設における保安規定の審査基準」又は「第二種廃棄物

埋設事業に係る廃棄物埋設施設における保安規定の審査基準」に基づき審査を行う（別

紙Ⅲ‐２‐１参照）。 

 

５．審査において参照する事項 

審査においては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づ

く原子力規制委員会の処分に係る審査基準等」に基づき、事業（変更）許可においては 

「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」又は「第二種廃棄物埋設

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」及びそれらの解釈、「原子力施設の保

安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」及びその解釈等、設

工認においては「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関

する規則」及びその解釈等、保安規定においては「廃棄物管理施設における保安規定の

審査基準」又は「第二種廃棄物埋設事業に係る廃棄物埋設施設における保安規定の審査

基準」を中心に、それらの規定に関連する審査ガイド、評価ガイド等を参考とするとと

もに、その他法令で定める基準等を参考としている （別紙Ⅲ‐５‐１の別紙４参照）。  

また、平成３０年８月１日付けで提出された日本原燃株式会社廃棄物埋設事業変更

許可申請における廃止措置の開始後の公衆の被ばく線量評価における将来の人間活動

に関する設定については、「日本原燃（株）廃棄物埋設事業変更許可申請における廃止

措置の開始後の公衆の被ばく線量評価に係る審査方針について」（令和２年１０月７日

原子力規制委員会了承）に基づき審査する（別紙Ⅲ－５－２参照）。   

なお、他の原子力施設に関する文書を参考にする際には、両施設の特徴の違いに留意す

る必要がある 。 

 

６．新規制基準適合性審査終了後の手続 

設工認後、管理事業者については、使用前事業者検査の実施状況に応じて原子力規制

検査により使用前事業者検査の確認を受ける必要がある。埋設事業者については、許可

後に廃棄物埋設に関する確認を受ける必要がある。また、新規制基準等の整備に伴い、

管理（埋設）事業に対しては定期的な評価制度が導入されている（別紙Ⅲ‐６‐１参照）。
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定期的な評価では、管理事業者については 10 年ごとに保安活動の実施の状況及び保安

活動への最新の技術的知見の反映状況の評価を行うこととしており、経年劣化に関す

る技術的な評価では 10年ごとに経年劣化に関する技術的評価が必要となる。埋設事業

者については 10年ごとに核燃料物質等による放射線の被ばく管理に関する評価を行う

こととしており、放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講

ずべき措置を変更しようとするときに廃棄物埋設施設の保全のために必要な措置を講

ずる必要となる。 

 

□参考資料 

１．審査会合、事業者ヒアリングの進め方等 

別紙Ⅲ‐１‐１：核燃料施設等の新規制基準施行後の適合確認のための審査の進め方

の見直しについて（平成２８年６月１日 原子力規制庁） 
別紙Ⅲ‐１‐２：原子力施設に係る審査全般の改善策について（令和２年２月１９日

原子力規制庁） 
別紙Ⅲ‐１‐３：試験研究用等原子炉施設の審査の改善策等について（令和元年１２

月２５日 原子力規制庁）（※令和２年９月３０日の原子力規制委員会

にて廃止） 
別紙Ⅲ‐１‐４：当面の審査会合等の進め方について（令和２年４月８日 原子力規

制庁） 
別紙Ⅲ‐１‐５：審査の透明性向上に向けた対応策について（平成３０年６月６日 

原子力規制庁） 
別紙Ⅲ‐１‐６：被規制者との会議、面談等の公開に関する基本的な考え方について

（平成３０年１２月５日 原子力規制庁） 
別紙Ⅲ‐１‐７：原子力安全、核セキュリティ及び保障措置の調和に係る実務（平成

３１年４月 原子力規制部、放射線防護グループ） 

別紙Ⅲ‐１‐８：原子力安全、核セキュリティ及び保障措置の調和に向けた対応状況

について（平成３０年９月５日 原子力規制庁） 

別紙Ⅲ‐１‐９：原子力安全、核セキュリティ及び保障措置の調和に向けた検討につ

いて（平成３０年４月２５日 原子力規制庁） 

 

２．事業（変更）許可申請に対する審査 

別紙Ⅲ－２－１：試験研究用等原子炉施設における新規制要求への適合性審査に係る

今後の進め方について（平成２８年２月１７日 原子力規制庁）（※別紙

１は令和２年９月３０日の原子力規制委員会にて廃止） 

別紙Ⅲ－２－２：審査書案に対する科学的・技術的意見の募集について（平成２６年

３月２６日 原子力規制庁） 
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別紙Ⅲ－２－３：原子力委員会及び経済産業大臣への意見聴取手続き（平成２９年３

月３０日 原子力規制部）  
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３．設計及び工事の計画の（変更）認可申請に対する審査 

【再掲】別紙Ⅲ‐２‐１：試験研究用等原子炉施設における新規制基準への適合性審

査に係る今後の進め方について（平成２８年２月１７日 原子力規制

庁）（※別紙１は令和２年９月３０日の原子力規制委員会にて廃止） 
【再掲】別紙Ⅲ‐１‐２：原子力施設に係る審査全般の改善策について（令和２年２

月１９日 原子力規制庁） 
別紙Ⅲ‐３‐１：試験研究用等原子炉施設及び核燃料施設に係る設計及び工事の計画 

の認可の審査並びに使用前確認等の進め方について（令和２年９月３０

日 原子力規制委員会） 

別紙Ⅲ‐３‐２：事業許可又は設置許可を受けた核燃料施設等について先行して一部

の施設を使用する場合の手続き（平成３０年１２月１９日 原子力規制

委員会） 

 

４．保安規定（変更）認可申請に対する審査 

【再掲】別紙Ⅲ‐２‐１：試験研究用等原子炉施設における新規制基準への適合性審

査に係る今後の進め方について（平成２８年２月１７日 原子力規制

庁）（※別紙１は令和２年９月３０日の原子力規制委員会にて廃止） 

 

５．審査において参照する事項 

別紙Ⅲ‐５‐１：原子力規制委員会設置法の一部施行に伴う関係規則の整備等に関す

る、原子力規制委員会規則案等に対する意見募集の実施について（平成

２５年９月１１日 原子力規制委員会） 

別紙Ⅲ－５－２：日本原燃（株）廃棄物埋設事業変更許可申請における廃止措置の開

始後の公衆の被ばく線量評価に係る審査方針について（令和２年１０月

７日 原子力規制庁） 

 

６．新規制基準適合性審査終了後の手続 

別紙Ⅲ‐６‐１：核燃料施設等の新規制基準等に係る主な経過規定について（平成２

５年１１月２７日 原子力規制庁） 

 

■関連規定文書 

・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力規制委員

会の処分に係る審査基準等 

https://www.nsr.go.jp/data/000186473.pdf 

・廃棄に関する規則・告示・内規・ガイド 
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https://www.nsr.go.jp/law_kijyun/law/haiki_kisoku.html 

・廃棄物管理施設に関する規則、審査基準、規制基準、その他の内規 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kettei/02/02_01_haiki_shisetsu.

html#haiki_kisei_kisoku 

・第二種廃棄物埋設施設に関する規則、審査基準、規制基準、その他の内規 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kettei/02/02_01_sai2_haiki.html

#dai2_kisei_kisoku 

・実用発電用原子炉に関する規則・告示・内規・ガイド 

https://www.nsr.go.jp/law_kijyun/law/jitsuyou_kisoku.html 

 

■その他参考 

・実用発電用原子炉及び核燃料施設等に係る新規制基準の考え方等 

https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei.html 

・新規制基準適合性に係る審査・検査の流れ 

https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/unten.html 

・新規制基準適合性に係る審査（核燃料施設等） 

https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/nuclear_facilities/in

dex.html 

・原子力規制委員会委員長及び委員並びに原子力規制庁幹部の面談（現地調査等） 

https://www2.nsr.go.jp/disclosure/meeting/NRA/index.html 

・被規制者等との面談記録（廃棄事業に関するもの） 

https://www2.nsr.go.jp/disclosure/meeting/WAS/index.html 

・核燃料施設等の規制法令及び通達に係る文書 

https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/nuclear_facilities/index.html 

・パブリックコメント 

https://www.nsr.go.jp/procedure/public_comment/index.html 

 



新たな規制基準のいわゆるバックフィットの運用に関する 

基本的考え方（案） 

 

 

平成２７年１１月１３日 

原 子 力 規 制 委 員 会 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第

１６６号）による原子炉等の規制において、新たな規制基準の既存の施設等へ

の適用（いわゆるバックフィット）に関する基本的考え方は以下のとおりとす

る。 

 
○新たな規制基準を既存の施設等に適用する場合には、規制基準の決定後一定

の期間を確保した施行日を定めるか、又は、当該規制基準の施行後の経過措

置として当該規制基準に対応するために必要な期間を設定することを基本と

する。 

 

○これらの期間は、原子力規制委員会が、当該規制基準の新設・変更の安全上

の重要性、被規制者が対応するために必要な期間等を総合的に判断して、個

別に設定する。 

 

○なお、安全上緊急の必要性がある場合には、新たな規制基準の新設・変更に

際し、当該規制基準を即時に適用することもあり得る。 

 

○新たな規制基準の施行日又は経過措置として必要な期間の満了後、その時点

で適用される当該規制基準を満足していない施設については、運転の前提条

件を満たさないものと判断する。 

 

※この考え方は、行政手続法（平成５年法律第８８号）第５条に基づく審査基

準として定められるものについても、同様とする。 

 

以 上  

資料３ 
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 事業者からの法令手続の要否相談に関する処理フロー 

 

 

○法令解釈が自明な場合 

事業者から相談 

事業者に対し、ノーアク
ションレター制度により
照会文書の提出を求める 

照会文書受理（担当課） 

○照会文書を速やかに法令審査室へ送付 
○必要に応じ事業者面談 

回答文書作成（担当課） 

○回答書を法令審査室に確認 
○必要に応じ幹部レク 

決裁（管理官専決： 
総務課長合議） 

口頭で回答 

事業者が、念のためノー
アクションレター制度で
の確認を求める場合 

○回答文書を手交した後、HP 掲載手続を行う。 

※回答期間（３０日）を延長する場合には、

照会者又はその代理人に通知する。 

YAMAGAMI001
テキストボックス
別紙Ⅱ－１



 

 

 

核燃料施設等の新規制基準施行後の 

適合確認のための審査の進め方の見直しについて（案） 

 

 

平 成 ２ ８ 年 ６ 月 １ 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

 

１．経緯 

 

４月２７日及び５月１１日の原子力規制委員会において、核燃料施設等の新規制基

準適合性審査については、透明性を向上し、施設の多様性を考慮しつつ審査をより効

率的・合理的なものにしていくという観点から、今後は関係委員が出席の上、高い頻

度で公開の審査会合を行うことが必要であるとの指摘があった。 

 

 

２．概要 

 

 前述１．の指摘を受けて、「核燃料施設等の新規制基準施行後の適合確認のための審

査の進め方について」（平成２５年１２月２５日）を見直し、別添「核燃料施設等の新

規制基準への適合確認のための審査の進め方について」（案）のとおり、今後、核燃料

施設等に対する審査会合（これまで事務局で審査を行っていた施設を含む。）について

は、原則、関係委員出席の下、公開で定期的に行うこととする。 

 また、「日本原子力発電株式会社 東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所第二種廃棄

物埋設事業（トレンチ処分）許可申請に関する審査について」（平成２７年８月１９日）

の「審査の方針」も見直し、廃棄物埋設施設についても、原則、関係委員出席の下、

公開で審査会合を行うこととする。 

 

 

３．適用開始時期 

 

平成２８年６月１日（予定） 

  

資料２ 
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取り消し線
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核燃料施設等の新規制基準への 

適合確認のための審査の進め方について（案） 
 

平 成 ２ ８ 年 ６ 月 １ 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

 

１．基本的な進め方 

平成２５年１２月１８日に施行された核燃料施設等の新規制基準への適合確認のために、

バックフィット規定がある施設※１及びその他原子力規制委員会で必要があると判断された施

設※２について事業者から提出される事業変更許可申請等に関する審査は、以下を基本とし

て行うこととする。なお、実際の申請内容等を踏まえ、審査の進め方を見直すことがある。 

※１ 核燃料加工施設、使用済燃料貯蔵施設、使用済燃料再処理施設、廃棄物管理施設、試験研

究用等原子炉施設 

※２ 廃棄物埋設施設 

 

① 核燃料施設等の適合確認のための審査については、原則として原子力規制委員会委

員※３が出席する審査会合において行うこととする。 

※３ 地震・津波等に関する事項（Ｓクラスに属する施設を有する施設に限る。）は石渡委員、施設に

関する事項は田中（知）委員が出席し、原子力規制庁が事務局を務める。 

 

② 上記の審査会合において、メーカーからの意見を聴く場合や、外部専門家の意見を聴く

場合がある。外部専門家の意見を聴く場合には、あらかじめ原子力規制委員会の了承

を得る。 

 

③ 審査会合に加え、事業者に対して申請書の内容に関する事実確認等のための面談（以

下「ヒアリング」という。）を行う。 

 
④ 「新基準適合性審査チーム」の事務として、核燃料施設等の担当審査チームは、核燃料

施設等の適合確認に係る審査を円滑に進める。また、必要な人員の確保を図る。 

 

 

２． 審査会合等の公開 

① 審査会合は、一般傍聴及びネット中継により公開し、資料も原則公開する（情報公開法

第５条の不開示情報に該当する内容を除く。）。ただし、故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムへの対処等に関する審査の取扱いについては、平成２５年１２月１８

日原子力規制委員会で了承されたとおりとする。 

 

別添 

YAMAGAMI001
取り消し線
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② ヒアリングは、議事概要を後日公開するとともに、資料も原則公開する（情報公開法第５

条の不開示情報に該当する内容を除く。）。なお、事業者は、原子力規制庁が公開した

議事概要について意見がある場合は、一定期間内に意見を申し出ることができることと

する。 
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参考 

 

事業変更許可申請書等の審査状況 

 
 

施設種類 事業者名等 申請日 補正日 

使用済燃料

再処理施設 

日本原燃㈱再処理事業所 

再処理施設 
平成 26 年 1 月 7 日 

平成 26 年 5 月 30 日 

平成 26 年 8 月 29 日 

平成 26 年 10 月 31 日 

平成 26 年 11 月 28 日 

平成 26 年 12 月 26 日 

平成 27 年 2 月 4 日 

平成 27 年 11 月 16 日 

平成 27 年 12 月 22 日 

核燃料物質

加工施設 

日本原燃㈱再処理事業所 

MOX 燃料加工施設 
平成 26 年 1 月 7 日 

平成 26 年 4 月 11 日 

平成 26 年 7 月 1 日 

平成 27 年 1 月 6 日 

平成 27 年 2 月 6 日 

平成 27 年 11 月 16 日 

日本原燃㈱濃縮・埋設事業

所ウラン濃縮工場 
平成 26 年 1 月 7 日  

三菱原子燃料㈱ 平成 26 年 1 月 31 日  

原子燃料工業㈱東海事業所 平成 26 年 2 月 14 日  

原子燃料工業㈱熊取事業所 平成 26 年 4 月 18 日  

㈱グローバル・ニュークリ

ア・フュエル・ジャパン 
平成 26 年 4 月 18 日  

試験研究炉 

国立研究開発法人日本原子

力研究開発機構 JRR-3 
平成 26 年 9 月 26 日 平成 27 年 8 月 31 日 

国立研究開発法人日本原子

力研究開発機構 原子力科

学研究所 廃棄物処理場 

平成 27 年 2 月 6 日  

国立研究開発法人日本原子

力研究開発機構 HTTR 
平成 26年 11月 26日  

国立研究開発法人日本原子

力研究開発機構 JMTR 
平成 27 年 3 月 27 日  
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京都大学 KUR 平成 26 年 9 月 30 日  

京都大学 KUCA 

平成 26 年 9 月 30 日

平成 28 年 5 月 11 日

に設置変更許可 

平成 27 年 9 月 30 日 

平成 27 年 12 月 10 日 

平成 28 年 3 月 31 日 

近畿大学 近畿大学炉 

平成26年 10月 20日

平成 28 年 5 月 11 日

に設置変更許可 

平成 27 年 12 月 25 日 

平成 28 年 3 月 30 日 

国立研究開発法人日本原子

力研究開発機構 NSRR 
平成 27 年 3 月 31 日  

国立研究開発法人日本原子

力研究開発機構 STACY 
平成 27 年 3 月 31 日  

使用済燃料

貯蔵施設 

リサイクル燃料貯蔵㈱ 

リサイクル燃料備蓄センタ

ー使用済燃料貯蔵施設 

平成 26 年 1 月 15 日 

平成 27 年 1 月 30 日 

平成 27 年 3 月 6 日 

平成 28 年 2 月 8 日 

廃棄物管理

施設 

日本原燃㈱再処理事業所 

廃棄物管理施設 
平成 26 年 1 月 7 日 平成 28 年 2 月 22 日 

国立研究開発法人日本原子

力研究開発機構大洗研究開

発センター廃棄物管理施設 

平成 26 年 2 月 7 日 平成 27 年 5 月 21 日 

廃棄物埋設

施設 

日本原子力発電㈱東海低レ

ベル放射性廃棄物埋設事業

所第二種廃棄物埋設施設 

平成 27 年 7 月 16 日  

 

 

 



 

 
原子力施設に係る審査全般の改善策について（第２回） 

 

令和２年２月１９日 

原 子 力 規 制 庁  

 

１．趣旨  

 

令和元年９月２５日の第３１回原子力規制委員会※1において、国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子力施設（ＮＳＲＲ）の設計及び工事の方法

の認可（以下「設工認」という。）の申請漏れ等に対する再発防止対策及び、これに併

せ、他の原子力施設を含めた審査のあり方の改善策について報告するよう指示を受けた

（試験研究用等原子炉施設の審査の改善については令和元年１２月２５日の第５０回原

子力規制委員会で報告済）。  

さらに、原子力施設の厳正な審査を進めるうえで、新規制基準適合性審査やバックフ

ィットを含めた多くの審査案件を処理する必要があるところ、これまでの審査実績・経

験を今後の審査へ適切に反映させ確実かつ効率的な審査を行う必要がある。 

以上のことから、原子力施設に係る審査全般の改善事項について報告する。 

 

 

２．原子力施設に係る審査全般の改善策 

 

（１）設工認等の申請漏れの防止※2 

設置変更許可申請に記載されている基本設計ないし基本的設計方針を担保するために

必要な事項（既存設備、評価だけの設備に係るものを含む）については、後続規制であ

る設工認や保安規定変更認可の審査において、詳細設計等を確認する必要がある。 

このため、設工認等の申請に先立ち、設置変更許可申請に記載されている事項から、

確認が必要なものを洗い出し、番号管理や表整理することなどを申請者に求める。ま

た、原子力規制庁においても、その内容を確認し、設置許可申請書記載事項が後段規制

に確実に反映される仕組みとする（実用発電用原子炉、試験研究用原子炉及び加工施設

では既に実施している）。 

 

（２）審査の漏れの防止等※3 

設置変更許可において審査の漏れの防止、施設の特徴に応じた審査を適切に行うた

め、これから新規制基準適合性審査結果をとりまとめるものについて、審査で確認した

事項を整理し、今後の審査において活用する（実用発電用原子炉（プラント側審査）で

は既に実施している）。 

                                                   
※1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子力施設（ＮＳＲＲ）その他試験研究用等原子炉施

設における設計及び工事の方法等に関する申請漏れに係る調査結果等について

（https://www.nsr.go.jp/data/000284837.pdf） 
※2 廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、保安規定を定める核燃料物質の使用施設が対

象 
※3 試験研究用原子炉（施設の特徴によらない共通部分）、再処理施設、実用発電用原子炉等の自然現象（地質、地震

動、津波、火山事象）の審査が対象 
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（３）「審査進捗状況表」の整備 

一般の方からみて審査の進捗の全体像を把握しやすくなるよう、実用発電用原子炉の

新規制基準の本体施設及び特定重大事故等対処施設の設置変更許可並びに再処理施設の

新規制基準の事業変更許可に係る審査に関して、規制基準の条文毎に審査の進捗状況を

整理した「審査進捗状況表」※１を年度末までに作成し、以降定期的に公表する（別紙

１、２参照）。 

 

※１：チェックリスト的に用いるものではない。その時点での審査の全体像を示すものである。なお、

本資料の記載内容は、その後の審査により、論点の追加やステイタスが前段階に戻ること（例：審査

進捗状況表のステイタスが④から②に変更）など、変更がありうるものであり、その旨明記する。 

 

（４）審査会合に先立つヒアリングのあり方 

ヒアリングは、事実確認を行うものであり、議論や判断は行わない。あくまで、審査

会合が論点の議論を中心とする充実したものとなるよう、その準備段階であるヒアリン

グを適切かつ効果的に行うことが重要である。そのため、今後、ヒアリングにおいて

は、申請者の基準適合性の説明内容を審査官が十分に理解するために、審査資料に関す

る事実確認や質問、不明確な記載の修正の指示、不足資料の提出の指示を行う。 

また、ヒアリングにおいて審査の見通しや方針を伝えること、事業者の考えを誘導す

ることは厳に慎む。そのため、担当指定職及び管理職は、ヒアリング内容を自動文字起

こしソフトを用いた議事録※２で確認し、ヒアリングにおいて事実確認の範囲を超えてい

る場合は、指導・是正する。 

なお、ヒアリングの回数は最低限に留める（許可については同一案件で数回）。 

 

※２：今年度から試運用を実施している事務局ヒアリングの自動文字起こしソフトを用いた議事録の公

開について、今後、録音用マイクセットなどの設備を増やしつつ、対象となるヒアリング回数を増や

し、本格運用とする。 

 

（５）審査業務マニュアルの継続的な改善及び周知 

本文書や今後策定されるものも含め、審査に関わる原子力規制委員会の決定文書等

を、審査担当者に正確に理解させるため、各審査部門において、「実用発電用原子炉に

関する審査業務の流れについて」※4などの施設ごとに策定されている審査業務マニュア

ルに、都度、決定文書等を加え充実させる。また、審査担当者の異動時を含め、確実に

これを担当へ周知する。 

 

（６）審査の合理化 

耐震Ｃクラスの構築物、系統及び機器に係る設工認申請※5及び原子炉等規制法以外の

法令に定める基準を用いて施設される耐震Ｃクラスの構築物、系統及び機器に係る設工

                                                   
※4 「実用発電用原子炉に関する審査業務の流れについて」（原子力規制部）平成 29 年 3月 30 日策定、令和元年 5月 30

日一部改正（https://www.nsr.go.jp/data/000183859.pdf ） 
※5 実用発電用原子炉施設、廃棄物管理施設、核燃料加工施設（耐震重要度分類第３類）、使用済燃料貯蔵施設、再処理

施設の各施設においては、従来から耐震計算書の添付は求めていない。 
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認申請※6の合理化については、令和元年１２月２５日の第５０回原子力規制委員会資料
※7（「試験研究用等原子炉施設の審査の改善等について」）の通り。 

 

３．その他  

 

（１）審査官の育成 

今後、ＢＷＲプラント及び特定重大事故等対処施設などの原子力施設の設工認の審査

が本格化する見込みである。これら設工認の審査のうち機器耐震の審査は相当な割合を

占めるが、現状、機器耐震の審査を担う審査官が不足気味である。このため、原子力安

全人材育成センターで整備中の審査官の育成カリキュラムの一部（機器耐震関係）を前

倒し、本年４月から研修を開始する。 

 

（２）ペーパーレス化の推進 

各種会議での配布資料のコピーなど、職員の負担軽減の観点からペーパーレス化等の

業務改善を進める。 

                                                   
※6 廃棄物管理施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設の設工認申請書においても、試験研究用等原子炉施設と同様に詳

細な説明書の添付は求めない。 
※7 令和元年１２月２５日の第５０回原子力規制委員会資料 「試験研究用等原子炉施設の審査の改善等について」

（http://www.nsr.go.jp/data/000295980.pdf） 
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別紙1

敷地の地質・地質構造 ④ 2016/1/15

敷地周辺の地質・地質構造 ④ 2017/9/29

地下構造 ④ 2015/3/6

震源を特定して策定する地震動 ④ 2017/12/1

震源を特定せず策定する地震動 ④ 2014/6/27

基準地震動 ④ 2018/2/16

地盤・斜面の安定性 ② 2019/11/22

●先行して審査を進めている防波壁が接続する地山部分については、地滑り地形が確認されたため、それに相当する地盤物性データを用いて斜面
の安定性評価を実施することを要求していたところ、事業者は表層土を撤去する方針を示したので、表層土撤去後の地形、地盤構造を踏まえた安定
性解析結果に基づく評価を確認していく。
●また、今後、岩の掘削ズリ等による埋戻土や旧表土で構成されている地質が防潮堤周辺等の敷地内にあるため、液状化による影響を確認した結
果を踏まえ、地盤・斜面の安定性評価を確認していく。

耐震設計方針 ② 2020/1/21

●取水槽ガントリークレーン及び耐震Bクラス配管系に新たに採用する制震装置（一軸及び三軸粘性ダンパ）について、性能の妥当性、適用範囲等に
ついて整理するとともに、解析モデルへの取り込み方法等の耐震設計の妥当性を確認していく。
●敷地の海岸線に敷地を取り囲むように防波壁を設置し、周辺地盤を地盤改良する等により地下水の海側への流れを遮断する可能性があるため、
敷地における地下水位の設定について確認していく。
●岩の掘削ズリ等による埋戻土や旧表土で構成されている地質が防潮堤周辺等の敷地内にあるため、これらの液状化強度特性の設定の代表性、網
羅性を確認するとともに、液状化による影響を考慮すべき施設とその設計方針について確認していく。

地震による津波 ④ 2018/9/28

地震以外による津波 ④ 2018/9/28

基準津波 ④ 2019/9/13

耐津波設計方針 ② 2020/1/28
●防波壁の両端部の地山を津波防護上の障壁としていることから、地山に対する基準地震動及び基準津波の健全性確保について確認していく。
●防波壁の構造及び設置状況（支持地盤、周辺地盤）を把握し、先行炉の審査実績等を踏まえ、島根原子力発電所の特性を考慮した上で防波壁の
設計方針及び構造成立性について確認していく。

④ 2019/9/12

火山事象 ② 2020/1/24

火山事象に対する設計方針 ① -

④ 2019/10/1

③ 2019/9/12 ●地滑り及び土石流に対する設備の設計方針を確認していく。

④ 2019/2/5

③ 2020/1/23 ●ケーブル処理室の火災影響軽減対策について確認していく。

④ 2019/10/29

④ 2019/6/27

④ 2019/2/5

④ 2019/10/1

④ 2019/6/27

④ 2019/5/30

④ 2019/2/5

④ 2019/11/30

② 2019/12/5 ●まだ全体の説明がなされておらず論点は特定されていない。また、有毒ガスに対する防護対策についても確認していく。

④ 2019/7/25

② 2015/4/2 ●まだ全体の説明がなされておらず論点は特定されていない。

④ 2019/3/14

② 2019/12/5 ●まだ全体の説明がなされておらず論点は特定されていない。また、有毒ガスに対する防護対策についても確認していく。

② 2015/3/24 ●まだ全体の説明がなされておらず論点は特定されていない。

直近の審査会合

●大山生竹テフラの噴出規模見直しに伴い、降下火砕物の層厚についてシミュレーションによる検討の必要性の有無を含めて確認した上、設備への
影響評価を確認していく。

外部火災（第６条）

その他自然現象と人為事象（第６条）

不法な侵入（第７条）

内部火災（第８条）

安全保護回路（第２４条）

安全避難通路（第１１条）

安全施設（第１２条）

全交流電源喪失（第１４条）

SFP（第１６条、２３条）

ＲＣＰＢ(第１７条）

原子炉制御室（第２６条）

放射性廃棄物処理施設（第２７条）

監視設備（第３１条）

保安電源（第３３条）

緊急時対策所（第３４条）

内部溢水（第９条）

誤操作の防止（第１０条）

審査進捗状況表

中国電力（株）島根原子力発電所２号炉設置変更許可申請（新規制基準適合性）に係る審査状況【令和２年１月２９日時点】

審査項目 ステイタス
※ 現時点における主な論点

設
計
基
準
対
象
施
設
関
係

地質
（第３、４条）

地震動
（第３、４条）

津波（第５条）

通信連絡設備（第３５条）

竜巻（第６条）

火山事象
（第６条）

※ ①審査に未着手（赤色）、　②一部説明聴取済＆コメント回答の審査中（黄色）、　③一通り説明聴取済＆コメント回答の審査中（緑色）、　④概ね審査済み（灰色）
（注１）設置許可基準規則第二章「設計基準対象施設」のうち第１３条、第１５条、第１８～２２条、第２５条、第２８～３０条、第３２条及び第３６条は、新規制基準による規制要求内容の変更等がなく審査対象外である。
（注２）チェックリスト的に用いるものではない。その時点での審査の全体像を示すものである。ステイタスが④であっても、審査の過程で追加の課題が出てくること、ステイタスが例えば④から②へ変わることもあり得る。

4 



別紙1

④

④

④

④

④

④

③ 2015/10/15

③ 2019/12/10

③

③

③

③

③

③

③

③ 2019/12/10 ●先行プラントの説明内容と大きな差がなく、現時点において論点はない。引き続き、事実関係等について確認していく。

③

③

③

② 2015/1/27 ●まだ全体の説明がなされておらず論点は特定されていない。

③

③

③

③

③

③

1.0 43条 共通 ② 2019/12/24 ●まだ全体の説明がなされておらず論点は特定されていない。

1.1 44条 ATWS ③

1.2 45条 高圧時冷却 ③

1.3 46条 減圧 ③

1.4 47条 低圧時冷却 ③

1.5 48条 最終ヒートシンク ③

1.6 49条 CV冷却 ② 2020/1/23

1.7 50条 CV過圧破損防止（FCVS) ② 2019/12/10

1.8 51条 CV下部注水 ③ 2020/1/23 ●先行プラントの対策と大きな差がなく、現時点において論点はない。引き続き、事実関係等について確認していく。

1.9 52条 CV水素対策 ② 2015/1/27

1.10 53条 RB水素対策 ② 2015/8/4

1.11 54条 SFP ② 2019/10/8

1.12 55条 建屋外RI抑制 ① - ●今後、大規模損壊の審査と併せて、設備・手順等の妥当性について確認していく。

1.13 56条 水源 ② 2020/1/23

1.14 57条 電源 ② 2020/1/23

1.15 58条 計装 ② 2020/1/23

1.16 59条 原子炉制御室 ② 2019/12/5

1.17 60条 監視測定 ② 2015/4/2

1.18 61条 緊急時対策所 ② 2019/12/5

1.19 62条 通信連絡 ② 2015/3/24

2 大規模損壊 ① - ●有効性評価及び設備・技術的能力（本審査項目を除く。）の審査が概ね終了した後に、事業者から説明がなされる予定

④ 2016/1/15

② 2020/1/21 ●地震動（第３、４条）を参照。

② 2020/1/28 ●津波（第５条）を参照。

① - ●内部火災（第８条）の議論を踏まえ、今後、事業者からSA火災（４１条）について説明がなされる予定。

●まだ全体の説明がなされておらず論点は特定されていない。今後、有効性評価の審査と併せて、設備・手順等の妥当性について確認していく。

MCCI

2020/1/23

2019/11/12

2019/10/8

2019/11/28

●まだ全体の説明がなされておらず論点は特定されていない。今後、有効性評価の審査と併せて、設備・手順等の妥当性について確認していく。

●まだ全体の説明がなされておらず論点は特定されていない。今後、有効性評価の審査と併せて、設備・手順等の妥当性について確認していく。

直近の審査会合

地震

●先行プラントの対策と大きな差がなく、現時点において論点はない。引き続き、事実関係等について確認していく。

●先行プラントの対策と大きな差がなく、現時点において論点はない。引き続き、事実関係等について確認していく。

崩壊熱除去機能喪失

全交流動力電源喪失

●炉心損傷前における外部水源を用いた格納容器スプレイの実施の考え方や格納容器フィルタベントを停止するときの判断基準等を含めて、ベント
戦略全体の妥当性について確認していく。

原子炉冷却材の流出

反応度誤投入

●先行プラントの説明内容と大きな差がなく、現時点において論点はない。引き続き、事実関係等について確認していく。

2019/11/28

津波

ＰＲＡ

SFP
想定事故１

Ｌｖ　１

Ｌｖ　１．５

停止時

CV

過圧・過温破損

DCH

2019/11/28

格納容器バイパス（ISLOCA)

FCI

水素燃焼

限界温度、限界圧力

事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス

解析コード

有
効
性
評
価

（
3
7
条

）

※ ①審査に未着手（赤色）、　②一部説明聴取済＆コメント回答の審査中（黄色）、　③一通り説明聴取済＆コメント回答の審査中（緑色）、　④概ね審査済み（灰色）
（注１）設置許可基準規則第二章「設計基準対象施設」のうち第１３条、第１５条、第１８～２２条、第２５条、第２８～３０条、第３２条及び第３６条は、新規制基準による規制要求内容の変更等がなく審査対象外である。
（注２）チェックリスト的に用いるものではない。その時点での審査の全体像を示すものである。ステイタスが④であっても、審査の過程で追加の課題が出てくること、ステイタスが例えば④から②へ変わることもあり得る。

地質（第３８、３９条）

地震動（第３８、３９条）

火災（第４１条）

共
通

津波(第４０条)

