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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）（以下「原子炉等規制法」という。）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。 

事業の廃止に伴う措置については、適合性審査とは別に、廃止措置に関する計画に関

する審査について、原子炉等規制法に定める廃止措置計画の認可の基準への適合性に係

る審査を行ってきたところ。 

 

新規制基準に対する適合性の審査に関しては、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、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、説明書を取りまとめているところ、廃

止措置計画に関する審査についても、同様に取りまとめをすることとした。 

 

本書は、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に係る廃止措置のうち、日本原子

力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という。）及び新型転換炉

原型炉ふげん（以下「ふげん」という。）に関する審査に関する説明書として取りまと

めている。 

 

なお、本書は現時点でのもんじゅ及びふげんに係る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。 

 

令和２年７月１日 

原子力規制庁原子力規制部 
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Ⅰ 総論 

一般に、研究開発段階発電用原子炉の廃止措置については、原子炉等規制法第４３条の

３の３４第２項に定めるところにより、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、

原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画（以下「廃止措

置計画」という。）を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならないとしている。 

認可の基準については、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（以下

「研開炉規則」という。）第１１１条において、上記の廃止措置計画に記載すべき事項が

定められているとともに、研開炉規則第１１４条において、廃止措置計画の認可の基準が

示されており、この基準に対する適合性を確認しているところ。 

 

もんじゅの廃止措置については、廃止が決定された時点で、燃料体が炉心等から取り出

されていない状態であり、かつ、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構

造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年原子力規制委員会規則第 9 号）等のいわゆる

新規制基準への適合が確認されていない特殊性がある。 

平成３０年３月２８日に廃止措置計画が認可されたもんじゅについては、研開炉規則

に定められた廃止措置計画の認可の基準への適合性を確認するための「国立研究開発法

人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅの廃止措置計画の認可の審査に関す

る考え方」（以下「廃止措置計画の審査の考え方」という。）に基づき、廃止措置計画の認

可及び変更認可の申請に対する審査を実施しているところ。 

また、もんじゅの廃止措置段階の保安規定の審査においては、廃止措置計画と同様に上

記の研開炉規則に定められた保安規定の認可の基準への適合性を確認するための「国立

研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅの廃止措置段階における

保安規定の認可の審査に関する考え方」（以下「保安規定の審査の考え方」という。）が定

められており、保安規定の変更認可の申請に対する審査を実施しているところ。 

平成２０年２月１２日に廃止措置計画が認可されたふげんについては、研開炉規則に

定められた廃止措置計画の認可の基準への適合性を確認するための「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の審査基準」（以下「廃止措置計画の審査基

準」という。）に基づき、廃止措置計画の変更認可の申請に対する審査を実施していると

ころ。 

また、ふげんの廃止措置段階の保安規定の審査においては、研開炉規則に定められた保

安規定の認可の基準への適合性を確認するための「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の制定について」（以下「保安規定の審査基準」という。）に基

づき、保安規定の変更認可の申請に対する審査を実施しているところ。 

 

上記の審査に係る詳細な手続きについては、「Ⅱ 申請の手続き関係」及び「Ⅲ 審査

の手続き関係」の記載を参照すること。  
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Ⅱ 申請の手続き関係 

  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廃止措置計画（変更）認可申

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き等について

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

商業機密等の非公開情報をマスキングした上で掲載して公開する。 

 

 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）の範囲内とする。 

 

 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がある情報が含ま

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．法令手続きの要否に関する照会 

廃止措置計画変更認可申請等に先立ち、事業者より当該変更等に関する法令手続き

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

別紙Ⅱ‐１の処理フローのとおり回答を行うこととする。 

法令手続きの要否の他、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。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。 
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□参考資料 

別紙Ⅱ‐１：事業者からの法令手続きの要否相談に関する処理フロー 

 

■その他参考 

・原子力規制委員会行政文書管理規則/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 

http://www.nsr.go.jp/nra/gaiyou/other/index.html 

 

・法令適用事前確認手続 

http://www.nsr.go.jp/disclosure/law/noactionletter/index.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 

http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kettei/01/01_02.html 
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Ⅲ 審査の手続き関係 

  事業者からの申請に対して、原子力規制庁の担当者により、廃止措置計画の審査の考

え方や保安規定の審査の考え方等を用いて、基準への適合性審査が実施される。本項で

は、当該審査に係る進行や取りまとめに関する事項をまとめた。 

 

１．監視チーム会合、審査会合、事業者との面談の進め方等 

（１）監視チーム会合、審査会合、事業者との面談の進め方 

①廃止措置計画等の審査の進め方 

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、新規制基準の適合性に係る審査においては、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、面談を適宜

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さ

れた。ただし、セキュリティの観点から、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については、その内容に応じ、非公開の審査会合

にて行い、議事概要及び必要な処理を施した資料を公開する。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（詳細は別紙Ⅲ‐１‐１を参照）。 

もんじゅ及びふげんの廃止措置計画及び保安規定の審査においては、上記の新

規制基準に係る審査の進め方を概ね踏襲するものとする。 

ただし、公開会合のうち、もんじゅについてはもんじゅ廃止措置安全監視チーム

によるもんじゅ廃止措置安全監視チーム会合（以下「監視チーム会合」という。）

を通じて、廃止措置計画等の審査を進めることとしている。ふげんについては、核

燃料施設等の廃止措置計画に係る審査会合（以下「廃止措置計画に係る審査会合」

という。）を通じて、廃止措置計画等の審査を進めることとしている。（詳細は下記

参照） 

 

②監視チーム会合及び廃止措置計画に係る審査会合 

監視チーム会合又は廃止措置計画に係る審査会合を開催するに当たり、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い、事業者からの申請に関して、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、監視チーム会合又は廃止措置計画

に係る審査会合において議論する。監視チーム会合又は廃止措置計画に係る審査

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、会合において回答内容を文書化して合意し、明確化する。 

 

- 4 -



 
 

【監視チーム設置の経緯】 

原子力規制委員会は、平成２９年１月１８日の原子力規制委員会にて、もんじゅ

の現況や原子力機構の取組状況を継続的に確認するため、「もんじゅ廃止措置安全

監視チーム」を設置し、廃止措置の実施状況や各廃止措置工程におけるリスクに応

じた規制を行うこととした。監視チーム会合は、原子力規制委員の参加の下、核物

質防護情報の管理その他の特別の理由がある場合を除き公開の場で行うことを原

則とし、オブザーバーとして主務官庁である文部科学省の参加を求めている。 

（詳細は別紙Ⅲ‐１‐２を参照。） 

 

③面談 

平成３０年６月６日の原子力規制委員会において、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、最低限に留めるとの方針が示された。（詳細は別紙Ⅲ‐１‐３を参照。） 

また、令和２年２月１９日の原子力規制委員会において、新規制基準への適合性

に係るヒアリングのあり方が明確に定義された。具体的には、ヒアリングは事実確

認を行うものであり、議論や判断は行わず、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こととし、ヒア

リングにおいて審査の見通しや方針を伝えること、及び事業者の考えを誘導する

ことは厳に慎むこととなった。 

さらに、ヒアリングの実施回数についても、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）とされた。（詳細は別紙Ⅲ‐１‐４を参照。） 

もんじゅ及びふげんの廃止措置に係る審査においても、上記の委員会決定を踏

まえ、ヒアリングに係る運用を参考に面談を実施すること。 

なお、平成３０年１２月５日の原子力規制委員会において、ヒアリングは議事概

要ではなく自動文字起こし結果（※音声認識ソフトによる自動文字起こしによる

ものであり、誤りを含む場合がある）を公開することが示され、平成３１年４月よ

り試運用することとされたが、もんじゅ及びふげんの廃止措置計画等の審査に係

る面談においても、必要な機器等の使用状況を踏まえ、適時実施するものとする。

（詳細は別紙Ⅲ‐１‐５を参照。） 

 

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、現地調査、事務方のみの

現地確認を行うことがある。 
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（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‐１‐６～８を参照。） 

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（平成 30年 4月 1日原規人発第 1804012号）」

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。 

 

２．廃止措置計画変更認可申請等に対する審査 

もんじゅ及びふげんの廃止措置計画及び保安規定については、監視チーム会合等を

経て審査書（案）を取りまとめ、原子力規制委員会が申請に対する認可（又は変更認可）

を行う。なお、審査書（案）の科学的・技術的意見の募集は基本的に行わない。 

（１）審査書（案）の構成・作成 

審査の進捗に従い、申請書及び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、直近の変更認可申請や他

の原子力施設の審査書を参考に作成する。 

なお、この審査書においては、文書の特定を容易にすること等の観点から、文書番

号、決裁日及び原子力規制委員会のクレジットを付す必要があるので、審査書作成の

際は留意すること。（文書番号等の記載方法は別紙Ⅲ－２－１を参照。） 

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、別紙Ⅲ‐２

‐２のとおり、新規制基準適合性審査の結果について、施設が有するリスクを考慮し

て意見募集を行うことから、廃止措置計画及び保安規定の審査においては基本的に

行わない。 

また、変更認可申請については、原子力規制委員会行政文書管理要領に従い、変更

申請の内容が「重要な変更の認可に関するもの」については、初回認可と同様に原子

力規制委員会の決裁を要する。 
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「重要な変更の認可に関するもの」に該当するか否かについては、統一的な判断基

準が示されておらず、従前から、申請ごとに原子力規制庁長官等幹部により個別に判

断がなされている状況にある。もんじゅ及びふげんの廃止措置計画等の審査におい

ては、申請内容が原子力規制委員会による科学的・学術的な議論を要さないものにつ

いては、重要な変更に該当しないとする運用をしている。本運用を行うにあたっては、

変更認可申請に係る起案の決裁において、｢重要な変更の認可に関するもの｣に該当

するか否かについて、必ず原子力規制庁長官等の確認を得た上で進めること。 

また、専決処理の範囲を踏まえた適切な事務を行う観点から、処理済の案件につい

て誤りを発見した場合は、軽微なものであっても担当管理職及び担当管理官に相談

するとともに、担当管理官からの指示を踏まえ、必要に応じて担当幹部及び専決者へ

報告する。 

 

３．設置変更許可及び工事計画（変更）認可申請に対する審査 

炉規制法上、廃止措置を実施するために施設の設置・改造を行う場合において、その

具体的内容を定めた廃止措置計画について原子力規制委員会の認可を受けたときは、

変更の許可及び届出（又は工事計画の認可及び届出）を要しないと解されることから、

廃止措置においても、廃止措置の実施のためにのみ行われる発電用原子炉施設の設置

又は変更は、廃止措置計画の変更認可申請においてその具体的内容を確認する。（別紙

Ⅲ-３-１を参照。） 

なお、廃止措置中の改造工事に係る廃止措置計画変更認可の審査においては、「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 原子力規制委員会決定）」３．（３）

の記載のとおり、当該委員会決定の方針を参考とする。（別紙Ⅲ‐３‐２参照） 

 

４．審査において参照する事項（審査の考え方、審査基準） 

もんじゅ及びふげんの廃止措置計画等の審査においては、その申請内容が研開炉規

則及びその解釈等に適合しているかを確認するため、審査の考え方、審査基準等の各種

内規を用いる。 

なお、もんじゅの廃止措置計画及び廃止措置段階の保安規定の審査基準については、

「核燃料物質、核原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（平成２５年１１月２７日 原子力規制委員会決定）」にて、

具体的な審査基準を設定しないこととしていることから、平成２９年４月１９日の原

子力規制委員会にて、もんじゅの廃止措置計画及び廃止措置段階の保安規定の審査の

考え方を策定したので、認可手続きにおいては、当該審査の考え方を用いて審査を行う。   

当該審査の考え方及びふげんの廃止措置計画及び廃止措置段階の保安規定の審査基

準は、別紙Ⅲ‐４‐１～別紙Ⅲ‐４‐４に示す。 
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□参考資料 

１．監視チーム会合、審査会合、事業者との面談の進め方等 

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） 

        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 原子力規制庁） 

別紙Ⅲ‐１‐２：高速増殖原型炉もんじゅの廃止措置への対応について（平成２９年

１月１８日 原子力規制委員会） 

別紙Ⅲ‐１‐３：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‐１‐４：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） 

別紙Ⅲ‐１‐５：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） 

別紙Ⅲ‐１‐６：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‐１‐７：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‐１‐８：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検討につ

いて（平成３０年４月２５日 原子力規制庁） 

 

２．廃止措置計画変更認可申請等に対する審査 

別紙Ⅲ‐２‐１：関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

（３号及び４号発電用原子炉施設の変更）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に規定する許可の基準への適合に

ついて（令和２年２月２６日原子力規制委員会）（抜粋） 

別紙Ⅲ‐２‐２：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

今後の進め方について（平成２８年２月１７日 原子力規制庁） 

別紙Ⅲ‐２‐３：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） 

 

 

３．設計及び工事の計画の（変更）認可申請の取扱い 

別紙Ⅲ‐３‐１：高速増殖原型炉もんじゅの廃止措置に関係する原子力規制委員会規

則等の改正について（改訂版）（平成２９年２月１日 原子力規制

委員会)（抜粋） 
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別紙Ⅲ‐３‐２：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 原子力規制委員会決定） 

 

４．審査において参照する事項（審査の考え方、審査基準等） 

別紙Ⅲ‐４‐１：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ

の廃止措置計画の認可の審査に関する考え方（平成２９年４月１９

日 原子力規制委員会決定） 

別紙Ⅲ‐４‐２：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ

の廃止措置段階における保安規定の認可の審査に関する考え方（平

成２９年４月１９日 原子力規制委員会決定） 

別紙Ⅲ‐４‐３：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の審

査基準の制定について（平成２５年１１月２７日 原子力規制委員

会決定） 

別紙Ⅲ‐４‐４：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の制

定について（平成２５年１１月２７日 原子力規制委員会決定） 

 

■その他参考 

・研究開発段階発電用原子炉に係る関連内規 

https://www.nsr.go.jp/law_kijyun/law/kenkyu_kisoku.html 
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Ⅳ （補足説明）もんじゅの廃止措置計画認可の経緯について 

  本項では、もんじゅの審査担当者が把握しておくべき、もんじゅにおける保守管理不

備への対応から、廃止措置に移行するに至った経緯及び廃止措置計画の認可等に係る経

緯をまとめた。 

 

 １．保守管理不備に係る対応と文部科学大臣に対する勧告について 

平成２７年１１月１３日に、平成２４年以降に確認された保守管理不備の問題を踏

まえ、文部科学大臣に対し、規制委員会設置法第４条第２項に基づき勧告を発出。

（詳細は別紙Ⅳ‐１‐１を参照。） 

平成２８年１２月２８日に、文部科学大臣より上記の勧告に対し、原子力関係閣僚

会議で決定されたもんじゅを廃止措置に移行する方針を踏まえ、「速やかに原子炉等

規制法に基づく廃止措置計画を貴委員会に申請する」旨の回答がなされた。（詳細は

別紙Ⅳ‐１‐２を参照。） 

平成２９年１月１８日に、原子力規制委員会は、文部科学省からの回答に対して、

もんじゅの廃止措置への対応の考え方を取りまとめた。（詳細は別紙Ⅲ‐１‐２を参

照。） 

 

 ２．廃止措置計画の認可について 

   原子力規制委員会は、原子力機構から、もんじゅの廃止措置計画について、平成２

９年１２月６日に申請を受けた。（平成３０年２月２３日付け及び平成３０年３月１

９日付けで一部補正） 

原子力規制委員会は、本申請について、監視チーム会合等において審査を進め審査書

案を取りまとめた。その後、平成３０年３月２８日の原子力規制委員会において、当該

審査書案の内容を審議した結果、同日付けで認可した。（詳細は別紙Ⅳ‐２‐１を参照。） 
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□参考資料 

１．保守管理不備に係る対応と文部科学大臣に対する勧告について 

別紙Ⅳ‐１‐１：高速増殖原型炉もんじゅに関する文部科学大臣に対する勧告につい

て（平成２７年１１月１３日 原子力規制委員会) 

別紙Ⅳ‐１‐２：文部科学大臣に対して行った勧告に対する回答（平成２８年１２月

２８日 原子力規制委員会) 

 

 ２．廃止措置計画の認可について 

別紙Ⅳ‐２‐１：日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設の廃止

措置計画の認可について（平成３０年３月２８日 原子力規制委員

会) 
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1 

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 
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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。 

  

- 15 -



3 

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  
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３．もんじゅ廃止措置安全監視チームの設置 

もんじゅの現況や原子力機構の取組状況を継続的に確認するため、別紙２のとおり

原子力規制委員会に「もんじゅ廃止措置安全監視チーム」を設置し、その廃止措置の

実施状況や各廃止措置工程におけるリスクに応じた規制を行う。なお、安全監視チー

ムの会合は、原子力規制委員の参加の下、核物質防護情報の管理その他の特別の理由

がある場合を除き公開の場で行うことを原則とし、オブザーバーとして主務官庁であ

る文部科学省の参加を求める。 

 

４．もんじゅの廃止措置における保安の確保のための措置 

（１）使用前検査の段階における保安措置命令の取扱い 

当委員会は、もんじゅについて、平成２５年５月２９日付け原管Ｐ発第1305293号

により原子炉等規制法に基づく保安措置命令を行い、保守管理体制及び品質保証体制

を再構築すること、その対応結果について当委員会の確認が完了するまでの間は原子

炉施設の性能に関する使用前検査を進めるための活動を行わないことを原子力機構

に命じた。 

本命令は、当委員会が平成２７年１１月に文部科学大臣に対して行った勧告におい

て示しているとおり、原子力機構が出力運転（原子炉を起動し、稼働する行為及びこ

れらに準ずる行為）の段階において所要の保安上の措置を適正かつ確実に行うことが

できるとは認められないことから発出したものである。 

これに対し、今般、「「もんじゅ」の取扱いに関する政府方針」において、「運転

再開はせず、今後、廃止措置に移行」することが決定されたため、その後、出力運転

に向けた使用前検査を行うことはあり得ない。このため、上記命令は、その発出の前

提が失われたことから、効力を失ったものと認める。また、同日付け原管Ｐ発第

1305294号による保安規定の変更命令も同様の理由によりその効力を失ったものと認

める。 

 

（２）廃止措置における保安の確保のための措置 

廃止措置の実施においても、保安の確保のための措置が十全に講じられる必要があ

る。原子力規制委員会規則では、廃止措置計画の認可を受けようとする者は、当該認

可の日までに、保安規定についても、廃止措置を実施するために必要な事項を追加し、

又は変更して、その認可を受けなければならない旨を規定している。 

原子力機構は、もんじゅの廃止措置を実施するための保守管理体制及び品質保証体

制の整備、組織内における役割分担並びに責任及び権限の明確化、安全文化の醸成そ

の他の保安上の措置を適確に講じる必要がある。原子力規制委員会に設置する前記安

全監視チームでは、もんじゅの廃止措置に係る原子力機構の取組状況や施設の現況等

と併せて、廃止措置計画の認可の日までに変更の認可を受けなければならない保安規

定の変更の内容その他保安上の措置の実施状況を聴取し、現場確認も含めて確認する

こととする。 

また、もんじゅに係る廃止措置計画についての最初の認可においては、もんじゅの

廃止措置に係る全体計画及び当面の廃止措置の実施に必要となる保守管理体制及び

品質保証体制の整備その他の保安上の措置について重点的かつ優先的に確認して早

期に認可を行うこととし、廃止措置段階へ速やかに移行させる。具体的な廃止措置の

工程については、その認可後に同計画に係る変更認可の申請を受けて確認していく。 
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５．文部科学省による適切な指導・監督 

原子力機構がもんじゅの廃止措置を最優先事項として位置付け、安全かつ着実に実

施していくためには、文部科学省による適切な指導・監督も不可欠である。 

当委員会は、平成２８年１２月２８日の原子力規制委員会定例会において、文部科

学省から「もんじゅの廃止措置が安全かつ着実に進められるよう、必要な体制の整備

等、主務官庁として必要な行為に取り組んでいく」旨の説明を受けているほか、同省

に対し、原子力機構の業務運営に関する中長期目標（独立行政法人通則法に規定する

中長期目標をいう。）にもんじゅの廃止措置を最優先事項として明記する等の対応を

求めているところであり、今後とも適切な対応が取られることを注視していく。 

- 22 -



1 
 

別紙１ 高速増殖原型炉もんじゅの廃止措置に関係する原子力規制委員会規則等の改正について 
 

（法令等の略称） 

炉規制法： 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号） 

研開炉則： 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（平成十二年総理府令第百二十二号） 

研開炉技術基準： 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成二十五年原子力規制委員会規則第十号） 

廃止措置計画審査基準： 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の審査基準（平成２５年１１月２７日原子力規制委員会決定） 

廃止措置段階保安規定審査基準： 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（平成２５年１１月２７日原子力規制委員会決定）（平成２７年８月５日改正） 

 

事項 現行の規制の枠組み 関連法令等（抜すい） 対応案 

(1)廃止措置の申

請・認可に関す

る事項 

発電用原子炉設置者は、廃止措

置を講じようとするときは、あ

らかじめ、廃止措置計画を定

め、原子力規制委員会の認可を

受けなければならない。 

炉規制法第４３条の３の３３（発電用原子炉の廃止に伴う措置） 

１ 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉を廃止しようとするときは、当該発電用原子炉施設の解体、その保有す

る核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力

規制委員会規則で定める措置（以下この条及び次条において「廃止措置」という。）を講じなければならない。 

２ 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるとこ

ろにより、当該廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、原子力規制委員会の認

可を受けなければならない。 

３ 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、発電用原子炉設置者の廃止措置について準用する。 

＜現行の規制の枠組みで対応＞ 

① 申請書の要件 廃止措置計画の申請書には、既

に使用済燃料を発電用原子炉

の炉心から取り出しているこ

とを明らかにしている資料を

添付しなければならない。 

研開炉則第１１１条（廃止措置計画の認可の申請） 

１ 法第四十三条の三の三十三第二項の規定により廃止措置に関する計画（以下「廃止措置計画」という。）につい

て認可を受けようとする者は、次に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規

制委員会に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。 

一 既に使用済燃料を発電用原子炉の炉心から取り出していることを明らかにする資料 

廃止措置計画審査基準 

（１）既に使用済燃料を発電用原子炉の炉心から取り出していることを明らかにする資料 

（例）運転日誌等で炉心から燃料が取り出されていること、空白の炉心配置図等で燃料が炉心に装荷されていない

ことが明らかになっていること。 

＜規則改正により対応＞ 

高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という。）の

炉心及び炉外燃料貯蔵槽（以下「炉心等」という。）から燃

料体を取り出すのに必要な期間が通常の発電用原子炉よ

りも長く、現行の規則では廃止措置計画に係る申請及び認

可を速やかに行うことができない。 

もんじゅについては、燃料体を炉心等から取り出す前に

廃止措置計画に係る申請及び認可を行えるようにする。 

廃止措置計画の申請を可能とするため、既に使用済燃料

を発電用原子炉の炉心から取り出していることを明らか

にする資料を添付する代わりに、全ての燃料体を炉心等か

ら取り出す方法及び時期について廃止措置計画に定める

ことを義務付ける。 

廃止措置計画の認可を可能とするため、その認可基準か

ら「廃止措置計画に係る発電用原子炉の炉心から使用済燃

料が取り出されていること。」を削り、代わりに「廃止措置

計画に係る研究開発段階発電用原子炉の運転停止に関す

る恒久的な措置が講じられていること。」を加える。 

② 認可の要件 廃止措置計画の認可の要件と

して、廃止措置計画に係る発電

用原子炉の炉心から使用済燃

料が取り出されていることを

規定している。 

研開炉則第１１４条（廃止措置計画の認可の基準） 

 法第四十三条の三の三十三第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で

定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 廃止措置計画に係る発電用原子炉の炉心から使用済燃料が取り出されていること。 

廃止措置段階保安規定審査基準 

（７）発電用原子炉の運転停止に関する恒久的な措置 

具体的には 

１）発電用原子炉炉心に核燃料物質を装荷しないこと。 

２）中央制御室の発電用原子炉モードスイッチを原則として停止から他の位置に切り替えないこと。 

③ 保安規定の変

更要求 

廃止措置計画の認可の日まで

に、廃止措置を実施するための

所要の事項を保安規定に追加

し、変更の認可を受けなければ

ならない。 

研開炉則第８７条（保安規定） 

３ 法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようと

する廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第四十三条の三の二十四第一項の規定により認

可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。

これを変更しようとするときも同様とする。 

五 廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。 

＜規則改正により対応＞ 

もんじゅは、燃料体の炉心等からの取出工程が廃止措置

の工程の一部となることを踏まえ、炉心等から全ての燃料

体が取り出されるまでの間、発電用原子炉主任技術者に係

る事項を保安規定に記載することを義務付ける。 
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事項 現行の規制の枠組み 関連法令等（抜すい） 対応案 

(2)施設の変更に関する事項 

① 設置変更の許可 発電用原子炉設置者は、設置

（変更）許可の内容を変更し

ようとするときは、原子力規

制委員会の許可を受けなけれ

ばならないが、廃止措置を実

施するために施設の設置・改

造を行う場合においてその具

体的内容を定めた廃止措置計

画について原子力規制委員会

の認可を受けたときは、変更

の許可及び届出を要しない。 

炉規制法第４３条の３の８（変更の許可及び届出等） 

１ 第四十三条の三の五第一項の許可を受けた者（以下「発電用原子炉設置者」という。）は、同条第二項第二号か

ら第五号まで又は第八号から第十号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、

原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場若しくは事業所

の名称のみを変更しようとするとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更のうち第四項の原子力規制委員会規則

で定める変更のみをしようとするときは、この限りでない。 

２ 第四十三条の三の六の規定は、前項本文の許可に準用する。 

４ 発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の五第二項第五号に掲げる事項の変更のうち核燃料物質若しくは核燃

料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないことが明らかな変更（核燃料物質

若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がない同種の設備の追加

その他の原子力規制委員会規則で定める変更をいう。）のみをしようとするときは、原子力規制委員会規則で定め

るところにより、その変更の内容を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、その届出

をした発電用原子炉設置者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る変

更をしてはならない。 

＜現行の規制の枠組みで対応＞ 

 炉規制法上、廃止措置を実施するために施設の設置・改

造を行う場合においてその具体的内容を定めた廃止措置

計画について原子力規制委員会の認可を受けたときは、変

更の許可及び届出を要しないと解される。 

もんじゅの廃止措置においても、廃止措置の実施のため

にのみ行われる発電用原子炉施設の設置又は変更は、廃止

措置計画においてその具体的内容を確認する。 

 

② 工事計画の認可 発電用原子炉設置者は、発電

用原子炉施設の設置又は変更

の工事をしようとするとき

は、その工事の計画について、

原子力規制委員会の認可を受

けなければならないが、廃止

措置を実施するために施設の

設置・改造を行う場合におい

てその具体的内容を定めた廃

止措置計画について原子力規

制委員会の認可を受けたとき

は、工事計画の認可及び届出

を要しない。 

炉規制法第４３条の３の９（工事の計画の認可） 

１ 発電用原子炉施設の設置又は変更の工事（核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原

子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。）をしようとす

る発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その工事の

計画について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、発電用原子炉施設の一部が滅失し、若

しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限

りでない。 

炉規制法第４３条の３の１０（工事の計画の届出） 

１ 発電用原子炉施設の設置又は変更の工事（前条第一項の原子力規制委員会規則で定めるものに限る。）であつ

て、原子力規制委員会規則で定めるものをしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定める

ところにより、その工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。その工事の計画の変更（原子力

規制委員会規則で定める軽微なものを除く。）をしようとするときも、同様とする。 

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に

係る工事を開始してはならない。 

＜現行の規制の枠組みで対応＞ 

 炉規制法上、廃止措置を実施するために施設の設置・改

造を行う場合においてその具体的内容を定めた廃止措置

計画について原子力規制委員会の認可を受けたときは、工

事計画の認可及び届出を要しないと解される。 

もんじゅの廃止措置においても、廃止措置の実施のため

にのみ行われる発電用原子炉施設の設置又は変更は、廃止

措置計画においてその具体的内容を確認する。 

 

③ 廃止措置計画の

記載事項 

廃止措置計画について認可を

受けようとする者は、その廃

止措置計画に、解体の対象と

なる施設及びその解体の方

法、廃止措置の工程等を定め

なければならない。 

炉規制法第４３条の３の３３（(1)参照） 

研開炉則第１１１条（廃止措置計画の認可の申請） 

１ 法第四十三条の三の三十三第二項の規定により廃止措置に関する計画（以下「廃止措置計画」という。）につい

て認可を受けようとする者は、次に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規

制委員会に提出しなければならない。 

四 廃止措置対象施設及びその敷地 

五 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 

九 廃止措置の工程 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。 

六 廃止措置期間中に機能を維持すべき発電用原子炉施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関

する説明書 

＜現行の規制の枠組みで対応＞ 

 炉規制法上、廃止措置を実施するために施設の設置・改

造を行う場合においてその具体的内容を定めた廃止措置

計画について原子力規制委員会の認可を受けたときは、変

更の許可及び届出並びに工事計画の認可及び届出を要し

ないと解される。 

 

＜規則改正により対応＞ 

廃止措置計画に係る認可申請書に添付することとされ

ている「廃止措置期間中に機能を維持すべき発電用原子炉

施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関

する説明書」に加えて、廃止措置計画においてその性能を

維持すべきものとされる発電用原子炉施設の構造及び設

備を定めることを義務付ける。 
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事項 現行の規制の枠組み 関連法令等（抜すい） 対応案 

(3)使用前検査に関する事項 

① 廃止措置中に

行う設置・改造

についての使

用前検査 

原子炉施設は、施設の設置又

は変更の工事について、原子

力規制委員会の検査（使用前

検査）を受け、これに合格した

後でなければ、これを使用し

てはならないが、廃止措置を

実施するために施設の設置・

改造を行う場合においてその

具体的内容を定めた廃止措置

計画について原子力規制委員

会の認可を受けたときは、使

用前検査を要しない。 

炉規制法第４３条の３の１１（使用前検査） 

１ 第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする発電用原子炉施設

又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする発電用原子炉施設（その工事の計画につ

いて、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除

く。）は、その工事について原子力規制委員会規則で定めるところにより原子力規制委員会の検査を受け、これに

合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限り

でない。 

 

 

 

 

 

＜現行の規制の枠組みで対応＞ 

 炉規制法上、廃止措置を実施するために施設の設置・改

造を行う場合においてその具体的内容を定めた廃止措置

計画について原子力規制委員会の認可を受けたときは、使

用前検査を要しないと解される。 

もんじゅの廃止措置においても、廃止措置の実施のため

にのみ行われる発電用原子炉施設の設置又は変更は、施設

定期検査又は立入検査等において確認する。 

 

 

 

 

② 廃止措置のため

の原子炉施設の

使用 

使用前検査は５つの段階に区

分して行うが、もんじゅは総

合的な性能を確認するための

第５段階目の検査に合格しな

いまま廃止措置に移行する。 

使用前検査に合格していない

原子炉施設であっても、原子

力規制委員会が承認した場合

には使用することができ、も

んじゅは平成２２年１２月２

４日に４０％出力プラント確

認試験開始までの間の一部使

用承認を受けている。 

研開炉則第１６条（使用前検査の実施） 

使用前検査は、次の表の上欄に掲げる工事の工程において、原子力施設検査官が同表の下欄に掲げる検査事項（同

表第一号の下欄に掲げる検査事項については、可搬型の機械又は器具に係る検査事項を除く。）について行うものと

する。 

一 原子炉本体、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）、計測制御

系統施設（発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。）、放射性廃棄物の廃棄施設（排気筒を除

く。）、放射線管理施設又は原子炉格納施設については、構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる

状態になった時 

二 蒸気タービンの車室の下半部の据付けが完了した時及び補助ボイラーの本体の組立てが完了した時 

三 発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時 

四 発電用原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になった時 

五 工事の計画に係る全ての工事が完了した時 

研開炉則第１７条（使用前検査を要しない場合） 

法第四十三条の三の十一第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。 

一 原子炉本体を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承

認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。 

二 前号に規定する発電用原子炉施設以外の発電用原子炉施設を試験のために使用する場合 

三 発電用原子炉施設の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由

がある場合（前二号に掲げる場合を除く。）において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承

認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。 

四 発電用原子炉施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて検査

を受けないで使用することができる旨を指示した場合 

五 制限工事の場合 

＜規則改正により対応＞ 

もんじゅが、現行の研開炉則第１７条第３号の規定によ

り受けた、発電用原子炉施設の使用の承認は、廃止措置計

画の認可により失効させ、以後は廃止措置計画で認めた使

用のみを行えるようにする。 

一定の期間内に廃止措置計画の認可を受けることがで

きない場合には、現在の承認は失効させ、改めて研開炉則

第１７条第３号の使用しなければならない特別の理由に

ついて審査し、必要な承認を与えることとする。 
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事項 現行の規制の枠組み 関連法令等（抜すい） 対応案 

(4)施設定期検査に

関する事項 

廃止措置段階においては、廃

止措置対象施設内に核燃料物

質が存在しない場合を除き、

施設定期検査を受けなければ

ならない。 

使用前検査に合格してない発

電用原子炉施設について施設

定期検査は求められていない

ので、もんじゅは現在まで施

設定期検査が義務付けられて

いない。 

炉規制法第４３条の３の１５（施設定期検査）  

特定重要発電用原子炉施設（発電用原子炉施設であつて核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又

は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるもの以外のものを

いう。以下この条において同じ。）については、当該特定重要発電用原子炉施設を設置する者は、原子力規制委員会

規則で定めるところにより、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、原子力規制委員会が行う検査を受けなけ

ればならない。ただし、第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた場合その他の原子力規制委員会規則で定め

る場合は、この限りでない。 

研開炉則第４５条（施設定期検査を要しない場合） 

１ 法第四十三条の三の十五第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。 

一 廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合 

二 使用の状況から前条に規定する時期に施設定期検査を行う必要がないと認めて原子力規制委員会が施設定

期検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。 

三 災害その他非常の場合において、前条に規定する時期に施設定期検査を受けることが著しく困難であると認

めて原子力規制委員会が施設定期検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。 

研開炉則第４１条（施設定期検査を受ける発電用原子炉施設） 

２ 前項の規定にかかわらず、法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた廃止措置計画に係る廃止措置の対

象となる発電用原子炉施設（以下「廃止措置対象施設」という。）については、法第四十三条の三の十五第一項の

原子力規制委員会規則で定める発電用原子炉施設は、次に掲げるもの（核燃料物質の取扱い又は貯蔵に係るもの

に限る。）以外のものとする。 

一 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

二 放射性廃棄物の廃棄施設 

三 放射線管理施設 

四 非常用電源設備 

研開炉則第４４条（施設定期検査の実施時期） 

２ 前項の規定にかかわらず、廃止措置対象施設については、法第四十三条の三の十五第一項の原子力規制委員会

規則で定める時期は、直近の施設定期検査が終了した日以降九月を超えない時期（原子力規制委員会が別に指定

した場合は、その指定した時期）とする。 

＜規則改正により対応＞ 

もんじゅについては、炉心等から燃料体が取り出される

前に廃止措置に移行し、廃止措置に移行した段階の初期に

おいては主要な機器・設備の多くを維持する必要があるこ

と、廃止措置の進捗によってその性能を維持すべき施設は

変化又は減少していくことから、その廃止措置期間中にお

ける施設定期検査の対象を「認可を受けた廃止措置計画に

おいてその性能を維持すべきものとされる発電用原子炉

施設」とする。 

なお、施設定期検査中は燃料体の取出作業を実施するこ

とができないことから、優先すべき工程に支障を来すこと

となる可能性も考慮し、これを避けるため、炉心等から燃

料体が取り出されるまでの間に行われる施設定期検査の

実施時期は、検査対象施設ごとに廃止措置計画に定める時

期とする。 
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事項 現行の規制の枠組み 関連法令等（抜すい） 対応案 