設
備
・
技
術
的
能
力

想定事故２

停止時

重
大
事
故
等
対
処
施
設
関
係

ステイタス
※

●原子炉圧力容器への注水手段がない場合の原子炉減圧の考え方、原子炉圧力容器破損前の初期水張り高さの考え方等について確認していく。

現時点における主な論点

LOCA時注水機能喪失

審査項目

炉心

高圧・低圧注水機能喪失

高圧注水・減圧機能喪失

全交流動力電源喪失

崩壊熱除去機能喪失

原子炉停止機能喪失
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別紙２

ステイタス
※ 直近の審査会合開催日 現時点における主な論点

④ 2019/11/25

④ 2019/12/10

④ 2019/11/25

④ 2019/12/10

④ 2018/7/13

④ 2019/12/20

④ 2018/7/13

④ 2018/7/13

④ 2018/7/13

④ 2018/7/13

③ 2019/12/20

事業者は、耐震重要施設である「再処理設備本体用安全冷却水系冷却塔Ａ」の
設置場所を変更して、新たに設置することとなったため、これまでの評価への影
響について整理しているところであり、事業者が整理した段階でその内容を確認
していく。

④ 2019/11/25

④ 2018/7/13

④ 2018/7/13

④ 2018/7/13

④ －

④ 2019/11/25

火山事象 ④ 2019/10/25

火山事象設計
方針

④ 2019/11/25

④ 2019/11/25

④ 2019/11/25

④ 2019/12/10

④ 2019/11/25

④ 2019/12/10

④ 2019/11/25

④ 2019/11/25

④ 2019/12/10

④ 2019/11/25

④ 2019/12/10

④ 2019/11/25

④ 2019/11/25

④ 2019/12/24

④ 2019/12/10

④ 2019/12/10

④ 2019/12/10

④ 2019/12/17

④ 2019/11/25

④ 2019/12/17

④ 2019/12/24

④ 2019/12/24

※　①審査に未着手（赤色）、②一部説明聴取済＆コメント回答の審査中（黄色）、③一通り説明聴取済＆コメント回答の審査中（緑色）、④概ね審査済み（灰色）

 （注）チェックリスト的に用いるものではない。その時点での審査の全体像を示すものである。「④概ね審査済み（灰色）」であっても、審査の過程で追加の課題が出てくること、ステイタスが例えば④から②へ変わることもあり得る。

安全保護回路（第１９条）

監視設備（第２４条）

保安電源設備（第２５条）

緊急時対策所（第２６条）

通信連絡設備（第２７条）

制御室等（第２０条）

廃棄施設（第２１条）　

保管廃棄施設（第２２条）　

放射線管理施設（第２３条）

審査項目

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止（第１６条）　　

使用済燃料の貯蔵施設等（第１７条）

計測制御系統施設（第１８条）　

安全機能を有する施設（第１５条）

遮蔽等（第３条）

再処理施設への人の不法な侵入等の防止（第１０条）

閉じ込めの機能（第４条）

火災等による損傷の防止（第５条）

地下構造

耐震設計方針

竜巻

外部火災

その他自然現象と人為事象

火山事象

【地震動】
安全機能を有する施設の地盤（第６条）
地震による損傷の防止（第７条）

日本原燃(株）再処理施設 事業変更許可（新規制基準適合性審査）に係る審査状況【令和２年１月９日時点】

安
全
機
能
を
有
す
る
施
設

敷地の地質・地質構造

敷地周辺の地質・地質構造

【地質】
安全機能を有する施設の地盤（第６条）
地震による損傷の防止（第７条）

震源を特定して策定する地震動

震源を特定せず策定する地震動

基準地震動

地盤・斜面の安定性

津波による損傷の防止（第８条）

地震による津波

溢水による損傷の防止（第１１条）

化学薬品の漏えいによる損傷の防止（第１２条）

誤操作の防止（第１３条）

安全避難通路等（第１４条）

核燃料物質の臨界防止（第２条）

耐津波設計方針

外部からの衝撃による損傷の防止
（第９条）

基準津波

地震以外による津波

その他の変更
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別紙２

ステイタス
※ 直近の審査会合開催日 現時点における主な論点

③ 2020/1/9

③ 2020/1/9

③ 2019/12/24

③ 2019/12/17

③ 2020/1/9

③ 2020/1/9

③ 2020/1/9

③ 2020/1/9

④ 2020/1/9

④ 2019/12/24

④ 2019/12/20

④ 2018/7/13

③ 2019/12/24

臨界事故の拡大を防止するための設備（第
３４条)

③ 2020/1/9

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処する
ための設備（第３５条）

③ 2019/12/24

放射線分解により発生する水素による爆発
に対処するための設備（第３６条）

③ 2019/12/17

有機溶媒等による火災又は爆発に対処する
ための設備（第３７条）

③ 2020/1/9

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備
（第３８条）

③ 2020/1/9

放射性物質の漏えいに対処するための設備
（第３９条）

③ 2020/1/9

工場等外への放射性物質等の放出を抑制
するための設備（第４０条）

③ 2020/1/9

重大事故等への対処に必要となる水の供給
設備（第４１条）

③ 2020/1/9

電源設備（第４２条） ③ 2019/12/24

計装設備（第４３条） ③ 2020/1/9

制御室（第４４条） ③ 2019/12/24

監視測定設備（第４５条） ③ 2019/12/17

緊急時対策所（第４６条） ③ 2019/12/17

通信連絡を行うために必要な設備（第４７
条）

③ 2019/12/24

④ 2020/1/9

※　①審査に未着手（赤色）、②一部説明聴取済＆コメント回答の審査中（黄色）、③一通り説明聴取済＆コメント回答の審査中（緑色）、④概ね審査済み（灰色）

 （注）チェックリスト的に用いるものではない。その時点での審査の全体像を示すものである。「④概ね審査済み（灰色）」であっても、審査の過程で追加の課題が出てくること、ステイタスが例えば④から②へ変わることもあり得る。

重大事故等防止技術的能力
基準１．１０項

重大事故等防止技術的能力
基準１．１１項

重大事故等防止技術的能力
基準１．１２項

事業者は、評価条件のうち除染係数の設定の考え方及び重大事故の連鎖に係
る検討項目について、異なる取扱いをしている箇所があったことから改めて整理
しているところであり、事業者が整理した段階でその内容を確認していく。

事業者は、各重大事故等対処設備の設計条件等について、重大事故の想定箇
所の特定における考え方、対処の目的等を踏まえて整理しているところであり、
事業者が整理した段階でその内容を確認していく。

重大事故等防止技術的能力
基準１．１４項

重大事故等防止技術的能力
基準１．６項

重大事故等防止技術的能力
基準１．１項

重大事故等防止技術的能力
基準１．２項

④

日本原燃(株）再処理施設 事業変更許可（新規制基準適合性審査）に係る審査状況【令和２年１月９日時点】

審査項目

重
大
事
故
等
対
処
施
設
及
び
重
大
事
故
等
対
処
に
係
る
技
術
的
能
力

重大事故等防止技術的能力
基準１．９項

重大事故等防止技術的能力
基準１．８項

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへ
の対応（重大事故等防止技術的能力基準２項関係）

同時に又は連鎖する事故

重大事故等防止技術的能力
基準１．４項

重大事故等防止技術的能力
基準１．５項

重大事故等防止技術的能力
基準１．３項

津波による損傷の防止（第３２条）

重大事故等対処設備（第３３条）

2018/7/13
【地震動】
重大事故等対処施設の地盤（第３０条）
地震による損傷の防止（第３１条）

放射性物質の漏えい

重大事故等防止技術的能力
基準１．１３項

重大事故等防止技術的能力
基準１．７項

重大事故等の拡大の防止等（第２８条）

事象選定

臨界事故

蒸発乾固

水素爆発

有機溶媒火災等

【地質】
重大事故等対処施設の地盤（第３０条）
地震による損傷の防止（第３１条）

火災等による損傷の防止（第２９条）

使用済燃料貯蔵槽の冷却等

重大事故等防止技術的能力基準１．０項
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試験研究用等原子炉施設の審査の改善策等について 

 

令和元年 12 月 25 日 

原 子 力 規 制 庁 

１．趣旨  

 

令和元年９月２５日の原子力規制委員会※1において、国立研究開発法人日本原子力研究

開発機構原子力科学研究所の原子力施設（ＮＳＲＲ）の設計及び工事の方法の認可（以下

「設工認」という。）の申請漏れ等に対する再発防止対策及びこれに併せ他の原子力施設を

含めた審査のあり方の改善策について報告するよう指示を受けた。ここでは、まず、試験

研究用等原子炉施設の審査の改善について報告する。 

 

２．試験研究用等原子炉施設の設工認等の審査に係る改善策  

  

（１）試験研究用等原子炉施設の設工認等の申請漏れの背景 

試験研究用等原子炉施設の設工認の対象設備については、実用発電用原子炉施設のよう

に実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則別表で工事計画の対象設備を具体に指定

する方法ではなく、施設が多種多様であることに鑑み、基本的に設計及び工事に係る全て

の設備を対象としているものの、設備の一部の取り替え・補修などについては、個別の審

査において認可の必要性を判断している。 

また、試験研究用等原子炉施設の新規制基準適合性確認に当たっては、「試験研究用等

原子炉施設における新規制基準への適合性審査に係る今後の進め方について」（平成２８

年２月１７日原子力規制委員会了承）（以下「試験研究炉の新規制基準適合性審査の進め

方」という。）において、既存の設備や評価だけのものも含めて設工認申請の対象である

と整理している。 

このような試験研究用等原子炉施設の規制の特性を踏まえれば、「試験研究炉の新規制

基準適合性審査の進め方」に従い、具体的な設工認の対象設備や保安規定変更認可対象と

すべき保安措置について、原子力規制庁が申請者に対して十分に説明して共通認識を持つ

べきであったが、これを十分に行わなかったことが、ＮＳＲＲ等の設工認の申請漏れの原

因である。このため、研究炉等審査部門において、以下（２）及び（３）に示す取り組み

を行う。 

 

（２）設置変更許可申請書記載事項の後段規制への確実な反映 

設置変更許可申請書に記載されている基本設計ないし基本的設計方針を担保するために

必要な事項については、既存の設備や評価だけのものも含め、後続規制である設工認や保

安規定変更認可の審査において、詳細設計等を確認する必要がある。このため、設工認の

申請に先立ち、設置変更許可申請書に記載されている事項から、このような確認が必要な

ものを洗い出し、番号管理や表整理することなどを申請者に求める。原子力規制庁におい

                                                   
※1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子力施設（ＮＳＲＲ）その他試験研究用等原子炉施設

における設計及び工事の方法等に関する申請漏れに係る調査結果等について

（https://www.nsr.go.jp/data/000284837.pdf） 

資料７ 
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ても、その内容を確認する。このようにして設置変更許可申請書記載事項が後段規制に確

実に反映される仕組みとする。 

 

 

（３）審査の進め方に係る委員会決定及び報告文書の周知徹底 

「試験研究炉の新規制基準適合性審査の進め方」を、原子力規制庁の審査担当者におい

て正しく認識していなかったこと及び申請者に対してこの方針を十分に周知していなかっ

たことが申請漏れの原因である。 

このため、研究炉等審査部門において、審査担当に対し、「試験研究炉の新規制基準適

合性審査の進め方」を周知した。今後、関係設置者へも説明会を開催する等により周知を

行う。こうした、取組みは、継続的に実施することとする。 

また、本文書や今後策定されるものも含め、審査に関わる原子力規制委員会の決定文書

等を、審査担当者に正確に理解させるため、「試験研究用等原子炉施設に関する審査業務

の流れについて」に、都度、決定文書等を加え充実させる。 

 

 

３．試験研究用等原子炉施設の設工認等の審査の合理化 

 

今回の検討の過程で、試験研究用等原子炉施設の審査において合理的でないものが確認さ

れたことから、以下の改善を行うこととする。 

 

（１）耐震Ｃクラスの構築物、系統及び機器に係る設工認申請の合理化 

試験研究用等原子炉施設については、耐震Ｃクラスの構築物、系統及び機器（以下「Ｓ

ＳＣ」という。）であって、上位の耐震クラスのＳＳＣへの波及的影響が想定されないも

のについては、設置変更許可段階で基本的な設計方針を示したうえで、設工認申請書にお

いては当該基本的な設計方針に基づきＳＳＣを施設する旨記載するものとし、これまで求

めていた簡易な耐震計算書の添付は求めない。 

なお、実用発電用原子炉施設、廃棄物管理施設、核燃料加工施設（耐震重要度分類第３

類）、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設の各施設においては、従来から耐震計算書の添付

は求めていない。 

 

（２）原子炉等規制法以外の法令に定める基準を用いて施設されるＳＳＣに係る設工認申請

の合理化※2 

消火設備や避雷針の設置のように、ＳＳＣに係る設置変更許可及び設工認における要求

事項が、消防法、建築基準法等の他法令による基準により確保されると認められる場合

は、設置変更許可段階で当該ＳＳＣの設計が他法令の基準によるという基本的な設計方針

を示したうえで、設工認申請書においては当該基本的な設計方針に基づきＳＳＣを施設す

る旨記載するものとし、ＳＳＣの詳細な説明書の添付は求めない。建築基準法等の他法令

に準じてＳＳＣを設計する場合は、準じた範囲やその技術的な判断について説明を求め

る。 

                                                   
※2 廃棄物管理施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設の設工認申請書においても、試験研究用等原子炉施設と同様に詳

細な説明書の添付は求めない。 
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なお、このような対応については、実用発電用原子炉施設及び核燃料加工施設では従来

から実施している。 

 

（３）廃止措置中の試験研究用等原子炉施設における施設の維持管理目的の機器の交換に

係る手続きの合理化 

廃止措置中の試験研究用等原子炉施設の維持管理の目的から既設機器等※3の交換を行う

場合については、あらかじめ、保安規定に、既設機器の同等品もしくは同等品以上の性能

を有するものへ交換する旨の施設の維持管理方針を規定し、その認可を受けておくこと

で、その後の機器の交換についての廃止措置計画の変更認可は不要とする。 

 

 

 

参考資料：令和元年９月２５日 第３１回原子力規制委員会 資料４ 

「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子力施設（Ｎ

ＳＲＲ）その他試験研究用等原子炉施設における設計及び工事の方法等に関す

る申請漏れに係る調査結果等について」 

 

                                                   
※3 当該試験研究用等原子炉施設が供用期間中に施設の設工認を受けた機器を対象とする。 



 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子

力施設（ＮＳＲＲ）その他試験研究用等原子炉施設における設計及び

工事の方法等に関する申請漏れに係る調査結果等について 

 

令和元年９月２５日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．経緯  

原子力規制庁（以下「規制庁」という。）は、令和元年８月２１日の原子力規

制委員会※1において、日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 原子炉安全性

研究炉（ＮＳＲＲ）についての新規制基準適合性に係る設計及び工事の方法に対

する認可（以下「設工認」という。）における消火設備の申請漏れについて報告

した。その際、ＮＳＲＲについて他に申請漏れの設備がないか、ＮＳＲＲ以外で

設工認済みの京都大学研究用原子炉（ＫＵＲ）、京都大学臨界集合体実験装置（Ｋ

ＵＣＡ）及び近畿大学原子炉（近大炉）についても同様の申請漏れの設備がない

かを調査し、その結果を取りまとめて原子力規制委員会に報告するとともに、本

件に対する審査体制の改善についても検討し報告するよう指示を受けたので、

これらについて報告する。 

また、これらの施設については、設置変更許可申請書において、設備対応では

なく、運用上の対応が必要となるものがあったため、これが保安規定で担保され

ているかも併せて調査し、報告するものである。 

 

２．新規制基準適合性に係る設工認申請漏れの設備等の調査の進め方  

２．１ 調査対象 

（１）新規制基準適合性に係る設工認を受け、運転を再開した試験研究用等原子

炉施設（ＮＳＲＲ、ＫＵＲ、ＫＵＣＡ及び近大炉）を調査対象とした。 

（２）その他の試験研究用等原子炉施設、加工施設、再処理施設、貯蔵施設及び

廃棄物管理施設は、現在、設置変更許可又は設工認及び保安規定認可の審

査中であり、設工認申請の対象設備及び保安規定における運用上の対応

については今後の審査で確認することとし、今回の調査対象としない。 

（３）発電用原子炉施設は、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則別表

第２の規定において工事計画の申請対象設備を明らかにしていること、

同別表において工事計画の申請の際に添付を要求している「発電用原子

炉の許可との整合性に関する説明書」により、設置許可記載設備のうち、

                                                   
※1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子炉施設（ＮＳＲＲ）の消火設備の

設計及び工事の方法に対する認可に係る審査について

（https://www.nsr.go.jp/data/000281299.pdf） 

資料４ 
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設置又は変更の工事の対象設備を確認できることから、今回の調査対象

としない。 

また、設備対応に加え、運用で対応するとしているものについては、保

安規定の審査の際に、設置許可記載事項のうち保安規定で担保する運用

を明確に整理していることから、今回の調査対象としない。 

 

２．２ 調査対象設備 

平成２８年２月１７日の原子力規制委員会※2において設工認申請対象とさ

れた、以下の構築物、系統及び機器を調査対象とする。 

 

（１）新たに設置する規制対象の構築物、系統及び機器 

（２）新たに規制対象となる既設の構築物、系統及び機器（重要度分類等の変更

に伴い新たに安全機能に位置付けられたものを含む。） 

（３）追加の工事等を伴う又は設計の変更（基準地震動等の変更並びに設計竜巻、

火災影響及び溢水影響に係る入力条件の追加等を含む）が生じる全ての構

築物、系統及び機器 

 

２．３ 調査対象設備の設工認申請漏れの調査方法 

（１）規制庁において、事業者が設置変更許可申請書で設計するとしている設備

について、新規制基準適合性に係る設工認申請が行われているかを、既設

設備（設計変更の評価だけで実際の改造工事を伴わないもの。）も含め、一

覧表（設置変更許可申請書記載事項を横欄、設工認の新規制基準を縦列と

して対応状況を記録したもの。）の形式で網羅的に抽出した。 

（２）事業者においても、設置変更許可申請書の施設区分毎（外部事象対策はそ

の他附属施設に区分）に具体的設備を抽出し、新規制基準適合性に係る設

工認申請が行われているかを一覧表（設置変更許可申請書の各設備区分

及び具体的な設備を横欄、設工認の技術的要件を縦列として対応状況を

記録したもの。）の形式で網羅的に抽出した。 

（３）規制庁において、規制庁と事業者の一覧表を対比し、設工認申請漏れを特

定した。 

 

２．４ 運用上の対応に係る保安規定申請漏れの調査方法 

（１）規制庁において、事業者が設置変更許可申請書に記載した運用上の対応及

び審査時に説明した竜巻対策や火災防護対策等の運用上の対応が、保安規

定又は下部規程で担保されているかを、一覧表の形式で網羅的に抽出した。 

                                                   
※2 試験研究用等原子炉施設における新規制基準への適合性審査に係る今後の進め方

（http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11235834/www.nsr.go.jp/data/000140069.pdf） 
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（２）事業者においても、（１）と同様の内容を、一覧表の形式で網羅的に抽出

した。 

（３）規制庁において、規制庁と事業者の一覧表を対比し、保安規定申請漏れを

特定した。 

 

３．調査結果  

（１）２．３による調査の結果、ＮＳＲＲ、ＫＵＲ、ＫＵＣＡ及び近大炉につい

て、別紙に示す設備又は評価の設工認申請漏れを確認した。 

（２）２．４の運用上の対応の調査の結果、ＫＵＲの管理区域外漏洩防止対策及

び凍結対策について、別紙のとおり、保安規定及び下部規程にこの運用に

係る規程がないことを確認した。 

なお、設置変更許可申請書に記載又は審査時に説明されたＮＳＲＲ、Ｋ

ＵＣＡ及び近大炉の運用上の対応並びにＫＵＲのその他の運用上の対応

については、何れの施設も保安規定及び下部規定で担保されていること

を確認した。 

（３）設工認申請漏れの設備及び評価並びに保安規定申請漏れの運用上の対応の

対象設備は、いずれも既設設備であり、設置変更許可審査時の審査会合、

事務局ヒヤリングでの説明資料、原子力保安検査官による現場確認等によ

り安全上問題がないことを確認した。 

     

４．今後の対応  

（１）調査の結果、設置変更許可申請書で設計するとしていた既設設備の一部に

ついて、設工認及び保安規定認可が未申請の状態で運転が行われていること

が分かったが、設置変更許可申請時の説明資料や現場確認により安全上問題

ないことを確認したため、事業者に対し、運転の停止は求めない。 

 ＮＳＲＲについては、設工認申請漏れであった消火設備の設工認申請が令

和元年９月１７日に行われたこと、また、他の設工認申請漏れの設備につい

ては追加の設工認申請を行うこととしているため、これらの審査において基

準適合性を確認する。  

 また、ＫＵＲ、ＫＵＣＡ及び近大炉については、設工認申請漏れがあった

設備若しくは評価又は保安規定申請漏れがあった運用上の対応に係る申請

を行うこととしており、審査において基準適合性を確認する。 

 

（２）規制庁は、今回のような設工認又は保安規定認可の申請漏れがないように、

他の原子力施設を含め、確実かつ効率的に審査を行うための方策を今後検討

することとするが、試験研究用等原子炉施設については、以下のとおり、先

行的な対策を行うこととする。 
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 設置変更許可申請書に記載されている基本設計ないし基本的設計方針（以

下「基本的設計方針等」という。）については、詳細設計や運転に関して保

安のために守るべき事項を、後続規制である設工認や保安規定の認可にお

いて審査する必要がある。そこで、例えば設置変更許可申請書から基本的

設計方針等を洗い出しナンバリングする等して、基本的設計方針等をリス

ト化する。また、リスト化した基本的設計方針等について、必要となる後

続規制の種類及び審査基準を表に整理して、後続規制からの抜け落ちを防

止する。 

また、今回の設工認申請漏れの設備は、耐震Ｃクラスのものや消火設備

など、一般産業施設に対して適用される建築基準法や消防法などに基づき

設置されたものが殆どであるため、今後、これらの設備の設工認申請につ

いては、詳細な計算書の添付は求めず、適用される法令に基づき設計する

ことを設計方針として記載することを求める。 
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新規制基準適合性に係る設工認申請漏れの設備等及び安全性の確認結果 

１．ＮＳＲＲ※１、※２ 

設工認申請漏れの 

設備又は評価 
設工認申請漏れの内容 

既設/

新設

の別 

確認結果 

評価状況 今回の現地調査 

外部消火栓 

（外部火災対策） 

 

設置変更許可申請書に記

載の外部消火栓による外

部火災対策が設工認申請

書にない。 

既設 － 

○ 

消火栓が設置されて

いることを原子力保

安検査官が確認。 

避雷針 

（落雷対策） 

設置変更許可申請書に記

載の避雷針の設置が設工

認申請書にない。 
既設 － 

○ 

避雷針が設置されて

いることを原子力保

安検査官が確認。 

管理区域外漏洩防止対

策 

（内部溢水対策） 

設置変更許可申請書に記

載の堰等による管理区域

外漏洩防止対策が設工認

申請書にない。 

既設 

○ 

審査会合資料により、

原子炉プール等のス

ロッシング水が地下

に設置されたドレン

タンクへ流入するこ

とによる管理区域外

漏洩防止対策に係る

評価が実施されてい

ることを確認。 

○ 

スロッシング水の流

入経路及びドレンタ

ンクの地下への設置

状況を確認すること

により管理区域外漏

洩防止対策がなされ

ていることを原子力

保安検査官が確認。 

廃棄物保管場所 

（保管廃棄施設） 

設置変更許可申請書に記

載の廃棄物保管場所の貯

蔵スペースや容量が設工

認申請書にない。なお、保

安規定には記載があるこ

とを確認。 

既設 － 

○ 

廃棄物保管場所のス

ペースを寸法測定に

より原子力保安検査

官が確認。 

照射物管理棟排気系統 

（廃棄物処理設備） 
※３ 

設置変更許可申請書に記

載の照射物管理棟排気系

統が設工認申請書にない。 既設 － 

○ 

照射物管理棟排気系

統が設置されている

ことを原子力保安検

査官が確認。 

※１：令和元年８月２１日の原子力規制委員会報告時は、鋼製筐体（電磁波障害対策）の設工認申請漏れを口頭で報告したが、過去に設工認申

請済みであり、新規制基準に対応した設備であることを確認。 

※２：外部事象対策のうち自然現象の組合せ（荷重、浸水、温度及び電気影響）について、荷重（地震、積雪）については耐震設計において建

築基準法を基に設計していること、浸水については津波及び降水・洪水による影響が想定されないことが設置許可申請で説明されている

こと、温度については火災と凍結は相反する熱源であるため組合せを考える必要がないこと、電気影響については想定される落雷と小動

物によるケーブル断線の組合せを行ってもその影響の程度（原子炉停止）に変化はないことが設置許可審査時のヒヤリング資料で説明さ

れていることから、設工認申請は必要ないと判断したことを確認した。 

※３：照射物管理棟は使用施設と共用しており、照射物の取扱いのための当該排気系統は使用施設だけに必要な設備として設けられたもので

あるため、本来は、試験研究用等原子炉の設置変更許可申請書への記載は不要。 

凡例 〇：確認済、－：評価不要  

別 紙 
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２．ＫＵＲ※ 

設工認及び保安規定

申請漏れの設備又は

評価 

設工認又は保安規定 

認可申請漏れの内容 

既設/

新設

の別 

確認結果 

評価状況 今回の現地調査 

管理区域外漏洩防止

対策 

（内部溢水対策） 

 

設置変更承認申請書には

堰による管理区域外漏洩

防止対策が記載されてい

るが、当該堰の設計条件が

設工認申請書に記載され

ていない。また、廃液貯留

槽の貯蔵量の管理につい

て保安規定及び下部規程

に記載されていない。 

既設 

○ 

設置変更承認の審査

時のヒヤリング資料

により、管理区域外漏

洩防止対策として液

体廃棄物処理装置及

び廃液貯留槽に係る

堰の設計条件等の評

価が実施されている

ことを確認。 

○ 

堰の高さについては

寸法測定及び廃液貯

留槽の貯蔵量の管理

状況については点検

記録により原子力保

安検査官が確認。 

廃液貯留槽、高架水槽 

（凍結対策） 

設置変更承認申請書に凍

結対策として満水にしな

いことが記載されている

が、廃液貯留槽について

は、保安規定及び下部規程

に貯蔵量の管理に係る記

載がない。また、高架水槽

については、設工認申請書

に満水防止のための戻り

配管の記載がない。 

既設 － 

〇 

廃液貯留槽について

は貯蔵量の点検記録

により、高架水槽に

ついては戻り配管に

より満水になってい

ないことを原子力保

安検査官が確認。 

電話、インターホン 

（実験設備等） 

設置変更承認申請書に実

験室と制御室との相互連

絡設備としての電話及び

インターホンを設けるこ

とが記載されているが、設

工認申請書に記載がない。 

既設 ― 

○ 

双方向通話可能な電

話及びインターホン

が設置されているこ

とを原子力保安検査

官が確認。 

※：令和元年８月２１日の原子力規制委員会報告時は、外部温度評価（外部火災対策）の設工認申請漏れを口頭で報告したが、その後のヒ

ヤリングで設工認申請済みを確認。 

凡例 〇：確認済、－：評価不要 
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３．ＫＵＣＡ 

設工認申請漏れの 

設備又は評価 
設工認申請漏れの内容 

既設/

新設

の別 

確認結果 

評価状況 今回の現地調査 

外部火災影響評価 

（外部火災対策） 

 

原子炉建屋外壁の温度評

価結果について、設工認

申請書に記載がない。 

既設 

○ 

設置変更承認の審査

時のヒヤリング資料

により、外部温度を評

価していることを確

認。 

○ 

軽油タンクの容量が

外部温度評価に用い

た値どおりであるこ

と、KUCA からの距離

が評価条件どおりで

あることを原子力保

安検査官が確認。 

管理区域外漏洩防止対

策 

（内部溢水対策） 

 

設置変更認可承認書に架

台室及び廃液タンクヤー

ドのピット容積及び深さ

が記載されているが、設

工認申請書に記載がな

い。 

既設 

○ 

設置変更承認の審査

時のヒヤリング資料

により、管理区域外漏

洩防止対策として架

台室及び廃液タンク

ヤードのピット容積

及び深さを評価して

いることを確認。 

○ 

架台室及び廃液タン

クヤードのピット深

さを原子力保安検査

官が確認。 

固定電話 

（実験設備等） 

設置変更承認申請書に記

載の実験室と制御室との

相互連絡設備としての固

定電話が、設工認申請書

にない。 

既設 ― 

○ 

双方向通話可能な固

定電話が設置されて

いることを原子力保

安検査官が確認。 

放送設備 

（通信連絡設備等） 

 

設置変更承認申請書に記

載の通信連絡設備として

の放送設備が、設工認申

請書にない。 

既設 ― 

○ 

放送設備が設置され

機能することを原子

力保安検査官が確認 

 

凡例 〇：確認済、－：評価不要 
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４．近大炉※ 

 

設工認申請漏れの 

評価 
設工認申請漏れの内容 

既設/

新設

の別 

確認結果 

評価状況 今回の現地調査 

竜巻の影響評価 

（竜巻対策） 

 

生体遮蔽タンク、遮蔽上

蓋及び原子炉燃料体一時

保管設備が竜巻により飛

散しないことの説明が設

工認申請書にない。 既設 

○ 

今回の調査でのヒヤ

リングで生体遮蔽タ

ンク、遮蔽上蓋及び原

子炉燃料体一時保管

設備が竜巻により飛

散しない評価をして

いることを確認。 

○ 

生体遮蔽タンク、遮

蔽上蓋及び原子炉燃

料体一時保管設備の

寸法測定等により、

これらの設備が竜巻

により飛散しないこ

とを原子力保安検査

官が確認。 

※ 令和元年８月２１日の原子力規制委員会報告時は、外部温度評価（外部火災対策）、落雷対策、火山対策及びピット（管理区域外漏洩

防止対策）の設工認申請漏れを口頭で報告したが、その後のヒヤリングで、外部温度評価、火山対策及びピットについては設工認申請済

みであることを確認。落雷対策については、施設の高さが 20m 以下であるため建築基準法上不要であることを設置許可審査時のヒヤリ

ング資料で説明済みであることを確認。 

また、その他の外部事象対策については、設置許可審査時のヒヤリング資料により、台風については風荷重が地震荷重に対する耐力

に包絡されること、降水については既設の排水設備が降水に対する排水能力を有すること、爆発については危険物の保管場所から原子

炉施設までの離隔距離により爆発の影響を受けないことから、設工認申請は必要ないと判断したことを確認した。 

 

 

凡例 〇：確認済、－：評価不要 
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資料８ 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の 

原子炉施設（ＮＳＲＲ）の消火設備の設計及び工事の方法に対

する認可に係る審査について 

令和元年８月２１日 
原 子 力 規 制 庁  

 

 原子力規制庁は、「Ｓクラス施設を有しない低出力炉に対する経過措置のＮＳＲＲ

への適用について」※1において、日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」とい

う。）原子力科学研究所 原子炉安全性研究炉（ＮＳＲＲ）に関し、耐震Ｃクラス施設

についての耐震に係るものを除き、平成３０年４月２０日までに設置変更許可、設計

及び工事の方法に対する認可（以下「設工認」という。）、当該使用前検査という一連

の手続きを終えたので、設置変更許可を受けてから２年間に限り運転を妨げない措置

（以下「経過措置」という。）を適用することを原子力規制委員会へ報告し、了承され

た。その後、原子力機構は、ＮＳＲＲについて、平成３０年５月から９月までの間に

運転を行い、現在は耐震Ｃクラス施設の耐震改修工事中につき停止している。 
 
しかしながら、本件経過措置適用以降の平成３０年６月に、原子力機構の他の原子

力施設であるＳＴＡＣＹの新規制基準適合性確認に係る設工認審査の過程において、

ＮＳＲＲに係る上記の設工認の申請に消火設備が含まれておらず、審査の対象となっ

ていないことが判明した。この事実について、当時の審査担当は、原子力機構に、新

規制基準適合性確認とは別に消火設備について設工認申請するよう指摘し、原子力機

構は、耐震Ｃクラス施設の耐震に係る設工認の変更申請後に消火設備について設工認

申請を行うと回答した。 

その後、原子力規制庁は、耐震Ｃクラス施設の耐震に係る設工認申請（分割申請そ

の５。平成３１年４月２６日変更認可。）及び消火設備の設工認申請の準備状況につい

て確認を行ってきたが、本件につきあらためて精査した結果、当該消火設備は「試験

研究用等原子炉施設における新規制基準への適合性審査に係る今後の進め方につい

て」※2別紙１において設工認申請の対象としている「新規制基準により新たに規制対

象となる既設の構築物、系統及び機器」に該当するものであると判断し、令和元年７

月３１日、消火設備について、ＮＳＲＲの運転再開前に、新規制基準適合性確認の一

環として設工認取得及び使用前検査合格すべきものであることを、改めて原子力機構

に指摘したところ。 

なお、原子力機構は、９月を目途に消火設備の設工認申請を行うとしている。 

                                            
※1：平成 30年 4月 25 日第 5回原子力規制委員会（別紙１） 

https://www.nsr.go.jp/data/000228269.pdf 
※2：平成 28年 2月 17 日第 56回原子力規制委員会（別紙２）

http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11235834/www.nsr.go.jp/data/000140069.pdf 

参考資料１
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（参考）ＮＳＲＲに係る主な経緯 

平成30年4月20日 

原子力機構より、ＮＳＲＲについて耐震Ｃクラス施設の耐震を除き新規

制基準適合性確認に係る設工認及び使用前検査を終了したことから、「Ｓ

クラス施設を有しない低出力炉に対する経過措置のＮＳＲＲへの適用に

ついて」に定める経過措置（2年に限り運転可）の適用に係る確認は完了

との説明があった。 

平成30年4月25日 
第 5 回原子力規制委員会において、ＮＳＲＲに対し経過措置を適用する

ことを了承。 

平成 30年 5月 7日 ＮＳＲＲ運転開始（施設定期検査 5月 1日～30日） 

平成30年6月19日 

原子力規制庁より、ＮＳＲＲの新規制基準適合性確認に係る設工認申請

に消火設備が含まれていないことから、設工認申請の必要がある旨を原

子力機構に連絡。 

平成30年6月28日 ＮＳＲＲ運転開始（パルス照射試験 ～9月 26 日） 

平成30年7月10日 
分割申請その５ 認可 

（機械棟、燃料棟及び照射物管理棟の耐震Ｃクラス補強工事 ） 

平成30年7月23日 

ＮＳＲＲの行政相談において、原子力機構より、ＮＳＲＲの消火設備は建

築基準法及び消防法に基づく既設のもののみであることから、設工認申

請不要であるとの認識であった旨の説明があった。これに対し原子力規

制庁より、当該消火設備については設置許可に含まれるものであり、新規

制基準適合性確認対象ではないが、技術基準の適合性の観点から設工認

が必要なことについて説明。 

平成30年11月1日 

原子力規制庁からの設工認申請準備の状況確認に対し、原子力機構よ

り、他の原子力施設の審査において消火設備に係る議論がなされている

ため、この結果を反映した設工認申請としたいこと、このため申請時期

は未定との回答があった。 

平成31年4月26日 
分割申請その５ 変更認可 

（検査項目の追加等） 

令和元年 7月 9日 

消火設備に係る設工認申請が未だなされないため、ＮＳＲＲの行政相談

において、原子力機構より状況を聴取。8月下旬から 9月上旬に消火設備

に係る設工認を申請予定との回答があった。 

令和元年 7月 31日 

ＮＳＲＲの行政相談において、消火設備は、新規制基準適合性確認の一環

として、ＮＳＲＲの運転再開前までに設工認取得及び使用前検査合格す

べきものであることを説明。 

令和元年 8月 7日 
原子力科学研究所の試験研究炉の審査に係る現地調査において、9月に消

防設備に係る設工認を申請予定との回答があった。 

 
 

（以下、別紙省略）
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試験研究用等原子炉施設における新規制基準への適合性審査 

に係る今後の進め方について 
 

平成２８年２月１７日 

原 子 力 規 制 庁 

 

 原子力規制庁は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原

子炉等規制法」という。）の改正に伴い制定した新規制基準への適合性を確認するた

め、原子炉設置変更許可及び保安規定変更認可の申請がなされている試験研究用等原

子炉施設（以下「試験研究炉」という。）の審査を実施しているところ。 

 

 

今後、原子炉設置変更許可の審査が進捗している試験研究炉の設計及び工事の方法

の認可（以下「設工認」という。）の申請が見込まれることから、これら審査等を次

のように進めることとしてはどうか。 

 

１．原子炉設置変更許可について 

 原子炉設置変更許可に係る新規制基準への適合性審査を引き続き実施し、審査書案

が取りまとまった時点で原子力規制委員会において審議する。その上で、原子炉等規

制法に基づく文部科学大臣及び原子力委員会への意見聴取を行う。 

 

２．保安規定変更認可について 

 保安規定変更認可の申請がなされたものに対しては、原子炉設置変更許可に係る審

査と併行して審査を進めつつ、「試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の

審査基準」に基づき、認可の判断を行う。 

 

３．設工認及び使用前検査について 

 今後の申請が見込まれる設工認については、原子炉設置変更が許可された場合は、

申請内容の設置変更許可との整合性、品質管理の方法等を含めた技術上の基準への適

合性について審査し、認可の判断を行うとともに、申請に基づき使用前検査を行う。

設工認及び使用前検査の対応方針については、別紙 1のとおりとする。 

 

４．上記審査に係る意見募集について 

試験研究炉の新規制基準適合性審査に係る科学的・技術的意見の募集については、

別紙 2のとおりとする。 

資料３ 

1

参考資料２
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試験研究用等原子炉施設等に係る設計及び工事の方法の認可申請の 

審査及び使用前検査の進め方について 
 
 

１．背景 

試験研究用等原子炉施設（以下「試験研究炉」という。）に係る新規制基準

への適合性審査については、現在、原子炉等規制法に基づく原子炉設置変更許

可及び保安規定変更認可の申請がなされており、原子炉設置変更許可に係る審

査を中心に進めている。 

今後は、新規制基準への適合のため、設計及び工事の方法の認可（以下「設

工認」という。）の申請が見込まれている。この審査及び使用前検査の対応方

針については、基本的に発電用原子炉施設に係る工事計画認可の審査及び使用

前検査の進め方 1),2)と同様の方針とする。その上で、試験研究炉に係る事項に

ついて、下記の２．及び３．のとおりとする。また、この方針を基に、個別の

試験研究炉のリスクの程度等を考慮し、審査及び検査を進めるものとする。 

なお、他の核燃料施設※１における設工認の審査及び使用前検査の対応方針も、

基本的にはこれと同様とする。 

 

※１ 核燃料加工施設、使用済燃料貯蔵施設、使用済燃料再処理施設、廃棄物管理施設 

 

２．設工認申請の対象及び審査の対応方針について 

  ○設工認申請の対象は、新たに設置する規制対象の構築物、系統及び機器

又は新たに規制対象となる既設の構築物、系統及び機器（重要度分類等

の変更に伴い新たに安全機能に位置付けられたものを含む。）に加え、追

加の工事等を伴う又は設計の変更（基準地震動等の変更並びに設計竜巻、

火災影響及び溢水影響に係る入力条件の追加等を含む）が生じる全ての

構築物、系統及び機器とする※２。 

※２ 既認可対象の機器等についても、基準適合の観点から、申請範囲を改めて見

直すことがあり得る。 

  ○上記に伴い、通信連絡設備等や安全避難通路等に係る汎用の設備機器等

についても新たに設工認の対象に含まれることとなる。 

  ○これらの汎用の設備機器等については、それらが有する安全機能等を踏

まえた上で、更新や交換等に係る基本方針について、設工認の審査及び

その後の使用前検査（事業者の品質管理の方法を含む）で要求水準が満

足されることを確認する。この確認ができたものについては、今後、そ

                                                   
1) 平成２６年５月２日原子力規制委員会資料４「発電用原子炉施設に係る工事計画認可の審

査及び使用前検査の進め方について」 
2) 平成２７年３月１１日原子力規制委員会資料１「実用発電用原子炉施設に係る工事計画認

可後の使用前検査の進め方について」 
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の基本方針に沿った更新や交換等に限っては、設工認申請や使用前検査

を必要としない等の対応を行うことができるものとする。なお、当該設

備機器等の更新や交換等については、その後の施設定期検査及び保安検

査等を通じ必要な確認を行うこととする。 

  ○事業者の品質管理の方法等については、試験研究炉のリスクの程度等を

考慮し、管理のレベルが適切なものとなっていることを、「試験研究の用

に供する原子炉等に係る試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係

る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則」

への適合に係る審査において確認する。 

 

３．使用前検査の対応方針について 

  ○具体的な検査の内容については、検査対象となる構築物、系統及び機器

が有する安全機能等を勘案し、個別に判断することとする。 

  ○例として、設計の変更（基準地震動等の変更並びに設計竜巻、火災影響

及び溢水影響に係る入力条件の追加等を含む）が生じるが、工事を伴わ

ない構築物、系統及び機器については、実際の構築物、系統及び機器に

関する検査と、事業者の品質管理の方法等に関する検査とを組み合わせ

て使用前検査を実施する等の対応方針が考えられる。 
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当面の審査会合等の進め方について 

 

令和２年４月８日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．概要 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応として、当面の審査会合等1は透明

性を確保しつつ以下の方針で行うこととしたい。 

なお、本方針は、今後の状況に応じて柔軟に見直すものとする。 

 

２．当面の審査会合等の進め方（案） 

審査会合等は、（１）のテレビ会議・電話会議での開催を基本とするが、（１）での開

催が難しい場合又は必要に応じて、（２）、（３）の方法を活用して行う。なお、審査会

合等における一般傍聴の受付は行わない。 

 

（１）テレビ会議・電話会議 

○テレビ会議又は電話会議により会合を開催する2。 

○会合は、原則としてインターネット動画サイトによる生中継を行う3。 

○申請者からの資料は事前に提出を受け、公開する4。 

 

（２）申請者側の人数を限定した審査会合（テレビ会議・電話会議を補充的に活用する） 

○地質図等、細かい図面をスクリーンに投影し指示しながらの議論が必要な会合につい

ては、委員及び職員の感染防止並びに出席者の移動による感染の拡大防止の観点から、

                                                                                
1 新規制基準適合性に係る審査会合、輸送容器に関する審査会合、事故トラブル事象への対応に関する公開会合、特定原子

力施設監視・評価検討会、東海再処理施設安全監視チーム、もんじゅ廃止措置安全監視チーム、経年劣化管理に係る

ATENAとの実務レベルの技術的意見交換会をいう（以下同じ。）。今後、成立性を確認した上で、必要に応じ、他の会合

へも拡張する。 
2 外部有識者もテレビ会議又は電話会議で参加することを可能とする。 
3 従来どおり、機材が不足する場合等は、事後的に録音・録画をインターネット動画サイトに掲載することにより公開す

る。 
4 視聴者の理解を助ける観点から、発言者（規制庁の○○、××電力の▽▽）や議論の対象（資料□の○ページ）を明確化するよう発言を

心がける。 

資料４ 
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申請者側の説明者を２名程度に限定した上で、対面形式で開催する。 

○会合は、通常の審査会合等と同様に、インターネット動画サイトによる生中継を行う。 

○会合資料に関しては、（１）と同様とする。 

○説明者が絞られることで補足説明等が必要となる場合は、テレビ会議又は電話会議に

より補足説明を受ける（この会議の取扱いは、（１）に準ずる。）。 

 

（３）書面審査 

○特定重大事故等対処施設に係る審査などセキュリティの観点からテレビ会議・電話会

議を利用できない場合、又は原子力規制庁の判断事項・指示事項が明らかである場合

は、審査会合等に出席している委員の了解を得て、担当指定職名で、判断事項・指示

事項を書面で申請者に送付する。送付した書面は原子力規制委員会ホームページ上で

公開5する。 

○送付した書面に対する回答は文書で求め、回答文書は原子力規制委員会ホームページ

上で公開する。 

 

３．ヒアリングの取扱い 

ヒアリングはテレビ会議・電話会議での開催を基本とするが、審査会合等に比べて実施

数が多いため、自動文字起こしソフトを用いた議事録（自動文字起こし結果）を作成し、

公開する6。 

また、特定重大事故等対処施設に係るヒアリングについては、２．（３）に準ずる。 

 

４．今後の予定 

以上の取扱いについて了承いただいた場合には、今後、審査会合等の相手方とシステム

の接続確認を行うなど会合の成立可能性を確認した後、会合の日程を調整し、日程を公表

の上、会合を開催する。 

                                                                                
5 セキュリティ等の観点から非公開とすべき情報については、必要な処理を施した上で公開する。 
6 機材等が不足する場合等は、議事概要を作成し公開する。 
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審査の透明性向上に向けた対応策について 

 
 

平成 30 年 6 月 6 日 
原 子 力 規 制 庁 

  
 
  

１．背景と趣旨 

（１）これまでの取扱い 

実用発電用原子炉に関する新規制基準適合性の審査は、設置変更許可、工事計画認可、保安規

定変更認可に係るものにより構成される。これら許認可に係る審査では、事業者の申請に対し、

記載内容等に関する事実確認を行った上で、それぞれ対応する規制基準条文への適合性を確認

（判断）している。 

 

①許可に係る審査の取扱い 

このうち設置変更許可に係る審査における適合性の確認は、原則として担当の原子力規制委員

が出席する公開の審査会合で行うこととし、特定重大事故対処施設に係る審議等一部について

非公開の審査会合で取り扱う、あるいは、案件等に依っては委員が出席しない審査会合を行う

との取扱いをしてきた。 

また、審査会合に先立って、事業者資料の記載内容等の事実確認等を実施するために事務局で

ヒアリングを実施するが、当該ヒアリングは基準適合性の確認を行うものではなく、また、必

要に応じ随時開催するものであることから非公開とし、事後に議事概要及び資料を公開してき

た。 

 

②認可に係る審査の取扱い 

認可にかかる審査は、許可がなされた方針の下で個々の施設等が技術基準を満たすことを確認

する実務的なものであることから、記載内容等の事実確認や基準適合性の確認といった審査プ

ロセスの段階に応じた取扱いの差を設けず、事務局による会合を通じて審査を行ってきた。そ

の際、審査結果の取りまとめ段階等節目の機会に審査会合を開催してきた。 

資料３ 
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（２）原子力規制委員会からの問題提起 

 平成 30 年度第 5 回原子力規制委員会（平成 30 年 4 月 25 日）において、公開の会合に先立

って実施する事務局ヒアリングは多数回実施するべきものではないこと、事業者が公開会合で

提示する予定の資料を事前の事務局ヒアリングで改善させるかのごとくの作業は止めるべきで

あること、ヒアリング偏重にならないようにすること等の指摘がなされた。 

 当該指摘を踏まえ、審査の透明性の一層の向上のため、以下の改善を行うこととしたい。 

  

２．改善の方向性 

（１）許可に係る審査の取扱い 

 許可に係る審査ついては、基準適合性の確認は審査会合で実施するものであり、事前のヒ

アリングは事業者資料の記載内容等の事実確認等のためであって当該資料を改善させるた

めのものではなく、最低限に止めるとの方針を、審査に携わる原子力規制庁職員に改めて

周知する。 

 当該方針の履行を徹底するため、審査会合前のヒアリングは、同一案件については目安と

して 2 回までとし、それ以上のヒアリングが必要と考えられる場合であっても、その時点

で一度、公開の審査会合において取り上げることとする。 

 事業者の調査検討や資料準備が長期にわたるケースや、特定重大事故対処設備等にかかる

案件等非公開会合での審議が続くケース等のため進捗が見え難くなること等を避けるため、

新規制基準に係る全ての許可案件について、数ヶ月に 1 回など一定期間毎に公開の審査会

合に事業者の出席を求め、状況を報告させるとともに、未解決の論点については規制側と

事業者側のどちらがボールを持っているかを確認することとする。 

 

（２）認可に係る審査の取扱い 

 認可に係る審査は、これまで通り事務局を中心とする会合を通じて実施し、進捗状況等に

応じ、公開の審査会合に付議することとするが、透明性を高めるため、進捗状況等に依らず

一定期間毎に公開の審査会合を開催し、事業者の出席を求め、状況を報告させるとともに、

未解決の論点については規制側と事業者側のどちらがボールを持っているかを確認するこ

ととする。 
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 また、事務局中心の審査を行う中で安全上の重要な論点が出た場合や、審査方針や確認手

法を明確化しておく必要がある場合等、より早い段階で公開の審査会合に付する等の工夫

を行うこととする。 

 

（３）その他 

 実用発電用原子炉以外の施設等に係る新規制基準適合性審査の取扱いについては、実用発

電用原子炉に係る改善策の趣旨を踏まえつつ、審査対象施設や審査の状況に応じ、適切に

対応を図ることとする。 

 



被規制者との会議、面談等の公開に関する基本的な考え方について 

（第２回） 
 

平成30年12月５日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１ 概要 

本資料は、平成30年度第38回原子力規制委員会における議論を踏まえ、被規制

者との会議、面談等の公開に関し事務局における検討状況を示すものである。原

子力規制委員会において今後の進め方について議論いただき、その内容を踏まえ、

平成31年４月から試運用を開始するべく準備を進めることとしたい。 

 

２ 面談等の公開の運用方針について 

機材の整備等の都合により、対象となる全ての面談等を直ちに公開することは

困難であるため、準備が整った会議室における面談等について、試運用という形

で順次公開していくこととしたい。 

この際、手法となり得るのは以下の３案が考えられる。 

 

（案１）録画・録音の公開  
○面談等を行う会議室に設備（テレビ会議システム）を設置し、定点カメラによ

り録画・録音を行い、後日、動画配信サービスにアップロードする。 

○面談等においては不開示情報が撮影・録音されないよう留意することを基本と

するが、不開示情報が記録された場合は、当該箇所のみ映像及び音声を編集す

る。 

○議事要旨は、検索性等を考慮し、これまでどおり作成する。 

○映像記録等設備及び映像の配信システムに係る経費が他の案と比して高額とな

る。加えて、映像を複数年保存・配信するための経費が累積的に増加する。 

（※定点カメラによる撮影映像については、別紙参考資料を参照。） 

 

（案２）録音・自動文字起こし結果の公開  
○面談等を行う会議室に設備（録音用マイクセット）を設置し、録音を行い、後

日、音声配信サービスにアップロードするとともに自動文字起こしソフトウェ

アにより作成された文字起こし結果（以下、「自動文字起こし結果」という。）

を規制委員会ホームページ上にて公開する。 

○面談等においては不開示情報が録音されないよう留意することを基本とするが、

不開示情報が記録された場合は録音及び自動文字起こし結果を編集する。 

○自動文字起こし結果を公開することから、議事要旨の作成は行わない。 

○自動文字起こし結果は誤りがあり得る旨を注記することで、担当者による内容

の確認作業を省略する。 

○音声を複数年保存・配信するための経費が累積的に増加する。（案の１に比べ、

データ量は少ない。） 
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（案３－１）議事録の公開  
○面談等を行う会議室に設備（録音用マイクセット）を設置し、録音を行い、後

日、自動文字起こし結果から担当者により確認・修正したものを、議事録とし

て規制委員会ホームページ上にて公開する。 

○面談等において不開示情報を議論したときは、議事録を編集する。 

○他の案と比して最も安価に導入できる。 

○議事録の作成にあたり、担当者による確認・修正作業が必要となるため、他の

案と比して相当程度の業務負担となる。 

 

（案３－２）自動文字起こし結果の公開  
○面談等を行う会議室に設備（録音用マイクセット）を設置し、録音を行い、後

日、自動文字起こし結果を規制委員会ホームページ上にて公開する。 

○面談等において不開示情報を議論したときは、自動文字起こし結果を編集する。 

○他の案と比して最も安価に導入できる。 

○自動文字起こし結果をそのまま掲載することで担当者の事務上の負担が軽減で

きる。この場合、自動文字起こし結果は、誤りがあり得る旨を注記する。 
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（参考資料） 

 

＜定点カメラによる映像の例＞ 
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被規制者との会議、面談等の公開に関する基本的な考え方（案）について 

（議論用ペーパー） 

 

平成 30 年 10 月 31 日 

原 子 力 規 制 庁  

 

本議論用ペーパーは、平成 30 年度第 34 回原子力規制委員会での指摘を踏まえ、

議論のためのたたき台として、被規制者との会議、面談等の公開に関する基本的な考

え方の案を示すものである。これについて原子力規制委員会において検討していた

だき、その内容を踏まえ、具体的な運用方針を取りまとめ、改めて原子力規制委員会

に諮ることとしたい。 

なお、従前、非公開で行うこととしていた会合を公開で行うこととするなど透明性を

高めるための運用の変更は、同取りまとめを待たず、順次行うこととする。（さしあたり、

これまで非公開で実施していた廃止措置計画の認可申請に係る審査を公開会合で

行う。） 

 

１ 対象についての考え方 

（１） 「原子力規制委員会の業務運営の透明性の確保のための方針」（平成 24 年 9 月

19 日原子力規制委員会決定。以下「透明性内規」という。）の別表 1 注 4 におい

て、内容を公開することとされる被規制者等との面談のうち、行政側が原子力規制

庁の職員のみであるものを対象とする。 

（２） 被規制者等としては、透明性内規の別表 1 注 3 において定義される者（いわゆる

原子力事業者等）を対象とする。 

 

２ 公開原則についての考え方 

 原子力規制庁職員が規制業務（法令に基づく許認可等の行政処分に係る審査、規

制基準類の策定、規制目的の行政指導等）を遂行するため被規制者等との間で行う

会議は、次のような例外を除き、公開で行う。 

（例外とするものの例） 

① 不開示情報を含むなど、内容が公開できないもの。 

② 単なる書類の受取りなど、会議又は面談としての実質のないもの。 

③ 会議又は面談の日程調整や現地調査に係る庶務的事項等の事務手続その他

の許認可等の審査に関する技術的内容を含まないもの。 

 

 

 

参考１ 
平成３０年１０月３１日第３８回原子力規制委員会 資料３ 
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３ 公開の形式についての考え方 

透明性や検証可能性を確保しつつ、より多くの会合を公開とするべく、以下の（１）

のような従来から実施している形式の会合に加え、（２）のような公開の仕方を工夫する。

これらについて早期に試行を開始するとともに、運用を積み重ね、継続的な改善を図

る。 

（１） 規制に関する見解の表明や問題点の指摘等、規制上の判断にわたる内容を含

む会議について、議事の公開（会議室での傍聴）に加え、動画の同時配信や逐

語議事録の作成公表を行うもの。なお、かかる形式による公開については、同時

に行うことができる件数に限りがあること（開催時期が遅くなるものが生じうること）

及び逐語議事録の作成に相当の経費を要することに留意が必要である。 

（２） （１）による公開で行う会議の準備として行われる提出書類の内容の確認や現況の

説明聴取のための会議等について、全体を録音録画し、概要とともに、速やかに

原子力規制委員会のホームページで公開するもの。なお、非公開情報の取り扱

いについては必要な措置を講じる。 
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原子力安全、核セキュリティ及び保障措置の調和に係る実務 

 

平 成 3 1 年 4 月 

原 子 力 規 制 部 

放射線防護グループ 

 

１．はじめに  

原子力規制委員会1での議論を踏まえ、安全、核セキュリティ及び保障措置

に関して、原子力規制庁の担当部局間の連携を深めるため、事業者から許認可

申請がなされた場合及び検査等を行う際の実務を示す。 

 

２．審査等における実務  

（１）対象とする申請 

原子力施設において新たな設備の設置、既存設備の改造、運用面の変更

等を伴うものとして、以下の申請を相互の情報共有の対象とする。 

（原子力安全に係る申請） 

 設置（変更）許可申請（事業変更許可、届出及び承認申請も含む。） 

 工事計画（変更）認可申請（届出も含む。） 

 設計及び工事の方法（変更）認可申請 

 保安規定（変更）認可申請 

 廃止措置計画（変更）認可申請（届出も含む。） 

（核セキュリティに係る申請） 

 核物質防護規定（変更）認可申請 

 

（２）情報共有の流れ 

 原子力規制部、核セキュリティ部門及び保障措置室は、以下の情報共

有を実施する。 

① 安全に係る申請がなされた場合の情報共有の流れ 

 原子力規制部は、安全に係る許認可申請があった場合、当該申請事

業者が、当該申請に係る対策等が核セキュリティ側の対策及び保障措

置の実施に影響を与えるものかどうかを確認した結果を申請概要等と

ともに核セキュリティ部門及び保障措置室に共有する。 

 

 

                                                   
1 平成 30年度第 5回原子力規制委員会（平成 30年 4月 25日）及び平成 30年度第 27回原子

力規制委員会（平成 30年 9月 5日） 

YAMAGAMI001
テキストボックス
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② 核セキュリティに係る申請がなされた場合の情報共有の流れ 

 核セキュリティ部門は、核物質防護規定に係る認可申請があった場

合、当該申請事業者が、当該申請に係る対策等が安全側の対策及び保

障措置の実施に影響を与えるものかどうかを確認した結果を申請概要

等とともに原子力規制部及び保障措置室に共有する。 

 

③ 保障措置機器の取付け等に係る情報共有の流れ 

保障措置室は、保障措置機器の更新、新設等が必要な場合、ＩＡＥ

Ａから機器の仕様、設置場所等の情報を入手し、事業者に伝える。ま

た、事業者が安全及び核セキュリティ側の対策に影響を与えるかどう

かを確認した結果を原子力規制部及び核セキュリティ部門に共有す

る。 

 

④共通事項 

 ①～③の共有があった場合、共有された情報を確認し、悪影響等が

懸念される場合には、必要に応じて関係者同席の下での事業者面談

や、ＩＡＥＡとの協議等を行い、相互の悪影響等を可能な限り排除す

べく取り組む。 

 

３．検査等における実務  

（１）安全に係る検査等における情報共有の流れ 

 安全に係る検査官が検査等を実施する中で他の措置に関し気付き事項が

あった場合には、本庁の当該措置の担当部署にその内容を電話等で直接連

絡する。 

 

（２）核セキュリティ及び保障措置に係る検査等における情報共有の流れ 

  核セキュリティに係る検査官又は保障措置の査察官が、他の措置に関し

気付き事項があった場合には、必要に応じ、本庁の当該措置の担当部署に

情報共有等を行う。 

 

（３）共通事項 

（１）又は（２）の共有があった場合、共有された情報を確認し、悪影

響等が懸念される場合には、必要に応じて関係者同席の下での事業者面談

や、ＩＡＥＡとの協議等を行い、相互の悪影響等を可能な限り排除すべく

取り組む。 
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原子力安全、核セキュリティ及び保障措置の調和に向けた 

対応状況について 
 

平成３０年９月５日 

原 子 力 規 制 庁 

１．背景 

原子力安全、核セキュリティ1及び保障措置（以下「３Ｓ」という。）は、相互に依存し

干渉する可能性があることから、原子力規制委員会では３Ｓの調和に努めてきた。この調

和をより高いレベルで実現することを念頭に、平成３０年度第５回原子力規制委員会で

「原子力安全、核セキュリティ及び保障措置の調和に向けた検討について」が議論され、

対応方針が決定された。 

 本資料は、同委員会以降、原子力規制庁が実施してきた内容等を報告し、今後の進め方

について指示を仰ぐことを企図するものである。 

 

２．実施状況報告事項 

（１）被規制者への伝達と状況確認 

（課題）被規制者に対し、３Ｓの調和を図りつつ原子力施設を管理する一義的責任は被

規制者にあることを改めて認識させ、必要な対応を促す。 

原子力規制庁職員が被規制者と面談を行い、被規制者に対し、３Ｓのそれぞれに係る

基準を満たすことはもとより、相互の悪影響を可能な限り排除し、適切な措置を講じる

よう求めるとともに、被規制者より、３Ｓの調和に係る体制、実施状況等を聴取した。

面談は、全ての許可・指定事業者のうち核物質防護規定を定めることとされている２７

社に対して実施した。 

 

①比較的規模の大きい被規制者（発電用原子炉、再処理、加工等の被規制者） 

社内規程等により３Ｓ相互の悪影響を設計段階で排除すべく、担当部署間で確認を

行う等の手続が定められているとの説明がなされた。なお、そのような手続に付議する

か否かの判断が、原子力安全（以下「安全」という。）の設計担当部署のみに委ねられ

る等、対応の漏れを防ぐため一層の取組が望ましい場合も見られたが、被規制者自身も

その点を認識し、対応を進めていくとの説明がなされた。 

 

②比較的規模の小さい被規制者（大学、使用施設等の被規制者） 

少人数の担当者が３Ｓの複数の措置の担当を兼ねるため、特段の手続等を定めるま

でもなく相互の悪影響が排除されうる状況であるとの説明がなされた。 

 

（２）原子力規制庁内の組織的な体制整備 

（課題）職員への研修等の具体策や、信頼性確認制度の指定範囲を検討する。 

３Ｓの関係業務に携わる職員がそれぞれの措置の知識を一定程度有するために、一

部研修の相互受講等の工夫を行うこととする。また、核セキュリティに係る情報の保護

を理由として、新検査制度のため現地に駐在する原子力検査官（以下「現地検査官」と

いう。）の活動が阻害されない状態を担保する観点も含め、既に信頼性確認制度を適用

                                                
1 核セキュリティは RI 法に基づく措置等も含めた広範な概念であるが、本資料では、原子炉等規制法で要求してい
る核物質防護を指す用語として核セキュリティを用いることとする。 

資料３ 

YAMAGAMI001
四角形

YAMAGAMI001
テキストボックス
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している本庁職員に加え、現地検査官等に対する適用に向けた検討を進めている。 
 

（３）現行体系下における原子力規制庁内の情報共有の工夫 

（課題）関係部署間及びＩＡＥＡとの相互の情報共有の具体策を検討する。 

被規制者から安全や核セキュリティに係る許認可申請がなされた場合、当該担当部

署から他の措置の担当部署に照会して、それぞれの観点から悪影響がないかを確認す

る旨の運用を本年７月から本格的に開始した。この確認に際しては、必要に応じ、被規

制者との面談への３Ｓ関係者の同席等を実施することとしている。 

また、保障措置と他の措置との間で悪影響が懸念される場合、被規制者の対応に必要

な情報を明確化した上で、ＩＡＥＡを含む関係者間で情報共有や協議を実施している。 

 

３．検査上の取扱い（検討状況報告事項） 
（課題）新検査制度の下での現地検査官等の所掌の範囲や役割分担等を整理する。また

問題に気付いた際の情報の流れや管理等を明確化する。 

新検査制度では、安全に係る検査官と核セキュリティに係る検査官とが「原子力検査

官」に統合された。他方で、安全と核セキュリティとでは、検査官が有するべき知識や

知見、経験はそれぞれ別のものが求められるため、昨年開始した資格制度ではそれぞれ

別の研修コースの受講等を求め、実際上、各検査官の担当分野を峻別している。また、

安全に係る検査の中でも専門的知識が必要なものは本庁の専門検査部門が主体となっ

て実施する予定であることや現地検査官が担う業務量等も考慮し、当面は、現状通り現

地検査官は安全に係る検査等を主に実施することとする。 

ただし、現地検査官が安全に係る検査等を実施する中で、核セキュリティに関する実

態も目にすることが想定されるため、現地検査官は、核セキュリティに関し気付き事項

があった場合には、その内容を本庁の核セキュリティ部門に電話等で直接連絡し、連絡

を受けた同部門が必要な対応を行うこととする。また、保障措置に関し気付き事項があ

った場合にも、同様にその内容を本庁の保障措置室に直接連絡することとする。本対応

は、本年１０月に始まる新検査制度の試運用フェーズ１から可能な範囲で実施する。 

核セキュリティに係る検査官や保障措置の査察官が他の措置の問題に気付く機会は

限定的だと考えられるが、必要に応じ、本庁の関係部署間での情報共有等により３Ｓの

調和を図ることとする。 

なお、総合的な評定については、来年４月以降の試運用フェーズ２での試行を予定し

ており、試運用フェーズ１の状況等も踏まえて検討する。 

 

４．審査に関する制度上の明確化（要審議事項） 
（課題）３Ｓの調和に係る要求について、制度上の明確化に係る検討を進める。 

原子炉等規制法は公共の安全のために原子力施設等に関し必要な規制を行うもので

ある。その具体的規制内容として３Ｓに係る措置が規定されているが、相互に関連性を

持って規定されていないため、相互の規定の間に橋渡しをするためには制度上の手当

が必要である。この手当は、原子炉等規制法の目的等を踏まえれば、法の趣旨に合致す

るものと考えられる2。制度上の手当を検討するに際しては、以下のような論点3に関す

                                                
2 安全に係る規制では災害の防止上支障がないことを、核セキュリティに係る規制では特定核燃料物質の防護上十分

であることを確認することとしていることに留意が必要。 
3 ここでは実用発電用原子炉に係る規制を念頭に整理する。 
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る整理が必要である。 

 

①規制基準か、審査手続か 

 規制基準に３Ｓの調和にかかる要求を組み込むことは、被規制者に適合義務を課す

ものであり、被規制者が許認可申請においてその適合性を示し、規制側が審査でこ

れを確認できない限り、許認可がなされないこととなる。 

 他方、審査手続として定める場合には、個々の申請に対し、規制側が関係部局内で

の情報共有を通じ、３Ｓ相互の悪影響がないかを確認することとなる。 

 なお、安全に係る審査は公開で、核セキュリティに係る審査は非公開で実施してき

ているところ、両者の接点に係る審査については、その公開性に係る議論が必要で

ある。 

 

②設置許可の段階からか、後段規制の段階か 

 規制基準として定める場合、設置許可の段階から組み込む方法と、後段規制の段階

に組み込む方法がある。 

 それぞれに意義や効力は異なり、例えば、最も上流の設置許可段階に組み込むこと

は、基本方針として宣言させる意義はある一方で観念的なものとなる。他方で、後

段規制の段階に組み込むことは、具体的な設備や体制等についての確認となりうる。 

 なお、核セキュリティに関しては、設置許可の段階に係る規定はなく、核物質防護

規定認可に係る手当を行うこととなる。 

 

③個々の設備（ハード面）か、体制整備（ソフト面）か 

 規制基準として定める場合、設置許可基準や技術基準等での個々の設備（ハード面）

に係る手当と、技術的能力や品質基準、保安規定等での体制整備（ソフト面）に係る

手当がありうる。 

 ハード面に係る手当をした場合、個々の設備等に関し悪影響が排除されていること

を被規制者が示し、規制側が審査でその妥当性を確認することとなる。また、設置

許可基準や技術基準で手当した場合はバックフィットの対象となる4。 

 ソフト面に係る手当をした場合、３Ｓの調和のための組織体制、手続や文書管理等

の整備を求め、その妥当性を審査で確認することとなる。この手当は、被規制者に

３Ｓの調和に係る措置を求め、規制側は、被規制者が適切な体制・手順等によりこ

れを実施していることを確認するというものであり、監査的手法を志向する規制の

方向性と整合性があると考えられる。 

 