(5)技術基準に関す

る事項 

発電用原子炉設置者は、発電

用原子炉施設を技術基準（研

開炉技術基準）に適合するよ

うに維持しなければならな

い。ただし、廃止措置計画の認

可を受けた場合には、原子力

規制委員会規則で定める場合

を除き、この限りでない。 

現在、この「原子力規制委員会

規則で定める場合」は定めら

れておらず、廃止措置段階で

は適合維持義務が一切ない状

態にある。 

廃止措置計画審査基準では、

廃止措置期間中に維持すべき

施設に係る維持管理方法につ

いて、研開炉技術基準に基づ

かない場合は、その根拠を具

体的に説明することを求めて

いる。 

炉規制法第４３条の３の１４（発電用原子炉施設の維持） 

発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(A)に適合するように

維持しなければならない。ただし、第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子

力規制委員会規則で定める場合(B)を除き、この限りでない。 

炉規制法第４３条の３の２３（施設の使用の停止等） 

原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第四十三条の三の六第一項第四号の基準に

適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準（研開炉技術基準）に適

合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃

料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員

会規則の規定に違反していると認めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停

止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。 

研開炉技術基準第３条（特殊な設計による発電用原子炉施設） 

１ 特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで発電用原子炉施設を

施設することができる。 

２ 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び施設方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなけ

ればならない。 

廃止措置計画審査基準 

（６）廃止措置期間中に機能を維持すべき原子炉施設等及びその性能等並びにその性能等を維持すべき期間に関す

る説明書 

〇発電用原子炉施設においては、廃止措置期間中に維持管理すべき施設に係る維持管理方法について、研究開発段

階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第十号）に基づかな

い場合は、その根拠を具体的に記載すること。 

＜規則改正により対応＞ 

もんじゅについては、炉心等から燃料体が取り出される前に廃

止措置に移行し、廃止措置に移行した段階の初期においては主要

な機器・設備の多くを維持する必要があること、廃止措置の進捗に

よってその性能を維持すべき施設は変化又は減少していくことに

なる。よって、技術基準適合義務を全面的に除外することはできな

いが、要求内容は、廃止措置の段階に応じて合理的なものとする必

要がある。 

もんじゅの廃止措置においては、原子力規制委員会規則で定め

る場合(B)として「認可を受けた廃止措置計画においてその性能を

維持すべきものとされる発電用原子炉施設がある場合」を追加し、

当該施設を技術基準適合維持義務の対象とする。 

また、要求する内容を合理的なものとするため、原子力規制委員

会規則で定める技術上の基準(A)は、認可を受けた廃止措置計画に

定めるところによるものとする。 

 

 

- 27 -



 

別紙２  もんじゅ廃止措置安全監視チーム 構成メンバー 

 

（敬称略） 

 

原子力規制委員会 

 田中  知  原子力規制委員会委員 

 

原子力規制庁 

 青木 昌浩  長官官房審議官 

 黒村 晋三  安全規制管理官（新型炉・試験研究炉・廃止措置担当） 

 宮脇  豊  安全規制管理官（新型炉・試験研究炉・廃止措置担当）付 

安全管理調査官 

 木下 智之  安全規制管理官（新型炉・試験研究炉・廃止措置担当）付 

管理官補佐 

 福永  忠  安全規制管理官（新型炉・試験研究炉・廃止措置担当）付 

新型炉係長 

 佐々木 誠  安全規制管理官（新型炉・試験研究炉・廃止措置担当）付 

技術参与 

 小山田 巧  地域原子力規制統括調整官 

（その他関係職員） 

 

※説明者として原子力機構の出席を求めるほか、オブザーバーとして文部科学

省の参加を求める。 

※必要に応じて、適宜メンバーの追加等を行う。 
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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。 

- 30 -



 

 

 

3 
 

 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。 
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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。
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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

7 - 38 -



- 39 -



（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。 

2
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（参考資料） 

 

＜定点カメラによる映像の例＞ 
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1 
 

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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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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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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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 
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◯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。 
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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。 

6
- 65 -



   

 

（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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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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すべき発電用原子炉施設として廃止措置計画で定めたもの（以下「性能維

持施設」という。）は、現行の技術基準規則*1で定める技術上の基準に適合

するように維持するものとすること。（第４０条の２） 

③廃止措置期間中の施設定期検査に係る規定の整備（別紙１別表第一関係） 

ア 原子力規制委員会の認可を受けた廃止措置計画による廃止措置の対象と

なる発電用原子炉施設のうち性能維持施設については、施設定期検査を受け

るものとすること。（第４１条） 

イ 炉心及び炉外燃料貯蔵槽*2（以下「炉心等」という。）から燃料体が取り出

されていない発電用原子炉施設についてのアの施設定期検査は、原子力規制

委員会の認可を受けた廃止措置計画に定める時期に受けるものとすること。

（第４４条第２項） 

④発電用原子炉施設の巡視・日常点検等に係る規定の整備（別紙１別表第一関係） 

ア 原子力規制委員会の認可を受けた廃止措置計画による廃止措置の対象と

なる発電用原子炉施設のうち性能維持施設については、巡視に加え、点検も

行いその記録を保存するものとすること。（第６２条及び第７５条） 

イ 性能維持施設が存在する間は、火災発生時等における発電用原子炉施設

の保全のための活動を行う体制を整備するものとすること。（第７８条） 

⑤保安規定に係る規定の整備（別紙１別表第一関係） 

ア 炉心等から燃料体が取り出されるまでの間は、発電用原子炉主任技術者に

係る事項を保安規定に記載するものとすること。（第８７条） 

⑥廃止措置計画の申請及び認可に係る規定の整備（別紙１別表第一関係） 

ア 廃止措置計画について認可を受けようとする者は、廃止措置期間中にその

性能を維持すべき発電用原子炉施設並びにその構造及び性能並びに施設定

期検査を受けるべき時期について廃止措置計画を定めるものとすること。

（第１１１条第１項） 

イ 炉心等から燃料体が取り出されていない発電用原子炉施設について廃止

措置計画の認可を受けようとする者は、炉心等から燃料体を取り出す方法及

び時期等を廃止措置計画に定めるものとすること。（第１１１条第３項） 

ウ イの場合には、その申請書に、既に燃料体が炉心等から取り出されている

ことを明らかにする資料に代えて、燃料体を炉心等から取り出す工程に関す

る説明書を添付するものとすること。（第１１１条第４項） 

エ イの廃止措置計画に係る認可の基準を、炉心等から燃料体が取り出されて

いることに代えて、運転停止に関する恒久的な措置が講じられていることと

すること。（第１１４条第２項） 

 

                                                   
*1 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会
規則第１０号） 

*2 炉外燃料貯蔵槽 核燃料物質貯蔵設備であるナトリウム槽。 

ナトリウム冷却型高速炉では、炉心から取り出された燃料体を水槽（使用済燃料貯蔵槽）に貯蔵する前

に、ナトリウムを取り除く必要があり、除去作業前の燃料体はナトリウム槽（炉外燃料貯蔵槽）に貯蔵

する。 
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⑦廃止措置期間中の技術上の基準への適合義務に係る規定の整備（別紙１別表

第二関係） 

ア 性能維持施設について、現行の技術上の基準により難い特別の事情がある

場合には、認可を受けた廃止措置計画に定めるところにより維持するものと

すること。（第３条の２） 

⑧施行期日等 

ア この規則の施行期日は、公布の日とすること。 

イ この規則の施行の際現に受けている旧研開炉規則（この規則による改正前

の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則をいう。以下同じ。）

第１７条第１項第 1 号又は第３号の規定に基づく使用の承認は、平成３０

年３月３１日までに失効するものとすること。 

ウ この規則の施行の際旧研開炉規則第１７条第１項第２号の規定に基づき

試験のために使用している発電用原子炉施設は、平成３０年３月３１日まで

の間に限り、引き続き試験のため使用することができるものとすること。 

エ この規則の施行の際、現に廃止措置計画の認可を受けている発電用原子炉

施設（原子炉廃止措置研究開発センター（新型転換炉ふげん））については、

なお従前の例によるものとする旨の経過措置を規定すること。 

 

（２）使用済燃料の再処理の事業に関する規則等の一部を改正する規則（案） 

①廃止措置期間中の技術上の基準への適合義務に係る規定の整備（別紙２別表

第一関係） 

ア 原子力規制委員会の認可を受けた廃止措置計画に係る廃止措置の対象と

なる再処理施設のうち、廃止措置期間中においてもその性能を維持すべき

再処理施設として廃止措置計画で定めたもの（以下「性能維持施設」とい

う。）は、現行の技術基準規則*3で定める技術上の基準に適合するように維

持するものとすること。（第７条の８の２） 

②廃止措置期間中の施設定期検査に係る規定の整備（別紙２別表第一関係） 

ア 原子力規制委員会の認可を受けた廃止措置計画による廃止措置の対象と

なる再処理施設のうち性能維持施設については、施設定期検査を受けるもの

とすること。（第７条の１０の２） 

イ 廃止措置計画の認可時点で行われている施設定期検査については、当該認

可を受けた日をもって終了したものとすること。（第７条の１１第２項） 

③再処理施設の巡視・日常点検等に係る規定の整備（別紙２別表第一関係） 

ア 原子力規制委員会の認可を受けた廃止措置計画による廃止措置の対象と

なる再処理施設のうち性能維持施設については、巡視に加え、点検を行いそ

の記録を保存するものとすること。（第８条及び第１１条） 

イ 廃止措置期間中も火災発生時等における再処理施設の保全のための活動

を行う体制を整備するものとすること。（第１２条の３） 

④保安規定に係る規定の整備（別紙２別表第一関係） 

ア 再処理設備本体の操作の停止に関し、再処理設備本体から使用済燃料又は

                                                   
*3 再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第２９号） 
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核燃料物質が取り出されていない場合には、使用済燃料のせん断処理施設の

操作の停止に関する恒久的な措置に関する事項を保安規定に記載するもの

とすること。（第１７条第２項） 

⑤廃止措置計画の申請及び認可に係る規定の整備（別紙２別表第一関係） 

ア 廃止措置計画について認可を受けようとする者は、廃止措置期間中にその

性能を維持すべき再処理施設並びにその構造及び設備等について廃止措置

計画を定めるものとすること。（第１９条の５第１項） 

イ 使用済燃料及び核燃料物質が再処理設備本体から取り出されていない再

処理施設について、廃止措置計画の認可を受けようとする者は、使用済燃料

及び核燃料物質を再処理設備本体から取り出す方法及び時期並びに施設定

期検査を受けるべき時期を廃止措置計画に定めるものとすること。（第１９

条の５第 1項及び第３項） 

ウ 特定廃液*4を廃液槽に保管廃棄している場合には、その固型化その他の処

理を行う方法及び時期並びに施設定期検査を受けるべき時期について廃止

措置計画に定めるものとすること。（第１９条の５第 1項及び第３項） 

エ イ及びウの廃止措置計画に係る認可の基準を、再処理設備本体から使用済

燃料及び核燃料物質が取り出されていることに代えて、使用済燃料のせん断

処理施設の操作の停止に関する恒久的な措置が講じられていることとする

こと。（第１９条の８第２項） 

⑥廃止措置期間中の技術上の基準への適合義務に係る規定の整備（別紙２別表

第二関係） 

ア 性能維持施設について、現行の技術上の基準により難い特別の事情がある

場合には、認可を受けた廃止措置計画に定めるところにより維持するものと

すること。（第２条の２） 

⑦施行期日等 

ア この規則の施行期日は、公布の日とすること。 

 

３．意見公募期間等 

期 間：平成２９年２月２日から同年３月３日（３０日間） 

対 象：別紙１及び別紙２ 

方 法：電子政府の総合窓口（e-Gov）、郵送、ＦＡＸ 

 

４．今後の予定 

意見公募の結果を原子力規制委員会に報告し、研究開発段階発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則及び使用済燃料の再処理の

事業に関する規則等の一部を改正する規則について決定することとしたい。 

また、今後、「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」等の審査基準についても整備する。 

 

                                                   
*4 使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体（その放射能が
３．７テラベクレル以上のものに限る。） 
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５．添付資料 

（１）新旧対照表 

別紙１ 「別表第一 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する

規則の一部改正に関する表」 

    「別表第二 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術

基準に関する規則の一部改正に関する表」 

別紙２ 「別表第一 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の一部改正

に関する表」 

    「別表第二 再処理施設の性能に係る技術基準に関する規則の一

部改正に関する表」 

 

（２）主な改正事項に関する現行の規則の枠組みと対応案 

参考１ 「高速増殖原型炉もんじゅの廃止措置に関係する原子力規制委員

会規則等の改正について」（改訂版） 

参考２ 「再処理施設の廃止措置に関係する原子力規制委員会規則等の改

正について」 
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参考１ 高速増殖原型炉もんじゅの廃止措置に関係する原子力規制委員会規則等の改正について（改訂版） 
 

（法令等の略称） 

炉規制法： 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号） 

研開炉則： 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（平成十二年総理府令第百二十二号） 

研開炉技術基準： 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成二十五年原子力規制委員会規則第十号） 

廃止措置計画審査基準： 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の審査基準（平成２５年１１月２７日原子力規制委員会決定） 

廃止措置段階保安規定審査基準： 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（平成２５年１１月２７日原子力規制委員会決定）（平成２７年８月５日改正） 

 

事項 現行の規制の枠組み 関連法令等（抜すい） 対応案 

(1)廃止措置の申

請・認可に関す

る事項 

発電用原子炉設置者は、廃止措

置を講じようとするときは、あ

らかじめ、廃止措置計画を定

め、原子力規制委員会の認可を

受けなければならない。 

炉規制法第４３条の３の３３（発電用原子炉の廃止に伴う措置） 

１ 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉を廃止しようとするときは、当該発電用原子炉施設の解体、その保有す

る核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力

規制委員会規則で定める措置（以下この条及び次条において「廃止措置」という。）を講じなければならない。 

２ 発電用原子炉設置者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるとこ

ろにより、当該廃止措置に関する計画（次条において「廃止措置計画」という。）を定め、原子力規制委員会の認

可を受けなければならない。 

３ 第十二条の六第三項から第九項までの規定は、発電用原子炉設置者の廃止措置について準用する。 

＜現行の規制の枠組みで対応＞ 

① 申請書の要件 廃止措置計画の申請書には、既

に使用済燃料を発電用原子炉

の炉心から取り出しているこ

とを明らかにしている資料を

添付しなければならない。 

研開炉則第１１１条（廃止措置計画の認可の申請） 

１ 法第四十三条の三の三十三第二項の規定により廃止措置に関する計画（以下「廃止措置計画」という。）につい

て認可を受けようとする者は、次に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規

制委員会に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。 

一 既に使用済燃料を発電用原子炉の炉心から取り出していることを明らかにする資料 

廃止措置計画審査基準 

（１）既に使用済燃料を発電用原子炉の炉心から取り出していることを明らかにする資料 

（例）運転日誌等で炉心から燃料が取り出されていること、空白の炉心配置図等で燃料が炉心に装荷されていない

ことが明らかになっていること。 

＜規則改正により対応＞ 

高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という。）の

炉心及び炉外燃料貯蔵槽（以下「炉心等」という。）から燃

料体を取り出すのに必要な期間が通常の発電用原子炉よ

りも長く、現行の規則では廃止措置計画に係る申請及び認

可を速やかに行うことができない。 

もんじゅについては、燃料体を炉心等から取り出す前に

廃止措置計画に係る申請及び認可を行えるようにする。 

廃止措置計画の申請を可能とするため、既に使用済燃料

を発電用原子炉の炉心から取り出していることを明らか

にする資料を添付する代わりに、全ての燃料体を炉心等か

ら取り出す方法及び時期について廃止措置計画に定める

ことを義務付ける。 

廃止措置計画の認可を可能とするため、その認可基準か

ら「廃止措置計画に係る発電用原子炉の炉心から使用済燃

料が取り出されていること。」を削り、代わりに「廃止措置

計画に係る研究開発段階発電用原子炉の運転停止に関す

る恒久的な措置が講じられていること。」を加える。 

② 認可の要件 廃止措置計画の認可の要件と

して、廃止措置計画に係る発電

用原子炉の炉心から使用済燃

料が取り出されていることを

規定している。 

研開炉則第１１４条（廃止措置計画の認可の基準） 

 法第四十三条の三の三十三第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で

定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 廃止措置計画に係る発電用原子炉の炉心から使用済燃料が取り出されていること。 

廃止措置段階保安規定審査基準 

（７）発電用原子炉の運転停止に関する恒久的な措置 

具体的には 

１）発電用原子炉炉心に核燃料物質を装荷しないこと。 

２）中央制御室の発電用原子炉モードスイッチを原則として停止から他の位置に切り替えないこと。 

③ 保安規定の変

更要求 

廃止措置計画の認可の日まで

に、廃止措置を実施するための

所要の事項を保安規定に追加

し、変更の認可を受けなければ

ならない。 

研開炉則第８７条（保安規定） 

３ 法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようと

する廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第四十三条の三の二十四第一項の規定により認

可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。

これを変更しようとするときも同様とする。 

五 廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。 

＜規則改正により対応＞ 

もんじゅは、燃料体の炉心等からの取出工程が廃止措置

の工程の一部となることを踏まえ、炉心等から全ての燃料

体が取り出されるまでの間、発電用原子炉主任技術者に係

る事項を保安規定に記載することを義務付ける。 
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事項 現行の規制の枠組み 関連法令等（抜すい） 対応案 