 ④悪影響排除か、最適化か 

 ３Ｓの調和として３Ｓ相互の悪影響の排除を求めることは、基準適合性の確認に際

し他の措置にも着目し遺漏無きことを念押しするものであり、規制要求する事項と

しては馴染みやすいものと考えられる。 

 他方、最適化までを求めることは、３Ｓを総合的に見てより良い対応を求めるもの

であり、規制側で具体的な基準を設定することは難しいものの、そのための取組を、

３Ｓのそれぞれに係る要求を満たすべく施設を管理する一義的責任を有する被規制

者に対して要求することは、自然なものであると考えられる。 

                                                
4 現行の許認可でそれぞれの基準適合性を既に確認していること等を踏まえ、適切な経過措置を定めることが重要。 
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原子力安全、核セキュリティ及び保障措置の調和に向けた 

検討について 
 

平成３０年４月２５日 

原 子 力 規 制 庁 

１．はじめに 

原子力安全、核セキュリティ及び保障措置は、それぞれ別個に存在するもので

はなく、相互に依存し干渉する可能性がある。原子炉等規制法においては、これ

らに係る要求は相互に関連性を持って規定されていないが、これらに係る規制を

一元的に所管する原子力規制委員会においては、原子力安全文化に関する宣言及

び核セキュリティ文化に関する行動指針において原子力安全と核セキュリティ

の調和を明記するなど、これらの調和に努めてきた。 

今般、ＩＲＲＳにおいて明らかになった課題1を踏まえ、本年４月から本庁職員

の信頼性確認制度が開始されること、また、本年１０月からは新検査制度の試運

用が開始されることを踏まえ、原子力安全、核セキュリティ及び保障措置の調和

をより高いレベルで実現することを目指し、改めて課題等を整理し、対応の方向

性について検討することとしたい。 

 

２．現状 

 検討にあたり、ここでは、（１）本庁を中心に実施される審査の側面、（２）現場

を中心に実施される検査の側面での現状を確認する。 

（１）審査の側面 

原子力安全に係る審査は、原子炉設置（変更）許可及び後段の認可に係る審査

等によって、また、核セキュリティに係る審査は、核物質防護規定（変更）認可

に係る審査によって、それぞれ別の担当部局において実施される。これまで、原

子力安全に係る措置と核セキュリティに係る措置との調和を図り、一方の措置が

他方の措置へ悪影響を及ぼすことなく、それぞれの措置が有機的に機能するよう、

審査に際し担当部局間で情報共有を行うなどの連携を図ってきた。しかしながら、

他の措置との干渉が発生する事例も見られる（別紙事例集）。 

また、保障措置に係る審査として、事業者自らが国際規制物資の適正な計量及

び管理を確保するために定めた計量管理規定（変更）認可に関する審査が実施さ

れる。そもそも保障措置は、ＩＡＥＡとの協定の中で原子力安全に適合するよう

な態様で実施することとされているが、保障措置に係る措置と原子力安全及び核

セキュリティに係る措置との間で、一方の措置が他方の措置へ悪影響を及ぼさな

                                                
1 平成 28 年度第 5 回原子力規制委員会（平成 28 年 4 月 25 日開催）において、「原子力安全

とセキュリティに対する規制がより一層統合された形で行われるような仕組みの構築」が

IRRS において明らかになった課題の１つとして決定された（課題 No.6）。 
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いための審査手順は明確化されておらず、他の措置との干渉が発生する事例も見

られる（別紙事例集）。 

 

（２）検査の側面 

 現行の原子炉等規制法では、原子力安全に係る検査と核セキュリティに係る検

査は別の制度とされ、原子力安全に係る検査は各サイトに常駐する検査官（現地

検査官）、核セキュリティに係る検査は一部を除き本庁の検査官が対応している。

これらの検査は、新検査制度の下では原子力規制検査として一元化され、平成３

２年４月からの本格施行に向け、本年１０月から試運用を予定している。 

なお、保障措置に係る検査等は、査察官及び指定された外部機関により実施さ

れており、この体制は新検査制度に影響されない。 

 

３．調和に向けた対応方針 

 ２．現状を踏まえ、ここでは、（１）審査の側面、（２）検査の側面、及び審査・

検査の両方に関係するものとして（３）横断的事項への対応の側面に整理して、講

じるべき対応方針を示す。 

 

（１）審査の側面 

① 原子力安全、核セキュリティ及び保障措置の調和に係る要求について、制度

上の明確化に係る検討を進める。 

② 被規制者に対し、原子力安全、核セキュリティ及び保障措置の調和を図りつ

つ原子力施設内に存在する施設・設備を管理する一義的責任は被規制者にあ

ることを改めて認識させ、必要な対応を促す。 

 

（２）検査の側面 

① 原子力安全、核セキュリティに関する検査について、現地検査官等の所掌の

範囲や役割分担等（現地検査官は核セキュリティに係る検査を実施するか、

等。）及び現地検査官から本庁への情報共有に関する情報の流れや管理等（情

報共有関係は、現地検査官が核セキュリティに係る検査を行わないと整理す

る場合であっても、日常の巡視の中で検査官が核セキュリティに係る問題に

気付いた際の事項として検討。）を明確化する。 

② 原子力安全に係る事項と核セキュリティに係る事項が含まれる総合的な評

定等の運用方法を検討する。 

③ 原子力規制庁査察官が原子力安全や核セキュリティについて、現地検査官等

が保障措置についての問題に気付いた際の情報共有の具体策等を検討する。 
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（３）横断的側面 

① 本庁の担当部局間の連携を深めるため、関係部局間での相互の情報共有の具

体策を検討する。 

② 保障措置とその他の措置との干渉が懸念される場合には、必要な情報をＩＡ

ＥＡを含む関係者間で事前に共有するための具体策を検討する。 

③ 担当業務への相互理解の醸成を図るため、関係する検査官を含めた職員に対

する研修等の具体策を検討する。 

④ 情報の流れや管理等について、特に地方事務所を考慮して整理する。 

⑤ 信頼性確認制度の運用に際し、核セキュリティ情報（特定核燃料物質の防護

に関する秘密）にアクセスできる職員の指定範囲の明確化について検討する。 

⑥ 必要な規程類及び情報システムを整備する。 

 

４．今後の進め方 

３．（１）②及び３．（３）①については、被規制者への注意喚起、本庁内の関

連部局間での連携手順を定める等、早急に具体化を進める。その他の事項につい

ては、本年夏頃を目途として、新検査制度の試運用等のスケジュールも念頭に、

順次原子力規制委員会に報告する。 

なお、（２）①の検討に際しては、諸外国の実態などについても調査を進める。 
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原子力安全、核セキュリティ及び保障措置の相互干渉の可能性が 

発見される等の事例集 
 

 

◯事例（安全と核セキュリティ） 

【事例１－①】 

 中央制御室の扉の取替工事に係る核物質防護規定変更認可の審査において、

当該工事による中央制御室の遮蔽性能、耐震性等への影響が個々に示されてい

なかった。 

 庁内関係部局による情報共有が行われなければ、安全への影響が十分に確認

されない可能性があった。 

 

【事例１ー②】 

重大事故等発生時のアクセスルートに係る審査においては、審査の申請書等

に核物質防護に係る具体的な情報が記載されていないため、当該ルート上に防

護設備が設置されていないか等、審査において十分な注意が必要となる。 

 

【事例１－③】 

防護措置のため電源車と燃料タンクを設置したところ、使用済燃料冷却用水

用熱交換器の近傍に燃料タンクが存在することは火災防護の観点から技術基準

の要求事項に抵触する可能性があった。 

そのため、電源車等を撤去する等核物質防護規定を変更した。 

 

【事例１－④】 

 火災防護対策のため周辺防護区域外の森林を伐採し地面をモルタルで固める

措置を実施した。 

 その結果、このモルタル措置により地面が高くなり、結果的に周辺防護区域境

界のフェンスを乗り越えやすい状態となったため追加の防護措置を実施した。  

別紙 



 

2 

 

 

◯事例（安全と保障措置） 

【事例２－①】 

 保障措置機器の保守のため、IAEA 査察官が機器を確認したところ、電池に焼

痕があり、公設消防により火災と判断された。仮に延焼に至った場合、施設の安

全に影響を及ぼす可能性があった。 

IAEAによる調達の不備により、非正規品の電池が使用されていた。 

 

【事例２－②】 

新規制基準適合への対応に伴い施設内で実施される耐震補強作業等が監視装

置の視野障害等、保障措置活動の妨げとなる事例がある。 

 

◯事例（核セキュリティと保障措置） 

【事例３－①】 

IAEAが査察活動として施設の写真撮影を行う場合がある。 

撮影された写真は、事業者の核物質防護担当部署が核物質防護情報が含まれ

ていないことを確認した上で IAEAに提供されるが、確認に時間を要したために

IAEA から写真改ざんの疑義を掛けられる可能性や、防護情報が含まれているこ

とを理由に IAEAに提供できない事例がある。 

 



   

 

試験研究用等原子炉施設における新規制基準への適合性審査 

に係る今後の進め方について 
 

平成２８年２月１７日 

原 子 力 規 制 庁 

 

 原子力規制庁は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原

子炉等規制法」という。）の改正に伴い制定した新規制基準への適合性を確認するた

め、原子炉設置変更許可及び保安規定変更認可の申請がなされている試験研究用等原

子炉施設（以下「試験研究炉」という。）の審査を実施しているところ。 

 

 

今後、原子炉設置変更許可の審査が進捗している試験研究炉の設計及び工事の方法

の認可（以下「設工認」という。）の申請が見込まれることから、これら審査等を次

のように進めることとしてはどうか。 

 

１．原子炉設置変更許可について 

 原子炉設置変更許可に係る新規制基準への適合性審査を引き続き実施し、審査書案

が取りまとまった時点で原子力規制委員会において審議する。その上で、原子炉等規

制法に基づく文部科学大臣及び原子力委員会への意見聴取を行う。 

 

２．保安規定変更認可について 

 保安規定変更認可の申請がなされたものに対しては、原子炉設置変更許可に係る審

査と併行して審査を進めつつ、「試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の

審査基準」に基づき、認可の判断を行う。 

 

３．設工認及び使用前検査について 

 今後の申請が見込まれる設工認については、原子炉設置変更が許可された場合は、

申請内容の設置変更許可との整合性、品質管理の方法等を含めた技術上の基準への適

合性について審査し、認可の判断を行うとともに、申請に基づき使用前検査を行う。

設工認及び使用前検査の対応方針については、別紙 1のとおりとする。 

 

４．上記審査に係る意見募集について 

試験研究炉の新規制基準適合性審査に係る科学的・技術的意見の募集については、

別紙 2のとおりとする。 
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試験研究用等原子炉施設等に係る設計及び工事の方法の認可申請の 

審査及び使用前検査の進め方について 
 
 

１．背景 

試験研究用等原子炉施設（以下「試験研究炉」という。）に係る新規制基準

への適合性審査については、現在、原子炉等規制法に基づく原子炉設置変更許

可及び保安規定変更認可の申請がなされており、原子炉設置変更許可に係る審

査を中心に進めている。 

今後は、新規制基準への適合のため、設計及び工事の方法の認可（以下「設

工認」という。）の申請が見込まれている。この審査及び使用前検査の対応方

針については、基本的に発電用原子炉施設に係る工事計画認可の審査及び使用

前検査の進め方 1),2)と同様の方針とする。その上で、試験研究炉に係る事項に

ついて、下記の２．及び３．のとおりとする。また、この方針を基に、個別の

試験研究炉のリスクの程度等を考慮し、審査及び検査を進めるものとする。 

なお、他の核燃料施設※１における設工認の審査及び使用前検査の対応方針も、

基本的にはこれと同様とする。 

 

※１ 核燃料加工施設、使用済燃料貯蔵施設、使用済燃料再処理施設、廃棄物管理施設 

 

２．設工認申請の対象及び審査の対応方針について 

  ○設工認申請の対象は、新たに設置する規制対象の構築物、系統及び機器

又は新たに規制対象となる既設の構築物、系統及び機器（重要度分類等

の変更に伴い新たに安全機能に位置付けられたものを含む。）に加え、追

加の工事等を伴う又は設計の変更（基準地震動等の変更並びに設計竜巻、

火災影響及び溢水影響に係る入力条件の追加等を含む）が生じる全ての

構築物、系統及び機器とする※２。 

※２ 既認可対象の機器等についても、基準適合の観点から、申請範囲を改めて見

直すことがあり得る。 

  ○上記に伴い、通信連絡設備等や安全避難通路等に係る汎用の設備機器等

についても新たに設工認の対象に含まれることとなる。 

  ○これらの汎用の設備機器等については、それらが有する安全機能等を踏

まえた上で、更新や交換等に係る基本方針について、設工認の審査及び

その後の使用前検査（事業者の品質管理の方法を含む）で要求水準が満

足されることを確認する。この確認ができたものについては、今後、そ

                                                   
1) 平成２６年５月２日原子力規制委員会資料４「発電用原子炉施設に係る工事計画認可の審

査及び使用前検査の進め方について」 
2) 平成２７年３月１１日原子力規制委員会資料１「実用発電用原子炉施設に係る工事計画認

可後の使用前検査の進め方について」 

別紙１ 
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の基本方針に沿った更新や交換等に限っては、設工認申請や使用前検査

を必要としない等の対応を行うことができるものとする。なお、当該設

備機器等の更新や交換等については、その後の施設定期検査及び保安検

査等を通じ必要な確認を行うこととする。 

  ○事業者の品質管理の方法等については、試験研究炉のリスクの程度等を

考慮し、管理のレベルが適切なものとなっていることを、「試験研究の用

に供する原子炉等に係る試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係

る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則」

への適合に係る審査において確認する。 

 

３．使用前検査の対応方針について 

  ○具体的な検査の内容については、検査対象となる構築物、系統及び機器

が有する安全機能等を勘案し、個別に判断することとする。 

  ○例として、設計の変更（基準地震動等の変更並びに設計竜巻、火災影響

及び溢水影響に係る入力条件の追加等を含む）が生じるが、工事を伴わ

ない構築物、系統及び機器については、実際の構築物、系統及び機器に

関する検査と、事業者の品質管理の方法等に関する検査とを組み合わせ

て使用前検査を実施する等の対応方針が考えられる。 
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参考１ 

 

○平成２６年５月２日原子力規制委員会資料４「発電用原子炉施設に係る工事計画認

可の審査及び使用前検査の進め方について」（抜粋） 

 

１．背景 

現在進めている発電用原子炉施設に係る新規制基準適合性審査においては、原子

炉等規制法に基づく原子炉設置変更許可、工事計画認可、保安規定変更認可に係

る事項を併せて審議しているものの、これまでのところは原子炉設置変更許可に

係る事項が中心。 

今後、基準地震動を踏まえた耐震評価や、新たに規制対象となる設備・機器等の

整備に係る審査資料の提出を得て、工事計画及び保安規定変更に係る具体的な確

認を進めることとなる。また、新たに規制対象となる設備・機器等については、

工事計画認可の後、使用前検査を実施する。 

これら工事計画の審査及び使用前検査についての対応方針を検討する。 

 

２．工事計画認可に係る審査について 

工事計画に係る申請に関し、基準への適合を実現すること、また、その内容を適

切に記載した申請書を提出することは事業者の責任。 

大量の計算を含む申請（例えば、耐震・強度評価計算）において、使用されたコ

ードの検証、計算過程や結果に係る品質保証は事業者が適切に実施するべきもの。

審査においては、法第４３条の３の９第３項第３号（以下「３号要件」。品質管

理基準関係。）に基づき、事業者において適切に品質管理がなされたことを確認

することとし、規制庁において事業者の申請内容について品質管理を目的とした

再計算等は実施しない。 

同条同項第２号（以下「２号要件」。技術基準関係。）に係る審査においては、

事業者の実施した評価が、既に認可された工事計画で用いられたものと同じ手法

及び条件の場合には、入力と結果を確認することとし、新たな手法等である場合

には、それに先立ち、その手法等の妥当性と適用可能性を確認する。また、機器・

設備等の機能の確認にあたっては、仕様毎に分類し技術基準への適合性を確認す

る等の手法を用いる。 

なお、これらの確認において問題が見られた場合には、当該工事計画の不認可処

分を含め、厳格な対応を行う。また、認可後に認可要件に違反することが判明し

た場合には、それが２号要件に該当する場合は、違反の内容・程度及び施設の状

況等を踏まえつつ、法第４３条の３の２３第１項に基づく施設使用停止等命令の

発出を行うこと等により対応する。違反がもっぱら３号要件に該当する場合には、

工事計画変更認可手続の実施を求める等の対応を行う。使用前検査後に記載内容

の誤り等が発覚した場合の対応については、３．の通り。 
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３．使用前検査について 

対象設備について、認可された工事計画に従って工事を行い、工事計画に従って

いること及び技術基準に適合していることを示すことは事業者の役割。使用前検

査にあたっては、安全機能を有する主要な設備に対してより多くの規制資源を投

入することが合理的である。 

したがって、安全機能を有する主要な設備については、これまでの実績を踏まえ

た適切な手法で検査を実施する一方、それ以外の設備については、使用前検査に

おいて、事業者において認可された工事計画に従って工事が行われたことを記録

により包括的に確認するとともに、抜き取りにより現物を確認する等の手法を用

いる。 

なお、抜き取り確認により技術基準への不適合が認められる場合には、同様の工

事計画の下に工事が行われた箇所全体を不合格とする等の対応を行う。また、検

査合格後に、技術基準に違反することが判明した場合には、違反の内容・程度及

び施設の状況等を踏まえつつ、法第４３条の３の２３第１項に基づく施設使用停

止等命令の発出を行うこと等により対処する。また、その工事が、認可を受けた

工事計画の定める品質管理方法等によらずに行われたことが判明した場合には、

品質管理体制の改善を求める等の対応を行う。 

 

以上 
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参考２ 

 

○平成２７年３月１１日原子力規制委員会資料１「実用発電用原子炉施設に係る工事

計画認可後の使用前検査の進め方について」（抜粋） 

 

１．背景 

工事計画が認可又は届出（以下「認可等」という。）されたプラントについては、

事業者からの使用前検査申請に基づき使用前検査を実施することとなる。 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」という。）

の改正に伴い、使用前検査において設計及び工事における品質管理の方法等に関す

る確認を行うことが追加され、これまでの設備に対する検査のみではなく、事業者

の品質管理活動の適切性についても確認することとなった。 

また、平成２６年５月２日第６回原子力規制委員会において、以下の考え方が確

認されている。 

対象設備が工事計画に従っていること及び技術基準に適合していることを示す

ことは事業者の役割。使用前検査にあたっては、安全機能を有する主要な設備に

対してより多くの規制資源を投入することが合理的。 

したがって、安全機能を有する主要な設備については、これまでの実績を踏ま

えた適切な手法で検査を実施する一方、それ以外の設備については、使用前検査

において、事業者において認可された工事計画に従って工事が行われたことを記

録により包括的に確認するとともに、抜き取りにより現物を確認する等の手法を

用いる。 

以上を踏まえ、今後認可等される実用発電用原子炉施設に係る使用前検査につい

ては、新規制基準施行前に工事が完了した設備及び新規制基準施行後も認可等の手

続を経ずに継続可能とした工事を含め、次のとおり進めることとする。 

 

２．使用前検査の方法 

（１）品質管理の方法等に関する使用前検査 

   対象設備について、事業者の品質管理のもとで工事・検査に係る保安活動が適

切に実施されているか、共通事項を確認する。 

   具体的には、工事計画に記載された品質管理の方法等のうち工事・検査に係る

共通事項について、品質保証実施組織、保安活動の計画、実施、評価、改善の各

項目に対して監査的な手法により、工事計画に従って行われていることを設備横

断的に確認する。 

   なお、事業者の品質管理の実施状況については、保安検査、定期安全管理審査

においても同様に確認していることから、重複を避け、使用前検査対象範囲の工

事・検査に係る品質管理の状況に重点をおいて確認する。 

   また、同発電所で別号機の申請があった場合等においては、重複を避け、既に

確認した号機の品質管理の方法等と異なる点に重点をおいて確認する。 
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（２）安全機能を有する主要な設備の使用前検査 

   安全機能を有する主要な設備（工事計画の要目表※１に記載された設備）につい

ては、設備の構造、機能、性能等に係る検査を実施する。 

   本検査については、立会と記録確認の程度を設備の重要度に応じて原子力規制

庁が定める実用発電用原子炉施設に係る使用前検査に関する運用要領（以下「運

用要領」という。）に従い立会又は記録確認により実施する。 

   立会の程度については、（１）の検査により、事業者が行った適合性確認の実

施の適切性について横断的な確認も行うことを踏まえ、実効的な検査となるよう

立会の程度を全体的に見直すとともに、記録確認の方法については、事業者が確

認した結果を確認する※２こととして、運用要領を改正する。 

 ※１ 工事計画において主要な設備の名称、種類、個数、材料、寸法、機能・性能の仕様等を一

覧表として記載したもの。 

 ※２ 例えば、事業者の記録に含まれる材料証明書等の詳細な内容の確認は事業者が行い、原子

力規制庁は事業者が確認した結果を確認する。 

 

（３）安全機能を有する主要な設備以外の設備※３の使用前検査 

   安全機能を有する主要な設備以外の設備については、工事計画の基本設計方針
※４に記載された事項について、事業者が行った適合性確認の適切性について、設

備ごとに事業者の記録等により確認するとともに、事業者の記録と現物の状態の

整合性を抜取りにより確認する。 

   具体的な確認方法については、設備ごとに適宜類型化した単位で、使用前検査

実施要領書を策定する。 

 ※３ 工事計画で要目表の記載が要求されない、基本設計方針のみが記載される設備をいう。 

 ※４ 設備に対して設計上求める機能を記載したもの。 

 

３．合否の判断 

  使用前検査において、工事計画に従って行われていないこと又は技術基準に適合

していないことを確認した場合は、不合格とする等の対応を行う。 

  また、抜取り確認により技術基準への不適合が認められる場合には、同様の工事

計画の下に工事が行われた箇所全体を不合格とする等の対応を行う。 

  なお、使用前検査合格後に、技術基準に違反することが判明した場合には、違反

の内容及び程度、施設の状況等を踏まえつつ、法第４３条の３の２３第１項に基づ

く実用発電用原子炉施設の使用の停止等、保安のために必要な措置を命ずること等

により対処する。 

 

以上 
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試験研究用等原子炉施設等の新規制基準適合性審査 

に係る意見募集について 
 

 

○ 原子力発電所の新規制基準適合性審査の結果については、原子力規制委員会にお

ける議論を経て、これまで川内原子力発電所、高浜発電所及び伊方発電所の設置

変更許可に係る審査書案に対する科学的・技術的意見の募集（以下「意見募集」

という。）が行われた。 

 

○ 試験研究用等原子炉施設（以下「試験研究炉」という。）及び核燃料施設※の審査書案

に対する意見募集については、施設が有するリスクが多様であることを踏まえ、以下の

対応方針とする。 

 

 施設が有するリスクの大きさを考慮し、次の施設について意見募集を行うこととす

る。 

・ 新規制基準において重大事故等対処施設の設置を要求している再処理施設及び

MOX 加工施設 

・ 試験研究炉のうち最も出力が高いナトリウム冷却炉 

 

 ただし、他の施設については、リスクの観点から科学的・技術的に重要な判断が含ま

れる場合は意見募集を行うことがあり得る。 
 

○ なお、試験研究炉の設計及び工事の方法の認可及び保安規定変更認可については、

原子炉設置変更許可を踏まえた事実確認であることから、原子力発電所と同様に

意見募集を行わない。他の核燃料施設についてもこれと同様とする。 

 

※ 核燃料加工施設、使用済燃料貯蔵施設、使用済燃料再処理施設、廃棄物管理施設、廃棄物埋

設施設 

 

別紙２ 
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審査書案に対する科学的・技術的意見の募集について 

 

平成２６年３月２６日 
原子力規制庁 

 

原子力発電施設等の設置変更許可申請に関する規制基準適合性審査 

に対する科学的・技術的意見の募集要領 

（案） 

 

 

１ 意見募集対象  

基準の大幅な変更による設置許可の変更申請が行われた場合に、その基準へ

の適合性について審査を行い、原子力規制委員会が決定を行う前段階の審査書。 

（例；「○○原子力発電所の設置変更許可申請に係る規制基準適合性審査に関す

る審査書」（案））  

 

２ 資料入手方法  

意見募集対象については、準備が整い次第、電子政府の総合窓口[ｅ－Ｇｏｖ]

（http://www.e-gov.go.jp）の「パブリックコメント」欄及び原子力規制委員会ホームペ

ージ（http://www.nsr.go.jp/）に掲載する。  

 

３ 募集する意見内容 

 上記１．に対する科学的・技術的な意見 

 

４ 意見の提出方法  

様式に必要事項（氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名

及び主たる事務所の所在地）、並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス））

を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出する。   

（１） ホームページ上の意見提出フォームを使用する 

（原子力規制委員会ホームページに、フォームを掲載したコーナーを設置） 

（２） 郵送・ＦＡＸで意見を提出する 

意見提出様式を原子力規制委員会ホームページよりダウンロードし、「意見

送付の宛先」まで、送付。 

 

資料１ 
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意見送付の宛先 

住所：〒106-8450 

東京都港区六本木 1-9-9 六本木ファーストビル 

原子力規制庁 原子力規制企画課宛て 

ＦＡＸ：03-5114-×××× 

 

５ 意見提出期限  

（審査書案が決定し、審査書案の資料入手が可能となってから３０日間を想定） 

 

 

６ 留意事項 

（１） 提出する意見等は、日本語に限る。また、個人の場合は住所、氏名、職業及び

連絡先を、法人の場合は法人名、所在地、担当者氏名、所属及び連絡先をそれ

ぞれ記載する。 

（２） 提出された意見については、意見募集期間終了後、個人情報等を記載する欄を

除き、原則として公表。（意見自体は原則として全て公表であるため、意見中には

個人情報等の公開に適さない情報を記載しないこと。）なお、提出された意見の

個々に回答はしない。 

（３） 氏名・連絡先等の個人情報については、提出された意見の内容に不明な点があ

った場合などの問い合わせのために限る。記入された情報は、当該意見募集以

外の用途には使用しない。 

なお、提出された意見が下記に該当する場合は、意見の一部を伏せること、また

は、意見として取り扱わないことがある。 

1. 意見が、対象となる原子力発電施設等の設置変更許可申請に係る規制基準

適合性審査に関する審査書案における科学的・技術的判断と無関係な場合 

2. 意見の中に、特定の個人を識別することができる情報がある場合 

3. 特定の個人・法人の財産権等を害するおそれがある場合 

4. 特定の個人・法人の誹謗中傷に該当する場合 

5. 事業・ホームページ・思想等の宣伝・広告に該当する場合 

6. 提出された情報が虚偽であると判明した場合 

 

（立地自治体における科学的・技術的意見の聴取については、具体的な求めがあれ

ば、別途、検討する。） 
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試験研究用等原子炉施設及び核燃料施設に係る設計及び工事の計画

の認可の審査並びに使用前確認等の進め方について 

 

令和 2 年 9 月 30 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．概要 

  試験研究用等原子炉施設（以下「試験研究炉」という。）及び核燃料施設に係る設

計及び工事の計画の認可（以下「設工認」という。）の審査並びに検査について、既応

の文書を整理、統合し、新たに別紙 1「試験研究用等原子炉施設及び核燃料施設に

係る設計及び工事の計画の認可申請の審査並びに使用前確認等の進め方につい

て」を制定することとしたい。 

 ただし、日本原燃株式会社再処理施設については、令和 2 年 6 月 24 日の原子力

規制委員会において了承された「日本原燃株式会社再処理施設に係る設計及び工

事の計画の認可の審査、使用前事業者検査の確認等の進め方について」に基づき、

審査及び検査を進めることとしたい。 

 

２．背景 

試験研究炉及び核燃料施設の設工認申請に係る審査並びに検査については、

以下の文書に基づき進めている。 

・ 平成 28 年 2 月 17 日原子力規制委員会資料 3 別紙 1「試験研究用等原子炉

施設等に係る設計及び工事の方法の認可申請の審査及び使用前検査の進め

方について」 

・ 令和元年 12 月 25 日原子力規制委員会資料 7「試験研究用等原子炉施設の審

査の改善策等について」 

 

現在、試験研究炉及び核燃料施設の設工認の審査は、試験研究炉及びウラン

加工施設について進めている※1 が、今後、これらに加え、MOX 加工施設、使用済燃

料貯蔵施設及び廃棄物管理施設等の申請が見込まれる※2。 

上記の設工認等の進め方やこれまでの設工認に係る審査経験等を踏まえ、改め

て設工認の進め方の基本事項を整理し、今後の試験研究炉及び核燃料施設（日本

原燃株式会社再処理施設を除く。以下同じ。）の設工認の進め方について整理する

こととしたい。 

また、これら施設の検査については、令和 2 年 4 月 1 日施行の新検査制度の導

資料３ 
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入により使用前検査 1)は廃止され、代わって事業者自らが新規制基準への適合を

確認する検査を行うとともに、原子力規制委員会はその結果等の確認（以下、「使

用前確認」という。）を実施することとなったことから、使用前確認等の進め方につい

てあわせて整理することとしたい。 

 

※1：現在設工認申請の審査を進めている施設 

【試験研究炉】JAEA の HTTR、JRR-3、放射性廃棄物処理場、STACY 

【ウラン加工施設】三菱原子燃料、グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン、

原子燃料工業熊取事業所及び東海事業所、日本原燃（濃縮施設）、ＪＡＥＡ

大洗廃棄物管理施設 

※2：今後申請が見込まれる施設 

【試験研究炉】JAEA 常陽、京大ＫＵＣＡ 

【加工施設】日本原燃 MOX 燃料加工施設 

【使用済燃料貯蔵施設】リサイクル燃料貯蔵使用済燃料貯蔵施設 

【廃棄物管理施設】日本原燃廃棄物管理施設 

 

３．主な改正内容 

試験研究炉及び核燃料施設の設工認申請の審査並びに使用前確認等について

は、これまで原子力規制委員会で了承された関連文書を整理し、別紙１のとおりと

する。 

今回、改正した主な内容は、次のとおり。 

○設工認申請において明確化すべき主要な事項を整理。 

○審査の基本方針に、耐震 S クラス、重要な施設については、施設を類型化した

上で、各類型を代表する設備機器等について審査を行うこと、従来の耐震 C

クラス（耐震重要度第３類）に加え、耐震 B クラス（耐震重要度第１類及び第２

類）の設備機器等の基準適合性説明にも耐震計算書の添付は求めないこと

を追加。 

○設備機器等の重要度に応じた使用前確認等を行うことについての考え方を整

理。 

 

４．今後の進め方 

「試験研究用等原子炉施設等に係る設計及び工事の方法の認可申請の審査及

び使用前検査の進め方について」及び「試験研究用原子炉施設の審査の改善策等

                                                      
1) 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等

の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５号）附則第７条第１項の規定に基づき、この法律の施行の際現に工

事に着手されている施設については、なお従前の例による。 

-2-
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について」は廃止し、今後は、別紙１「試験研究用等原子炉施設及び核燃料施設に

係る設計及び工事の計画の認可申請の審査並びに使用前確認等の進め方につい

て」とし、試験研究用等原子炉設置者及び核燃料施設事業者に対して周知すること

としたい。 

なお、既に設工認の審査に着手している試験研究炉、ウラン加工施設等につい

ては、本設工認の審査の進め方に照らし、申請内容に過不足がある場合は、審査

の進捗や状況に応じて、必要な対応をする。 

今後、さらに設工認の審査の進め方についての論点等が生じた場合には、改め

て原子力規制委員会に諮ることとしたい。 
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別紙１ 

 

試験研究用等原子炉施設及び核燃料施設に係る設計及び工事の計画の 

認可申請の審査並びに使用前確認等の進め方について 

年 月 日 

原子力規制庁 

 

１．適用対象施設 

・ 試験研究用等原子炉施設 

・ 核燃料施設のうち、核燃料加工施設、使用済燃料貯蔵施設、使用済燃料再

処理施設（日本原燃株式会社再処理施設を除く）及び廃棄物管理施設 

 

２．進め方の基本事項 

試験研究用等原子炉施設（以下「試験研究炉」という。）及び核燃料施設（日本原

燃株式会社再処理施設を除く。以下同じ。）に係る設計及び工事の計画の認可（以

下「設工認」という。）申請に係る審査並びに使用前確認等の対応方針については、

基本的に発電用原子炉施設に係る工事計画認可の審査及び使用前検査の進め方
1)、2)と同様の方針とする。 

その上で、試験研究炉及び核燃料施設の設工認申請において、事業者が提示す

べき主要な事項及び設工認申請に係る審査の基本方針は以下のとおりとする。ま

た、この方針を基に、個別の試験研究炉及び核燃料施設のリスクの程度等を考慮

し、審査及び使用前確認等を進めるものとする。 

 

３．設工認の審査の進め方について 

（１）設工認申請において明確化すべき主要な事項 

◯設工認申請の対象は、新たに設置する規制対象の構築物、系統及び機器又

は新たに規制対象となる既設の構築物、系統及び機器（重要度分類等の変

更に伴い新たに安全機能に位置付けられたものを含む。）に加え、追加の工

事等を伴う又は設計の変更（基準地震動等の変更並びに設計竜巻、火災影

響及び溢水影響に係る入力条件の追加等を含む）が生じる全ての構築物、系

統及び機器とする※1。 

通信連絡設備や安全避難通路等に係る一般産業用工業品についても設工

                                                      
1) 平成２６年５月２日原子力規制委員会資料４「発電用原子炉施設に係る工事計画認可の審査及び使用前検査の進め方につ

いて」 
2) 平成２７年３月１１日原子力規制委員会資料１「発電用原子炉施設に係る工事計画認可後の使用前検査の進め方について」 
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認の申請対象に含め、設工認申請対象施設については、許可申請書で担保

した事項（耐震重要度分類、重要な施設※2、仕様、性能等）及び技術基準の各

条項の対応並びに既認可事項と新規申請事項との区別（既認可からの変更

の有無を含む）を明確化する。 

◯設計及び工事の計画に係る品質マネジメントシステムの事項では、設工認申

請に係る全般的な品質管理方針※3 を提示すること。 

◯一般産業用工業品については、それらが有する安全機能等を踏まえた上で、

更新や交換等に係る基本方針を提示すること。 

◯設工認を分割申請する場合は、初回の申請において分割申請数、申請予定

時期を含む全体計画及び設工認申請対象施設を提示すること。 

 

※1：既認可対象の機器等についても、基準適合の観点から、申請範囲を改

めて見直すことがあり得る。 

※2：試験研究炉については重要安全施設及び多量の放射性物質等を放出

する事故に対処するための設備、ＭＯＸ加工施設については安全上重要

な施設及び重大事故等対処施設、使用済燃料貯蔵施設については基本

的安全機能を確保する上で必要な施設及び廃棄物管理施設については

安全上重要な施設 

※3：設工認申請に係る作業のプロセス及び体制。この中には設計、工事及び

検査の要求事項（設工認で特定する設計方針及び仕様を含む。）に係る

実施方法及び検証方法を含む。 

 

（２）設工認申請に係る審査の基本方針 

◯設備機器等の設計の確認において、構造計算や解析評価、性能又は仕様の

確認等に係る評価方法等の審査の視点等が同様のものは一体として審査し、

分割申請される場合には、先行する審査内容を踏まえ、審査が重複しないよ

うにする。 

◯設備機器等の重要度に応じた審査を行う。 

・ 耐震 S クラス、重要な施設を中心に確認を行う。 

・ 耐震 B クラス及び C クラス並びに耐震重要度第 1 類、第 2 類及び第 3 類※4

の設備機器等、重要な施設以外の設備機器等の基準適合性説明には、原

則、設工認申請のうちの基本方針書※5 の記載を充てることができるものとし、

耐震計算書の添付は求めない。ただし、耐震 S クラスへの波及影響評価を

確認する必要がある設備機器等については、その代表例について計算結果

の確認を行う。 

・ 一般産業用工業品は、仕様、性能、個数、設置場所等のうち、基本的事項を
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確認する。また、更新や交換等の基本方針について、設工認の審査及びそ

の後の使用前確認等（事業者の品質管理の方法を含む）で確認できたもの

については、今後、その基本方針に沿った更新や交換等に限って、設工認

申請を必要としない等の対応を行うことができるものとする。 

◯耐震 S クラス、重要な施設については、施設の種類、構造、評価手法等により

類型化※6 した上で、各類型を代表する設備機器等について審査を行う。代表

設備機器等の選定は施設横断的に行う。 

これらに対する審査では、解析手法、モデル、評価手法、入力条件、計算

結果等の確認を行う。この際、既認可の審査から解析手法、モデル、評価手

法等に変更がないものについては、入力条件、結果等を確認する。 

その上で、全ての設備機器等について計算結果を確認する。 

 

※4：耐震重要度に応じた静的地震力の関係（建築基準法施行令に規定する

地震層せん断力係数（Ci）に乗じる割り増し係数） 

再処理施設等 ウラン加工施設 割り増し係数 

S クラス S クラス 3.0 

B クラス 第 1 類 1.5 

－ 第 2 類 1.25 

C クラス 第 3 類 1.0 

※5：設工認申請対象施設に係る設計方針、基本仕様、性能、個数、設置場所、

基本図面等を記したもの 

※6：類型化は、建物、構築物、容器、配管、機器、盤、可搬型設備等の種類

や構造、評価手法（定型的な計算式、解析によるもの等）、機器、配管等

の支持構造、モデル化（質点系、FEM 等）等で行うことが挙げられる。 

 

（３）廃止措置中の試験研究炉及び核燃料施設の改造工事について 

〇東海再処理施設など、廃止措置中の試験研究炉及び核燃料施設の改造工事

に際して設工認申請は不要であるが、当該工事については廃止措置計画変更

認可において審査を行っているため、本審査においても、必要に応じ上記（１）

及び（２）の方針を準用することとする。 

 

４．使用前確認等の進め方について 

〇具体的な確認又は検査については、検査対象となる構築物、系統及び機器の重

要度に応じて、以下の通り実施する。 

・ 使用前確認においては、３．（２）設工認申請に係る審査の基本方針にて示さ

れた耐震 S クラス及び重要な施設を中心に実施する。その際、代表する設備
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機器等の選定は、設工認の類型（工事及び設備変更の有無、耐震クラス、機

器種別等）をもとに実施する。 

・ 使用前検査のうち、設計の変更（基準地震動等の変更並びに設計竜巻、火災

影響及び溢水影響に係る入力条件の追加等を含む）が生じるが工事を伴わ

ない構築物、系統及び機器に対する検査については、書類検査及び事業者

の品質管理の方法等に関する検査を中心に実施する。 

 

５．その他 

以下の文書は廃止する。 

・ 平成 28 年 2 月 17 日原子力規制委員会資料 3 別紙 1「試験研究用等原子炉

施設等に係る設計及び工事の方法の認可申請の審査及び使用前検査の進

め方について」 

・ 令和元年 12 月 25 日原子力規制委員会資料 7「試験研究用等原子炉施設の

審査の改善策等について」 
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試験研究用等原子炉施設における新規制基準への適合性審査 

に係る今後の進め方について 
 

平成２８年２月１７日 

原 子 力 規 制 庁 

 

 原子力規制庁は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原

子炉等規制法」という。）の改正に伴い制定した新規制基準への適合性を確認するた

め、原子炉設置変更許可及び保安規定変更認可の申請がなされている試験研究用等原

子炉施設（以下「試験研究炉」という。）の審査を実施しているところ。 

 

 

今後、原子炉設置変更許可の審査が進捗している試験研究炉の設計及び工事の方法

の認可（以下「設工認」という。）の申請が見込まれることから、これら審査等を次

のように進めることとしてはどうか。 

 

１．原子炉設置変更許可について 

 原子炉設置変更許可に係る新規制基準への適合性審査を引き続き実施し、審査書案

が取りまとまった時点で原子力規制委員会において審議する。その上で、原子炉等規

制法に基づく文部科学大臣及び原子力委員会への意見聴取を行う。 

 

２．保安規定変更認可について 

 保安規定変更認可の申請がなされたものに対しては、原子炉設置変更許可に係る審

査と併行して審査を進めつつ、「試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の

審査基準」に基づき、認可の判断を行う。 

 

３．設工認及び使用前検査について 

 今後の申請が見込まれる設工認については、原子炉設置変更が許可された場合は、

申請内容の設置変更許可との整合性、品質管理の方法等を含めた技術上の基準への適

合性について審査し、認可の判断を行うとともに、申請に基づき使用前検査を行う。

設工認及び使用前検査の対応方針については、別紙 1のとおりとする。 

 

４．上記審査に係る意見募集について 

試験研究炉の新規制基準適合性審査に係る科学的・技術的意見の募集については、

別紙 2のとおりとする。 

資料３ 
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試験研究用等原子炉施設等に係る設計及び工事の方法の認可申請の 

審査及び使用前検査の進め方について 
 
 

１．背景 

試験研究用等原子炉施設（以下「試験研究炉」という。）に係る新規制基準

への適合性審査については、現在、原子炉等規制法に基づく原子炉設置変更許

可及び保安規定変更認可の申請がなされており、原子炉設置変更許可に係る審

査を中心に進めている。 

今後は、新規制基準への適合のため、設計及び工事の方法の認可（以下「設

工認」という。）の申請が見込まれている。この審査及び使用前検査の対応方

針については、基本的に発電用原子炉施設に係る工事計画認可の審査及び使用

前検査の進め方 1),2)と同様の方針とする。その上で、試験研究炉に係る事項に

ついて、下記の２．及び３．のとおりとする。また、この方針を基に、個別の

試験研究炉のリスクの程度等を考慮し、審査及び検査を進めるものとする。 

なお、他の核燃料施設※１における設工認の審査及び使用前検査の対応方針も、

基本的にはこれと同様とする。 

 

※１ 核燃料加工施設、使用済燃料貯蔵施設、使用済燃料再処理施設、廃棄物管理施設 

 

２．設工認申請の対象及び審査の対応方針について 

  ○設工認申請の対象は、新たに設置する規制対象の構築物、系統及び機器

又は新たに規制対象となる既設の構築物、系統及び機器（重要度分類等

の変更に伴い新たに安全機能に位置付けられたものを含む。）に加え、追

加の工事等を伴う又は設計の変更（基準地震動等の変更並びに設計竜巻、

火災影響及び溢水影響に係る入力条件の追加等を含む）が生じる全ての

構築物、系統及び機器とする※２。 

※２ 既認可対象の機器等についても、基準適合の観点から、申請範囲を改めて見

直すことがあり得る。 

  ○上記に伴い、通信連絡設備等や安全避難通路等に係る汎用の設備機器等

についても新たに設工認の対象に含まれることとなる。 

  ○これらの汎用の設備機器等については、それらが有する安全機能等を踏

まえた上で、更新や交換等に係る基本方針について、設工認の審査及び

その後の使用前検査（事業者の品質管理の方法を含む）で要求水準が満

足されることを確認する。この確認ができたものについては、今後、そ

                                                   
1) 平成２６年５月２日原子力規制委員会資料４「発電用原子炉施設に係る工事計画認可の審

査及び使用前検査の進め方について」 
2) 平成２７年３月１１日原子力規制委員会資料１「実用発電用原子炉施設に係る工事計画認

可後の使用前検査の進め方について」 

別紙１ 
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の基本方針に沿った更新や交換等に限っては、設工認申請や使用前検査

を必要としない等の対応を行うことができるものとする。なお、当該設

備機器等の更新や交換等については、その後の施設定期検査及び保安検

査等を通じ必要な確認を行うこととする。 

  ○事業者の品質管理の方法等については、試験研究炉のリスクの程度等を

考慮し、管理のレベルが適切なものとなっていることを、「試験研究の用

に供する原子炉等に係る試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係

る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則」

への適合に係る審査において確認する。 

 

３．使用前検査の対応方針について 

  ○具体的な検査の内容については、検査対象となる構築物、系統及び機器

が有する安全機能等を勘案し、個別に判断することとする。 

  ○例として、設計の変更（基準地震動等の変更並びに設計竜巻、火災影響

及び溢水影響に係る入力条件の追加等を含む）が生じるが、工事を伴わ

ない構築物、系統及び機器については、実際の構築物、系統及び機器に

関する検査と、事業者の品質管理の方法等に関する検査とを組み合わせ

て使用前検査を実施する等の対応方針が考えられる。 
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試験研究用等原子炉施設の審査の改善策等について 

 

令和元年 12 月 25 日 

原 子 力 規 制 庁 

１．趣旨  

 

令和元年９月２５日の原子力規制委員会※1において、国立研究開発法人日本原子力研究

開発機構原子力科学研究所の原子力施設（ＮＳＲＲ）の設計及び工事の方法の認可（以下

「設工認」という。）の申請漏れ等に対する再発防止対策及びこれに併せ他の原子力施設を

含めた審査のあり方の改善策について報告するよう指示を受けた。ここでは、まず、試験

研究用等原子炉施設の審査の改善について報告する。 

 

２．試験研究用等原子炉施設の設工認等の審査に係る改善策  

  

（１）試験研究用等原子炉施設の設工認等の申請漏れの背景 

試験研究用等原子炉施設の設工認の対象設備については、実用発電用原子炉施設のよう

に実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則別表で工事計画の対象設備を具体に指定

する方法ではなく、施設が多種多様であることに鑑み、基本的に設計及び工事に係る全て

の設備を対象としているものの、設備の一部の取り替え・補修などについては、個別の審

査において認可の必要性を判断している。 

また、試験研究用等原子炉施設の新規制基準適合性確認に当たっては、「試験研究用等

原子炉施設における新規制基準への適合性審査に係る今後の進め方について」（平成２８

年２月１７日原子力規制委員会了承）（以下「試験研究炉の新規制基準適合性審査の進め

方」という。）において、既存の設備や評価だけのものも含めて設工認申請の対象である

と整理している。 

このような試験研究用等原子炉施設の規制の特性を踏まえれば、「試験研究炉の新規制

基準適合性審査の進め方」に従い、具体的な設工認の対象設備や保安規定変更認可対象と

すべき保安措置について、原子力規制庁が申請者に対して十分に説明して共通認識を持つ

べきであったが、これを十分に行わなかったことが、ＮＳＲＲ等の設工認の申請漏れの原

因である。このため、研究炉等審査部門において、以下（２）及び（３）に示す取り組み

を行う。 

 

（２）設置変更許可申請書記載事項の後段規制への確実な反映 

設置変更許可申請書に記載されている基本設計ないし基本的設計方針を担保するために

必要な事項については、既存の設備や評価だけのものも含め、後続規制である設工認や保

安規定変更認可の審査において、詳細設計等を確認する必要がある。このため、設工認の

申請に先立ち、設置変更許可申請書に記載されている事項から、このような確認が必要な

ものを洗い出し、番号管理や表整理することなどを申請者に求める。原子力規制庁におい

                                                   
※1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子力施設（ＮＳＲＲ）その他試験研究用等原子炉施設

における設計及び工事の方法等に関する申請漏れに係る調査結果等について

（https://www.nsr.go.jp/data/000284837.pdf） 

資料７ 
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ても、その内容を確認する。このようにして設置変更許可申請書記載事項が後段規制に確

実に反映される仕組みとする。 

 

 

（３）審査の進め方に係る委員会決定及び報告文書の周知徹底 

「試験研究炉の新規制基準適合性審査の進め方」を、原子力規制庁の審査担当者におい

て正しく認識していなかったこと及び申請者に対してこの方針を十分に周知していなかっ

たことが申請漏れの原因である。 

このため、研究炉等審査部門において、審査担当に対し、「試験研究炉の新規制基準適

合性審査の進め方」を周知した。今後、関係設置者へも説明会を開催する等により周知を

行う。こうした、取組みは、継続的に実施することとする。 

また、本文書や今後策定されるものも含め、審査に関わる原子力規制委員会の決定文書

等を、審査担当者に正確に理解させるため、「試験研究用等原子炉施設に関する審査業務

の流れについて」に、都度、決定文書等を加え充実させる。 

 

 

３．試験研究用等原子炉施設の設工認等の審査の合理化 

 

今回の検討の過程で、試験研究用等原子炉施設の審査において合理的でないものが確認さ

れたことから、以下の改善を行うこととする。 

 

（１）耐震Ｃクラスの構築物、系統及び機器に係る設工認申請の合理化 

試験研究用等原子炉施設については、耐震Ｃクラスの構築物、系統及び機器（以下「Ｓ

ＳＣ」という。）であって、上位の耐震クラスのＳＳＣへの波及的影響が想定されないも

のについては、設置変更許可段階で基本的な設計方針を示したうえで、設工認申請書にお

いては当該基本的な設計方針に基づきＳＳＣを施設する旨記載するものとし、これまで求

めていた簡易な耐震計算書の添付は求めない。 

なお、実用発電用原子炉施設、廃棄物管理施設、核燃料加工施設（耐震重要度分類第３

類）、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設の各施設においては、従来から耐震計算書の添付

は求めていない。 

 

（２）原子炉等規制法以外の法令に定める基準を用いて施設されるＳＳＣに係る設工認申請

の合理化※2 

消火設備や避雷針の設置のように、ＳＳＣに係る設置変更許可及び設工認における要求

事項が、消防法、建築基準法等の他法令による基準により確保されると認められる場合

は、設置変更許可段階で当該ＳＳＣの設計が他法令の基準によるという基本的な設計方針

を示したうえで、設工認申請書においては当該基本的な設計方針に基づきＳＳＣを施設す

る旨記載するものとし、ＳＳＣの詳細な説明書の添付は求めない。建築基準法等の他法令

に準じてＳＳＣを設計する場合は、準じた範囲やその技術的な判断について説明を求め

る。 

                                                   
※2 廃棄物管理施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設の設工認申請書においても、試験研究用等原子炉施設と同様に詳

細な説明書の添付は求めない。 
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なお、このような対応については、実用発電用原子炉施設及び核燃料加工施設では従来

から実施している。 

 

（３）廃止措置中の試験研究用等原子炉施設における施設の維持管理目的の機器の交換に

係る手続きの合理化 

廃止措置中の試験研究用等原子炉施設の維持管理の目的から既設機器等※3の交換を行う

場合については、あらかじめ、保安規定に、既設機器の同等品もしくは同等品以上の性能

を有するものへ交換する旨の施設の維持管理方針を規定し、その認可を受けておくこと

で、その後の機器の交換についての廃止措置計画の変更認可は不要とする。 

 

 

 

参考資料：令和元年９月２５日 第３１回原子力規制委員会 資料４ 

「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所の原子力施設（Ｎ

ＳＲＲ）その他試験研究用等原子炉施設における設計及び工事の方法等に関す

る申請漏れに係る調査結果等について」 

 

                                                   
※3 当該試験研究用等原子炉施設が供用期間中に施設の設工認を受けた機器を対象とする。 
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事業許可又は設置許可を受けた核燃料施設等について 

先行して一部の施設を使用する場合の手続き（案） 

 

平成３０年１２月１９日 

原 子 力 規 制 委 員 会  

 

１．工事全体が終了する前に先行して一部の施設を使用する場合の基本的考え

方 

 工事全体の終了に対する使用前検査合格証の交付をもって使用可能と

することが原則であるが、申請者が一部施設を先行使用しようとする場

合には、当該施設に係る設計及び工事の方法の認可（以下「設工認」と

いう。）の申請を受け、原子力規制委員会が(a)当該施設を先行して使用

することの適切性及び(b)当該施設において適用する技術基準の範囲1を

判断することとする。原子力規制庁は、同判断を踏まえ、設工認及び使

用前検査を行うこととする。（具体的な手続きの考え方は２．（２）参照） 

 

２．新規制基準に基づき設置許可（事業許可）を受けた核燃料施設等に対する設

工認及び使用前検査の手続き 

（１）今後の基本的な運用 

使用前検査の合格証の交付をもって施設の使用ができるようになる

ことを明確にするため、工事全体が終了してから使用する場合の設工認

及び使用前検査の運用を原則以下のとおりとする。 

 設工認申請を分割し段階的に工事に着手する場合には、設工認申請

において工事の全体像を示させることとする。 

 使用前検査については、工事全体に対する一括した使用前検査申請

に対して合格証を交付することとする。なお、使用前検査申請は分

割することが可能ではあるため、分割された使用前検査申請に対し

ては、工事全体に対する全ての使用前検査を終了した段階で、それ

ぞれの申請について合格証を交付することとする。 

 

  

                                                   
1 一部の施設を先行して使用する場合に、当該施設のリスク等を考慮した技術基準の範囲 

別紙Ⅲー３－１ 
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（２）一部の施設を先行して使用する場合の運用 

工事全体が終了する前に先行して一部の施設を使用する場合の設工

認及び使用前検査の運用については、上記１．の考え方に基づき、以下

のとおりとする。 

 一部の施設を先行して使用しようとする申請者には、設工認申請に

おいて、当該施設を先行して使用する必要性、当該施設の独立性、

当該施設が適合すべき技術基準の範囲等を示させることとする。な

お、当該施設の設工認申請をさらに分割し段階的に工事に着手する

場合は、２．（１）と同様の手続きとなる。 

 原子力規制庁は、設工認申請を受理した場合には、原子力規制委員

会に、(a)当該施設を先行して使用することの適切性について諮り、

(b)当該施設の審査において適用する技術基準の範囲について決定

を求めることとする。（適用すべき技術基準について、申請者の申請

と異なる範囲が決定された場合は、適宜申請者に申請の補正を求め

ることとなる。） 

 原子力規制委員会が、当該施設を先行して使用することについてリ

スク等を考慮して適切と判断した場合には、原子力規制庁は、原子

力規制委員会が決定した範囲の技術基準を適用して、その適合性を

設工認の審査において確認し、当該範囲の技術基準への適合性に係

る使用前検査を行い、同検査を終了した段階で合格証を交付するこ

ととする。 

以上 
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参考 

新規制基準に基づき設置許可（事業許可）を受けた核燃料施設等に 

対する設工認及び使用前検査に関する法令上の規定とこれまでの運用 

  

（１）法令上の規定 

 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則（以下

「試験炉規則」という。）及び核燃料物質の加工の事業に関する規則

（以下「加工事業規則」という。）とも、設工認の申請に関し、全部

につき一回で認可を申請することができないときは、その理由を付

し、分割して認可を申請することができるとしている。 

 これらの規則では、変更申請における分割について規定されていな

いが、運用として変更申請についても分割申請を認めている。なお、

核燃料施設等の規則には、実用発電用原子炉の設置、運転に関する

規則第 17 条（一部使用承認等）の規定と同様の規定はない。 

 

（２）これまでの運用 

新規制基準適合性に係る設工認及び使用前検査の手続きを行っている

核燃料施設等としては、試験炉及び加工施設があり、申請者の選択により、

分割申請された設工認に対して「申請者が申請範囲を設定し分割した使用

前検査申請」と「分割申請された設工認を一括して使用前検査申請」がな

されているものがあり、前者の場合には、それぞれの合格証により使用可

能となる施設について明確にされていなかった。これまでの適用例は以下

のとおりである。 

なお、施設の使用に向けた工事の一環とした利用や試験利用については、

設工認申請の「工事の方法」に記載することで当該記載の範囲で利用でき

ることとしている(平成 30 年 4 月 25 日原子力規制委員会で原子力規制庁

より報告)。 
１）試験炉 

・ 設工認については、分割申請を認めており、各申請に対して認可を行

った。 

・ 運転準備のための試験等の使用については、以下のとおり。 

①近大炉（平成 28 年 5 月設置許可） 

・ 使用前検査については、一括した一つの申請であり、使用前検査の確

認は分割した設工認申請毎に実施していたが、一つの合格証を交付

し、合格証交付前にも試験使用を認めていた。 

②KUCA 及び KUR（平成 28 年 5 月及び平成 28 年 9 月設置許可） 
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・ KUCA の使用前検査については、分割した設工認申請毎に申請があり、

その都度、合格証を交付し、試験使用を認めていた。 

・ KUR の使用前検査については、分割した設工認申請を踏まえて試験工

程毎に申請があり、その都度、合格証を交付し、試験使用を認めてい

た。 

③NSRR（平成 30 年 1 月設置許可） 

・ 設工認を５分割で申請・認可し、工事が不要であった設工認及び耐震

補強に係る設工認を除く、実験孔共振防止評価等、外部火災・竜巻対

策評価等、安全保護系ケーブルの物理的分離の３つの分割した設工

認申請に対して個別に使用前検査合格証を交付し、試験使用を認め

ていた。 

・ 本来５分割の最後の設工認に対応する使用前検査に合格する前に運

転することはできないが、平成 28 年 12 月に部分改正した「核燃料

施設等における新規制基準の適用の考え方」（平成 25 年 11 月 6 日原

子力規制委員会了承）に基づきＳクラス施設を有しない低出力炉に

対する経過措置が適用される案件として、耐震 C クラス施設の耐震

工事以外に必要な設工認及び使用前検査合格を受けていれば経過措

置を適用して使用（試験炉としての使用）を認めることを、平成 30

年 4 月 25 日の原子力規制委員会において確認した。 

 

２）加工施設 

原子燃料工業東海事業所（平成 29 年 12 月事業許可） 

・ 設工認については、分割申請を認めており、各申請に対して認可を行

っている。第１回目の申請（地下貯蔵施設の施設等）は、地下貯蔵施

設を内包する建物の使用前検査の合格等が同施設の使用開始に必要

な旨記載している。 

・ 同施設の使用前検査申請がなされ、検査中であるが、分割した設工認

申請により使用前検査申請を変更するとしているため、同施設を内

包する建物等関係する設備等の新規制基準対応工事に対して全ての

検査が行われた後に、一括した使用前検査の合格証を交付する予定

である。 

・ 同施設の工事に伴う新燃料の同工場内での移動等については、試験

使用の承認等の手続きがないため、設工認申請の「工事の方法」に記

載することで当該記載の範囲で使用している。 



 資料２ 

－ 1 － 

 

 

原子力規制委員会設置法の一部施行に伴う関係規則の整備等に関する、 

原子力規制委員会規則案等に対する意見募集の実施について 

 

 
平 成 ２５年 ９月 １１日 

原 子 力 規 制 委 員 会 

 

背 景 

○ 原子力規制委員会設置法（平成２４年法律第４７号）は、平成２４年６月２７日に公布

され、平成２４年９月１９日に施行された。 

○ 原子力規制委員会設置法附則第１条では、同条第５号に掲げる規定は、同法施行

後１年３月以内であって政令で定める日に施行するとされており、同法附則第１８条

において改正される核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）については、当該期日に施

行することとなる。 

○ これを受け、別紙１に掲げる施行のために整備が必要となる政令、規則、内規等の

改正及び制定を行う。 

 

意見募集の実施 

○ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令及び東京電力株

式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令の一部を改正する政令（仮称）（案）

等に対する意見募集 

別紙１のうち、「【１】行政手続法に基づくパブリックコメントの対象文書」に掲げる原子

炉等規制法施行令、原子力規制委員会規則及び内規等については、行政手続法に定

める命令等（審査基準）に当たるものであり、行政手続法に基づく意見募集を実施す

る。 

 

○ 関連する内規等に対する意見募集 

上記に関連するものとして、別紙１のうち、「【２】任意で行うパブリックコメントの対象

文書」に掲げる内規については、行政手続法に定める命令等に該当するものではない

が、任意に行うものとして、意見募集を実施する。 

 

※意見募集の詳細は原子力規制委員会ホームページ等で案内する。 
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今後の予定 

○ 意見募集の実施   ９月１２日（予定）から３０日間 

○ 規則等の公布   １１月下旬から１２月上旬 

○ 規則等の施行   １２月中旬（予定） 

 

別紙１ パブリックコメント対象文書一覧 

別紙２ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令及び東京電力

株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令の一部を改正する政令

（仮称）（案）等について 

別紙３ 今回のパブリックコメントの対象となる主な規程（施設分類毎の新規制基準に係

る主な規程） 

別紙４ 諸規程と許認可との関係（加工施設の例） 



   

パブリックコメント対象文書一覧 

 

【１】行政手続法に基づくパブリックコメントの対象文書 

 

Ⅰ．政令 

１． 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令及び東京電力株式会社

福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律の特例に関する政令の一部を改正する政令（仮称） 

 

Ⅱ．委員会規則 

１．原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則（仮称） 

(１) 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則 

(２) 核燃料物質の加工の事業に関する規則 

(３) 加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 

(４) 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 

(５) 試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 

(６) 試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則 

(７) 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 

(８) 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 

(９) 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

(10) 使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する省令 

(11) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 

(12) 再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 

(13) 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関す

る規則 

(14) 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関す

る規則 

(15) 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 

(16) 特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関

する規則 

(17) 核燃料物質の使用等に関する規則 

(18) 核原料物質の使用に関する規則 

(19) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防

護に関する規則 

 

２．加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮称） 

３．加工施設に係る加工事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のため

の組織の技術基準に関する規則（仮称） 
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４．加工施設の性能に係る技術基準に関する規則（仮称） 

５．試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮称） 

６．試験研究の用に供する原子炉等に係る試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係

る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則（仮称） 

７．試験研究の用に供する原子炉等の性能に係る技術基準に関する規則（仮称） 

８．使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮称） 

９．使用済燃料貯蔵施設に係る使用済燃料貯蔵事業者の設計及び工事に係る品質管理の方

法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則（仮称） 

１０．使用済燃料貯蔵施設の性能に係る技術基準に関する規則（仮称） 

１１．再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮称） 

１２．再処理施設に係る再処理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査

のための組織の技術基準に関する規則（仮称） 

１３．再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則（仮称） 

１４．第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮称） 

１５．廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮称） 

１６．特定廃棄物管理施設に係る廃棄物管理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法

及びその検査のための組織の技術基準に関する規則（仮称） 

１７．特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能に係る技術基準に関する規則

（仮称） 

１８．使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮称） 

１９．核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則（仮称） 

 

Ⅲ．告示 

１．原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係告示の整備等に関する告示（仮称） 

①実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告

示 

②核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示 

③試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、線量

限度等を定める告示 

 

Ⅳ．内規（行政手続法の審査基準に該当するもの） 

１．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力規制委員会

の処分に係る審査基準等 

２．加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（仮称） 

３．加工施設に係る加工事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のため

の組織の技術基準に関する規則の解釈（仮称） 

４．核燃料物質の加工の事業に係る加工事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（仮称） 



   

５．加工施設における保安規定の審査基準（仮称） 

６．試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（仮

称） 

７．試験研究の用に供する原子炉等に係る試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係

る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則の解釈（仮称） 

８．試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準（仮称） 

９．使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（仮称） 

１０．使用済燃料貯蔵施設に係る使用済燃料貯蔵事業者の設計及び工事に係る品質管理の

方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則の解釈（仮称） 

１１．使用済燃料貯蔵施設における保安規定の審査基準（仮称） 

１２．再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（仮称） 

１３．再処理施設に係る再処理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査

のための組織の技術基準に関する規則の解釈（仮称） 

１４．再処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を

実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（仮称） 

１５．再処理施設における保安規定の審査基準（仮称） 

１６．第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（仮称） 

１７．第二種廃棄物埋設事業に係る廃棄物埋設施設における保安規定の審査基準（仮称） 

  －（廃止：「第二種廃棄物埋設事業に係る廃棄物埋設施設保安規定の審査について（内

規）（平成２１・０２・１２原院第３号）」） 

１８．廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（仮称） 

１９．特定廃棄物管理施設に係る廃棄物管理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法

及びその検査のための組織の技術基準に関する規則の解釈（仮称） 

２０．廃棄物管理施設における保安規定の審査基準（仮称） 

  －（廃止：「廃棄物管理施設保安規定の審査について（内規）（平成２１・０２・１２

原院第４号）」） 

２１．使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（仮称） 

２２．使用施設等における保安規定の審査基準（仮称） 

２３．核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第８条第１項の規定に基づく認定

基準（仮称） 

２４．原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第１１条第１項の規定に基づく認

定基準（仮称） 

２５．廃止措置段階の試験研究用等原子炉施設における保安規定の審査基準（仮称） 

２６．廃止措置段階の発電用原子炉施設における保安規定の審査基準（仮称） 

  －（廃止：「廃止措置段階の実用発電用原子炉施設保安規定の審査について（内規）

（平成２２・０２・０５原院第６号）」、「廃止措置段階の研究開発段階にあ

る発電の用に供する原子炉施設保安規定の審査について（内規）（平成２

２・０２・０５原院第７号）」） 



   

２７．発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画審査基準（仮称） 

  －（廃止：「廃止措置計画の認可について（内規）（平成１８・０５・２５原院第３

号）」、「研究炉の廃止措置計画の認可に係る執務要領（規炉要２０７）」） 

２８．実用発電用原子炉に係る発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準（仮称） 

 

【２】任意で行うパブリックコメントの対象文書 

 

内規（手続き等に関連するもの） 

１．使用済燃料貯蔵施設の定期的な評価に関する運用ガイド（仮称） 

２．第二種廃棄物埋設施設の定期的な評価等に関する運用ガイド（仮称） 

３．廃棄物管理施設の定期的な評価に関する運用ガイド（仮称） 

４．使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の型式証明及び型式指定運用ガイド（仮称） 

５．実用発電用原子炉施設の安全性向上評価に関する運用ガイド（仮称） 

６．加工施設及び再処理施設の安全性向上評価に関する運用ガイド（仮称） 
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平 成 ２ ５ 年 ９ 月  

原 子 力 規 制 庁  

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令及び東京

電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令の一部を

改正する政令（仮称）（案）等について 

 

背 景 

原子力規制委員会設置法（平成２４年法律第４７号）は、平成２４年６月２７日

に公布され、同年９月１９日に施行されたところである。同法附則第１条第５号に

掲げる規定は、同法施行後１年３月以内であって政令で定める日に施行することと

されており、同法附則第１８条において改正される核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」と

いう。）について、同日に施行することとなる。 

これに伴い、原子力規制委員会設置法附則第１条第５号に掲げる規定を施行する

ため、整備が必要となる核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施

行令（昭和３２年政令第３２４号）等関係法令等の改正及び制定を行うこととする。 

 

概 要 

Ⅰ．関係政令の一部改正 

１．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令及び東京電力株

式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令の一部を改正する政令（仮称） 

（１）核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正 

【改正理由】 

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う原子炉等規制法の改正により、使

用済燃料貯蔵施設における特定容器等の設計の型式証明及び型式指定の導入に伴

う手数料の整備等所要の規定の整備を行うこととする。 

 

（２）東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令の一部改正 

【改正理由】 

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う原子炉等規制法の改正により、発

電用原子炉施設等の安全性の向上のための評価制度が導入されることから、既に、

原子炉等規制法第６４条の２に基づき、特定原子力施設に指定されている東京電

力福島第一原子力発電所１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉並びにその附属施設

について、原子炉等規制法第４３条の３の２９の発電用原子炉施設の安全性の向

上のための評価の導入の規定の適用を除外することとする。 

 