(2)施設の変更に関する事項 

① 設置変更の許可 発電用原子炉設置者は、設置

（変更）許可の内容を変更し

ようとするときは、原子力規

制委員会の許可を受けなけれ

ばならないが、廃止措置を実

施するために施設の設置・改

造を行う場合においてその具

体的内容を定めた廃止措置計

画について原子力規制委員会

の認可を受けたときは、変更

の許可及び届出を要しない。 

炉規制法第４３条の３の８（変更の許可及び届出等） 

１ 第四十三条の三の五第一項の許可を受けた者（以下「発電用原子炉設置者」という。）は、同条第二項第二号か

ら第五号まで又は第八号から第十号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、

原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場若しくは事業所

の名称のみを変更しようとするとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更のうち第四項の原子力規制委員会規則

で定める変更のみをしようとするときは、この限りでない。 

２ 第四十三条の三の六の規定は、前項本文の許可に準用する。 

４ 発電用原子炉設置者は、第四十三条の三の五第二項第五号に掲げる事項の変更のうち核燃料物質若しくは核燃

料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないことが明らかな変更（核燃料物質

若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がない同種の設備の追加

その他の原子力規制委員会規則で定める変更をいう。）のみをしようとするときは、原子力規制委員会規則で定め

るところにより、その変更の内容を原子力規制委員会に届け出なければならない。この場合において、その届出

をした発電用原子炉設置者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る変

更をしてはならない。 

＜現行の規制の枠組みで対応＞ 

 炉規制法上、廃止措置を実施するために施設の設置・改

造を行う場合においてその具体的内容を定めた廃止措置

計画について原子力規制委員会の認可を受けたときは、変

更の許可及び届出を要しないと解される。 

もんじゅの廃止措置においても、廃止措置の実施のため

にのみ行われる発電用原子炉施設の設置又は変更は、廃止

措置計画においてその具体的内容を確認する。 

 

② 工事計画の認可 発電用原子炉設置者は、発電

用原子炉施設の設置又は変更

の工事をしようとするとき

は、その工事の計画について、

原子力規制委員会の認可を受

けなければならないが、廃止

措置を実施するために施設の

設置・改造を行う場合におい

てその具体的内容を定めた廃

止措置計画について原子力規

制委員会の認可を受けたとき

は、工事計画の認可及び届出

を要しない。 

炉規制法第４３条の３の９（工事の計画の認可） 

１ 発電用原子炉施設の設置又は変更の工事（核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原

子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。）をしようとす

る発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その工事の

計画について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。ただし、発電用原子炉施設の一部が滅失し、若

しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限

りでない。 

炉規制法第４３条の３の１０（工事の計画の届出） 

１ 発電用原子炉施設の設置又は変更の工事（前条第一項の原子力規制委員会規則で定めるものに限る。）であつ

て、原子力規制委員会規則で定めるものをしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定める

ところにより、その工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。その工事の計画の変更（原子力

規制委員会規則で定める軽微なものを除く。）をしようとするときも、同様とする。 

２ 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に

係る工事を開始してはならない。 

＜現行の規制の枠組みで対応＞ 

 炉規制法上、廃止措置を実施するために施設の設置・改

造を行う場合においてその具体的内容を定めた廃止措置

計画について原子力規制委員会の認可を受けたときは、工

事計画の認可及び届出を要しないと解される。 

もんじゅの廃止措置においても、廃止措置の実施のため

にのみ行われる発電用原子炉施設の設置又は変更は、廃止

措置計画においてその具体的内容を確認する。 

 

③ 廃止措置計画の

記載事項 

廃止措置計画について認可を

受けようとする者は、その廃

止措置計画に、解体の対象と

なる施設及びその解体の方

法、廃止措置の工程等を定め

なければならない。 

炉規制法第４３条の３の３３（(1)参照） 

研開炉則第１１１条（廃止措置計画の認可の申請） 

１ 法第四十三条の三の三十三第二項の規定により廃止措置に関する計画（以下「廃止措置計画」という。）につい

て認可を受けようとする者は、次に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規

制委員会に提出しなければならない。 

四 廃止措置対象施設及びその敷地 

五 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 

九 廃止措置の工程 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。 

六 廃止措置期間中に機能を維持すべき発電用原子炉施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関

する説明書 

＜現行の規制の枠組みで対応＞ 

 炉規制法上、廃止措置を実施するために施設の設置・改

造を行う場合においてその具体的内容を定めた廃止措置

計画について原子力規制委員会の認可を受けたときは、変

更の許可及び届出並びに工事計画の認可及び届出を要し

ないと解される。 

 

＜規則改正により対応＞ 

廃止措置計画に係る認可申請書に添付することとされ

ている「廃止措置期間中に機能を維持すべき発電用原子炉

施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関

する説明書」に加えて、廃止措置計画においてその性能を

維持すべきものとされる発電用原子炉施設の位置、構造及

び設備を定めることを義務付ける。 
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事項 現行の規制の枠組み 関連法令等（抜すい） 対応案 

(3)使用前検査に関する事項 

① 廃止措置中に

行う設置・改造

についての使

用前検査 

原子炉施設は、施設の設置又

は変更の工事について、原子

力規制委員会の検査（使用前

検査）を受け、これに合格した

後でなければ、これを使用し

てはならないが、廃止措置を

実施するために施設の設置・

改造を行う場合においてその

具体的内容を定めた廃止措置

計画について原子力規制委員

会の認可を受けたときは、使

用前検査を要しない。 

炉規制法第４３条の３の１１（使用前検査） 

１ 第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする発電用原子炉施設

又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする発電用原子炉施設（その工事の計画につ

いて、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除

く。）は、その工事について原子力規制委員会規則で定めるところにより原子力規制委員会の検査を受け、これに

合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限り

でない。 

 

 

 

 

 

＜現行の規制の枠組みで対応＞ 

 炉規制法上、廃止措置を実施するために施設の設置・改

造を行う場合においてその具体的内容を定めた廃止措置

計画について原子力規制委員会の認可を受けたときは、使

用前検査を要しないと解される。 

もんじゅの廃止措置においても、廃止措置の実施のため

にのみ行われる発電用原子炉施設の設置又は変更は、施設

定期検査又は立入検査等において確認する。 

 

 

 

 

② 廃止措置のため

の原子炉施設の

使用 

使用前検査は５つの段階に区

分して行うが、もんじゅは総

合的な性能を確認するための

第５段階目の検査に合格しな

いまま廃止措置に移行する。 

使用前検査に合格していない

原子炉施設であっても、原子

力規制委員会が承認した場合

には使用することができ、も

んじゅは平成２２年１２月２

４日に４０％出力プラント確

認試験開始までの間の一部使

用承認を受けている。 

研開炉則第１６条（使用前検査の実施） 

使用前検査は、次の表の上欄に掲げる工事の工程において、原子力施設検査官が同表の下欄に掲げる検査事項（同

表第一号の下欄に掲げる検査事項については、可搬型の機械又は器具に係る検査事項を除く。）について行うものと

する。 

一 原子炉本体、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）、計測制御

系統施設（発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。）、放射性廃棄物の廃棄施設（排気筒を除

く。）、放射線管理施設又は原子炉格納施設については、構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる

状態になった時 

二 蒸気タービンの車室の下半部の据付けが完了した時及び補助ボイラーの本体の組立てが完了した時 

三 発電用原子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時 

四 発電用原子炉の臨界反応操作を開始することができる状態になった時 

五 工事の計画に係る全ての工事が完了した時 

研開炉則第１７条（使用前検査を要しない場合） 

法第四十三条の三の十一第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。 

一 原子炉本体を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承

認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。 

二 前号に規定する発電用原子炉施設以外の発電用原子炉施設を試験のために使用する場合 

三 発電用原子炉施設の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由

がある場合（前二号に掲げる場合を除く。）において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承

認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。 

四 発電用原子炉施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて検査

を受けないで使用することができる旨を指示した場合 

五 制限工事の場合 

＜規則改正により対応＞ 

もんじゅが、現行の研開炉則第１７条第３号の規定によ

り受けた、発電用原子炉施設の使用の承認は、廃止措置計

画の認可により失効させ、以後は廃止措置計画で認めた使

用のみを行えるようにする。 

一定の期間内に廃止措置計画の認可を受けることがで

きない場合には、現在の承認は失効させ、改めて研開炉則

第１７条第３号の使用しなければならない特別の理由に

ついて審査し、必要な承認を与えることとする。 
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事項 現行の規制の枠組み 関連法令等（抜すい） 対応案 

(4)施設定期検査に

関する事項 

廃止措置段階においては、廃

止措置対象施設内に核燃料物

質が存在しない場合を除き、

施設定期検査を受けなければ

ならない。 

使用前検査に合格してない発

電用原子炉施設について施設

定期検査は求められていない

ので、もんじゅは現在まで施

設定期検査が義務付けられて

いない。 

炉規制法第４３条の３の１５（施設定期検査）  

特定重要発電用原子炉施設（発電用原子炉施設であつて核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又

は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるもの以外のものを

いう。以下この条において同じ。）については、当該特定重要発電用原子炉施設を設置する者は、原子力規制委員会

規則で定めるところにより、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、原子力規制委員会が行う検査を受けなけ

ればならない。ただし、第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた場合その他の原子力規制委員会規則で定め

る場合は、この限りでない。 

研開炉則第４５条（施設定期検査を要しない場合） 

１ 法第四十三条の三の十五第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。 

一 廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合 

二 使用の状況から前条に規定する時期に施設定期検査を行う必要がないと認めて原子力規制委員会が施設定

期検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。 

三 災害その他非常の場合において、前条に規定する時期に施設定期検査を受けることが著しく困難であると認

めて原子力規制委員会が施設定期検査を受けるべき時期を定めて承認したとき。 

研開炉則第４１条（施設定期検査を受ける発電用原子炉施設） 

２ 前項の規定にかかわらず、法第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた廃止措置計画に係る廃止措置の対

象となる発電用原子炉施設（以下「廃止措置対象施設」という。）については、法第四十三条の三の十五第一項の

原子力規制委員会規則で定める発電用原子炉施設は、次に掲げるもの（核燃料物質の取扱い又は貯蔵に係るもの

に限る。）以外のものとする。 

一 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

二 放射性廃棄物の廃棄施設 

三 放射線管理施設 

四 非常用電源設備 

研開炉則第４４条（施設定期検査の実施時期） 

２ 前項の規定にかかわらず、廃止措置対象施設については、法第四十三条の三の十五第一項の原子力規制委員会

規則で定める時期は、直近の施設定期検査が終了した日以降九月を超えない時期（原子力規制委員会が別に指定

した場合は、その指定した時期）とする。 

＜規則改正により対応＞ 

もんじゅについては、炉心等から燃料体が取り出される

前に廃止措置に移行し、廃止措置に移行した段階の初期に

おいては主要な機器・設備の多くを維持する必要があるこ

と、廃止措置の進捗によってその性能を維持すべき施設は

変化又は減少していくことから、その廃止措置期間中にお

ける施設定期検査の対象を「認可を受けた廃止措置計画に

おいてその性能を維持すべきものとされる発電用原子炉

施設」とする。 

なお、施設定期検査中は燃料体の取出作業を実施するこ

とができないことから、優先すべき工程に支障を来すこと

となる可能性も考慮し、これを避けるため、炉心等から燃

料体が取り出されるまでの間に行われる施設定期検査の

実施時期は、検査対象施設ごとに廃止措置計画に定める時

期とする。 
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事項 現行の規制の枠組み 関連法令等（抜すい） 対応案 

(5)技術基準に関す

る事項 

発電用原子炉設置者は、発電

用原子炉施設を技術基準（研

開炉技術基準）に適合するよ

うに維持しなければならな

い。ただし、廃止措置計画の認

可を受けた場合には、原子力

規制委員会規則で定める場合

を除き、この限りでない。 

現在、この「原子力規制委員会

規則で定める場合」は定めら

れておらず、廃止措置段階で

は適合維持義務が一切ない状

態にある。 

廃止措置計画審査基準では、

廃止措置期間中に維持すべき

施設に係る維持管理方法につ

いて、研開炉技術基準に基づ

かない場合は、その根拠を具

体的に説明することを求めて

いる。 

炉規制法第４３条の３の１４（発電用原子炉施設の維持） 

発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準（研開炉技術基準）に

適合するように維持しなければならない。ただし、第四十三条の三の三十三第二項の認可を受けた発電用原子炉に

ついては、原子力規制委員会規則（研開炉則）で定める場合を除き、この限りでない。 

炉規制法第４３条の３の２３（施設の使用の停止等） 

原子力規制委員会は、発電用原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第四十三条の三の六第一項第四号の基準に

適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準（研開炉技術基準）に適

合していないと認めるとき、又は発電用原子炉施設の保全、発電用原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃

料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員

会規則の規定に違反していると認めるときは、その発電用原子炉設置者に対し、当該発電用原子炉施設の使用の停

止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。 

研開炉技術基準第３条（特殊な設計による発電用原子炉施設） 

１ 特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで発電用原子炉施設を

施設することができる。 

２ 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び施設方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなけ

ればならない。 

廃止措置計画審査基準 

（６）廃止措置期間中に機能を維持すべき原子炉施設等及びその性能等並びにその性能等を維持すべき期間に関す

る説明書 

〇発電用原子炉施設においては、廃止措置期間中に維持管理すべき施設に係る維持管理方法について、研究開発段

階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第十号）に基づかな

い場合は、その根拠を具体的に記載すること。 

＜規則改正により対応＞ 

もんじゅについては、炉心等から燃料体が取り出される前に廃

止措置に移行し、廃止措置に移行した段階の初期においては主要

な機器・設備の多くを維持する必要があること、廃止措置の進捗に

よってその性能を維持すべき施設は変化又は減少していくことに

なる。よって、技術基準適合義務を全面的に除外することはできな

いが、要求内容は、廃止措置の段階に応じて合理的なものとする必

要がある。 

もんじゅの廃止措置においては、研開炉則に「認可を受けた廃止

措置計画においてその性能を維持すべきものとされる発電用原子

炉施設が存在する場合」を追加し、当該施設を研開炉技術基準への

適合維持義務の対象とする。 

また、上記発電用原子炉施設について、研開炉技術基準第２章及

び第３章により難い特別の事情がある場合には、要求する内容を

合理的なものとするため、研開炉技術基準において、認可を受けた

廃止措置計画に定めるところにより維持しなければならないもの

と規定する。 
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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。 
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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。 
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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） 
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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。 

-13-

- 92 -



- 93 -



 

改訂履歴 

 

年 月 日 改訂箇所、改訂内容及び改訂理由 

平成２９年４月１９日 策定 

令和２年４月１日 

新たな検査制度（原子力規制検査）

の実施に伴う原子炉等規制法、再処

理規則等の改正に伴う変更 
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第１ 趣旨 

本書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）

の高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という。）に係る廃止措置計画

の認可（変更の認可を含む。以下同じ。）の審査に関する考え方を示すもので

ある。 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子

力規制委員会の処分に係る審査基準等」（原規総発第 1311275 号（平成 25 年

11 月 27 日原子力規制委員会決定））では、もんじゅに係る廃止措置計画の

認可の審査について、「発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃

止措置計画の審査基準」（原管廃発第 13112716 号（平成 25 年 11 月 27 日原

子力規制委員会決定））を用いないとしている。 

もんじゅに係る廃止措置計画の認可については、本書を用いて審査を行う

こととする。 

 

第２ 定義等 

１ 法令の略称 

 本書で用いる法令の略称は、次のとおりである。 

法         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） 

研開炉規則     研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関

する規則（平成 12 年総理府令第 122 号） 

研開炉技術基準規則 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則（平成 25 年原子力規制委

員会規則第 1 号） 

２ 用語の定義 

 本書において使用する用語は、法、研開炉規則及び研開炉技術基準規則

において使用する用語の例による。 

 

第３ 本書に関係する主な法令 

法第 43 条の 3 の 34 第 2 項（廃止措置計画の認可） 

法第 43 条の 3 の 34 において準用する法第 12 条の 6 第 3 項（廃止措置計画

の変更の認可） 

法第 43 条の 3 の 34 第 3 項において準用する法第 12 条の 6 第 4 項（認可の

基準） 

研開炉規則第 110 条（廃止措置として行うべき事項） 

研開炉規則第 111 条（廃止措置計画の認可の申請） 

研開炉規則第 112 条（廃止措置計画の変更の認可の申請） 
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研開炉規則第 114 条（廃止措置計画の認可の基準） 

 

第４ 基本的考え方 

発電用原子炉施設の廃止措置は、廃止措置対象施設のリスクの低減を念頭

に、安全に、かつ、可能な限り早期に完了されなければならない。 

もんじゅの廃止措置については、廃止が決定された時点で、燃料体が炉心

等から取り出されていない状態であり、かつ、研究開発段階発電用原子炉及

びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年原子力

規制委員会規則第 9 号）等のいわゆる新規制基準への適合が確認されていな

い特殊性がある。このため、研開炉規則及び研開炉技術基準規則を改正した

ところであるが、運用上なお残る課題については、廃止措置段階にあるもん

じゅのリスク（以下単に「リスク」という。）の早期低減を図るため、次によ

り対応する。 

１ 廃止措置計画の申請について 

特定研究開発段階発電用原子炉施設について廃止措置を講じようとする

発電用原子炉設置者は、あらかじめ、廃止措置計画を定め、原子力規制委員

会の認可を受けなければならない（法第 43 条の 3 の 34 第 2 項）。この廃

止措置計画には、廃止措置の全期間を対象に、研開炉規則第 111 条第 1 項

及び第 3 項に定める事項を定めることが求められるが、廃止措置の完了に

長期間を要するため、廃止措置の全期間にわたり詳細な工程、方法等を具

体的に記載することが困難であるなどの合理的な理由がある場合にあって

は、廃止措置の主要な工程及び全体の見通し等に係る事項や、廃止措置期

間中に詳細な方法等を定めることとする範囲やその時期など、申請者が講

ずべき対応が廃止措置計画で明らかにされ、その内容が適切であれば、研

開炉規則第 111 条第 1 項及び第 3 項の要件を満たすと考える。 

もんじゅの廃止措置では、燃料体を炉心等から取り出してリスクを低減

する作業を、他に優先して実施しなければならない。このため、もんじゅの

廃止措置計画において廃止措置の全期間の全工程について詳細を定めるこ

とが困難な合理的な理由がある場合には、廃止措置の工程の全体像を示し、

当面実施すべき工程について詳細を定めた廃止措置計画の認可の申請を認

め、以後は、詳細を定めることができたものを追記するなどして逐次廃止

措置計画の変更の認可を申請することを認める。 

なお、廃止措置計画の複数の部分に変更が必要になった場合であって、

認可の申請を部分ごとに行うことにつき合理的な理由があるときは、当該

部分ごとに廃止措置計画の変更の認可を並行して申請することを認める。 

２ 廃止措置を実施する上で必要な施設の改造等について 

廃止措置を実施する上で施設の改造又は設置（以下「改造等」という。）

が必要となった場合は、①設置の変更の許可の申請及び工事計画の変更の

認可の申請において必要とされる事項と同様の事項が廃止措置計画に定め

られ、②その内容が発電用原子炉施設の現況や研開炉技術基準規則等に照
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らして適切と認められるのであれば、認可を受けた廃止措置計画に定める