Ⅱ．関係する規則の一部改正及び制定 

１．原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則（仮

称） 
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【改正理由】 

原子力規制委員会設置法附則第１８条により、事業許可申請書の記載事項の追加、

加工施設及び再処理施設への重大事故対策の追加、設計及び工事に係る品質保証制

度の導入、施設の性能の維持に係る技術上の基準の導入、加工施設、発電用原子炉

施設及び再処理施設への安全性の向上のための評価の導入、使用済燃料貯蔵施設へ

の特定容器等の設計の型式証明及び型式指定の導入等を内容とする原子炉等規制

法の改正が行われたところである。原子力規制委員会設置法附則第１８条の施行に

伴い、原子炉等規制法で新設・改正された規定に係る手続等の詳細な事項を定める

必要があることから、「使用済燃料の再処理の事業に関する規則（昭和４６年総理

府令第１０号）」等について所要の改正を行うこととする。そのほか、関係する規

則について原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う所要の規定の整備等を行

うこととする。 

 

【概要】 

（１）核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の一部改正 

原子炉等規制法の改正による法人の分割に関する手続等の所要の規定の整備

を行うとともに申請書等の提出部数の見直し等の所要の規定の整備を行う。 

 

（２）核燃料物質の加工の事業に関する規則の一部改正 

ａ．重大事故の定義 

原子炉等規制法における加工施設に係る重大な事故は設計上定める条件より

厳しい条件において発生する臨界事故及び核燃料物質等を閉じ込める機能の喪

失とする。 

ｂ．加工施設の事業許可申請書及び変更許可申請書の記載事項の追加等 

原子炉等規制法の改正において新たに追加された加工施設の事業許可申請書

及び変更許可申請書の記載事項のうち、「加工施設における放射線の管理に関

する事項」については、「核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物に

よる放射線被ばく管理の方法」、「放射性廃棄物の廃棄に関する事項」等を記

載することとし、「加工施設において核燃料物質が臨界状態になることその他

の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制

の整備に関する事項」については、事故の区分に応じて、事故に対処するため

に必要な施設、事故の程度・影響の評価の条件及びその評価の結果について記

載することとする。 

また、事業許可申請書の記載事項のうち「加工施設の一般構造」について、

「耐津波構造」を追加する等の見直しを行う。 

併せて、改正された記載事項に関係する添付書類について所要の規定の整備

を行う。 

ｃ．設計及び工事における品質保証に係る基準の制定に係る規定の整備 

  原子炉等規制法の改正により設計及び工事の方法の認可基準として追加され

た「設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織」に関する

事項を、設計及び工事の方法の認可の申請書及び変更の認可の申請書の記載事

項として追加することとし、これに関係する添付書類の記載事項等について所

要の見直しを行う。 

ｄ．加工施設の性能の維持に係る規定の整備 
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  原子炉等規制法の改正により加工施設の性能の維持に係る技術上の基準が追

加されたことに伴い、使用前検査及び施設定期検査等に係る規定について所要

の規定の整備を行う。 

ｅ．検査実施要領書の策定 

使用前検査及び施設定期検査の方法等を定めた検査実施要領書を策定するこ

ととする。 

ｆ．法人の分割に係る規定の整備 

原子炉等規制法の改正による法人の分割に関する手続等の所要の規定の整備

を行う。 

ｇ．記録事項の追加 

  記録事項として警報装置から発せられた警報の内容及び加工施設の安全性の

向上のための評価の結果を追加等する。 

ｈ．重大事故対策等に係る保安のために講ずべき措置の追加 

重大事故に至るおそれのある事故又は重大事故が発生した場合に講ずべき措

置として、加工施設の保全のための活動を行う体制の整備に関し必要な措置等

を追加する。 

ｉ．重大事故対策等に係る保安規定の記載事項の追加 

保安規定の記載事項として、重大事故等発生時等における保全活動を行う体

制の整備に関する事項を追加等する。 

ｊ．核燃料取扱主任者の選任要件の見直し 

核燃料取扱主任者の選任要件として、核燃料物質の取扱いの業務に従事した

期間を新たに加えることとする。 

ｋ．核燃料取扱主任者試験に係る規定の整理 

下記Ⅱ．１９．のとおり「核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則

（仮称）」の新規制定に伴う、所要の規定の整理を行う。 

ｌ．加工施設の安全性の向上のための評価に係る規定の整備 

安全性の向上のための評価に係る調査等の方法として、重大事故の発生に至

る可能性に関する評価手法等を用いて行うこととするとともに、評価の時期及

び評価等の結果の公表等の所要の規定の整備を行う。併せて加工施設の定期的

な評価のうち保安活動の評価に係る規定を廃止することとし、所要の規定の整

備を行う。 

ｍ．報告対象となる事故故障等の追加等 

事故故障等の報告を求める対象設備として、設計基準事故を超える事故又は

重大事故に対処するための機能を有する設備を追加する。また、これらの設備

の故障による臨界事故等の発生防止、喪失した機能の回復（事故の収束を含む。）

及び影響緩和といった重大事故に対処するための機能の喪失等を報告の対象に

追加する。 

ｎ．その他 

申請書等の提出部数の見直し等の所要の規定の整備を行う。 

 

（３）加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の一部改正 

ａ．核燃料物質の臨界防止に係る規定の明確化 

 臨界を防止するために講ずべき単一ユニットにおける形状寸法管理等及び単

一ユニット相互間の適切な配置の維持等の措置を明確化する。 

ｂ．外的要因及び内的要因による損傷の防止等に関する基準の追加等 
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地盤に関する規定、地震・津波その他の自然現象、外部人為事象及び施設内

における溢水等による損傷並びに不法侵入等の防止に関する規定を追加すると

ともに、火災による損傷の防止の規定を爆発も含むものとして見直す。 

ｃ．環境条件、検査等、飛散物及び共用の考慮に対する規定の追加 

   通常時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件における機能の発

揮、検査・試験及び保守・修理の可能性に係る規定、他の機器又は配管等の損

壊に伴う飛散物に係る規定並びに他の施設との共用に係る規定を追加する。 

ｄ．安全避難通路等の規定の追加 

容易に識別可能な安全避難通路、避難用の照明並びに設計基準事故時用の照

明及びその専用電源を設ける規定を追加する。 

ｅ．核燃料物質の貯蔵施設に対する要求事項の追加 

必要に応じて核燃料物質の崩壊熱を除去できる設備を設ける規定を追加する。 

ｆ．通信連絡設備等の規定の追加 

工場等内外に必要な指示・連絡が可能となる通信連絡設備、警報装置を設け

る規定を追加する。 

ｇ．重大事故等対処施設に対する規定の追加 

   重大事故等対処施設を設置する地盤に関する規定、地震・津波及び火災等に

よる損傷の防止に関する規定を追加する。また、重大事故等対処設備に共通す

る規定、臨界事故等重大事故ごとの設備に関する規定及び工場等外への放射性

物質の放出を抑制するための設備に関する規定を追加する。さらに、重大事故

等への対処に必要となる水・電気の供給、監視測定設備、緊急時対策所及び通

信連絡設備に係る規定を追加する。 

ｈ．その他 

要求内容の明確化等の所要の規定の整備を行う。 

 

（４）試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則の一部改正 

ａ．試験研究用等原子炉の設置許可申請書の記載事項の追加等 

設置許可申請書の記載事項のうち、「試験研究用等原子炉施設の一般構造」

について「耐津波構造」を追加する。また、申請書に添付する想定される原子

炉の事故の種類、影響等に関する説明書に設計基準事故を超える事故に関する

措置を含むことを明確化する。 

ｂ．設計及び工事における品質保証に係る基準の制定に係る規定の整備 

   原子炉等規制法の改正により設計及び工事の方法の認可基準として追加さ

れた「設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織」に関す

る事項を、設計及び工事の方法の認可の申請書の記載事項として追加する等の

所要の見直しを行う。 

ｃ．試験研究用等原子炉施設の性能の維持に係る規定の整備 

   原子炉等規制法の改正により試験研究用等原子炉施設の性能の維持に係る

技術上の基準が追加されたことに伴い、使用前検査及び施設定期検査等に係る

規定について所要の規定の整備を行う。 

ｄ．法人の分割に係る規定の整備 

原子炉等規制法の改正による法人の分割に関する手続等の所要の規定の整備

を行う。 

ｅ．記録事項の追加 

   記録事項として警報装置から発せられた警報の内容を追加等する。 

ｆ．保安規定の記載事項の明確化 
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保安規定の記載事項のうち、非常時に採るべき処理に関することに設計基準

事故を超える事故に関する処置を含むことを明確化する。 

ｇ．報告対象となる事故故障等の追加等 

報告対象となる事故故障等として、火災による試験研究用原子炉施設の安全

を確保する上で重要な機器等又は設計基準事故を超える事故の拡大防止等に必

要な設備の故障等に関する事項を追加する。 

ｈ．その他 

申請書等の提出部数の見直し等の必要な所要の規定の整備を行う。 

 

（５）試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則

の一部改正 

ａ．外的要因及び内的要因による損傷の防止等に関する基準の追加等 

地盤に関する規定、地震・津波その他の自然現象及び外部人為事象及び施設

内における溢水等による損傷並びに不法侵入等の防止に関する規定を追加する。 

ｂ．安全設備に対する機能要求の追加等 

   安全設備に対して、多重性又は多様性及び独立性の確保を明確化するととも

に、環境条件を追加等する。また、火災による損傷の防止に関する規定を明確

化する。  

ｃ．全交流動力電源喪失時における電源設備の基準の追加 

全交流動力電源喪失を想定し監視設備の動作に必要な非常用電源設備を設け

る規定を追加する。 

ｄ．通信連絡設備等の規定の追加 

事業所内外に必要な指示・連絡が可能となる通信連絡設備を設けることを追

加する。 

ｅ．安全避難通路等の規定の追加 

容易に識別可能な安全避難通路、避難用の照明並びに設計基準事故時用の照

明及びその専用電源を設ける規定を追加する。 

ｆ．試験用燃料体に関する基準の追加 

試験用燃料体が健全性を維持できない場合でも、燃料体に悪影響を及ぼさな

いこととする規定等を追加する。 

ｇ．設計基準事故を超える事故に関する規定の追加 

設計基準事故を超える事故が発生した場合の事故の拡大の防止等の必要な

措置に係る規定を追加する。 

ｈ．ナトリウム冷却型高速炉に係る規定の整備 

ナトリウム冷却型高速炉について、原子炉冷却材バウンダリの破壊じん性に

係る規定、原子炉冷却材バウンダリからの一次冷却材及びカバーガスバウンダ

リからのカバーガスの漏えい検出に係る規定、ナトリウムを液体の状態に保つ

設備に係る規定、計測制御系統による事故時の環境下の監視・記録の規定、原

子炉停止系統が臨界未満・反応度添加率等を満足するための規定を追加等する。 

ｉ．ガス冷却型原子炉に係る規定の整備 

ガス冷却型原子炉に係る章を新設し、原子炉冷却材圧力バウンダリの破壊じ

ん性及び一次冷却材の漏えい検出に係る規定、計測制御系統による事故時の環

境下の監視・記録に係る規定、原子炉停止系統が臨界未満・反応度添加率等を

満足するための規定等を追加する。 

ｊ．その他 
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 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮

称）の制定に併せて、安全保護回路、実験設備等に関する規定を明確化すると

ともに、制御設備及び非常用制御設備に係る規定の整備その他所要の規定の整

備を行う。 

 

（６）試験研究の用の供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則 

 原子炉等規制法において使用する用語の例によることを追加等する。 

 

（７）実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正 

ａ．安全性の向上のための評価に係る規定の整備等 

   安全性の向上のための評価に係る調査等の方法として、重大事故の発生に至

る可能性に関する評価手法等を用いて行うこととするとともに、評価の時期及

び評価の結果等の公表等の所要の規定の整備を行う。併せて、発電用原子炉施

設の定期的な評価の制度を廃止することとし、所要の規定の整備を行う。 

ｂ．記録事項の見直し 

工場又は事業所の外において貯蔵しようとする使用済燃料について記録すべ

き事項として、最高燃焼度に代えて、燃焼度を規定する。 

ｃ．その他 

申請書等の提出部数の見直し等の所要の規定の整備等を行う。  

 

（８）研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正 

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設について、上記Ⅱ.１．（７）「実

用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正」と同旨の改正を行う。 

 

（９）使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の一部改正 

ａ．使用済燃料貯蔵施設の事業許可申請書の記載事項の追加等 

事業許可申請書において求める「貯蔵施設の一般構造」について、「耐津波

構造」を追加する等の記載事項の見直しを行う。 

ｂ．使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の認可に係る規定の整備 

原子炉等規制法の改正により設計及び工事の方法の認可基準として追加され

た設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織に関する事項

を、設計及び工事の方法の認可申請書の記載事項として追加する等の所要の見

直しを行う。 

ｃ．使用済燃料貯蔵施設の性能の維持に係る規定の整備 

原子炉等規制法の改正により使用済燃料貯蔵施設の性能の維持に係る技術上

の基準が追加されたことに伴い、使用前検査、施設定期検査等に係る規定につ

いて所要の規定の整備を行う。 

ｄ．検査実施要領書の策定 

使用前検査及び施設定期検査の方法等の必要な事項を定めた検査実施要領書

を策定することとする。 

ｅ．電源設備に係る規定の整備 

下記Ⅱ．１．（１０）使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準

に関する省令の一部改正において、外部電源喪失時における電源設備の基準を

見直したことから、非常用電源設備に係る所要の規定の整備を行う。 

ｆ．法人の分割に係る規定の整備 



7 

 

原子炉等規制法の改正による法人の分割に関する手続等の所要の規定の整備

を行う。 

ｇ．記録事項の見直し 

貯蔵する使用済燃料に係る記録事項として、最高燃焼度に代えて燃焼度を規

定する。 

ｈ．技術情報の共有に係る規定の見直し 

保安のために講ずべき措置として行うべき技術情報の共有について所要の規

定の整備を行う。 

ｉ．特定容器等の設計の型式証明及び型式の指定に係る規定の整備 

型式証明の対象である特定容器等を、使用済燃料貯蔵設備本体のうち、金属

製の乾式キャスクとするとともに、型式証明及び型式指定に係る申請書の記載

事項、添付書類等の手続等の所要の規定の整備を行う。 

ｊ．報告対象となる事故故障等の追加等 

報告対象となる使用済燃料貯蔵施設に係る事故故障等を明確化するとともに、

使用済燃料の臨界に関する事項等を報告対象として追加する。   

ｋ．その他 

申請書等の提出部数の見直し等の所要の規定の整備を行う。 

 

（１０）使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する省令の一部改

正 

ａ．適用範囲の明確化 

原子炉等規制法に規定する使用済燃料貯蔵施設のうち金属キャスクによって

使用済燃料を貯蔵するものに限って適用することを明確化する。 

ｂ．外的要因による損傷の防止等に関する基準の追加 

地盤に関する規定、地震・津波その他の自然現象及び外部人為事象による損

傷並びに不法侵入等の防止に関する規定を追加する。また、火災による損傷の

防止の規定を爆発も含むものとして見直す。 

ｃ．共用及び検査等の考慮に関する規定の追加 

他の施設との共用に関する規定並びに検査・試験及び保守・修理の可能性に

関する規定を追加する。 

ｄ．遮蔽機能の明確化 

事業所周辺の空間線量率が、原子力規制委員会が定める線量限度を下回るよ

うに遮蔽設備を施設することを明確化する。 

ｅ．外部電源喪失時における電源設備の基準の見直し 

外部電源からの電気の供給が停止した場合における、放射線の監視等の安全

上必要な措置が講じられるような予備電源を備えることとする。 

ｆ．通信連絡設備等の追加 

事業所内外に必要な指示・連絡が可能となる通信連絡設備、警報装置及び従

事者等の退避のための設備に関する規定を追加する。 

ｇ.その他 

放射線管理施設に係る規定の明確化、規則名の改正等所要の見直しを行う。 

 

（１１）使用済燃料の再処理の事業に関する規則の一部改正 

ａ．重大事故の定義 

原子炉等規制法における再処理施設に係る重大な事故は、設計上定める条件

より厳しい条件において発生する臨界事故、冷却機能の喪失による蒸発乾固、
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放射線分解により発生する水素爆発及び有機溶媒等による火災又は爆発等とす

る。 

ｂ．再処理施設の事業指定申請書及び変更許可申請書の記載事項の追加等 

原子炉等規制法の改正において新たに追加された再処理施設の事業指定申請

書及び変更許可申請書の記載事項のうち、「再処理施設における放射線の管理

に関する事項」については、「放射線の被ばく管理の方法」、「放射性廃棄物

の廃棄に関する事項」等を記載することとし、「再処理施設において核燃料物

質が臨界状態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処

するために必要な施設及び体制の整備に関する事項」については、事故の区分

に応じて、事故に対処するために必要な施設、事故の程度・影響の評価の条件

及びその評価の結果について記載することとする。 

また、事業指定申請書において求める「再処理施設の一般構造」について、

「耐津波構造」を追加する等の記載事項の見直しを行う。併せて、これらの記

載事項に関係する添付書類について所要の規定の整備を行う。 

ｃ．設計及び工事における品質保証に係る基準の制定に係る規定の整備 

   原子炉等規制法の改正により設計及び工事の方法の認可基準として追加さ

れた「設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織」に関す

る事項を、設計及び工事の方法の認可の申請書及び変更の認可の申請書の記載

事項として追加することとし、これに関係する添付書類の記載事項等について

所要の見直しを行う。 

ｄ．再処理施設の性能の維持に係る規定の整備 

   原子炉等規制法の改正により再処理施設の性能の維持に係る技術上の基準

が追加されたことに伴い、使用前検査及び施設定期検査等に係る規定について

所要の規定の整備を行う。 

ｅ．検査実施要領書の策定 

使用前検査及び施設定期検査の方法等を定めた検査実施要領書を策定するこ

ととする。 

ｆ．法人の分割に係る規定の整備 

原子炉等規制法の改正による法人の分割に関する手続等の所要の規定の整備

を行う。 

ｇ．記録事項の追加 

記録事項として、警報装置から発せられた警報の内容及び再処理施設の安全

性の向上のための評価の結果を追加等する。 

ｈ．重大事故対策等に係る保安のために講ずべき措置の追加 

重大事故に至るおそれのある事故又は重大事故が発生した場合に講ずべき措

置として、再処理施設の保全のための活動を行う体制の整備に関し必要な措置

等を追加する。 

ｉ．重大事故対策等に係る保安規定の記載事項の追加 

保安規定の記載事項として、重大事故等発生時等における保全活動を行う体

制の整備に関する事項等を追加等する。 

ｊ．核燃料取扱主任者の選任要件の見直し 

核燃料取扱主任者の選任要件として、核燃料物質の取扱いの業務に従事した

期間を新たに加えることとする。 

ｋ．再処理施設の安全性の向上のための評価に係る規定の整備 

   安全性の向上のための評価に係る調査等の方法として、重大事故の発生に至

る可能性に関する評価手法等を用いて評価することとするとともに、評価の時
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期及び評価等の結果の公表等の所要の規定の整備を行う。併せて再処理施設の

定期的な評価のうち保安活動の評価に係る規定を廃止することとし、所要の規

定の整備を行う。 

ｌ．報告対象となる事故故障等の追加等 

 事故故障等の報告を求める対象設備として、設計基準事故を超える事故又は

重大事故に対処するための機能を有する設備を追加する。また、これらの設備

の故障による臨界事故等の発生防止、拡大の防止及び影響緩和といった重大事

故に対処するための機能の喪失等を報告の対象に追加する。 

ｍ．その他 

申請書等の提出部数の見直し等の所要の規定の整備を行う。 

 

（１２）再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則の一部改正 

ａ．核燃料物質の臨界防止に係る規定の明確化 

 臨界を防止するために講ずべき単一ユニットにおける形状寸法管理等及び単

一ユニット相互間の適切な配置の維持等の措置を明確化する。 

ｂ．外的要因及び内的要因による損傷の防止等に関する基準の追加等 

地盤に関する規定、地震・津波その他の自然現象、外部人為事象、施設内に

おける溢水等及び化学薬品の漏えいによる損傷並びに不法な侵入等の防止に関

する規定を追加するとともに、火災による損傷の防止の規定を爆発も含むもの

として見直す。 

ｃ．環境条件、検査等、飛散物及び共用の考慮に対する規定の追加 

   通常時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件における機能の発

揮、検査・試験及び保守・修理の可能性に係る規定、他の機器又は配管等の損

壊に伴う飛散物に係る規定並びに他の施設との共用に係る規定を追加する。 

ｄ．製品貯蔵施設に対する要求事項の追加 

製品の崩壊熱を安全に除去できる製品貯蔵施設に係る規定を追加する。 

ｅ．安全避難通路等の規定の追加 

容易に識別可能な安全避難通路、避難用の照明並びに設計基準事故時用の照

明及びその専用電源を設ける規定を追加する。 

ｆ．安全保護回路の基準の明確化 

多重性を確保すること、駆動源の喪失時等に安全な状態への移行又は状態を

維持すること、不正アクセス等に対する措置及び計測制御系との機能的に分離

することを明確化する。 

ｇ．通信連絡設備等の規定の追加 

工場等内外に必要な指示・連絡が可能となる通信連絡設備、警報装置を設け

る規定を追加する。 

ｈ．制御室の基準の見直し 

制御室で操作する設備を誤操作することなく、適切に運転操作できることと

するとともに、気体状の放射性物質、制御室外の火災等及び有毒ガスに対する

防護措置及び外部の状況を把握するための装置を追加する。 

ｊ．非常用電源設備の基準の見直し 

外部電源系統及び非常用電源設備から必要な電力の供給を受けるための措置、

二回線以上の送電線からの受電を可能とするための措置、非常用電源設備等の

多重性及び独立性の確保に係る規定を追加する。 

ｋ．重大事故等対処施設に対する基準の追加 
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   重大事故等対処施設を設置する地盤に関する規定、地震・津波及び火災等に

よる損傷の防止に関する規定を追加する。また、重大事故等対処設備に共通す

る規定、臨界事故等重大事故ごとの設備に係る規定及び工場等外への放射性物

質及び放射線の放出を抑制するための設備に関する規定を追加する。さらに、

重大事故等への対処に必要となる水・電気の供給、計装設備、制御室、監視測

定設備、緊急時対策所及び通信連絡設備の設置に係る規定を追加する。 

ｌ．その他 

  要求内容の明確化等の所要の規定の整備を行う。 

 

（１３）核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業

に関する規則の一部改正 

ａ．確認実施要領書及び検査実施要領書の策定 

廃棄物埋設に関する確認の方法等の必要な事項を定めた確認実施要領書を策

定すること並びに使用前検査及び施設定期検査の方法等の必要な事項を定めた

検査実施要領書を策定することとする。 

ｂ．特定廃棄物埋設施設の設計及び工事の方法の認可に係る規定の整備 

原子炉等規制法の改正により設計及び工事の方法の認可基準として追加され

た「設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織」に関する

事項を、設計及び工事の方法の認可の申請書及び変更の認可の申請書の記載事

項として追加する等の所要の見直しを行う。 

ｃ．特定廃棄物埋設施設の性能の維持に係る規定の整備 

原子炉等規制法の改正により特定廃棄物埋設施設の性能の維持に係る技術上

の基準が追加されたことに伴い、使用前検査、施設定期検査等の所要の規定の

整備を行う。 

ｄ．法人の分割に係る規定の整備 

原子炉等規制法の改正による法人の分割に関する手続等の所要の規定の整備

を行う。 

ｅ．その他 

申請書等の提出部数の見直し等の所要の規定の整備を行う。 

 

（１４）核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業

に関する規則の一部改正 

ａ．第二種廃棄物埋設施設の事業許可申請書の記載事項の追加等 

事業許可申請書の記載事項のうち「廃棄物埋設施設の一般構造」について、

「耐津波構造」を追加する等の記載事項の見直しを行う。 

ｂ．確認実施要領書の策定 

廃棄物埋設に関する確認の方法等の必要な事項を定めた確認実施要領書を策

定することとする。 

ｃ．法人の分割に係る規定の整備 

原子炉等規制法の改正により追加された法人の分割に関する手続等の所要の

規定の整備を行う。 

ｄ．記録事項の追加 

記録事項として、警報装置から発せられた警報の内容並びに廃棄物埋設地及

びその周辺の状況を追加等し、所要の規定の整備を行う。 

ｅ．廃棄物埋設地の保全に係る規定の整備 
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廃棄物埋設地における放射性物質の異常な漏えいの監視、異常時の修復等の

埋設の開始から廃止措置計画の認可時まで廃棄物埋設地の保全のために必要な

措置を行うこととし、併せて所要の規定の整備を行う。 

ｆ．廃棄物埋設施設の定期的な評価等に係る規定の見直し 

廃棄物埋設施設の定期的な評価等の対象にトレンチ処分及びピット処分を追

加するとともに、評価の実施期間を１０年を超えない期間ごととし、併せて所

要の規定の整備を行う。 

ｇ．保安規定の記載事項の追加 

保安規定の記載事項に廃棄物埋設施設の定期的な評価等に必要な情報を把握

するための監視に関することを追加する。また、放射能の減衰に応じた第二種

廃棄物埋設施設についての保安のために講ずべき措置に関することを変更しよ

うとする場合は、変更認可申請書の添付書類に廃棄物埋設施設の定期的な評価

等の結果を添付することとし、併せて所要の規定の整備を行う。 

ｈ．廃止措置計画の認可基準の追加 

廃止措置計画の認可の基準として廃棄物埋設地の保全のために必要な措置を

必要としない状況にあることを追加する。 

ｉ．その他 

申請書等の提出部数の見直し等の所要の規定の整備を行う。 

 

（１５）核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関す

る規則の一部改正 

ａ．廃棄物管理施設の事業許可申請書の記載事項の追加等 

事業許可申請書の記載事項のうち「廃棄物管理施設の一般構造」について、

「耐津波構造」を追加する等の記載事項の見直しを行う。 

ｂ．特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の認可に係る規定の整備 

原子炉等規制法の改正により設計及び工事の方法の認可基準として追加され

た「設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織」に関する

事項を、設計及び工事の方法の認可申請書の記載事項として追加する等の所要

の見直しを行う。 

ｃ．特定廃棄物管理施設の性能の維持に係る規定の整備 

原子炉等規制法の改正により特定廃棄物管理施設の性能の維持に係る技術上

の基準が追加されたことに伴い、使用前検査、施設定期検査等に係る規定につ

いて所要の規定の整備を行う。 

ｄ．検査実施要領書の策定 

使用前検査及び施設定期検査の方法等の必要な事項を定めた検査実施要領書

を策定することとする。 

ｅ．法人の分割に係る規定の整備 

原子炉等規制法の改正による法人の分割に関する手続等の所要の規定の整備

を行う。 

ｆ．廃棄物管理施設の定期的な評価の追加 

廃棄物管理施設の保安活動の実施状況及び保安活動への最新の技術的知見の

反映状況を１０年を超えない期間ごとに評価する規定を追加する。また、事業

開始から２０年を経過する日までに経年変化に関する技術的な評価及び同評価

に基づく保全のために実施すべき措置に関する１０年間の計画を策定すること

並びに当該評価及び当該計画を１０年を超えない期間ごとに再評価する規定を
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追加する。併せて、保安規定の記載事項に定期的な評価に関する規定を追加す

る等の所要の規定の整備を行う。 

ｇ．その他 

申請書等の提出部数の見直し等の所要の規定の整備を行う。 

 

（１６）特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基

準に関する規則の一部改正 

ａ．外的要因による損傷の防止等に関する基準の追加 

地盤に関する規定、地震・津波その他の自然現象及び外部人為事象による損

傷並びに不法侵入等の防止に関する規定を追加するとともに、火災による損傷

の防止の規定を爆発も含むものとして見直す。 

ｂ．共用及び検査等の考慮に対する対象施設の明確化 

他の施設との共用に係る規定並びに検査・試験及び保守・修理の可能性に係

る規定等を追加する。 

ｃ．臨界防止の措置の追加 

核燃料物質が臨界に達するおそれがないように必要な措置を講じることとす

る規定を追加する。 

ｄ．遮蔽機能に係る規定の明確化 

事業所周辺の空間線量率が、原子力規制委員会が定める線量限度を下回るよ

うに遮蔽設備を施設することを明確化する。 

ｅ．受入れ施設及び管理施設に係る規定の明確化 

放射性廃棄物を管理する施設について、保管する廃棄物の性状を考慮した管

理を行うこと等の規定を明確化する。 

ｆ．外部電源喪失時における電源設備の基準の見直し 

外部電源からの電気の供給が停止した場合における、放射線の監視等の安全

上必要な措置が講じられるような予備電源を備えることとする。 

ｇ．通信連絡設備等の追加 

事業所内外に必要な指示・連絡が可能となる通信連絡設備、警報装置及び従

事者等の退避のための設備を設けることとする規定を追加する。 

ｈ.その他 

放射線管理施設に係る規定の明確化等所要の見直しを行う。 

 

（１７）核燃料物質の使用等に関する規則の一部改正 

ａ．使用許可申請書及び変更許可申請書の規定の整備 

   使用施設等の位置、構造及び設備の基準の策定に併せて使用許可申請書及び

変更許可申請書に添付すべき書類を整備する。 

ｂ．工事の技術上の基準の規定の整備 

   使用施設等の位置、構造及び設備の基準の策定に併せて使用施設等の工事の

技術上の基準として、閉じ込め機能、遮蔽機能、臨界防止及び非常用電源設備

に係る規定を見直すとともに、地震・津波その他の自然現象、火災等による損

傷の防止、外部人為事象による損傷不法侵入等の防止、内部溢水、飛散物及び

化学薬品の漏えいによる損傷の防止、環境条件の考慮、、検査等の考慮、施設

の共用、誤操作の防止並びに安全避難通路、監視設備、通信連絡設備等に関す

る規定を追加する。さらに、貯蔵施設及び廃棄施設の基準を規定するとともに、

設計評価事故を超える事故のために必要な措置に関する規定を追加する。 

ｃ．記録事項の追加 
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   記録事項として警報装置から発せられた警報の内容を追加等し、所要の規定

の整備を行う。 

ｄ．保安規定の記載事項の明確化 

 保安規定の記載事項のうち、非常時に採るべき処置に関することに設計評価

事故を超える事故に関する処置を含むことを明確化する。 

ｅ.報告対象となる事故故障等の追加等 

報告対象となる事故故障等として、火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、

又は喪失するおそれがあったとき等を追加する。 

ｆ.その他 

申請書等の提出部数の見直し等の所要の規定の整備を行う。 

 

（１８）核原料物質の使用に関する規則の一部改正 

申請書等の提出部数の見直し等の所要の規定の整備を行う。 

 

（１９）東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物

質の防護に関する規則の一部改正 

ａ．実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正に伴う所要の規定

の整備 

   原子炉等規制法施行令及び上記Ⅱ．１．（７）「実用発電用原子炉の設置、

運転等に関する規則」の一部改正に伴う所要の規定の整備を行うこととする。 

ｂ．記録事項の見直し 

工場又は事業所の外において貯蔵しようとする使用済燃料について記録すべ

き事項として、最高燃焼度に代えて、燃焼度を規定する。 

 

（２０）その他  

ａ．関係する規則等の規定の整備 

上記（１）～（１９）のほか、関係する規則等に所要の規定の整備を行う。 

ｂ．原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則

の施行に伴う経過規定 

  安全性の向上のための評価に関する規定、第二種廃棄物埋設施設に係る廃棄

物埋設地の保全及び定期的な評価等に関する規定、並びに廃棄物管理施設に係

る定期的な評価に関する規定については、実施時期に関して所要の経過規定を

設けるほか、所要の経過規定を設ける。 

 

２．加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮称） 

【制定理由】 

原子炉等規制法の改正により、加工施設の事業許可の基準の１つである「加工施

設の位置、構造及び設備が（中略）災害の防止上支障がないものであること」が「加

工施設の位置、構造及び設備が（中略）災害の防止上支障がないものとして原子力

規制委員会で定める基準に適合するものであること」と改正されたことから、加工

施設に係る当該基準を定める原子力規制委員会規則を新たに制定する必要がある。 

 

【概要】  

設計基準事故に係る部分については、旧原子力安全委員会の審査指針類を基に、

事業の許可の要件として臨界防止機能、閉じ込め機能、遮蔽機能等を規定するとと
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もに、地震・津波その他の自然現象への対策及び火災対策等について所要の見直し

を行った上で規定することとする。 

その他、加工施設への不法な侵入の防止、外部人為事象、内部溢水及び飛散物に

よる損傷の防止、環境条件の考慮、誤操作の防止並びに設計基準事故の拡大の防止

について規定することとする。 

また、加工施設の設計基準を超える状況に対する要求事項である重大事故等に対

処するための基準については、プルトニウムを取り扱う加工施設について、臨界事

故及び核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失に対する対策等を規定する。 

 

３．加工施設に係る加工事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査の

ための組織の技術基準に関する規則（仮称） 

【制定理由】  

原子炉等規制法の改正により、設計及び工事の方法の認可の基準の１つとして

「加工事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が

原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること」が新たに

設けられたことから、加工施設に係る当該技術上の基準（設計及び工事段階におけ

る品質保証に係る基準）を定める原子力規制委員会規則を新たに制定する必要があ

る。 

  

【概要】  

従来から保安規定の原子力安全に対する品質マネジメントについて用いている

品質保証に係る民間規格(JEAC4111-2009)の要求事項を基に、ＩＡＥＡ安全基準（安

全要件 No.GS-R-3）等の海外規格の要求事項を踏まえ整理を行った上で、規定する

こととする。 

 

４．加工施設の性能に係る技術基準に関する規則（仮称） 

【制定理由】  

原子炉等規制法の改正により、加工施設の性能が「原子力規制委員会規則で定め

る技術上の基準」に適合するようにその加工施設を維持しなければならないとされ

たことから、加工施設に係る当該技術上の基準を定める原子力規制委員会規則を新

たに制定する必要がある。 

 

【概要】 

「加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則（昭和６２年総理府令

第１０号）」を基に、地震・津波その他の自然現象への対策及び火災対策等の所要

の見直しを行った上で規定することとする。 

その他、加工施設への不法な侵入の防止、外部人為事象、内部溢水及び飛散物に

よる損傷の防止、環境条件の考慮、安全避難通路等、核燃料物質の貯蔵施設、並び

に通信連絡設備等について規定する。 

また、設計基準を超える状況に対する要求事項である重大事故等に対処するため

の基準については、プルトニウムを取り扱う加工施設について、臨界事故及び核燃

料物質等を閉じ込める機能の喪失に対する対策等を規定する。 

 

５．試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮称） 

【制定理由】 
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原子炉等規制法の改正により、試験研究用等原子炉施設の設置許可の基準の１つ

である「試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備が（中略）災害の防止上支

障がないものであること」が「試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備が（中

略）災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合

するものであること」と改正されたことから、試験研究用等原子炉施設に係る当該

基準を定める原子力規制委員会規則を新たに制定する必要がある。 

 

【概要】  

設計基準事故については、旧原子力安全委員会の審査指針類を基に、地震・津波

その他の自然現象への対策及び火災対策等については所要の見直しを行った上で

規定することとする。併せて、水冷却型原子炉（高出力炉、中出力炉、低出力炉）、

ガス冷却型原子炉、ナトリウム冷却型高速炉等の原子炉の種類ごとに、炉心、燃料

体、その他の試験研究用等原子炉施設に求める基準及び性能について規定するとと

もに、設計基準事故を超える事故の拡大の防止等のために必要な措置について規定

することとする。 

その他、試験研究用等原子炉施設への不法な侵入の防止等について規定すること

とする。 

 

６．試験研究の用に供する原子炉等に係る試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事

に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則（仮称） 

【制定理由】  

原子炉等規制法の改正により、設計及び工事の方法の認可の基準の１つとして

「試験研究用等原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査

のための組織が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであ

ること」が新たに設けられたことから、試験研究用等原子炉施設に係る当該技術上

の基準（設計及び工事段階における品質保証に係る基準）を定める原子力規制委員

会規則を新たに制定する必要がある。 

  

【概要】  

従来から原子力安全に対する品質マネジメントに関して用いられている品質保

証に係る民間規格(JEAC4111-2009)の要求事項を基に、ＩＡＥＡ安全基準（安全要

件 No.GS-R-3）等の海外規格の要求事項を踏まえ整理を行った上で、規定すること

とする。  

 

７．試験研究の用に供する原子炉等の性能に係る技術基準に関する規則（仮称） 

【制定理由】  

原子炉等規制法の改正により、試験研究用等原子炉施設の性能が「原子力規制委

員会規則で定める技術上の基準」に適合するようにその試験研究用等原子炉施設を

維持しなければならないとされたことから、試験研究用等原子炉施設に係る当該技

術上の基準を定める原子力規制委員会規則を新たに制定する必要がある。 

  

【概要】 

「試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規

則（昭和６２年総理府令第１１号）」を基に、地震・津波対策及び火災対策等の所

要の見直しを行った上で規定することとする。併せて、設計基準事故を超える事故

の拡大の防止等のために必要な措置について規定することとする。 



16 

 

その他、試験研究用等原子炉施設への不法な侵入の防止、内部溢水による損傷の

防止、環境条件の考慮、安全避難通路等及び通信連絡設備等について規定すること

とする。 

 

８．使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮称） 

【制定理由】 

原子炉等規制法の改正において、使用済燃料貯蔵施設の事業許可の基準の１つで

ある「使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備が（中略）災害の防止上支障がな

いものであること」が「使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備が（中略）災害

の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するも

のであること」と改正されたことから、使用済燃料貯蔵施設に係る当該基準を定め

る原子力規制委員会規則を新たに制定する必要がある。 

 

【概要】  

旧原子力安全委員会の審査指針類（「金属製乾式キャスクを用いる使用済燃料中

間貯蔵施設のための安全審査指針(平成 14年 10月 3日決定)」等）を基に、地震・

津波その他の自然現象及び外部人為事象による損傷の防止等について所要の見直

しを行った上で、使用済燃料貯蔵施設が基本的安全機能（閉じ込め機能、遮蔽機能、

臨界防止機能及び除熱機能）を損なわないものであること等を規定することとする。

この他、使用済燃料貯蔵施設への不法な侵入の防止等について規定することとする。 

 

９．使用済燃料貯蔵施設に係る使用済燃料貯蔵事業者の設計及び工事に係る品質管理

の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則（仮称） 

【制定理由】  

原子炉等規制法の改正により、設計及び工事の方法の認可の基準の１つとして

「使用済燃料貯蔵事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のた

めの組織が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであるこ

と」が新たに設けられたことから、使用済燃料貯蔵施設に係る当該技術上の基準（設

計及び工事段階における品質保証に係る基準）を定める原子力規制委員会規則を新

たに制定することとする。 

  

【概要】  

従来から保安規定の原子力安全に対する品質マネジメントについて用いている

品質保証に係る民間規格(JEAC4111-2009)の要求事項を基に、ＩＡＥＡ安全基準（安

全要件 No.GS-R-3）等の海外規格の要求事項を踏まえ整理を行った上で、規定する

こととする。 

 

１０．使用済燃料貯蔵施設の性能に係る技術基準に関する規則（仮称） 

【制定理由】  

原子炉等規制法の改正により、使用済燃料貯蔵施設の性能が「原子力規制委員会

規則で定める技術上の基準」に適合するようにその使用済燃料貯蔵施設を維持しな

ければならないとされたことから、使用済燃料貯蔵施設に係る当該技術上の基準を

定める原子力規制委員会規則を新たに制定する必要がある。 

 

【概要】 



17 

 

「使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する省令（平成１２

年通商産業省令第１１３号）」を基に、所要の見直しを行った上で規定することと

する。この他、外部からの衝撃による損傷の防止、使用済燃料貯蔵施設への不法な

侵入等の防止及び通信連絡設備等について規定することとする。 

 

１１．再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮称） 

【制定理由】 

原子炉等規制法の改正により、再処理施設の事業指定の基準の１つである「再処

理施設の位置、構造及び設備が（中略）災害の防止上支障がないものであること」

が「再処理施設の位置、構造及び設備が（中略）災害の防止上支障がないものとし

て原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること」と改正されたこ

とから、再処理施設に係る当該基準を定める原子力規制委員会規則を新たに制定す

る必要がある。 

 

【概要】  

設計基準事故に係る部分については、旧原子力安全委員会の審査指針類を基に、

事業の指定の要件として臨界防止機能、閉じ込め機能、遮蔽機能等を規定するとと

もに、地震・津波その他の自然現象への対策及び火災対策等について所要の見直し

を行った上で規定することとする。 

その他、再処理施設への不法な侵入の防止、外部人為事象、内部溢水、飛散物及

び化学薬品の漏えいによる損傷の防止、環境条件の考慮、誤操作の防止、計測制御

系及び設計基準事故の拡大の防止について規定することとする。 

また、再処理施設の設計基準を超える状況に対する要求事項である重大事故等に

対処するための基準について、臨界事故、冷却機能の喪失による蒸発乾固、放射線

分解により発生する水素による爆発及び有機溶媒等による火災又は爆発等に対す

る対策等を規定する。 

 

１２．再処理施設に係る再処理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその

検査のための組織の技術基準に関する規則（仮称） 

【制定理由】  

原子炉等規制法の改正により、設計及び工事の方法の認可の基準の１つとして

「再処理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織

が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること」が新た

に設けられたことから、再処理施設に係る当該技術上の基準（設計及び工事段階に

おける品質保証に係る基準）を定める原子力規制委員会規則を新たに制定する必要

がある。 

   

【概要】  

従来から保安規定の原子力安全に対する品質マネジメントについて用いている

品質保証に係る民間規格(JEAC4111-2009)の要求事項を基に、ＩＡＥＡ安全基準（安

全要件 No.GS-R-3）等の海外規格の要求事項を踏まえ整理を行った上で、規定する

こととする。 

 

１３．再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則（仮称） 

【制定理由】  
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原子炉等規制法の改正により、再処理施設の性能が「原子力規制委員会規則で定

める技術上の基準」に適合するようにその再処理施設を維持しなければならないと

されたことから、再処理施設に係る当該技術上の基準を定める原子力規制委員会規

則を新たに制定する必要がある。 

  

【概要】 

「再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則（昭和６２年総理府

令第１２号）」を基に、地震・津波その他の自然現象への対策及び火災対策等の所

要の見直しを行った上で規定することとする。 

その他、再処理施設への不法な侵入の防止、内部溢水、飛散物及び化学薬品の漏

えいによる損傷の防止、環境条件の考慮、誤操作の防止、使用済燃料貯蔵施設及び

製品貯蔵施設、安全避難通路等及び通信連絡設備等について規定することとする。 

また、設計基準を超える状況に対する要求事項である重大事故対策の基準につい

ては、臨界事故、冷却機能の喪失による蒸発乾固の防止対策、放射線分解により発

生する水素による爆発の防止対策及び有機溶媒等による火災又は爆発に対する対

策等を規定する。 

 

１４．第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮称） 

【制定理由】 

原子炉等規制法の改正により、廃棄物埋設施設の事業許可の基準の１つである

「廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備が（中略）災害の防止

上支障がないものであること」が「廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構

造及び設備が（中略）災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で

定める基準に適合するものであること」と改正されたことから、第二種廃棄物埋設

施設に係る当該基準を定める原子力規制委員会規則を新たに制定する必要がある。 

 

【概要】  

旧原子力安全委員会の審査指針類（「第二種廃棄物埋設の事業に関する安全審査

の基本的考え方（平成２２年８月９日決定）」等）を基に、規則の適用範囲をトレ

ンチ処分及びピット処分に限るとともに管理期間終了以後に係る評価等について

所要の見直しを行った上で規定することとする。また、廃棄物埋設地について、廃

棄物埋設地の外への放射性物質の移行抑制機能及び閉じ込める機能等について規

定する。 

 

１５．廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮称） 

【制定理由】 

原子炉等規制法の改正により、廃棄物管理施設の事業許可の基準の１つである

「廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備が（中略）災害の防止

上支障がないものであること」が「廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構

造及び設備が（中略）災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で

定める基準に適合するものであること」と改正されたことから、廃棄物管理施設に

係る当該基準を定める原子力規制委員会規則を新たに制定する必要がある。 

 

【概要】  

旧原子力安全委員会の審査指針類（「廃棄物管理施設の安全性の評価の考え方（平

成元年３月２７日決定）」等）を基に、事業の許可の要件として閉じ込め機能、遮
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蔽機能等を規定するとともに、地震・津波対策等の事業の許可の要件について所要

の見直しを行った上で規定することとする。この他、廃棄物管理施設への不法な侵

入の防止、管理施設の基準等について規定することとする。 

 

１６．特定廃棄物管理施設に係る廃棄物管理事業者の設計及び工事に係る品質管理の

方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則（仮称） 

【制定理由】  

原子炉等規制法の改正により、設計及び工事の方法の認可の基準の１つとして

「廃棄物管理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための

組織が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること」が

新たに設けられたことから、特定廃棄物管理施設に係る当該技術上の基準（設計及

び工事段階における品質保証に係る基準）を定める原子力規制委員会規則を新たに

制定する必要がある。 

 

【概要】  

従来から保安規定の原子力安全に対する品質マネジメントについて用いている

品質保証に係る民間規格(JEAC4111-2009)の要求事項を基に、ＩＡＥＡ安全基準（安

全要件 No.GS-R-3）等の海外規格の要求事項を踏まえ整理を行った上で、規定する

こととする。 

 

１７．特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能に係る技術基準に関する規

則（仮称） 

【制定理由】  

原子炉等規制法の改正により、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性

能が「原子力規制委員会規則で定める技術上の基準」に適合するようにその特定廃

棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を維持しなければならないとされたことか

ら、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に係る当該技術上の基準を定める

原子力規制委員会規則を新たに制定する必要がある。 

  

【概要】 

「特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基

準に関する規則（平成４年総理府令第４号）」を基に、地震・津波対策、受入れ施

設及び管理施設の基準等の所要の見直しを行った上で規定することとする。この他、

外部からの衝撃による損傷の防止、施設への不法な侵入等の防止、臨界防止及び通

信連絡設備等について規定することとする。 

 

１８．使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮称） 

【制定理由】 

原子炉等規制法の改正により、核燃料物質の使用許可の基準の１つである「使用

施設、貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備が（中略）災害の防止上支障が

ないものであること」が「使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備

が（中略）災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準

に適合するものであること」と改正されたことから、使用施設等に係る当該基準を

定める原子力規制委員会規則を新たに制定する必要がある。 

 

【概要】  
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旧原子力安全委員会の審査指針類を基に、使用施設等に係る閉じ込め機能、遮蔽

機能、地震・津波その他の自然現象への対策及び火災対策等については所要の見直

しを行った上で規定するとともに、貯蔵施設及び廃棄施設の基準について規定する。

また、政令で定める核燃料物質を使用する使用施設等について、使用施設等への外

部人為事象による損傷、不法侵入等の防止、内部溢水、飛散物及び化学薬品の漏え

いによる損傷の防止、環境条件の考慮、誤操作の防止等について規定するとともに、

設計評価事故を超える事故の拡大の防止等のために必要な措置について規定する

こととする。 

 

１９．核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則（仮称） 

【制定理由】  

原子炉等規制法の改正による事業者に関する規則の大幅改正を踏まえ、核燃料取

扱主任者試験受験生に関する規定の位置づけを整理し、新たに試験の課目、受験手

続等の実施細目等を定める原子力規制委員会規則として制定する必要がある。 

 

【概要】  

核燃料物質の加工の事業に関する規則に規定されていた核燃料取扱主任者試験

の課目、受験手続等の実施細目、免状の交付及び返納の手続等を新規則として規定

することとする。 

 

Ⅲ．告示の一部改正 

１．原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係告示の整備等に関する告示（仮

称）  

【制定理由】  

原子炉等規制法の改正に伴い、上記Ⅱ．１．（３）、（５）、（１０）、（１２）、

（１６）のとおり「加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則」等の

一部の改正及び上記Ⅱ．４、７、１０、１３、１７のとおり「加工施設の性能に係

る技術基準に関する規則（仮称）」等を新たに制定することとしている。 

これらの規則では、管理区域及び周辺監視区域外における放射線に係る線量限度

等を原子力規制委員会が定めるとしていることから、これらの規則の規定に基づき

関係する告示を改正する必要がある。 

  

【概要】 

今般新たに制定される「加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則」

等及び「加工施設の性能に係る技術基準を定める規則（仮称）」等の規定に基づき、

①実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定め

る告示、②核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を

定める告示及び③試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の

規定に基づき、線量限度等を定める告示を改正し、管理区域及び周辺監視区域外に

おける線量等の水準を規定するほか、所要の改正を行うこととする。 

 

Ⅳ．関係内規の制定 

１．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力規制

委員会の処分に係る審査基準等の一部改正 

【概要】 
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原子炉等規制法に基づく原子力規制委員会の処分に係る行政手続法（平成５年法

律第８８号）の規定による審査基準、標準処理期間及び処分の基準は、「核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力規制委員会の処分

に係る審査基準等」において定められているところ、今般の原子炉等規制法の改正

に伴い、審査基準等を定めるべき同法の規定が追加されるとともに、今般新たに審

査基準等を制定することから、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律等に基づく原子力規制委員会の処分に係る審査基準等」を改正し、新たに追

加される審査基準等を加えることとする。 

 

２．加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（仮称） 

【概要】 

上記Ⅱ.２．「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮称）」に

おいて規定する基準（性能要求）に対して、当該規則に定める基準を満足する技術

的内容の例示を規定することとする。なお、旧原子力安全委員会の安全審査指針類

のうち、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」等を引用する

こととする。 

 

３．加工施設に係る加工事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査

のための組織の技術基準に関する規則の解釈（仮称） 

【概要】 

上記Ⅱ.３．「加工施設に係る加工事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法

及びその検査のための組織の技術基準に関する規則（仮称）」において規定する基

準に対して、当該規則に定める基準を満足する技術的内容の例示を規定することと

する。 

 

４．核燃料物質の加工の事業に係る加工事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（仮称） 

【概要】 

原子炉等規制法の改正において、加工の事業許可の審査の際に要求される基準で

ある「重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的

能力」を審査するための審査基準を規定することとする。 

 

５．加工施設における保安規定の審査基準（仮称） 

【概要】 

「核燃料物質の加工の事業に関する規則」において規定する保安規定の記載事項

に対して、重大事故等発生時等における加工施設の保全のための活動を行う体制の

整備等の保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を審査基準として規定

することとする。 

 

６．試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解

釈（仮称） 

【概要】 

上記Ⅱ.５．「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関

する規則（仮称）」において規定する基準（性能要求）に対して、当該規則に定め

る基準を満足する技術的内容の例示を規定することとする。なお、旧原子力安全委

員会の安全審査指針類のうち、「水冷却型試験研究用原子炉施設に関する安全設計
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審査指針」等を引用することとする。 

 

７．試験研究の用に供する原子炉等に係る試験研究用等原子炉設置者の設計及び工

事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則の解

釈（仮称） 

【概要】 

上記Ⅱ.６．「試験研究の用に供する原子炉等に係る試験研究用等原子炉設置者

の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関

する規則（仮称）」において規定する基準に対して、当該規則に定める基準を満足

する技術的内容の例示を規定することとする。 

 

８．試験研究の用に供する原子炉等における保安規定の審査基準（仮称） 

【概要】 

「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則」において規定す

る保安規定の記載事項に対して、試験研究用等原子炉施設の巡視及び点検、非常時

の場合に採るべき処置（設計基準事故を超える事故を含む。）等の保安規定の認可

の審査に当たって確認すべき事項を審査基準として規定することとする。 

 

 

９．使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（仮称） 

【概要】 

上記Ⅱ.８．「使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮

称）」において規定する基準（性能要求）に対して、当該規則に定める基準を満足

する技術的内容の例示を規定することとする。なお、旧原子力安全委員会の安全審

査指針類のうち、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」等を

引用することとする。 

 

１０．使用済燃料貯蔵施設に係る使用済燃料貯蔵事業者の設計及び工事に係る品質管

理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則の解釈（仮称） 

【概要】 

上記Ⅱ.９．「使用済燃料貯蔵施設に係る使用済燃料貯蔵事業者の設計及び工事

に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則（仮称）」

において規定する基準に対して、当該規則に定める基準を満足する技術的内容の例

示を規定することとする。 

 

１１．使用済燃料貯蔵施設における保安規定の審査基準（仮称） 

【概要】 

「使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則」において規定する保安規定の記載事項

に対して、保安教育の内容とその見直しの頻度等が明確に定められていること等の

保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を審査基準として規定すること

とする。 

 

１２．再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（仮称） 

【概要】 

上記Ⅱ.１１．「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮称）」

において規定する基準（性能要求）に対して、当該規則に定める基準を満足する技
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術的内容の例示を規定することとする。なお、旧原子力安全委員会の安全審査指針

類のうち、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」等を引用す

ることとする。 

 

１３．再処理施設に係る再処理事業者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその

検査のための組織の技術基準に関する規則の解釈（仮称） 

【概要】 

上記Ⅱ.１２．「再処理施設に係る再処理事業者の設計及び工事に係る品質管理

の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則（仮称）」において規定

する基準に対して、当該規則に定める基準を満足する技術的内容の例示を規定する

こととする。 

 

１４．使用済燃料の再処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（仮称） 

【概要】 

原子炉等規制法の改正において、再処理の事業指定の審査の際に要求される基準

である「重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力」を審査するための審査基準を規定することとする。 

 

１５．再処理施設における保安規定の審査基準（仮称） 

【概要】 

「使用済燃料の再処理の事業に関する規則」において規定する保安規定の記載事

項に対して、重大事故等発生時等における再処理施設の保全のための活動を行う体

制の整備等の保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を審査基準として

規定することとする。 

 

１６．第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（仮称） 

【概要】 

上記Ⅱ.１４．「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則（仮称）」において規定する基準（性能要求）に対して、当該規則に定める基準

を満足する技術的内容の例示を規定することとする。なお、旧原子力安全委員会の

安全審査指針類のうち、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」

等を引用することとする。 

 

１７．第二種廃棄物埋設事業に係る廃棄物埋設施設における保安規定の審査基準（仮

称） 

【概要】 

旧原子力安全・保安院から継承されている内規（「第二種廃棄物埋設事業に係る

廃棄物埋設施設保安規定の審査について（内規）（平成２１・０２・１２原院第３

号）」）を基に、「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄

物埋設の事業に関する規則」において規定する保安規定の記載事項に対して、放射

能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設について保安のために講ずべき措置に関する

こと等の保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を審査基準として規定

することとする。 

また、上記Ⅱ．１．（１４）ｇ．のとおり、「核燃料物質又は核燃料物質によつ

て汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則」における保安規定に関す
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る事項を改正し、廃棄物埋設施設の定期的な評価等に必要な情報を把握するための

監視に関する事項等を追加することとしていることから、これに伴い、新たに保安

規定の記載事項として追加された事項に関する審査基準を規定することとする。併

せて、旧原子力安全・保安院から継承されている内規を廃止する。 

 

１８．廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（仮称） 

【概要】 

上記Ⅱ.１５．「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮

称）」において規定する基準（性能要求）に対して、当該規則に定める基準を満足

する技術的内容の例示を規定することとする。なお、旧原子力安全委員会の安全審

査指針類のうち、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」等を

引用することとする。 

 

１９．特定廃棄物管理施設に係る廃棄物管理事業者の設計及び工事に係る品質管理の

方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則の解釈（仮称） 

【概要】 

上記Ⅱ.１６．「特定廃棄物管理施設に係る廃棄物管理事業者の設計及び工事に

係る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則（仮称）」

において規定する基準に対して、当該規則に定める基準を満足する技術的内容の例

示を規定することとする。 

 

２０．廃棄物管理施設における保安規定の審査基準（仮称） 

【概要】 

旧原子力安全・保安院から継承されている内規（「廃棄物管理施設保安規定の審

査について（内規）（平成２１・０２・１２原院第４号）」）を基に、「核燃料物

質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則」におい

て規定する保安規定の記載事項に対して、放射性廃棄物の受入れ、運搬、廃棄その

他の取扱いに関すること等の保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を

審査基準として規定することとする。 

また、上記Ⅱ．１．（１５）ｆ．のとおり、「核燃料物質又は核燃料物質によつ

て汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則」における保安規定に関する事項

を改正し、廃棄物管理施設の定期的な評価等に関する事項等を追加することとして

いることから、これに伴い、新たに保安規定の記載事項として追加された事項に関

する審査基準を規定することとする。併せて、旧原子力安全・保安院から継承され

ている内規を廃止する。 

 

２１．使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（仮称） 

【概要】 

上記Ⅱ.１８．「使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則（仮称）」

において規定する基準（性能要求）に対して、当該規則に定める基準を満足する技

術的内容の例示を規定することとする。なお、旧原子力安全委員会の安全審査指針

類のうち、「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関する指針」

等を引用することとする。 

 

２２．使用施設等における保安規定の審査基準（仮称） 

【概要】 
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「核燃料物質の使用等に関する規則」において規定する保安規定の記載事項に対

して、使用施設等の巡視及び点検、非常の場合に採るべき処置（設計評価事故を超

える事故を含む。）等の保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を審査基

準として規定することとする。 

 

２３．核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第８条第１項の規定に基づ

く認定基準（仮称） 

【概要】 

旧原子力安全・保安院から継承されている内規（「核燃料物質の加工の事業に関

する規則第８条の１２第１項の規定に基づく認定基準（平成１７・１２・２８原院

第１０号）」）を基に、上記Ⅱ.１９．「核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関

する規則（仮称）」において規定する試験の一部課目免除の対象となる大学院の課

程の認定基準を新たに制定することとする。併せて、旧原子力安全・保安院から継

承されている内規を廃止する。 

 

２４．原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第１１条第１項の規定に基

づく認定基準（仮称） 

【概要】 

文部科学省及び旧原子力安全・保安院から継承されている内規（「原子炉主任技

術者試験の実施細目等に関する規則第１１条第１項の規定に基づく認定基準（１７

文科科第７５０号及び平成１７・１２・２８原院第９号）」）を基に、上記２３．

「核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第８条第１項の規定に基づく

認定基準（仮称）」と同様に、筆記試験の一部課目免除対象となる大学院の課程の

認定基準を新たに制定することとする。併せて、文部科学省及び旧原子力安全・保

安院から継承されている内規を廃止する。 

 

２５．廃止措置段階の試験研究用等原子炉施設における保安規定の審査基準（仮称） 

【概要】 

「試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則」において規定

する保安規定の記載事項に対して、原子炉の恒久停止、原子炉施設の施設定期自主

検査等の保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を審査基準として規定

することとする。 

 

２６．廃止措置段階の発電用原子炉施設における保安規定の審査基準（仮称） 

【概要】 

旧原子力安全・保安院から継承されている内規（「廃止措置段階の実用発電用

原子炉施設保安規定の審査について（内規）（平成２２・０２・０５原院第６号）」、

「廃止措置段階の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉施設保安規定の審

査について（内規）（平成２２・０２・０５原第７号）」）を基に、「実用発電用

原子炉の設置、運転等に関する規則」及び「研究開発段階発電用原子炉の設置、運

転等に関する規則」において規定する保安規定の記載事項に対して、廃止措置の体

制、燃料の受払い等の保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を審査基準

として規定することとする。併せて、旧原子力安全・保安院から継承されている内

規を廃止する。 

 

２７．発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画審査基準（仮称） 
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【概要】 

旧原子力安全・保安院から継承されている内規（「廃止措置計画の認可につい

て（内規）（平成１８・０５・２５原院第３号）」及び文部科学省から継承されて

いる内規（「研究炉の廃止措置計画の認可に係る執務要領（規炉要２０７）」を基

に、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」、「研究開発段階発電用原

子炉の設置、運転等に関する規則」及び「試験研究用等原子炉の設置、運転等に関

する規則」において規定する廃止措置計画の記載事項に対して、解体の対象となる

施設及びその解体方法、核燃料物質の譲渡し方法等の廃止措置計画の認可の審査に

当たって確認すべき事項を審査基準として規定することとする。併せて、旧原子力

安全・保安院及び文部科学省から継承されている内規を廃止する。 

 

２８．実用発電用原子炉に係る発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準（仮称） 

【概要】 

原子炉等規制法に規定する発電用原子炉の運転期間延長の認可は「実用発電用原

子炉の設置、運転等に関する規則」において、「技術基準規則に定める基準に適合

することとする」としており、当該基準への適合の審査に当たって確認すべき事項

を審査基準として規定することとする。 

 



  別紙３ 

 

今回のパブリックコメントの対象となる主な規程（施設分類毎の新規制基準に係る主な規程） 

施設分類 事業許可/指定 設計及び工事の方法 

の認可 

使用前検査、性能の維

持、施設定期検査 

保安規定認可 その他（安全性向上のた

めの評価、型式認証等） 

加工施設 

(Ⅱ2)加工許可基準規

則（新） 

(Ⅳ2）加工許可基準解

釈（新） 

(Ⅳ4)SA 技術的能力審

査基準（新） 

(Ⅱ1(3))加工設工認

基準規則（改） 

(Ⅱ3）加工設工認品証

基準規則（新） 

(Ⅳ3)加工設工認品証

基準解釈（新） 

(Ⅱ4)加工性能基準規

則（新） 

 

(Ⅳ5)加工保安規定審

査基準（新） 

 

(任意 6)加工施設及び

再処理施設の FSAR 運

用ガイド（新） 

(Ⅱ1(2))加工規則（改） 

試験研究

用原子炉 

(Ⅱ5)試験炉許可基準

規則（新） 

(Ⅳ6）試験炉許可基準

解釈（新） 

(Ⅱ1(5)) 試験炉設工

認基準規則（改） 

(Ⅱ6）試験炉設工認品

証基準規則（新） 

(Ⅳ7) 試験炉設工認

品証基準解釈（新） 

(Ⅱ7) 試験炉性能基

準規則（新） 

 

(Ⅳ8)試験炉保安規定

審査基準（新） 

 

 

(Ⅱ1(4))試験炉規則（改） 

使用済燃料

貯蔵施設 

(Ⅱ8) 貯蔵許可基準

規則（新） 

(Ⅳ9）貯蔵許可基準解

釈（新） 

(Ⅱ1(10)) 貯蔵設工

認基準省令（改） 

(Ⅱ9）貯蔵設工認品証

基準規則（新） 

(Ⅳ10) 貯蔵設工認品

証基準解釈（新） 

(Ⅱ10) 貯蔵性能基準

規則（新） 

 

(Ⅳ11)貯蔵保安規定

審査基準（新） 

 

(任意 1)貯蔵 PSR 運用

ガイド（新） 

(任意 4)型式認証運用

ガイド（新） 

(Ⅱ1(9))貯蔵規則（改） 

再処理 

施設 

(Ⅱ11) 再処理事業指

定基準規則（新） 

(Ⅳ12）再処理事業指

定基準解釈（新） 

(Ⅳ14)SA 技術的能力

審査基準（新） 

(Ⅱ1(12)) 再処理設

工認基準規則（改） 

(Ⅱ12）再処理設工認

品証基準規則（新） 

(Ⅳ13) 再処理設工認

品証基準解釈（新） 

(Ⅱ13) 再処理性能基

準規則（新） 

 

(Ⅳ15)再処理保安規

定審査基準（新） 

 

(任意 6)加工施設及び

再処理施設の FSAR 運

用ガイド（新） 

(Ⅱ1(11))再処理規則（改） 

廃棄物 

埋設施設 

(Ⅱ14) 第二種埋設許

可基準規則（新） 

(Ⅳ16）第二種埋設許

可基準解釈（新） 

  (Ⅳ17) 第二種埋設保

安規定審査基準（新） 

 

(任意 2) 第二種埋設

PSR運用ガイド（新） 

(Ⅱ1(14))第二種埋設規則（改） 

廃棄物 

管理施設 

(Ⅱ15) 管理許可基準

規則（新） 

(Ⅳ18）管理許可基準

解釈（新） 

(Ⅱ1(16)) 管理設工

認基準規則（改） 

(Ⅱ16）管理設工認品

証基準規則（新） 

(Ⅳ19) 管理設工認品

証基準解釈（新） 

(Ⅱ17) 管理性能基準

規則（新） 

 

(Ⅳ20)管理保安規定

審査基準（新） 

 

(任意 3)管理 PSR 運用

ガイド（新） 

(Ⅱ1(15))管理規則（改） 

使用施設 

(Ⅱ18) 使用許可基準

規則（新） 

(Ⅳ21）使用許可基準

解釈（新） 

  (Ⅳ22)使用保安規定

審査基準（新） 

 

 

(Ⅱ1(17))核燃料使用規則（改） 

発電用 

原子炉 

制定済み 制定済み 制定済み 制定済み (Ⅱ1(7))実用炉規則（改） 

(Ⅱ1(8))研開炉規則（改） 

(Ⅱ1(19))１F規則（改） 

(任意 5)実用炉 FSAR

運用ガイド（新） 

(Ⅳ28)実用炉運転期

間延長審査基準（新） 

注１）今回の意見募集対象諸規程のうち、主なものの略称を記載。（）内の番号は、別紙１の番号を示す。 

注２）太字は原子力規制委員会規則、斜体は内規を示す。 

※SA：重大事故、FSAR：施設の安全性の向上のための評価、PSR：定期的な評価 

 



諸規程と許認可との関係（加工施設の例） 

位置、構造及び設備 技術的能力 

位置、構造及び設備 安全評価、SA有効性評価 事業の遂行の技術的能力 
重大事故対策の技術的能力 

(Ⅱ2)加工許可基準規則 
(Ⅳ2)加工許可基準解釈 

( Ⅳ4) SA技術的能力審査基準 

(Ⅳ5)加工保安規定審査基準 

保安規定認可〈法第22条〉 

設計及び工事の方法の認可 
             〈法第16条の2〉 

使用前検査〈法第16条の3〉  
性能の維持〈法第16条の4の2〉 
施設定期検査〈法第16条の5〉 

(Ⅱ4)加工性能基準規則 

保安及び核物質防
護のために講ずべ
き措置 
〈法第21条の2〉 

保安検査 
〈法第22条〉 

燃取主任 
〈法第22条の2〉 

＜発電炉のガイドを参考とする＞ 
○地震・津波関係の審査ガイド 
○火山評価ガイド 
○竜巻評価ガイド 
○内部溢水評価ガイド 
 

      ※各施設の審査で参考にするガイドは次頁 

 
 
内部溢水評価ガイド＊ 
内部火災評価ガイド＊ 

制御室及び緊急時対策所等の居住性
被ばく評価手法 

耐震設計に係る設工認審査ガイド＊
（MOX、再処理のみ） 

耐津波設計に係る設工認審査ガイド＊
（再処理のみ） 

 
 