ところにより当該改造等を行うことを認める。 

３ 放射線被ばくの管理及び低減等について 

もんじゅの廃止措置計画の審査に当たっては、機構が、廃止措置計画に

示す、解体の対象となる施設及びその解体方法、核燃料物質の管理及び譲

渡しの方法、核燃料物質による汚染の除去の方法並びに核燃料物質又は核

燃料物質によって汚染された物の廃棄方法に関して、放射線業務従事者の

線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにする措置、も

んじゅにおいて行われる気体状及び液体状の放射性廃棄物の廃棄に関し、

放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員

会の定める濃度限度を超えないようにする措置、周辺監視区域の外の空気

中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制

委員会の定める濃度限度を超えないようにする措置その他の放射性物質に

起因する被ばく線量を低くするための措置を合理的に、かつ、可能な限り

講ずることとし、その措置が記載されていることを確認する。 

 

第５ 申請書に記載する廃止措置計画に定めるべき事項に対する審査（研開炉

規則第 111条第 1項及び第 3項） 

申請書に記載する廃止措置計画に定めるべき事項及び各事項については次

のとおり定めていることを確認する。 

なお、廃止措置計画の変更の認可の申請書記載事項は、研開炉規則第 112

条第 1 項各号に掲げられているが、同項第 1 号から第 4 号までに掲げる事項

について記載すべき内容は、当該事項に対応する研開炉規則第 111 条第 1 項

に掲げられた事項について記載すべき内容と同様である。また、変更の理由

（研開炉規則第 112 条第 1 項第 5 号）については、変更が必要な理由が明ら

かにされていることを確認する。 

１ 名称及び住所並びに代表者の氏名（研開炉規則第 111条第 1項第 1号） 

２ 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地（研開炉規則第 111 条

第 1項第 2 号） 

３ 廃止措置の対象となる発電用原子炉の名称（研開炉規則第 111 条第 1 項

第 3号） 

４ 廃止措置対象施設及びその敷地（研開炉規則第 111条第 1項第 4号） 

５ 解体の対象となる施設及びその解体の方法（研開炉規則第 111 条第 1 項

第 5号） 

①  解体の対象となる施設が明確に定められていること。 

②  原子炉を起動することができないよう、運転停止に関する恒久的な

措置が具体的に定められていること。 

③  解体・撤去の工法が、公衆及び放射線業務従事者の受ける被ばく線

量の抑制及び低減する観点に立ち、施設内に残存する放射性物質の種
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類、数量、分布及び放射性廃棄物の発生量を事前に評価した上で、具体

的に定められていること。 

④  保安のために必要な発電用原子炉施設の維持管理、放射性廃棄物の

取扱いその他の必要な措置が、廃止措置の進捗に応じた段階ごとに定

められていること。 

⑤  廃止措置に係る各作業の管理及び工程管理に関する必要な対応が定

められていること。 

⑥  廃止措置について詳細な方法等を定めることが困難な部分がある場

合は、その理由を明らかにするとともに、当該部分に係る主要な工程

及び全体の見通し等に係る事項並びに当該部分について詳細な方法等

を定める時期が定められていること。この場合において、詳細な方法

等を定める時期が異なる部分があるときは、当該部分ごとに詳細な方

法等を定める時期が定められていること。 

６ 性能維持施設（研開炉規則第 111条第 1 項第 6号） 

○  性能維持施設が、設置許可及び工事計画認可等既往の許認可に基づ

く施設並びに保安規定（保全計画等保安規定に基づく下位文書を含む。

以下同じ。）に基づき保守管理の対象としている設備類（緊急安全対策

として整備したものを含む。）から抽出され、定められていること。維

持すべき性能又は性能維持施設に廃止措置の進捗に応じた変化（性能

維持施設の増減を含む。以下第５の６及び７において同じ。）があると

きは、当該廃止措置の進捗に応じた段階ごとに定められていること。 

 また、廃止措置を実施する上で必要な施設の改造等に係る廃止措置

計画の認可の申請を受けた際は、維持すべき性能又は性能維持施設に

当該改造等による変化がないかを確認し、変化があると認められる場

合は、申請に係る廃止措置計画に当該変化に応じて維持すべき性能及

び性能維持施設に関することが定められていることを確認すること。

維持すべき性能又は性能維持施設に改造等の進捗に応じた変化がある

ときは、当該改造等の進捗に応じた段階ごとに定められていること。 

 なお、認可を申請する時点で、個別の性能維持施設を抽出して特定

し難い場合は、設備等を特定して性能維持施設を定める時期を示した

上で、設備等が属する系統や施設等が性能維持施設として定められて

いること。 

７ 性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能、その性能を維持す

べき期間並びに研開炉技術基準規則第 2 章及び第 3 章に定めるところによ

り難い特別の事情がある場合はその内容（研開炉規則第 111 条第 1 項第 7

号） 

①  性能維持施設の位置、構造及び設備、その性能並びにその性能を維

持すべき期間が具体的に定められていること。維持すべき性能に廃止

措置の進捗等に応じた変化があるときは、廃止措置の進捗等に応じた
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段階ごとに定められていること。 

②  研開炉技術基準規則第 2 章及び第 3 章に規定する基準（以下「維持

基準」という。）により難い特別な事情があるため、廃止措置計画に定

めるところにより性能維持施設を維持しようとする場合は、当該特別

な事情を明らかにするとともに、発電用原子炉施設の現況や技術上の

基準等に照らし適切な方法及び水準により性能維持施設を維持する方

法等が定められていること。なお、特別な事情の類型を例示すれば次

のとおりであり、これらに該当することについて具体的に説明されて

いること。 

○ 当面の安全性は確保できる旨の大略の評価結果は得ているものの、

精緻な評価結果を得るためには、適切な資源配分を行ったとして

も相当の期間を要するため、直ちに維持基準への適合性を説明す

ることができない場合 

○ 施設の現況等に照らし、維持基準をそのまま適用することは合理

的でない場合 

○ 性能維持施設を維持基準に適合させることよりも、速やかに当該

施設に係るリスクを低減させることが合理的である場合 

③  性能維持施設の改造等を行う場合は、設計、工事、当該工事の管理及

び試験・検査の方法に関すること（当該工事において溶接を行う場合

は、溶接の設計、施工管理及び試験・検査の方法に関することを含む。）

が定められていること。 

④  申請の時点で詳細な事項等を定め難い性能維持施設がある場合は、

その理由を明らかにするとともに、当該性能維持施設について、詳細

な事項等を定めるための方針及びその時期が定められていること。こ

の場合において、詳細な事項等を定める時期が異なる部分があるとき

は、当該部分ごとに詳細な事項等を定める時期が定められていること。 

⑤  性能維持施設の保守管理その他の事項について保安規定において具

体的な対応等を定める場合は、その旨が記載されていること。 

８ 核燃料物質の管理及び譲渡し（研開炉規則第 111条第 1項第 8 号） 

①  保有する核燃料物質及び使用済燃料の種類並びにその数量が明らか

にされていること。 

②  核燃料物質及び使用済燃料を搬出するまでの間における具体的な保

管並びに管理の方法が定められていること。具体的な保管及び管理の

方法が検討中である場合は、当面の保管及び管理の方法並びに当該検

討に係る方針及び予定（当該検討の期限が明らかなものに限る。）が定

められていること。 

③  核燃料物質の譲渡しに関する計画及び方法が定められていること。

ただし、具体的な計画及び方法が検討中である場合は、核燃料物質の

譲渡しに係る当面の対応のほか、当該検討に係る方針及び予定（当該

検討の期限が明らかなものに限る。）が定められていること。 

④  使用済燃料の処分の方法を、設置の許可に定められた方法に従い、
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当該処分に関する計画が定められていること。なお、機構においてさ

らに具体的な事項を定めている場合は、それらの事項が含まれている

こと。 

９ 核燃料物質による汚染の除去（研開炉規則第 111条第 1項第 9 号） 

①  発電用原子炉施設内の核燃料物質による汚染の分布等を評価した上

で、具体的な汚染の除去の方法及び安全管理上の措置が定められてい

ること。 

②  申請の時点で核燃料物質による汚染の除去に係る詳細な方法等を定

め難い部分がある場合は、その理由を明らかするとともに、当該部分

について、主要な工程及び全体の見通し等に係る事項及び詳細な方法

等を定める時期が定められていること。この場合において、詳細な方

法等を定める時期が異なる部分があるときは、当該部分ごとに詳細な

方法等を定める時期が定められていること。 

10 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄（研開炉規則第

111条第 1項第 10号） 

①  発電用原子炉施設内に保管廃棄する放射性廃棄物及び廃止措置に伴

って発生する放射性廃棄物の廃棄について、取扱い並びに処理及び処

分の方法が定められていること。 

②  放射性廃棄物を処分するまでの間、発電用原子炉施設内に放射性廃

棄物を保管廃棄する場合には、当該保管廃棄の方法、期間及び管理が

定められていること。 

③  申請の時点で核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃

棄について具体的な対応等を定め難い部分がある場合には、その理由

を明らかするとともに、当該部分について、主要な工程及び全体の見

通し等に係る事項並びに具体的な対応等を定める時期が定められてい

ること。この場合において、具体的な対応等を定める時期が異なる部

分があるときは、当該部分ごとに対応等を定める時期が定められてい

ること。 

11 廃止措置の工程（研開炉規則第 111条第 1項第 11 号） 

①  廃止措置の工程が具体的に定められていること。廃止措置の工程の

うち、計画を定めた部分がある場合には、当該部分及び計画が併せて

示されていること。 

②  廃止措置の工程の管理及び進捗状況に係る定期的な評価に係る具体

的な方法、基準及びその体制が定められていること。 

③  ②の評価の結果、工程の管理の問題又は進捗の遅延が生じていると

認めたときに行う対応（廃止措置計画の変更の認可の申請を含む。）が

定められていること。 

④  廃止措置計画の変更の認可を申請する場合で、廃止措置の実績があ

るときは、計画に対する実績その他の廃止措置の進捗状況及びその評

価が示されていること。 
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12 廃止措置に係る品質マネジメント（研開炉規則第 111 条第 1 項第 11 号） 

○  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（令和２年原子力規制員会規則第２号）を踏まえ、設

置許可申請書等に記載された方針に従って構築された品質マネジメ

ントシステムに基づく廃止措置に関する一連のプロセスが示されて

いること。また、構築された品質マネジメントシステムに基づき廃止

措置を実施することが定められていること。 

13 特定研究開発段階発電用原子炉にあっては、燃料体を炉心等から取り出

す方法及び時期（研開炉規則第 111条第 3項） 

①  発電用原子炉を起動することができないよう、運転停止に関する恒

久的な措置が講じられていることが明らかにされていること。 

②  燃料体を炉心等から取り出す方法及び時期が具体的に定められてい

ること。時期については、始期及び終期を定め、具体的な作業内容から

策定した工程を踏まえて可能な限り期間の短縮を図ったものであるこ

とが明らかにされていること。 

 

第６ 申請書に添付する書類及びその記載事項に対する審査（研開炉規則第 111

条第 2項及び第 4項） 

廃止措置計画の認可の申請書に添付する書類に、次の事項が示されている

ことを確認する。廃止措置計画の変更の認可を申請するときは、変更に係る

事項について説明した資料を添付すれば足りる（研開炉規則第112条第2項）

が、変更が必要となった理由に関する説明が示されていること。 

なお、原子力規制委員会が認可の基準（研開炉規則第 114 条）への適合性

を審査する上で必要と認めるときは、別に書類又は図面の提出を求める（研

開炉規則第 111 条第 2 項第 10 号）。 

１ 燃料体を炉心等から取り出す工程に関する説明書又は既に燃料体が炉心

等から取り出されていることを明らかにする資料（研開炉規則第 111 条第

2項第 1号及び第 4項） 

(1) 燃料体が炉心等から取り出されていない場合 

燃料体を炉心等から取り出す工程に関する説明書が添付され、次の事

項が示されていること。 

①  燃料体を炉心等から取り出す方法及び手順、取出作業に係る人員及

び設備の管理方法並びにその体制に関する説明（図面、図表等を含む。）

が示されていること。 

②  燃料体を炉心等から取り出す工程及びその工程管理の方法に関する

説明（図面、図表等を含む。）が記載されていること。工程が進捗に応

じた段階により区分される場合は、当該段階ごとに示されていること。 

 (2) 燃料体が炉心等から取り出されている場合 

燃料体が炉心等から取り出されていることを明らかにする資料が添付
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されていること。 

２ 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図

（研開炉規則第 111条第 2項第 2 号） 

○  廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区

域図（必要がある場合は地勢や施設の現況等に関する説明を含む。）並

びにこれらに関する説明が示されていること。 

３ 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書（研開炉規則第 111

条第 2項第 3号） 

①  廃止措置期間中の核燃料物質による汚染の除去及び放射性廃棄物の

廃棄に係る放射線管理の基本的考え方及び対応に関する説明が示され

ていること。 

②  廃止措置期間中の核燃料物質による汚染の除去、放射性廃棄物の廃

棄に係る作業又は工程ごとの被ばく低減対策及び安全対策に関する説

明が示されていること。 

③  放射性気体廃棄物、放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物の発生

量を、中和、濃縮等放射性廃棄物を処理する作業の種類ごとに評価し

た結果が廃止措置の作業又は工程ごとに示されていること。 

④  放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の環境への放出に伴う周辺

公衆の線量、放射性固体廃棄物の保管に伴う直接線及びスカイシャイ

ン線による周辺公衆の線量に関する説明が廃止措置の作業又は工程ご

とに示されていること。 

４ 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発

生すると想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書（研開炉規則

第 111条第 2項第 4号） 

①  廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、津波、溢水、火災、

火山活動、竜巻等があった場合に発生すると想定される事故（重大事

故等、大規模損壊に係るものを含む。）の種類、程度、影響等に関する

説明が示されていること。 

②  重大事故等発生時及び大規模損壊発生時における体制及び対応に関

する説明が示されていること。なお、保安規定において具体的な対応

等を定めている場合は、その旨が示されていること。 

③  申請の時点で廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、津波、

溢水、火災、火山活動、竜巻等があった場合に発生すると想定される事

故（重大事故等に係るもの及び大規模損壊に係るものを含む。）の種

類、程度、影響等に関する説明を詳細に行うことができない部分があ

るときは、その理由を明らかにするとともに、その旨の記載がされ、説

明の概略及び詳細な説明を行う時期が示されていること。この場合に

おいて、詳細な説明を行う時期が異なる部分があるときは、当該部分

ごとに詳細な説明を行う時期が示されていること。 

④  初期の廃止措置計画について認可を申請する場合において、①及び
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②に掲げる説明について詳細な説明が困難な事項があるときには、機

械又は装置の故障（既往の許認可における原子炉の操作上の過失、機

械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生すると想定され

る原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書及び緊急安全対

策を基にしたもの等を含む。）、地震及び津波等について、既往の評価

結果を基に、優先して実施すべき工程に係る施設の現況等に可能な限

り即した説明が示されていること。 

５ 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書（研開炉規

則第 111条第 2項第 5 号） 

○  発電用原子炉施設に残存する放射性物質の種類、数量及び分布に関

する説明が示されていること。 

６ 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説

明書（研開炉規則第 111条第 2項第 6号） 

○ 第５の６（性能維持施設）及び７（性能維持施設の位置、構造及び設

備並びにその性能、その性能を維持すべき期間等）に記載した性能を

維持すべき期間に関する詳細な説明が示されていること。 

７ 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書

（研開炉規則第 111条第 2項第 7 号） 

○  廃止措置対象施設の廃止措置に要する費用の見積もり総額が明示さ

れ、その費用の調達計画が示されていること。 

８ 廃止措置の実施体制に関する説明書（研開炉規則第 111条第 2項第 8号） 

①  廃止措置の実施体制（組織及び各職位の職務内容を含む。）並びに廃

止措置の工程管理及び評価方法に関する説明が示されていること。 

②  もんじゅの廃止措置の実施に当たり、その監督を行う者を選任する

際の基本方針及びその説明が示されていること。 

９ 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書（研開炉規則

第 111条第 2項第 9号） 

○  品質マネジメントシステムの下で性能維持施設その他の設備の保守

等の廃止措置に係る業務が行われることが示されていること。 

 

第７ 申請書の提出部数（研開炉規則第 111条第 3項） 

正本 1 通及び写し 1 通 
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年 月 日 改訂箇所、改訂内容及び改訂理由 

平成２９年４月１９日 策定 

令和元年９月１日 

「放射性同位元素等による放射線障

害の防止に関する法律」（昭和３２

年法律第１６７号）の「放射性同位

元素等の規制に関する法律」への名

称変更 

令和２年４月１日 

新たな検査制度（原子力規制検査）

の実施に伴う原子炉等規制法、再処

理規則等の改正に伴う変更 
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第１ 趣旨 

本書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）

が高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という。）の廃止措置に係る保安

規定の認可（変更の認可を含む。以下同じ。）の審査に関し必要な事項を示すも

のである。 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に基づく原子力規

制委員会の処分に係る審査基準等」（原規総発第 1311275 号（平成 25 年 11 月

27 日原子力規制委員会決定））は、廃止措置段階のもんじゅにおける保安規定

の認可の審査基準について、「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」（原管廃発第 13112715 号（平成 25 年 11 月 27 日原子力規制委

員会決定））を用いないとしている。 

もんじゅに係る廃止措置段階の保安規定の認可については、本書を用いて審査

を行うこととする。 

 

第２ 定義等 

１ 法令の略称 

 本書で用いる法令の略称は、次のとおりである。 

法      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） 

研開炉規則     研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する

規則（平成 12 年総理府令第 122 号） 

 

２ 用語の定義 

本書において使用する用語は、法及び研開炉規則において使用する用語の例

による。 

 

第３ 本書に関係する主な法令 

法第 43 条の 3 の 24 第 1 項（保安規定の認可） 

法第 43 条の 3 の 24 第 2 項（保安規定の認可の基準） 

研開炉規則第 87 条（保安規定） 

 

第４ 保安規定に定められるべき事項 

１ 関係法令及び保安規定の遵守のための体制（研開炉規則第 87 条第 3 項第 1

号） 

① 機構の理事長その他の経営責任者が積極的に関与して保安規定に基づく

要領書、作業手順書その他の保安に関する文書を重要度等に応じて定め

ること及び当該文書の位置付けが定められ、これらの遵守についても定

められていること。 

② 法令遵守に係る体制が具体的に定められ、機構の理事長その他の経営責

任者の積極的な関与が明記されていること。 
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２ 品質マネジメントシステム（研開炉規則第 87条第 3項第 2号） 

① 「品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）については、

法第 43 条の３の５第１項若しくは第 43 条の３の８第１項の許可（以下

単に「許可」という。）又は法第 43 条の３の 34 第２項の廃止措置計画

の認可を受けたところによるものであり、かつ、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（令和２年原

子力規制委員会規則第２号）及び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の解釈（原規規発第 1912257

号-2（令和元年 12 月 25 日原子力規制委員会決定））を踏まえて定めら

れていること。 

具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組織及び仕

組みについて、安全文化の育成及び維持の体制や手順書等の位置付けを

含めて、発電用原子炉施設の保安活動に関する管理の程度が把握できる

ように定められていること。また、その内容は、原子力安全に対する重

要度に応じて、その適用の程度を合理的かつ組織の規模に応じたものと

しているとともに、定められた内容が、合理的に実現可能なものである

こと。 

その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方法につい

て明確にされていること。この具体的な方法について保安規定の下位文

書も含めた文書体系の中で定める場合には、当該文書体系について明確

にされていること。 

② 手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、要領書、手

順書その他保安に関する文書について、これらを遵守するために、重要

度等に応じて、保安規定及びその２次文書、３次文書等といったＱＭＳ

に係る文書の階層的な体系における位置付けが明確にされていること。 

３ 廃止措置に係るＱＭＳ（研開炉規則第 87条第 3項第 3号） 

○ ２に掲げる事項のほか、廃止措置の実施に係る組織、文書規定等につい

て定められていること。廃止措置の段階に応じて、保安の方法等が明確

に示されていること。 

４ 廃止措置を行う者の職務及び組織（研開炉規則第 87条第 3項第 4号）※ 

※ ５に掲げる事項（発電用原子炉主任技術者の職務の範囲等）を除く。 

① 本店（本部）及び事業所における廃止措置段階の発電用原子炉施設に係

る保安のために講ずべき措置に必要な組織及び各職位の職務内容が定め

られていること。 

② 機構の理事長が、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を管

理し、もんじゅによる災害を防止するため、保安規定を定めることが明

記されていること。  

５ 発電用原子炉主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに発電用原子炉主任

技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付け（研開炉
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規則第 87条第 3項第 5号） 

① 発電用原子炉主任技術者の選任及び配置に関すること。 

 発電用原子炉主任技術者を選任すること及びその組織上の位置付けに

ついて定められていること。特に、発電用原子炉主任技術者が保安の監

督に支障を来すことがないよう、上位者等との関係において独立性が確

保されていること。なお、もんじゅの保安組織から独立していることが

当然に求められるものではない。 

② 発電用原子炉主任技術者の職務について、次に掲げる事項が明記されて

いること。 

I 機構の理事長又はもんじゅの所長に対し意見具申等を行うこと。 

II 発電用原子炉施設の廃止措置に従事する者に対して、指導・助言を

行うこと。 

III 保安教育の実施計画の作成、改訂に当たり、その内容について、精

査、指導・助言を行うこと。 

IV 各種要領書等の制定、改廃に当たり、その内容について、精査、指

導・助言を行うこと。 

V 保安上重要な計画の作成、改訂に当たり、その内容について、精査、

指導・助言を行うこと。 

VI 保安規定に係る記録の確認を行うこと。 

VII 法令に基づく報告について、精査、指導・助言を行うこと。 

③ 発電用原子炉主任技術者の意見等の尊重について、次の事項が定められ

ていること。 

I 機構の理事長その他の経営責任者が、発電用原子炉主任技術者の意

見具申等を尊重すること。 

II もんじゅの廃止措置に従事する者は、発電用原子炉主任技術者の指

導・助言を尊重すること。 

④ 発電用原子炉主任技術者を補佐する者を置く場合は、当該補佐する者が

他の職務を兼任するときは、他の職務によって発電用原子炉主任技術者

を補佐する業務が影響を受けないように指揮命令系統が明確にされてい

ること。 

⑤ 燃料体が炉心等から取り出されている場合は、研開炉規則第 87 条第 3

項第５号に掲げる事項の記載を要しない。また、廃止措置計画の認可を

受けるとともに、発電用原子炉の運転を停止する恒久的な措置を講じた

場合は、法第 43条の 3の 26 第 1 項の「発電用原子炉の運転」を行うも

のではなく、その旨の保安規定の変更認可を受けた後は同項の規定によ

る発電用原子炉主任技術者の選任を要しないことから、研開炉規則第 87

条第３項第５号に掲げる事項の記載は要しない。 

⑥ 保安規定に発電用原子炉主任技術者について規定していない場合には、

保安規定に、次のとおり、廃止措置に係る保安の監督に関する責任者

（以下「廃止措置主任者」という。）として、核燃料物質や放射性廃棄

物の取扱い及び管理に関する専門的知識及び実務経験を有する者を廃止

措置の段階に応じて配置することが、その職務及び責任範囲と併せて定
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められていること。 

I 廃止措置主任者の選任及び配置に関すること 

廃止措置主任者は、機構の理事長の下で、組織の長以上の職位の者

が、一定の資格を有する者から、廃止措置の段階に応じた専門的知識

や実務経験及び職位を考慮して選任すること及び当該主任者は、その

職務の重要性から、機構の理事長その他の経営責任者に対し、意見具

申できる立場に配置することが定められていること。 

廃止措置主任者に求められる資格は、次のとおりである。 

i もんじゅの構内に核燃料物質が存在する場合 法第41条第1項の

原子炉主任技術者免状又は法第22条の3第1項の核燃料取扱主任

者免状を有する者 

ii もんじゅの構内に核燃料物質が存在しない場合 法第41条第1項

の原子炉主任技術者免状、法第22条の3第1項の核燃料取扱主任

者免状又は放射性同位元素等の規制に関する法律第35条第1項の

第1種放射線取扱主任者免状を有する者 

II 廃止措置主任者の職務に関すること 

ここで、職務については、②に掲げる事項が明記されていること。 

III 廃止措置主任者の意見等の尊重については、③に掲げる事項が定め

られていること。 

IV 廃止措置主任者を補佐する者を置く場合は、当該補佐する者が他の

職務を兼任するときは、他の職務によって廃止措置主任者を補佐す

る業務が影響を受けないように指揮命令系統が明確にされているこ

と。 

V 廃止措置主任者の代行者の選任する場合は、保安の監督に関する代

行者の選任及び配置については、「Ⅰ 廃止措置主任者の選任及び

配置に関すること」と同様の手続とされていること。 

６ 廃止措置を行う者に対する保安教育（研開炉規則第 87条第 3項第 6号） 

① もんじゅの運転及び管理を行う者（役務を供給する事業者に属する者を

含む。以下「従業員」という。）について、保安教育実施方針が定めら

れていること。 

② 従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育計画を定め、計

画的に保安教育を実施することが定められていること。 

③ 従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育の実施状況を確

認することが定められていること。 

④ 次に掲げる事項について定められ、その見直しの頻度等についても定め

られていること。 

I 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。 

II 発電用原子炉施設の構造及び性能に関すること。 

III 発電用原子炉施設の廃止措置に関すること。 

IV 放射線管理に関すること。 

V 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関する

こと。 
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VI 非常の場合に講ずべき処置に関すること。 

⑤ その他発電用原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項 

７ 発電用原子炉の運転停止に関する恒久的な措置（研開炉規則第 87 条第 3 項

第 7号） 

○ もんじゅを恒久的に運転停止するために講ずべき措置について定められ

ていること。具体的には 

I 炉心に核燃料物質を装荷しないこと。 

II 原子炉制御室の原子炉モードスイッチを運転及び起動に切り替えで

きないこと。 

等が明確になっていること。 

８ 発電用原子炉施設の運転に関する安全審査（研開炉規則第 87 条第 3 項第 8

号） 

○ 発電用原子炉施設の保安に関する重要事項及びもんじゅの保安の運営に

関する重要事項を審議する委員会等の設置、構成及び審議事項について

定められていること。 

９ 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定等（研開炉規則第 87 条第 3 項

第 9号） 

① 管理区域を明示し、管理区域を他の場所と区別するための措置を定め、

管理区域の設定及び解除において実施すべき事項が定められていること。 

② 管理区域内の区域区分について、汚染のおそれのない管理区域及びそれ

以外の管理区域について表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度の基

準値が定められていること。 

③ 管理区域のうち特別措置が必要な区域について講ずべき措置を定め、特

別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空気中の放射性物質濃

度及び床、壁、その他の人が触れるおそれのある物の表面汚染密度の基

準が定められていること。 

④ 管理区域への出入管理に係る措置事項が定められていること。 

⑤ 管理区域から退出する場合等の表面汚染密度の基準が定められているこ

と。 

⑥ 管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及びそれを遵守させるた

めの措置が定められていること。 

⑦ 管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際に講ずべき

事項が定められていること。 

⑧ 保全区域を明示し、保全区域についての管理措置が定められていること。 

⑨ 周辺監視区域を明示し、業務上立ち入る者以外の者が周辺監視区域に立

ち入らないように制限するために講ずべき措置が定められていること。 

⑩ 役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の必要事項及び

これを遵守させるための措置が定められていること。 

10 排気監視設備及び排水監視設備（研開炉規則第 87条第 3項第 10号） 

○ 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定等の放出
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管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並びにその使用方法が定め

られていること。 

これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管理方法の

一部として、第４の 18 における施設管理に関する事項と併せて定めら

れていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測定に係るものの使

用方法については、施設全体の管理方法の一部として、第４の 12 にお

ける放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関する事項と併せて

定められていてもよい。 

11 線量、線量当量、汚染の除去等（研開炉規則第 87条第 3項第 11号） 

① 放射線業務従事者の受ける線量について、線量限度を超えないための措

置（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められていること。 

② 国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示した放射線防

護の基本的考え方を示す概念（as low as reasonably achievable。以下

「ＡＬＡＲＡ」という。）の精神にのっとり、放射線業務従事者が受け

る線量を管理することが定められていること。 

③ 管理区域内で汚染のおそれのない区域に物品又は核燃料物質等を移動す

る際に講ずべき事項が定められていること。 

④ 研開炉規則第 73 条に基づく床、壁等の除染を実施すべき表面汚染密度

の明確な基準が定められていること。 

⑤ 管理区域及び周辺監視区域境界付近における線量等の測定に関する事項

が定められていること。 

⑥ 放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原子力

施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて（指示）」

（平成 20･04･21原院第１号（平成 20年 5月 27日原子力安全・保安院制

定（NISA-111a-08-1）））を参考として定められていること。なお、こ

の事項は、放射性廃棄物との仕分け等を明確にするため、第４の 14 に

おける放射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

⑦ 法第 61 条の２第２項により認可を受けた場合においては、同項により

認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、当該認可を受

けた申請者において記載された内容を満足するよう、同条第１項の確認

を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価

を行い、適切に取り扱うことが定められていること。なお、この事項は、

放射性廃棄物との仕分け等を明確にするため、第４の 14 における放射

性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

⑧ その他放射性物質による汚染確認後の汚染拡大防止及び汚染の除去の措

置が定められていること。 

12 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法（研開炉規則第 87 条第 3 項第

12号） 

① 放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以下同じ。）

の種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並びにその使用方法（測

定及び評価の方法を含む。）が定められていること。 
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② 放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管理方法の一

部として、第４の 18 における施設管理に関する事項と併せて定められ

ていてもよい。 

13 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い（研開炉規則第 87 条第 3

項第 13号） 

① もんじゅ構内における新燃料の運搬及び貯蔵並びに使用済燃料の運搬及

び貯蔵に際して、臨界に達しないようにする措置その他の保安のために

講ずべき措置を講ずること及び貯蔵施設における貯蔵の条件等が定めら

れていること。 

また、新燃料及び使用済燃料の事業所の外への運搬に関する行為（事

業所の外での運搬中に関するものを除く。）が定められていること。な

お、この事項は、第４の 14 における運搬に関する事項と併せて定めら

れていてもよい。 

14 放射性廃棄物の廃棄（研開炉規則第 87条第 3項第 15号） 

① 放射性気体廃棄物の放出箇所及び放出管理目標値を満たすための放出量

の管理の方法並びに放射性気体廃棄物の放出物質濃度の測定項目及び頻

度が定められていること。 

② 放射性液体廃棄物の放出箇所、放出管理目標値及び基準値を満たすため

の放出の管理の方法並びに放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定項目

及び頻度が定められていること。 

③ 平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、評価等）に

ついて定められていること。 

④ ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理することが定められ

ていること。 

⑤ 放射性固体廃棄物の貯蔵及び保管に係る具体的な管理措置並びに運搬に

関し、放射線安全確保のための措置が定められていること。 

⑥ 放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の事業所の外にお

ける廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の実施体制が定

められていること。 

⑦ 放射性固体廃棄物の事業所の外への運搬に関する行為（事業所の外での

運搬中に関するものを除く。）の実施体制が定められていること。なお、

この事項は、第４の 13 における運搬に関する事項と併せて定められて

いてもよい。 

15 非常の場合に講ずべき処置（研開炉規則第 87条第 3項第 15号） 

① 緊急時に備え、平常時から緊急時に実施すべき事項が定められているこ

と。 

② 緊急時における運転に関する組織内規程類を作成することが定められて

いること。 

③ 緊急事態が発生したときは、定められた通報経路に従って関係機関に通

報することが定められていること。 

④ 緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特別措置法
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（平成 11 年法律第 156 号）第７条第１項の原子力事業者防災業務計画

によることが定められていること。 

⑤ 緊急事態が発生した場合は、緊急時体制を発令し、応急処置及び緊急時

における活動を実施することが定められていること。 

⑥ 緊急作業に従事させる放射線業務従事者を次に掲げる要件に該当する者

から選定することが定められていること。 

I 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置につい

て教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を機構の理

事長に書面で申し出た者であること。 

II 緊急作業についての訓練を受けた者であること。 

III 実効線量について 250mSv を線量限度とする緊急作業に従事する従

業員は、原子力災害対策特別措置法第８条第３項に規定する原子力

防災要員、同法第９条第１項に規定する原子力防災管理者又は同条

第３項に規定する副原子力防災管理者であること。 

⑦ 緊急作業に従事する放射線業務従事者について、次の事項が定められて

いること。 

I 緊急作業に従事する期間中の線量管理（放射線防護マスクの着用等

による内部被ばくの管理を含む。）を実施すること。 

II 緊急作業に従事した際に健康診断を受診させる等の非常の場合に採

るべき処置に関する適切な内容。 

⑧ 緊急事態を発生させた事象が収束したときは緊急時体制を解除すること

が定められていること。 

⑨ 緊急時の措置が講じられるよう、平常時に資機材の準備及び防災訓練の

実施頻度について定められていること。 

16 設計想定事象等に対する発電用原子炉施設の保全に関する措置（研開炉規

則第 87条第 3項第 16号）※ 

※ 性能維持施設が存在しない場合を除く。 

○ 本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

① 許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針又は法第

43 条の３の 34 第２項の認可を受けた廃止措置計画に則した対策が

機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措置を講ずるこ

とが定められていること。 

Ⅰ 発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する

計画を策定し、要員を配置するとともに、計画に従って必要な

活動を行わせること。特に、当該計画には、次に掲げる事項を

含めること。 

ⅰ 火災 

可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止そ

の他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関す

ること。 
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ⅱ 重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常な過渡変