安全性向上のための評価の届出・公表〈法第22条の7の2〉 (●)加工安全性向上評価ガイ

ドライン 

＊：発電炉を 
  参考に適用 

(Ⅱ1(3))加工設工認基準規則 
(Ⅱ3)  加工設工認品証基準規則 
(Ⅳ3)  加工設工認品証基準解釈 

別紙４ 

事業（変更）許可〈法第13(16)条〉  (Ⅱ1(2))加工規則（事業許可等に係る手続き等について規定） 

安全性向上のための評価の届出・公表〈法第22の7の2〉 

(任意6)加工施設及び再処理施設のFSAR運用ガイド 



   

審査において参考にする実用発電用原子炉に係る審査ガイド等 

施設分類 
参考にする実用発電用原子炉に係る審査ガイド等 

（いずれも平成 25年 6月 19日 原子力規制委員会決定） 

加工施設 

・原子力発電所の火山影響評価ガイド 

・原子力発電所の竜巻影響評価ガイド 

・原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド 

・敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド 

・基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド 

・基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 

・基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド 

・耐震設計に係る工認審査ガイド 

・耐津波設計に係る工認審査ガイド 

試験研究用原子炉 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準 

・原子力発電所の火山影響評価ガイド 

・原子力発電所の竜巻影響評価ガイド 

・原子力発電所の外部火災影響評価ガイド 

・原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド 

・原子力発電所の内部火災影響評価ガイド 

・敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド 

・基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド 

・基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 

・基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド 

・耐震設計に係る工認審査ガイド 

・耐津波設計に係る工認審査ガイド 

使用済燃料貯蔵施設 

・原子力発電所の火山影響評価ガイド 

・原子力発電所の竜巻影響評価ガイド 

・原子力発電所の外部火災影響評価ガイド 

・敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド 

・基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド 

・基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 

・基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド 

・耐震設計に係る工認審査ガイド 

・耐津波設計に係る工認審査ガイド 

再処理施設 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準 

・原子力発電所の火山影響評価ガイド 

・原子力発電所の竜巻影響評価ガイド 

・原子力発電所の外部火災影響評価ガイド 

・原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド 

・原子力発電所の内部火災影響評価ガイド 

・敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド 

・基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド 

・基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 

・基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド 

・耐震設計に係る工認審査ガイド 

・耐津波設計に係る工認審査ガイド 

  



   

廃棄物埋設施設 

・原子力発電所の火山影響評価ガイド 

・原子力発電所の竜巻影響評価ガイド 

・原子力発電所の外部火災影響評価ガイド 

・敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド 

・基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド 

・基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 

・基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド 

・耐震設計に係る工認審査ガイド 

・耐津波設計に係る工認審査ガイド 

廃棄物管理施設 

・原子力発電所の火山影響評価ガイド 

・原子力発電所の竜巻影響評価ガイド 

・原子力発電所の外部火災影響評価ガイド 

・敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド 

・基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド 

・基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 

・基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド 

・耐震設計に係る工認審査ガイド 

・耐津波設計に係る工認審査ガイド 

使用施設 

・原子力発電所の火山影響評価ガイド 

・原子力発電所の竜巻影響評価ガイド 

・原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド 

・敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド 

・基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド 

・基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 

・基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド 

・耐震設計に係る工認審査ガイド 

・耐津波設計に係る工認審査ガイド 
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日本原燃（株）廃棄物埋設事業変更許可申請における廃止措置の開始後 

の公衆の被ばく線量評価に係る審査方針について（第３回） 

～将来の人間活動に関する設定～ 

 

令和 2年 10 月 7 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．経緯 

9 月 30 日の第 28 回原子力規制委員会において、8 月 26 日の第 20 回原子力規制委

員会での指摘を踏まえた日本原燃株式会社（以下「日本原燃」という。）から 2018 年

8 月 1 日に提出された廃棄物埋設事業変更許可申請（以下「Ｌ２変更許可申請」とい

う。）における廃止措置の開始後の公衆の被ばく線量評価に係る将来の人間活動に関

する設定の妥当性に関する審査方針を諮った。 

当該原子力規制委員会における指摘を踏まえて、前回諮った資料（参考 1：第 28 回

原子力規制委員会資料４）における「４．審査方針」のみを本資料の３．のとおりま

とめ直したので、改めて審議頂きたい。 

 

２．第 28 回原子力規制委員会における指摘 

(1)現在の生活様式は、最新の統計、調査等だけに基づくのではなく、過去のものも含

めて考えるべきではないか。 

(2) 統計、調査等に基づいて設定できないパラメータについて、最も可能性の高いシ

ナリオにおいても、最も保守的な値を用いることを求めるのはおかしいのではない

か。 

 

３．審査方針 

将来の人間活動の予測は、評価期間の長期性を踏まえると大きな不確かさを伴う。

従って、廃止措置の開始後の公衆の被ばく線量評価における人間活動に係る設定につ

いては、次のとおり設定することを求める。 

(1) 最も厳しい自然事象シナリオは、線量拘束値である 300µSv/年を超えないことを

確認するためのものであることを踏まえ、ICRP Pub.81 が示すとおり「現在の生活

様式を考えて合理的に保守的でもっともらしい仮定に基づいて」設定すること。 

ここで、「現在の生活様式」は、最新の統計、調査及び文献（以下「統計等」とい

う。）に基づくことを基本とし、過去の統計等により傾向や特異点の有無等も考慮す

ること。 

また、人間活動に係るパラメータ設定は、統計等に基づき保守的な値を設定する

ものとし、当該パラメータを統計等に基づいて設定することが困難な場合は、線量

が最も厳しくなる保守的な値を用いること。 

 

YAMAGAMI001
テキストボックス
別紙Ⅲ－５ー２
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(2) 最も可能性の高い自然事象シナリオは、10µSv/年を超えないことをもって、十

分に最適化がなされているものとみなすことができる低い線量であることを確認

するためのものである※1ことを踏まえ、ICRP Pub.81 に準じて、現在の生活様式を

考えて現実的でもっともらしい仮定に基づいて設定すること。 

ここで、「現在の生活様式」は、最新の統計等に基づくことを基本とし、過去の統

計等により傾向や特異点の有無等も考慮すること。 

また、人間活動に係るパラメータ設定は、統計等に基づき現実的な値を設定する

ものとし、当該パラメータを統計等に基づいて設定することが困難な場合は、当該

パラメータの特性を踏まえて現実的と考えられる値を用いることを原則とするこ

と。 

 

以上 

                                                   
※1：中深度処分等に係る規制基準等の策定について－浅地中処分における ALARA 適用の考え方

及び中深度処分等における人為事象シナリオの考え方について－（平成 30年 3月 7 日 原子力

規制庁） 
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日本原燃（株）廃棄物埋設事業変更許可申請における廃止措置の開始後 

の公衆の被ばく線量評価に係る審査方針について（第２回） 

～将来の人間活動に関する設定～ 

 

令和 2年 9月 30 日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．経緯 

8 月 26 日の第 20 回原子力規制委員会において、日本原燃株式会社（以下「日本原

燃」という。）から 2018 年 8 月 1 日に提出された廃棄物埋設事業変更許可申請（以下

「Ｌ２変更許可申請」という。）における廃止措置の開始後の公衆の被ばく線量評価

に係る将来の人間活動に関する設定の妥当性に関する審査方針を諮った。 

当該原子力規制委員会における指摘に対する考え方を２．のとおり整理するととも

に、廃止措置の開始後の公衆の被ばく線量に係る要求事項等を３．のとおり整理した

上で、４．のとおり審査方針をまとめ直したので、改めて審議頂きたい。 

 

２．前回の原子力規制委員会における審議の概要と指摘に対する考え方 

(1) 原子力規制庁が示した審査方針の概要（参考 2参照） 

前回原子力規制庁が示した審査方針は、人間活動に関するものの設定については、

ICRP Pub.81 の考え方に沿って、「現在の生活様式を考えて合理的に保守的でもっと

もらしい仮定に基づいて」設定すること（以下「様式化」という。）を基本とし、こ

の仮定に基づかない設定であっても、当該設定が線量評価上保守的であればよいと

するものであった。 

(2) 原子力規制委員会における指摘 

①生活様式については、考察する時間的尺度が長いことから、いかなる設定も仮想

的なものとならざるを得ず、従って現在の生活様式に基づいた設定で保守性を考

えて審査するしかないのではないか。現在の生活様式に基づかない設定をするこ

とに意味があるのか。 

②「現在」とはいつの時点を指すのか。 

③審査方針としての記述には、許可の要件そのものと審査における具体の確認方法

が混在していないか。 

(3) 指摘に対する考え方 

指摘の①について、数百から数千年後の生活様式を設定することには非常に大き

な不確かさが含まれるので、その設定の妥当性を判断することは難しい。従って、

将来の人間活動については、ICRP の様式化の考え方を踏まえて設定することを要求

事項とする。 

指摘の②について、ICRP の様式化の考え方を踏まえ、「現在」は把握できる最新

の状況とする。 

指摘の③について、審査における具体の確認方法を審査方針から削除する。 

【参考 1】 

資料４ 
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３．廃止措置の開始後の公衆の被ばく線量に係る要求事項等 

(1) 1990 年の許可時における管理期間終了以後の公衆の被ばく線量に係る要求内容

と許可内容 

①要求内容 

日本原燃の廃棄物埋設事業については、1990 年 11 月 15 日に許可をしている。

当時の「放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方について」（昭和 63 年

3 月 17 日原子力安全委員会決定）においては、管理期間終了以後において、「一

般公衆の被ばく線量は、被ばく管理の観点からは管理することを必要としない低

い線量であること。」として、「規制除外線量である 10 マイクロシーベルト／年を

越えないことをめやすとする。なお、発生頻度が小さいと考えられる事象につい

ては、被ばく線量の評価値が 10 マイクロシーベルト／年を著しく超えないこと

をめやすとする。」と示されていた。一方、線量評価における状態設定については

記載がなかった。また、ICRP Pub.46(1985)においては放射性廃棄物処分に関する

放射線防護基準を示していたが、その評価に必要な将来の人間活動に関する様式

化の考え方について示されていなかった。 

②許可内容 

①の要求内容を踏まえ、当時の許可申請書における管理期間終了後の公衆の被

ばく線量評価においては、廃棄物埋設地周辺の社会環境を踏まえて、将来起こる

可能性のある人間活動を網羅的に抽出し、保守的な被ばく経路とパラメータ設定

で評価していた。よって、人の飲用水については、当時の廃棄物埋設地周辺の水

道普及率が 98%であったものの、敷地中央部の沢中流部から比較的容易に水を得

ることができるとして、廃棄物埋設近傍の沢水の飲用（100%）による内部被ばく

を経路として設定している。また、水道普及率の向上から廃棄物埋設地近傍に井

戸の掘られる可能性はかなり小さいものの、井戸の掘削は簡便な水入手の方法で

あるとして、廃棄物埋設地又はその近傍における井戸水の飲用（100%）による内

部被ばくを発生頻度が小さいと考えられる事象での経路として設定している。 

 

(2) ICRP Pub.81 の内容 

1999 年に ICRP は「長寿命放射性固体廃棄物の処分に適用する放射線防護勧告

(ICRP Pub.81)」を発行した。その中で将来の人間活動に関する様式化について、

「考察する時間尺度が長いため、決定グループの習慣と特性並びにそれが位置する

環境の特性は仮定できるにすぎない。したがっていかなるそのような決定グループ

も仮想的なものである。グループについて仮定される習慣と特性は、利用できるサ

イトまたは地域に固有の情報のほか、現在の生活様式を考えて合理的に保守的でも

っともらしい仮定に基づいて選ばれるべきである。」との考え方が示された。また、

将来世代の防護の考え方として、「将来における個人と集団が、今日取られた行動か

ら現在の世代が与えられているのと少なくとも同じレベルの防護を供与されるべ

きである」との考え方が示された。 
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(3) 現行基準における廃止措置の開始後の公衆の被ばく線量に係る要求内容と今般

の申請内容 

①要求内容 

2019 年 12 月 5 日に施行された第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の

基準に関する規則及びその解釈においては、人工バリア及び天然バリアの状態の

変化、被ばくに至る経路等に影響を与える自然現象及び土地利用による人間活動

を考慮した上で、最も可能性の高い自然事象シナリオ、最も厳しい自然事象シナ

リオ及び人為事象シナリオに基づき廃止措置の開始後の公衆の被ばく線量を評価

し、定められた基準を満たすことを要求している。しかしながら、これらの線量

評価を行うにあたって必要となる状態、被ばく経路及びパラメータ設定の方法や

考え方については具体的に定めておらず、また、審査ガイドもない。 

②申請内容 

日本原燃のＬ２変更許可申請では、現在水道普及率がほぼ 100%の地域で、最も

可能性の高い自然事象シナリオとして沢水の飲用水としての利用（10％）に伴う

内部被ばくを、最も厳しい自然事象シナリオとして井戸水の飲料水としての利用

（10％）に伴う内部被ばくを想定する等、一部の状態、被ばく経路及びパラメー

タ設定において、現在の廃棄物埋設施設周辺では一般的でない生活様式に基づい

た設定となっている。 

 

４．審査方針 

(1) 将来の人間活動の予測は、評価期間の長期性を踏まえると大きな不確かさを伴う。

従って、廃止措置の開始後の公衆の被ばく線量評価における人間活動に係る設定に

ついては、最も可能性の高い自然事象シナリオ及び最も厳しい自然事象シナリオに

おいて、ICRP Pub.81 が示すとおり「現在の生活様式を考えて合理的に保守的でも

っともらしい仮定に基づいて」設定することを求める。 

(2) また、「現在の生活様式」は、できる限り最新の統計、調査等に基づくものとする

ように求める。 

(3) ここで、人間活動に係るパラメータを設定する際に、例えば市場希釈係数（評価

対象者がある食品を摂取する量に対する放射性物質で汚染された当該食品の摂取

割合）などを統計、調査等に基づいて設定できない場合は、線量が厳しくなる最も

保守的な値を用いることを求める。 

 

５．今後の予定 

本日の審議で明確にされた審査方針に沿って、日本原燃Ｌ２変更許可申請における

廃止措置の開始後の公衆被ばく線量評価の妥当性を確認する。その後、審査書を取り

まとめ、委員会に諮る。 

また、この審査方針や日本原燃Ｌ２変更許可申請の審査経験を踏まえ、浅地中処分

における廃止措置の開始後の線量評価の審査に関するガイドを策定する。 

以上 
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【参考 1】 

 

原子力安全委員会指針類と第二種廃棄物埋設施設事業許可基準規則との比較 

放射性廃棄物埋設施設の安全審査の基本的考え方について（昭和 63 年 3

月 17 日原子力安全委員会決定） 
2019 年 12 月 5 日に施行された第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則と解釈 

VIII 管理期間の終了 

 被ばく管理の観点から行う廃棄物埋設地の管理は、有意な期間内に終

了し得るとともに、管理期間終了以後において、埋設した廃棄物に起因

して発生すると想定される一般公衆の被ばく線量は、被ばく管理の観点

からは管理することを必要としない低い線量であること。 

 

（解説） 

「被ばく管理の観点からは管理することを必要としない低い線量」と

は、被ばく線量の評価値が放射線審議会基本部会報告書「放射性廃棄物

の浅地中処分における規制除外線量について」（昭和６２年１２月）に

示された規制除外線量である１０マイクロシーベルト／年を越えない

ことをめやすとする。 

なお、発生頻度が小さいと考えられる事象については、被ばく線量

の評価値が１０マイクロシーベルト／年を著しく超えないことをめや

すとする。 

 

○第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

（廃棄物埋設地） 

第十条 廃棄物埋設地は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければ

ならない。 

一～三 （略） 

四 廃止措置の開始までに廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要とし

ない状態に移行する見通しがあるものであること。 

 

○第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第１０条（廃棄物埋設地） 

１～５ （略） 

６ 第４号に規定する「廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない

状態に移行する見通しがあるもの」とは、設計時点における知見に基づ

き、廃棄物埋設施設の基本設計について、廃止措置の開始後における埋

設した放射性廃棄物に起因して発生することが想定される放射性物質

が公衆に及ぼす影響が、以下に掲げる各シナリオに基づく評価の結果、

それぞれの基準を満たすよう設計されていることをいう。 

これらの評価は、廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺に係る過去の記

録や、現地調査等の最新の科学的・技術的知見に基づき、人工バリア及

び天然バリア（埋設された放射性廃棄物又は人工バリアの周囲に存在し、

埋設された放射性廃棄物から漏出してきた放射性物質の生活環境への移

行の抑制を行う岩盤又は地盤等をいう。以下同じ。）の状態の変化、被ば
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くに至る経路等に影響を与える自然現象及び土地利用による人間活動を

考慮した上で行うこと。なお、廃止措置の開始後において評価の対象と

する期間は、シナリオごとに公衆が受ける線量として評価した値の最大

値が出現するまでの期間とする。 

一 自然事象シナリオ 

自然現象による放射性物質の廃棄物埋設地からの漏えい、天然バリア

中の移行、河川等への移行及び一般的な土地利用（廃棄物埋設地の掘削

を伴うものを除く。）を考慮したシナリオを対象として、以下のとおりで

あること。この際、同一の事業所内に複数の廃棄物埋設施設の設置が予

定される場合は、これらの重畳を考慮すること。 

イ 科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアと天然バリアの状

態及び被ばくに至る経路の組み合わせのうち最も厳しいシナリオで

あっても、評価される公衆の受ける線量が、３００マイクロシーベ

ルト／年を超えないこと。 

ロ 科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状

態及び被ばくに至る経路の組み合わせのうち、最も可能性が高いと

考えられるパラメータを設定し、評価される公衆の受ける線量が、

１０マイクロシーベルト／年を超えないこと。 

二 人為事象シナリオ  

廃棄物埋設地の掘削による放射性物質の廃棄物埋設地からの漏えい、

天然バリア中の移行及び当該掘削後の土地利用を考慮したシナリオに基

づき、評価される公衆の受ける線量が、ピット処分にあっては１ミリシ

ーベルト／年、トレンチ処分にあっては３００マイクロシーベルト／年

をそれぞれ超えないこと。ただし、外周仕切設備等と同等の掘削抵抗性

を有する設備を設置したトレンチ処分にあっては１ミリシーベルト／年

を超えないこと。 
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日本原燃（株）廃棄物埋設事業変更許可申請における廃止措置の開始後 

の公衆の被ばく線量評価に係る審査方針について 

 

令和２年８月２６日 

原 子 力 規 制 庁  

 

１．主旨 

日本原燃株式会社（以下「日本原燃」という。）から 2018 年 8 月 1 日に廃棄物埋設

事業変更許可申請（以下「Ｌ２変更許可申請」という。）がなされ、核燃料施設等の新

規制基準適合性に係る審査会合において第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則（以下「許可基準規則」という。）への適合性について審査を進め

てきたところであり、審査会合において主要な論点の確認はおおむね完了している状

況である。 

しかしながら、許可基準規則第 10 条第 4号及びその解釈（参考 1）で求められてい

る廃止措置の開始後（覆土完了後 300 年後以降）の公衆被ばく線量評価（図 1）に関

する日本原燃の申請内容のうち、次の事項については、その合理性の判断について審

査方針を明確にする必要があると考える。 

○現在の廃棄物埋設施設周辺では一般的でない生活様式に基づいた状態の設定（図 2-

1）及び被ばく経路の設定（図 2-2） 

○バックデータに基づいて設定できないパラメータの設定 

このため、２．に示す事項について、３．に示す審査方針で審査を進めてよいか、

委員会に諮るものである。 

 

２．審査方針を明確にする必要がある事項 

審査方針を明確にする必要がある事項は、具体的には、以下のとおりである。 

① 状態の設定 

・現在畜産及び農業では利用されていない敷地中央を流れる沢水の利用 

・現在水道普及率 100％の地域での敷地中央を流れる沢水の飲用水としての利用 

・現在水道普及率 100％の地域での透水性の低い廃棄物埋設地に設定した井戸か

ら採取する井戸水の飲用水としての利用 

② シナリオ毎の被ばく経路の設定 

・沢水の一部飲用による内部被ばく経路を「最も可能性の高いシナリオ」※2にお

いて考慮 

・井戸水の一部飲用による内部被ばく経路を「最も厳しいシナリオ」※3において

                                                   
※2：科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及び被ばくに至る経路

の組み合わせのうち最も可能性が高いと考えられるシナリオ 

※3：科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアと天然バリアの状態及び被ばくに至る経路

の組み合わせのうち最も厳しいシナリオ 

【参考 2】 

資料３ 
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考慮 

③ パラメータの設定 

・飲用水における沢水又は井戸水の割合（10％） 

・その他、表１に示す上記以外のバックデータに基づいて設定できず線量評価結

果が最も保守的になるように 0または 1で設定しているもの 

 

３．２．の設定に対する審査方針  

（１）基本的な考え方 

状態、被ばく経路及びパラメータの設定のうち、人間活動に関するものについて

は、ICRP 勧告（Publication 81）の考え方（参考 2）に沿って、「現在の生活様式

を考えて合理的に保守的でもっともらしい仮定に基づいて」設定されることを基本

とする。この仮定に基づかない設定がなされている場合には、当該設定が線量評価

上保守的であることを確認する。 

また、状態、被ばく経路及びパラメータの設定のうち、廃棄物埋設地及び周辺環

境に関するものについては、バックデータ又は設計値に基づき設定していることを

基本とする。ここで、バックデータ又は設計値に基づき設定できないものの場合は、

当該設定が線量評価上保守的であることを確認する。 

  

（２）審査方針 

２．に掲げる事項に対する審査方針は、以下のとおりとする。 

① 状態の設定 

・飲用水は、現在一般的と考えられる水道の利用を基本としたものであること

を確認する。 

・その上で、現在一般的ではない敷地中央を流れる沢水の利用及び井戸水の飲

用が現在一般的である水道水の利用と比較して線量評価上保守的な状態の設

定であることを確認する。 

② シナリオ毎の被ばく経路の設定 

・「最も可能性の高いシナリオ」及び「最も厳しいシナリオ」では、水道水の飲

用を経路として設定していることを確認する。 

・現在一般的でない沢水飲用及び井戸水飲用については、それらを考慮するこ

とで、水道水の飲用のみの場合と比較して、線量評価上保守的な被ばく経路

の設定となることを確認する。 

③ パラメータの設定 

・バックデータに基づいて設定できないパラメータについては、線量が厳しく

なる最も保守的な値を設定していることを確認する。 

・飲用水における現在一般的ではない沢水飲用又は井戸水飲用の割合について

は、水道水の飲用のみの場合と比較して、線量評価上保守的なパラメータの

設定となることを確認する。 
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４．今後の予定 

本日の審議で明確にされた審査方針に沿って、日本原燃Ｌ２変更許可申請における

廃止措置の開始後の公衆被ばく線量評価の妥当性を確認する。その後、審査書を取り

まとめ、委員会に諮る。 

また、この審査方針や日本原燃Ｌ２変更許可申請の審査経験を踏まえ、浅地中処分

における廃止措置の開始後の線量評価の審査に関するガイドを策定する。 

 

以上 
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図 1 廃止措置の開始後の線量評価フロー 
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図 2-1 日本原燃 L2 変更許可申請の状態の設定 
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図 2-2 日本原燃 L2 変更許可申請の線量評価シナリオと被ばく経路
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表 1 日本原燃の廃止措置の開始後の線量評価において 

  バックデータに基づいて設定できないパラメータ 

 バックデータに基づいて設定できないパラメータ 

自

然 

事

象 

最

も

可

能

性

の

高

い 

人工バリア、天然バリア

等 

・核種が流入する上部覆土下流端から尾駮沼、河川、沢又は

濃度算出地点までの評価上の距離（０ｍ：隣接）※ 

・灌漑土壌への放射性物質の残留割合（１：全量残留） 

 

生活様式等 

(利用可能なデータがない

もの) 

・飲料水における沢水の割合（水道普及率を考慮して保守的

に 10％） 

・飲料水の市場希釈係数（１：希釈無し） 

・水産物（漁業従事者）、農産物（農業従事者）及び畜産物

（畜産業従事者）の市場希釈係数（１：希釈無し） 

・畜産、灌漑農業等における沢水利用率（１：全量沢水） 

・屋外活動における遮蔽係数（１：遮蔽無し） 

最

も 

厳

し

い 

人工バリア、天然バリア

等 

・核種が流入する上部覆土下流端から尾駮沼、河川、沢又は

濃度算出地点までの評価上の距離（０ｍ：隣接） 

・灌漑土壌への放射性物質の残留割合（１：全量残留） 

 

生活様式等 

(利用可能なデータがない

もの) 

・井戸の掘削位置（廃棄物埋設地下流端から０m） 

・井戸の掘削時期（廃止措置の開始後 1年目） 

・飲料水における井戸水の割合（水道普及率を考慮して保守

的に 10％） 

・飲料水の市場希釈係数（１：希釈無し） 

・水産物（漁業従事者）、農産物（農業従事者）及び畜産物

（畜産業従事者）の市場希釈係数（１：希釈無し） 

・畜産、灌漑農業等における沢水利用率（１：全量沢水） 

・屋外活動における遮蔽係数（１：遮蔽無し） 

人為事

象 

人工バリア、天然バリア

等 

・評価開始時点の放射能量（全量残留、減衰のみ考慮） 

生活様式等 

(利用可能なデータがない

もの) 

なし 

※括弧内の値は、日本原燃の設定値を示す。  
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【参考 1】 

○第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

（廃棄物埋設地） 

第十条 廃棄物埋設地は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。 

一～三 （略） 

四 廃止措置の開始までに廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態

に移行する見通しがあるものであること。 

 

○第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第１０条（廃棄物埋設地） 

１～５ （略） 

６ 第４号に規定する「廃棄物埋設地の保全に関する措置を必要としない状態に移

行する見通しがあるもの」とは、設計時点における知見に基づき、廃棄物埋設施

設の基本設計について、廃止措置の開始後における埋設した放射性廃棄物に起因

して発生することが想定される放射性物質が公衆に及ぼす影響が、以下に掲げる

各シナリオに基づく評価の結果、それぞれの基準を満たすよう設計されているこ

とをいう。 

これらの評価は、廃棄物埋設施設の敷地及びその周辺に係る過去の記録や、現

地調査等の最新の科学的・技術的知見に基づき、人工バリア及び天然バリア（埋

設された放射性廃棄物又は人工バリアの周囲に存在し、埋設された放射性廃棄物

から漏出してきた放射性物質の生活環境への移行の抑制を行う岩盤又は地盤等を

いう。以下同じ。）の状態の変化、被ばくに至る経路等に影響を与える自然現象及

び土地利用による人間活動を考慮した上で行うこと。なお、廃止措置の開始後に

おいて評価の対象とする期間は、シナリオごとに公衆が受ける線量として評価し

た値の最大値が出現するまでの期間とする。 

一 自然事象シナリオ 

自然現象による放射性物質の廃棄物埋設地からの漏えい、天然バリア中の移

行、河川等への移行及び一般的な土地利用（廃棄物埋設地の掘削を伴うものを

除く。）を考慮したシナリオを対象として、以下のとおりであること。この際、

同一の事業所内に複数の廃棄物埋設施設の設置が予定される場合は、これらの

重畳を考慮すること。 

イ 科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアと天然バリアの状態及び被

ばくに至る経路の組み合わせのうち最も厳しいシナリオであっても、評価さ

れる公衆の受ける線量が、３００マイクロシーベルト／年を超えないこと。 

ロ 科学的に合理的と考えられる範囲の人工バリアや天然バリアの状態及び被

ばくに至る経路の組み合わせのうち、最も可能性が高いと考えられるパラメ

ータを設定し、評価される公衆の受ける線量が、１０マイクロシーベルト／

年を超えないこと。 

二 人為事象シナリオ  

廃棄物埋設地の掘削による放射性物質の廃棄物埋設地からの漏えい、天然バ
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リア中の移行及び当該掘削後の土地利用を考慮したシナリオに基づき、評価さ

れる公衆の受ける線量が、ピット処分にあっては１ミリシーベルト／年、トレ

ンチ処分にあっては３００マイクロシーベルト／年をそれぞれ超えないこと。

ただし、外周仕切設備等と同等の掘削抵抗性を有する設備を設置したトレンチ

処分にあっては１ミリシーベルト／年を超えないこと。 
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【参考 2】 

長寿命放射性固体廃棄物の処分に適用する放射線防護勧告（ICRP Publication 81） 

（抜粋） 

4.2 決定グループ 

（43）委員会は Publication43(ICRP,1985a)における被ばく評価についての勧告が一

般的ガイダンスとしてあてはまると考えている。したがって委員会は、被ばくは決

定グループにおける平均年線量に基づいて評価されるべきであると引き続き勧告す

る。決定グループとは、最高の年線量を受けると予想される集団における個人を代

表する人々のグループであり、年齢、飲食物、および受ける年線量に影響する行動

という観点からみて比較的均質であるようい十分小さいグループである。 

（44）考察する時間尺度が長いため、決定グループの習慣と特性並びにそれが位置

する環境の特性は仮定できるにすぎない。したがっていかなるそのような決定グル

ープも仮想的なものである。グループについて仮定される習慣と特性は、利用でき

るサイトまたは地域に固有の情報のほか、現在の生活様式を考えて合理的に保守的

でもっともらしい仮定に基づいて選ばれるべきである。このアプローチは、放射線

防護の他の領域の中で採用されているもの（例えば“標準人”（ICRP, 1975））と矛

盾がなく、以前の委員会勧告（ICRP, 1985a, 45 項と 46 項）に基づいている。さら

に、多くの場合、種々の決定グループの各々に関連した個々のシナリオが、異なっ

た生起確率をもって存在するかもしれないため、最も高い線量が最も高いリスクに

結びつくとは限らない。それゆえ、意思決定者にとって重要なことは、それぞれの

生起確率をつけた、あるいは少なくともそのシナリオに対応する確率の見積もりを

つけたシナリオの明確な提示を得ることである。 

（社団法人日本アイソトープ協会翻訳） 

 

4.2 Critical Group 

（43）As general guidance, the Commission considers that its recommendations 

on the estimation of exposures in Publication 43 (ICRP, 1985a) apply. The 

Commission therefore continues to recommend that exposures should be assessed 

on the basis of the mean annual dose in the critical group, i.e. in a group 

of people representative of those individuals in the population expected to 

receive the highest annual dose, which is a small enough group to be 

relatively homogeneous with respect to age, diet, and those aspects of 

behaviour that affect the annual doses received. 

(44) Due to the long time-scales under consideration, the habits and 

characteristics of the critical group, as well as those of the environment 

in which it is located, can only be assumed. Consequently any such critical 

group has to be hypothetical. The habits and characteristics assumed for the 

group should be chosen on the basis of reasonably conservative and plausible 

assumptions, considering current lifestyles as well as the available site or 

region specific information. This approach is consistent with that adopted 
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in other areas in radiation protection (e.g. ‘Reference man', ICRP, 1975) 

and is based on previous Commission recommendations (ICRP, 1985b, paragraphs 

45 and 46). Moreover, in many cases, different scenarios, each associated 

with different critical groups, may have different probabilities of 

occurrence, and therefore the highest dose may not be linked to the highest 

risk. It is therefore important for the decision-maker to have a clear 

presentation of the different scenarios with their associated probability of 

occurrence or at least with an appreciation of the corresponding probability. 
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資料１-３ 

 

核燃料施設等の新規制基準等に係る主な経過規定について（案） 

 

平成２５年１１月２７日 

原 子 力 規 制 庁 

 

１．重大事故等対策に係る保安規定に関する経過措置【再処理・加工・試験炉・

使用】 

・重大事故等設計基準を超える事故の対策等に係る保安規定変更認可申請につ

いては、事業変更認可申請と同時に提出しなければならないこととする。当

該申請の処分日までは、重大事故対策等に係る保安規定等については、なお

従前の例によることとする。 

 

２．施設の安全性向上評価及びＰＳＲ※【発電炉・再処理・加工】 

・初回の安全性向上評価の実施時期は、既設の発電用原子炉については施行後

１サイクル運転した後の定期検査終了後６ヶ月以内とし、加工施設及び再処

理施設について施行後３年以内に施設定期検査が終了した場合等はリスク評

価手法の成熟度を考慮して施行後３年６ヶ月以内とすることとする。 

・今回廃止するＰＳＲについては、初回の安全性向上評価の届出までの間はそ

の実施に係る規定はなおその効力を有することとする。また、ＰＳＲの記録

については、施設の廃止措置の終了確認を受けるまで引き続き保存義務を課

すこととする。 

※ＰＳＲ：施設の定期的な評価（現行の実用炉規則第７７条、再処理規則第１６条の２第１

項及び加工規則第７条の８の２第１項） 

 

３．添付書類本文化の届出【再処理・加工】 

・施行後半年以内に届出等しなければならない事項として、重大事故に係る事

項を除いたものを規定。 

 

４．使用施設の工事の技術上の基準【使用】 

・施行前に使用許可又は使用の変更許可を受けた者の申請に係る施設検査につ

いては、施行後５年間に限りなお従前の例によることができることとする。 

 

５．定期的な評価の実施等【埋設・管理】 

・施行後最初の廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設のＰＳＲに係る措置につい

ては、施行から３年以内に講じなければならないこととする。 

・廃棄物埋設施設に係る廃棄物埋設地の保全及び関連する記録の保存等につい

ては、施行後１年以内に保安規定の変更認可申請を求め、当該申請の処分日

までは、なお従前の例によることとする。 
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