化及び設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重大

事故等」という。） 

ａ 重大事故等発生時における使用済燃料貯蔵設備に貯蔵

する燃料体の損傷を防止するための対策に関すること。 

ⅲ 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

のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以

下「大規模損壊」という。） 

ａ 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場

合における消火活動に関すること。 

ｂ 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を

確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和す

るための対策に関すること。 

ｃ 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減す

るための対策に関すること。 

Ⅱ 必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び

訓練に関すること。特に重大事故等又は大規模損壊の発生時に

おける発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を

行う要員に対する教育及び訓練については、それぞれ毎年１回

以上定期に実施すること。 

Ⅲ 必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、

消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照明

器具、無線機器、フィルターその他の資機材を備え付けること。 

Ⅳ その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体

制を整備すること。 

17 発電用原子炉施設に係る保安に関する適正な記録及び報告並びに廃止措置

に係る保安に関する適正な記録及び報告（研開炉規則第87条第3項第17号及

び第 18号） 

① もんじゅに係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、管理すること

が定められていること。その際、保安規定及びその下位文書において、

必要な記録を適正に作成し、管理するための措置が定められていること。 

② 研開炉規則第 62 条に定める記録について、その記録の管理に関するこ

と（計量管理規定及び核物質防護規定で定めるものを除く。）が定めら

れていること。 

③ もんじゅの所長及び発電用原子炉主任技術者並びに廃止措置主任者に報

告すべき事項が定められていること。 

④ 研開炉規則第 129 条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずる

ものが発生した場合には機構の理事長その他の経営責任者に確実に報告

がなされる体制が構築されていることなど、安全確保に関する機構の理
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事長その他の経営責任者の強い関与が明記されていること。 

⑤ 研開炉規則第 129 条各号に掲げる事故故障等の事象に準ずるものが具体

的に定められていること。     

18 発電用原子炉施設の施設管理（研開炉規則第 87条第 3項第 19号） 

① 施設管理方針、施設管理の目標及び施設管理の実施に関する計画の策定

並びにこれらの評価及び改善について、「原子力事業者等における使用

前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイド」

（原規規発第１９１２２５７号－７（令和元年１２月２５日原子力規制

委員会決定））を参考として定められていること（廃止措置計画の認可

後に安全機能を維持する必要のある施設の施設管理を含む。）。 

② 使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが定められて

いること。 

19 保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他

の発電用原子炉設置者との共有（研開炉規則第 87条第 3項第 20号） 

○ メーカー等保守点検を行った事業者から得た保安に関する技術情報を、

原子力事業者等の情報共有の場を活用して他の原子炉設置者と共有し、

発電用原子炉施設の保安を向上させるための措置が定められていること。 

20 不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開（研開炉規

則第 87条第 3項第 21号） 

① 発電用原子炉施設の保安の向上を図る観点から、不適合が発生した場合

に当該不適合に関する情報を公開する基準が明確に定められていること。 

② 情報の公開に関し、必要な事項が定められていること。 

21 廃止措置の管理（研開炉規則第 87条第 3項第 22号） 

① 廃止措置の作業の計画、廃棄物の管理並びに廃止措置の実施の管理、評

価及び改善について、必要な事項が定められていること。 

② 廃止措置期間中の発電用原子炉施設において施設の保全のために行う点

検、試験、検査、補修、取替え、改造等の保守管理における必要な手順

が定められていること。 

22 その他必要な事項（研開炉規則第 87条第 3項第 23号） 

① 日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、発電用原子炉施

設に係る保安に関し必要な事項が定められていること。 

② 保安規定を定める「目的」が、核燃料物質若しくは核燃料物質によって

汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止を図るものとして定め

られていること。 
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Ⅰ．はじめに 

１．目的 

本審査基準は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号。以下「法」という。）に基づく以下の許可を受けた者 

・法第２３条第１項（試験研究用等原子炉設置者） 

・法第４３条の３の５第１項（発電用原子炉設置者） 

及び以下の許可の取消し等に伴う措置に該当する者 

・法第４３条の３の３第１項（旧試験研究用等原子炉設置者等） 

・法第４３条の３の３４第１項（旧発電用原子炉設置者等） 

より提出された 

＜廃止措置計画の認可の申請＞ 

・法第４３条の３の２第２項（試験研究用等原子炉設置者） 

・法第４３条の３の３３第２項（発電用原子炉設置者） 

・法第４３条の３の３第２項（旧試験研究用等原子炉設置者等） 

・法第４３条の３の３４第２項（旧発電用原子炉設置者等） 

＜廃止措置計画の変更の認可の申請＞ 

・法第４３条の３の２第３項（試験研究用等原子炉設置者） 

・法第４３条の３の３３第３項（発電用原子炉設置者） 

において準用する法第１２条の６第３項 

及び  

・法第４３条の３の３第４項（旧試験研究用等原子炉設置者等） 

・法第４３条の３の３４第４項（旧発電用原子炉設置者等） 

において準用する法第１２条の７第４項 

に係る審査の基準を示したものである。 

 

 

２．関連法令、訓令等 

＜試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の廃止措置計画の認可関連＞ 

・法第４３条の３の２第２項（認可） 

・法第４３条の３の３３第２項（認可） 

・法第４３条の３の２第３項において準用する法第１２条の６第４項（認可の基準） 

・法第４３条の３の３３第３項において準用する法第１２条の６第４項（認可の基準） 

・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（昭和３３年総理府令第 

８３号。以下「試験炉規則」という。）第１６条の６（申請書の記載事項、添付書類、 

提出部数） 

 ・試験炉規則第１６条の９（原子力規制委員会規則で定める認可の基準） 

・実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号。

以下「実用炉規則」という。）第１１６条（申請書の記載事項、添付書類、提出部数） 

・実用炉規則第１１９条（原子力規制委員会規則で定める認可の基準） 

・研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（平成１２年総理府令第１２

２号。以下「開発炉規則」という。）第１１１条（申請書の記載事項、添付書類、提

出部数） 
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・開発炉規則第１１４条（原子力規制委員会規則で定める認可の基準） 

＜試験研究用等原子炉設置者及び発電用原子炉設置者の廃止措置計画の変更の認可関 

連＞ 

・法第４３条の３の２第３項において準用する法第１２条の６第３項（認可） 

・法第４３条の３の２第３項において準用する法第１２条の６第４項（認可の基準） 

・法第４３条の３の３３第３項において準用する法第１２条の６第３項（認可） 

・法第４３条の３の３３第３項において準用する法第１２条の６第４項（認可の基準）  

・試験炉規則第１６条の７（申請書の記載事項、添付書類、提出部数） 

・試験炉規則第１６条の９（原子力規制委員会規則で定める認可の基準） 

・実用炉規則第１１７条（申請書の記載事項、添付書類、提出部数） 

・実用炉規則第１１９条（原子力規制委員会規則で定める認可の基準） 

・開発炉規則第１１２条（申請書の記載事項、添付書類、提出部数） 

・開発炉規則第１１４条（原子力規制委員会規則で定める認可の基準） 

＜旧試験研究用等原子炉設置者等及び旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の認可 

関連＞ 

・法第４３条の３の３第２項（認可） 

・法第４３条の３の３第４項において準用する法第１２条の７第５項（認可の基準） 

・法第４３条の３の３４第２項（認可） 

・法第４３条の３の３４第４項において準用する法第１２条の７第５項（認可の基準） 

・試験炉規則第１６条の６（申請書の記載事項等） 

・試験炉規則第１６条の９（原子力規制委員会規則で定める認可の基準） 

・試験炉規則第１６条の１３（申請期限） 

・実用炉規則第１２２条（申請書の記載事項等） 

・実用炉規則第１１９条（原子力規制委員会規則で定める認可の基準） 

・実用炉規則第１２３条（申請期限） 

・開発炉規則第１１７条（申請書の記載事項等） 

・開発炉規則第１１４条（原子力規制委員会規則で定める認可の基準） 

・開発炉規則第１１８条（申請期限） 

＜旧試験研究用等原子炉設置者等及び旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の変更 

の認可関連＞ 

・法第４３条の３の３第４項において準用する法第１２条の７第４項（認可） 

・法第４３条の３の３第４項において準用する法第１２条の７第５項（認可の基準） 

・法第４３条の３の３４第４項において準用する法第１２条の７第４項（認可） 

・法第４３条の３の３４第４項において準用する法第１２条の７第５項（認可の基準） 

・試験炉規則第１６条の７（申請書の記載事項等） 

・試験炉規則第１６条の９（原子力規制委員会規則で定める認可の基準） 

・実用炉規則第１２４条（申請書の記載事項等） 

・実用炉規則第１１９条（原子力規制委員会規則で定める認可の基準） 

・開発炉規則第１１９条（申請書の記載事項等） 

・開発炉規則第１１４条（原子力規制委員会規則で定める認可の基準） 

＜手数料関連＞ 

・法第７５条第１項（手数料の納付） 
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・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３

２４号）第６５条第１項（手数料の額） 

＜罰則関連＞ 

・法第７８条第５号の３（法第４３条の３の２第２項及び法第４３条の３の３３第２項

の規定に違反して廃止措置を講じた者に処する一年以下の懲役、百万円以下の罰金） 

・法第７８条第５号の５（法第４３条の３の３第２項及び法第４３条の３の３４第２項

の規定に違反した者に処する一年以下の懲役、百万円以下の罰金） 

 

 

Ⅱ．審査の対象及び方法 

廃止措置計画の認可の申請及び廃止措置計画の変更の認可の申請に係る審査の対象及

び方法を以下に示す。 

１．審査の対象 

審査は、試験研究用等原子炉設置者・発電用原子炉設置者（以下「原子炉設置者」と

いう。）及び旧試験研究用等原子炉設置者等・旧発電用原子炉設置者等（以下「旧原子

炉設置者等」という。）から提出された廃止措置計画の認可の申請書及び廃止措置計画

の変更の認可の申請書並びにその添付書類を対象とする。 

 なお、旧原子炉設置者等が廃止措置計画を申請する期限は、原子炉設置者としての許

可を取り消された日又は原子炉設置者の解散若しくは死亡の日から６か月間である。  

 

２．審査の方法 

審査は、申請に係る廃止措置計画が、以下の認可の基準に適合するものであるか否か

を確認することとする。 

審査に当たっては、「原子炉施設の解体に係る安全確保の基本的考え方－ＪＰＤＲの

解体に当たって－」（昭和６０年１２月１９日原子力安全委員会決定、平成１３年８月

６日「原子炉施設の解体に係る安全確保の基本的考え方」として一部改訂）を参考にす

る。 

また、申請の内容を勘案し、必要に応じ、現地調査、有識者の専門的意見の聴取を実

施する。 

 

○発電用原子炉施設の廃止措置については、原子力規制委員会規則で定める基準として、

実用炉規則第１１９条及び開発炉規則第１１４条に 

１）廃止措置計画に係る発電用原子炉の炉心から使用済燃料が取り出されていること。 

２）核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。 

３）核燃料物資又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なも

のであること。 

４）廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用

原子炉による災害の防止上適切なものであること。 

と規定されている。 

 

 

○試験研究用等原子炉施設の廃止措置については、試験炉規則第１６条の９に 
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１）廃止措置が核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物又は試験研究用等原子炉

による災害の防止上支障がないものであること 

と規定されている。 

 

 

注）航空路誌の変更手続き 

  航空路誌への変更手続きとして、廃止措置対象の発電用原子炉施設・試験研究用等原

子炉施設（以下、特記なき場合は総称して「原子炉施設」という。）から全ての燃料体

（使用済燃料を含む）が搬出された後には、航空路誌（AIP-JAPAN）から原子炉施設を削

除する必要がある。このため、当該廃止措置計画の認可における担当者は、燃料体搬出

確認後、国土交通省航空局安全部運行安全課小型機安全対策係に対し、速やかに連絡す

る。 
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Ⅲ．審査の基準 

１．基本的考え方 

原子炉施設の廃止に係る安全規制については、その措置の進捗に応じた合理的な安全

規制を行う観点から、平成１７年５月に法改正（平成１７年１２月１日施行）が行われ

廃止措置計画の認可制度が導入された。 

この廃止措置計画の認可制度とは、原子炉設置者又は旧原子炉設置者等が、原子炉施

設の廃止措置を講じるに当たって、あらかじめその計画を定め、原子力規制委員会の認

可を受けることとされている。 

 

○発電用原子炉施設の廃止措置とは、 

・実用炉規則第１１９条 

・開発炉規則第１１４条 

に定める基準に適合する措置であって、発電用原子炉施設の解体、その保有する核燃料

物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去及び核燃料物質によって汚染された物の廃

棄を指す。 

したがって、発電用原子炉施設の廃止措置計画の審査に当たっては、廃止措置計画に

示された、解体する発電用原子炉施設及びその解体の方法、核燃料物質の譲渡しの方法、

核燃料物質による汚染の除去の方法及び核燃料物質によって汚染された物の廃棄の方法

について、放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないよ

うにする措置、放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委

員会の定める濃度限度を超えないようにする措置、発電用原子炉施設を設置した工場又

は事業所において行われる気体状及び液体状の放射性廃棄物の廃棄に関し周辺監視区域

外の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにする措置

及び周辺監視区域外の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれがない

ようにする措置が講じられるものであることを確認する。 

 

○試験研究用等原子炉施設の廃止措置とは、 

・試験炉規則第１６条の９ 

に定める基準に適合する措置であって、廃止措置が核燃料物質、核燃料物質によって汚

染された物又は原子炉による災害の防止上支障がないものであることのみの要求事項

となるが、申請書本文に核燃料物質の譲渡し方法及び核燃料物質によって汚染された物

の廃棄の方法の記載が求められている。 

 なお、試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査に当たっては、「○発電用原子

炉施設の廃止措置とは」に記している発電用原子炉施設の廃止措置計画の審査と同様の

確認を行う。（表２に原子炉施設の廃止措置計画の認可の基準及び申請についてまとめ

る） 

 

このような基本的考え方の下に廃止措置計画の認可申請書及びその添付書類の記載事

項ごとに審査における基準を「２．申請書記載事項に対する審査基準」に示す。 
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２．申請書記載事項に対する審査基準 

（１）解体対象となる施設及びその解体の方法 

・試験炉規則第１６条の６第１項第１号 

・実用炉規則第１１６条第１項第５号 

・開発炉規則第１１１条第１項第５号 

１）解体する原子炉施設 

原子炉設置者による廃止措置については、廃止措置が終了し、その結果が原子力

規制委員会規則で定める基準に適合していることについて、原子力規制委員会の確

認を受けたときに、設置の許可は、その効力を失うこととなっている。 

また、旧原子炉設置者等による廃止措置については、廃止措置が終了し、その結

果が原子力規制委員会規則で定める基準に適合していることについての確認を受け

るまでの間は、なお原子炉設置者とみなされる。 

こうしたことから、廃止措置計画に記載することとされている解体する原子炉施

設については、対象原子炉施設に係る設置の許可がなされたところにより、廃止措

置対象施設の範囲を特定するとともに、廃止措置対象施設のうち解体の対象となる

施設が示されていること。 

２）解体の方法 

原子炉施設の廃止措置は、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物

又は原子炉による災害の防止上適切（支障がないもの）であることが求められる。 

すなわち、原子炉の運転を恒久的に停止した後には、先ず、 

○発電用原子炉の場合は、原子炉の炉心から使用済燃料を取り出し、 

○試験研究用等原子炉の場合は、機能停止措置（原子炉における核分裂の発生能力

を除去することにより原子炉の機能を停止させるための措置）を講じ、 

原子炉施設の解体撤去作業の実施に当たっては、公衆及び放射線業務従事者の受け

る線量の抑制又は低減の観点から、施設内に残存する放射性物質の種類、数量及び

分布や放射性廃棄物の発生量を事前に評価した上で、解体撤去作業前の除染実施の

検討や、放射性機器等の解体撤去時期の検討等により解体撤去の手順及び工法の選

定がなされる必要がある。また、廃止措置の進捗に応じて、保安のために必要な原

子炉施設の維持管理、放射性廃棄物の処理等に関する措置が講じられる必要がある。 

ここで、原子炉施設の廃止措置は、一般的に、原子炉の機能停止、燃料体等の撤

去及び搬出、系統の隔離や施設の密閉、原子炉施設内の残存放射能の時間的減衰を

図るための安全貯蔵を経て、最終的に施設の解体撤去作業が、長期間をかけて行わ

れる。 

こうしたことを踏まえ、解体の方法においては、原子炉施設の廃止措置期間全体

を見通し、以下のような段階とその段階ごとに講じる措置が示されていること。ま

た、各工事の着手要件、完了要件が適切に設定されていること。 

 

①試験研究用原子炉及び発電用原子炉の機能停止から燃料体搬出までの段階 

試験研究用原子炉及び発電用原子炉の機能停止のための措置として、炉心から

すべての燃料体が取り出され、炉心への燃料体の再装荷を不可とするような措置

が講じられるとともに、燃料体は核燃料物質貯蔵設備に保管され、同設備の解体

開始前に原子炉施設外へ搬出されること。 
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原子炉格納施設、換気設備及び廃棄設備等の閉じ込め機能が確保され、当該機

能の確保に関連する放射線管理設備、電源設備等の機能が確保されること。 

②燃料体搬出後から解体撤去までの段階 

原子炉格納施設、換気設備及び廃棄設備等の閉じ込め機能が確保され、当該機

能の確保に関連する放射線管理設備、電源設備等の機能が確保されること。 

③解体撤去段階 

原子炉施設内に残存する放射性物質の評価を基に、核燃料物質による汚染の適

切な除去、核燃料物質によって汚染された物の適切な廃棄等が行われること。 

 

○発電用原子炉施設については、廃止措置計画に係る原子炉の炉心から使用済燃料

が取り出されていることが、認可の基準となっていることから、申請に先立ち炉心

から燃料を取り出していること。 

発電用原子炉施設において、使用済燃料貯蔵施設に使用済燃料が存在する間は、

使用済燃料貯蔵施設から冷却水が大量に漏えいする事象等を考慮し、使用済燃料の

著しい損傷の進行を緩和し及び臨界を防止するための必要な設備等の重大事故対策

設備の解体について、その機能を維持管理する期間が適切に評価されていること。

あるいは、その設備が不要であることが適切に評価されていること。 

 

  注） 廃止措置計画の認可申請においては、廃止措置の全期間について試験炉規則、

実用炉規則又は開発炉規則で定められた事項（以下「申請書記載事項」という。）

を申請書に記載することが必要であるところ、将来実施する個々の工事の安全性

等の詳細を申請時以降に定めることが合理的であると認められる場合にあって

は、当該部分（以下「後期工程」という。）の範囲を明確にした上で、後期工程

については、廃止措置の実施体制、試験研究用等原子炉本体及び発電用原子炉本

体の解体の基本方針、廃止措置に要する資金の額及びその調達計画等の廃止措置

全体の見通しの審査に必要な事項が記載されていれば、必要な事項が記載されて

いるものとして取り扱う。 

なお、この場合においては、申請後に、後期工程に着手するまでに申請書記載

事項の詳細を確定させ廃止措置計画の変更認可を受ける旨の記載があることを

確認する。 

 

（２）核燃料物質の管理及び譲渡し 

・試験炉規則第１６条の６第１項第２号 

・実用炉規則第１１６条第１項第６号 

・開発炉規則第１１１条第１項第６号 

廃止措置対象の原子炉施設の全ての核燃料物質が適切な譲渡し先に譲渡されること

等を示し、このうち使用済燃料については、設置許可を受けた「使用済燃料の処分の

方法」に従い、適切な譲渡し等の措置が示されており、核燃料物質の譲渡し等に当た

っては、以下の措置を講じることが示されていることを確認する。 

① 核燃料物質の存在場所と種類・数量の確認 

    廃止措置開始時点における核燃料物質の存在場所と種類・数量が確認されること。 

② 核燃料物質の保管 
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 核燃料物質は、搬出までの間、核燃料物質貯蔵設備に保管されること。 

③ 核燃料物質の搬出、輸送 

核燃料物質の搬出、輸送に当たっては、関係法令に従った措置が講じられること。 

④ 核燃料物質の譲渡し先 

○原子炉設置者については、法第６１条第３号又は４号、第９号及び第１１号 

○旧原子炉設置者等については、法第６１条第１０号 

の規定に従って、核燃料物質の譲渡し先が選定されていること。 

 

（３）核燃料物質による汚染の除去 

・試験炉規則第１６条の６第１項第３号 

・実用炉規則第１１６条第１項第７号 

・開発炉規則第１１１条第１項第７号 

廃止措置対象の原子炉施設における核燃料物質による汚染の分布等の事前評価結果、

汚染の除去の方法及び安全管理上の措置の内容が示されていること。 

 

（４）核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄 

・試験炉規則第１６条の６第１項第４号 

・実用炉規則第１１６条第１項第８号 

・開発炉規則第１１１条第１項第８号 

廃止措置対象の原子炉施設からの放射性廃棄物の適切な廃棄を確実に行うことが示

されていること。 

なお、放射性固体廃棄物については、適切な廃棄が確実に行われるまでの間は、当

該施設の放射性廃棄物の廃棄施設に保管することが示されていること。   

また、核燃料物質によって汚染された物の廃棄について、以下の措置を講じること

が示されていること。 

①放射性気体廃棄物の廃棄 

原子炉施設の廃止措置中に発生する放射性気体廃棄物については、原子炉の運転

中における取扱いと同様に措置されること。 

②放射性液体廃棄物の廃棄 

原子炉施設の廃止措置中に発生する放射性液体廃棄物については、原子炉の運転

中における取扱いと同様に措置されること。 

③放射性固体廃棄物の廃棄 

原子炉施設の廃止措置に伴い発生する放射性固体廃棄物については、放射性物質

による汚染の程度により区分されること。また、その発生から処理及び保管等の各

段階の取扱いにおいて、飛散、汚染の拡大及び放射線による被ばくを適切に防止で

きるよう措置された設備等が用いられること。 

また、原子炉施設の廃止措置中に発生する放射性固体廃棄物については、それら

を適切に廃棄するまでの間の保管容量が確保されること。 

 

（５）廃止措置の工程（試験研究用等原子炉施設は対象外） 

・実用炉規則第１１６条第１項第９号 

・開発炉規則第１１１条第１項第９号 
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発電用原子炉施設の廃止措置は、一般的に、発電用原子炉からの核燃料の取り出し

等の発電用原子炉の機能停止、系統の隔離や密閉、発電用原子炉施設の解体撤去等段

階的に長期にわたり実施される。このような廃止措置期間中、発電用原子炉施設の解

体撤去に当たっては、公衆及び放射線業務従事者の受ける線量の抑制又は低減の観点

から、保安のために必要な発電用原子炉施設を適切に維持管理しつつ作業が実施され

ること。 

こうしたことに鑑み、廃止措置の全体計画として、廃止措置の着手時期、維持管理

期間、解体撤去工事に着手する時期及び終了時期を示すために、廃止措置の方針・手

順を時間軸の単位を年度として工程表により示すとともに、その概要が説明されてい

ること。 

 

○試験研究用等原子炉施設については、添付書類（試験炉規則第１６条の６第２項第

１号）の中で、廃止措置の全体計画について記載すること。 

 

注）上記（１）から（５）において、工場又は事業所に複数の原子炉施設が設置さ

れている場合においては、複数の原子炉施設のうちその一部の原子炉施設を廃止

することが認められている。このような一部の原子炉施設の廃止の場合には以下

に留意する。 

    ①解体する原子炉の附属施設について 

工場又は事業所に複数の原子炉施設が設置されている場合において、対象原

子炉の附属施設を対象原子炉施設以外の原子炉施設と共用している場合には、

その附属施設の取扱いが示されていること。 

    ②核燃料物質の譲渡しの方法について 

工場又は事業所に設置されている複数の原子炉施設のうち、その一部の原子

炉施設を廃止する場合の核燃料物質の譲渡しの方法として、工場又は事業所内

の廃止対象外の貯蔵施設（廃止対象の原子炉施設との共用施設を含む。）にお

いて管理をする場合、当該施設の許認可上、管理が可能な施設であること。 

    ③放射性固体廃棄物の廃棄について 

工場又は事業所に設置されている複数の原子炉施設のうち、その一部の原子

炉施設を廃止する場合の放射性固体廃棄物の廃棄の方法として、工場又は事業

所内の廃止対象外の廃棄施設（廃止対象の原子炉施設との共用施設を含む。）

において管理をする場合、当該施設が許認可上、管理が可能な施設であること。 

 

 

３．申請書に添付する書類の記載事項に対する審査基準 

（１）既に使用済燃料を発電用原子炉の炉心から取り出していることを明らかにする資料

（試験研究用等原子炉施設は対象外） 

・実用炉規則第１１６条第２項第１号 

・開発炉規則第１１１条第２項第１号 

（例）運転日誌等で炉心から燃料が取り出されていること、空白の炉心配置図等で

燃料が炉心に装荷されていないことが明らかになっていること。 
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（２）廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図 

（試験研究用等原子炉施設は対象外） 

・実用炉規則第１１６条第２項第２号 

・開発炉規則第１１１条第２項第２号 

（例）敷地図の中で、廃止措置に係る部分（建屋、施設等）が明らかになっている 

こと。 

 

（３）廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 

・試験炉規則第１６条の６第２項第２号 

・実用炉規則第１１６条第２項第３号 

・開発炉規則第１１１条第２項第３号 

原子炉施設の廃止措置においては、公衆及び放射線業務従事者の受ける線量の抑

制又は低減の観点から、廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物の形態（放射性気体

廃棄物、放射性液体廃棄物等の別）に応じて適切な放射線管理の下に、確実に廃棄

が行われること、また、廃止措置期間中の平常時における周辺公衆への影響を確認

する。 

１）廃止措置期間中の放射線管理 

廃止措置期間中における核燃料物質による汚染の除去及び放射性廃棄物の廃棄に 

係る放射線管理の基本的考え方、具体的方法（一般事項、管理区域、保全区域及び

周辺監視区域の設定若しくは解除、放射線業務従事者の放射線防護並びに放射性廃

棄物の放出管理）が示されていること。 

また、廃止措置期間中の核燃料物質による汚染の除去、放射性廃棄物の廃棄に係

る以下のような安全対策が示されていること。 

 ①核燃料物質による汚染の拡散防止策 

   核燃料物質による汚染の拡散防止のため、必要に応じて汚染拡大防止囲い、

局所フィルタを使用する等の措置が講じられること。また、放射性気体廃棄物

について、施設内の給排気系の機能が維持されること。 

②被ばく低減対策 

    核燃料物質による汚染の除去に当たって、必要に応じて遮蔽体の設置、呼吸

保護具の着用等の外部被ばくの低減及び内部被ばくの防止等の措置が講じられ

ること。 

２）廃止措置に伴う放射性廃棄物の発生量 

廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物について、適切な分類により発生量が評価

されていること。 

３）廃止措置期間中の平常時における周辺公衆の線量の評価 

原子炉施設の廃止措置期間中の放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の環境へ

の放出に伴う周辺公衆の線量、放射性固体廃棄物の保管に伴う直接線及びスカイシ

ャイン線による周辺公衆の線量が適切に評価されていること。 
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  ①気象条件 

廃止措置期間中の原子炉施設からの平常時における放出放射性物質に起因す

る周辺公衆の被ばく線量評価に関し、適切な気象観測方法、観測値の統計処理

方法及び大気拡散の解析方法（以下「気象条件」という。）により、大気中に

おける放射性物質の拡散状態が示されていること。 

この適切な気象条件としては、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象

指針」（昭和５７年１月２８日原子力安全委員会決定、平成１３年３月２９日

一部改訂。以下「気象指針」という。）に、大気中における放射性物質の拡散

状態を推定するために必要な気象観測方法、観測値の統計処理方法及び平常運

転時の大気拡散の解析方法が示されており、審査に当たっては、これを参考と

する。 

なお、気象指針では「本指針で定めた事項以外の方法を用いる場合があって

も、十分な根拠があればその使用を認められるものである」としていることに

留意する。 

②放射性物質の放出量の算出 

    平常時に周辺環境に放出される放射性物質の量については、解体作業に伴い

空気中に飛散する粉じん等の放射性物質を対象とし、汚染拡大防止のために廃

止措置期間中の作業等で生ずる粉じん等の拡散を防止するため、排気系フィル

タ等放射性物質除去装置、一時的に設けた設備等の機能を適切に設定し算出さ

れていること。 

    なお、炉型の特質や施設の状況に応じ、核種ごとの被ばく寄与を考慮したう

えで、評価の対象となる放射性物質が考慮されていること。 

  ③放出放射性物質に起因する周辺公衆の被ばく線量 

    評価対象核種の環境移行における特徴を考慮した被ばく経路を設定するとと

もに、適切なパラメータを用いた被ばく評価モデルを設定し、上記①の気象条

件及び②の放出量を用いて、周辺監視区域外の評価地点における、放出放射性

物質に起因する被ばく線量が適切に評価されていること。 

    ここで、「Ⅲ．審査の執務要領 １．基本的考え方」に示したとおり、廃止

措置計画については、施設の解体及び核燃料物質による汚染の除去等の措置が、

原子力規制委員会の定める周辺監視区域外の線量限度を超えないよう講じられ

るものであること。さらに、原子炉設置者及び旧原子炉設置者等においては、

原子炉施設周辺の一般公衆の線量を合理的に達成できる限り低く保つための努

力が払われていること。 

このような観点からの評価の方法としては、原子力安全委員会の「発電用軽

水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」（昭和５１年９月２８日

原子力委員会決定、平成１３年３月２９日原子力安全委員会一部改訂）（以下

「線量評価指針」という。）、旧原子炉安全基準専門部会の「発電用軽水型原

子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」（平成元年３月２

７日原子力安全委員会了承、平成１３年３月２９日原子力安全委員会一部改
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訂）が示されており、審査に当たってはこれらを参考とする。 

なお、線量評価指針では、「本指針以外の計算モデルとパラメータを用いる

場合があっても、十分な根拠があれば、その使用は認められるものである」と

していることに留意する。 

④廃止措置期間中に保管する放射性固体廃棄物に起因する直接線量とスカイシャ

イン線量の評価 

  廃止措置期間中に管理区域内において保管する放射性固体廃棄物に起因する

直線線量とスカイシャイン線量について被ばく線量が評価されていること。 

  この場合において、廃止措置期間中に管理区域内において保管する放射性固

体廃棄物の保管量が適切に設定されていること。また、保管廃棄施設の遮蔽設

計、評価地点までの距離が適切に考慮されていること。 

４）廃止措置期間中における放射線業務従事者の受ける線量 

廃止措置期間中における放射線業務従事者の総被ばく線量を事前に評価し、廃止

措置における作業方法、被ばく低減対策の妥当性を検討していること。 

 

（４）廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生すると 

想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書 

・試験炉規則第１６条の６第２項第３号 

・実用炉規則第１１６条第２項第４号 

・開発炉規則第１１１条第２項第４号 

廃止措置計画が認可の基準に適合するものであることを確認するに当たっては、

廃止措置期間中の平常時における一般公衆への影響はもとより、廃止措置の工事上

の過失等があった場合に発生すると想定される原子炉施設の事故の種類、程度、影

響等を確認する。 

１）想定すべき事故 

核種ごとの被ばくへの寄与を考慮したうえで、放射性物質の放出量が最大となる 

事故が想定されていること。 

２）事故時における周辺公衆の線量評価 

①気象条件 

   廃止措置期間中の原子炉施設からの事故における放出放射性物質に起因する

公衆の被ばく線量評価に関し、適切な気象条件が示されていること。 

この適切な気象条件としては、気象指針に示された大気中における放射性物

質の拡散状態を推定するために必要な気象観測方法、観測値の統計処理方法及

び想定事故時の大気拡散の解析方法があり、審査に当たっては、これを参考と

する。 

なお、気象指針では「本指針で定めた事項以外の方法を用いる場合があって

も、十分な根拠があればその使用を認められるものである」としていることに

留意する。 
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②放射性物質の放出量 

   放射性物質の放出量は、炉型の特質や施設の状況に応じ、核種ごとの被ばく

への寄与を考慮したうえで放射性物質を考慮し算出されていること。 

③放出放射性物質に起因する周辺公衆の被ばく線量 

評価対象核種の環境移行における特徴を考慮した被ばく経路を設定するとと

もに、適切なパラメータを用いた被ばく評価モデルを設定し、上記①の気象条

件及び②の放出量を用いて、敷地外の評価地点における、放出放射性物質に起

因する被ばく線量が適切に評価されていること。 

線量評価の方法としては、上記（３）３）③に述べた原子力安全委員会の指

針類を審査に当たって参考とする。 

廃止措置の工事上の過失等があった場合に発生すると想定される原子炉施設

の事故の種類、程度、影響等が周辺公衆に与える放射線被ばくのリスクを確認

する際の考え方としては、「水冷却型試験研究用原子炉施設の安全評価に関す

る審査指針」（平成３年７月１８日原子力安全委員会決定、平成１３年３月２

９日原子力安全委員会一部改訂）解説における事故評価において示された考え

方を参考とする。 

 

当該指針では、事故評価に対しては「周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくの

リスクを与えないこと。」を判断の基準のひとつとして示しているが、当該指針解

説では、この基準については、『「著しい放射線被ばくのリスク」を、事故による

線量と事故の発生頻度の兼ね合いを考慮して判断するものである。』とし、『ＩＣ

ＲＰの１９９０年勧告によれば、公衆の被ばくに対する年実効線量限度として、１

ｍＳｖを勧告しているが、特殊な状況においては、５年間にわたる平均が年当たり

１ｍＳｖを超えなければ、単一年にこれよりも高い実効線量が許されることもあり

うるとなっている。これは平常時の放射線被ばくについての考え方であるが、これ

を発生頻度が小さい「事故」の場合にも適用することとし、周辺公衆の実効線量の

評価値が発生事故当たり５ｍＳｖを超えなければ「リスク」は小さいと判断する。』

としている。 

 

（５）核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書（試験研究用等原子炉

施設は対象外） 

・実用炉規則第１１６条第２項第５号 

・開発炉規則第１１１条第２項第５号 

発電用原子炉の機能停止時又は発電用原子炉施設の解体撤去時に発電用原子炉施

設に残存する放射性物質（放射化放射性物質、汚染放射性物質及び発電用原子炉の

運転中に発生した放射性固体廃棄物）の種類、数量及び分布が、発電用原子炉の運

転履歴等を基にした計算結果、測定結果等により、適切に評価されていること。 

 

（６）廃止措置期間中に機能を維持すべき原子炉施設等及びその性能等並びにその性能等

を維持すべき期間に関する説明書 
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・試験炉規則第１６条の６第２項第１号 

・実用炉規則第１１６条第２項第６号 

・開発炉規則第１１１条第２項第６号 

原子炉施設の廃止措置においては、公衆及び放射線業務従事者の受ける線量の抑

制又は低減の観点から、当該施設内に残存する放射性物質の数量及び分布等を踏ま

え、核燃料物質による汚染の除去手順、設備・機器又は施設の解体手順等の措置が

立案されていること。また、これら措置との関係において、維持すべき設備・機器

及びその機能並びに必要な期間が、廃止措置期間を見通し適切に設定されているこ

と。 

 

原子炉の機能停止時又は原子炉施設の解体撤去時の残存放射性物質の種類、数量

及び分布の評価結果とそれらを踏まえて立案された施設の解体時期、解体作業範囲

及びその手順（解体作業前除染、系統の隔離又は密封等、遮蔽体又は遠隔操作装置

の活用等）等との関係において、維持管理すべき設備及びその機能並びにその機能

を維持すべき期間が、廃止措置の段階に応じ、公衆及び放射線業務従事者の受ける

線量の抑制又は低減の観点から示されていること。 

この場合、公衆及び放射線業務従事者の受ける線量の抑制等のために必要な設備

の維持管理、その他の安全対策について、以下のような事項に関する措置が示され

ていること。 

 

１）建屋(家)・構築物等の維持管理  

放射性物質を内包する系統及び機器を収納する建家・構築物等については、こ

れらの系統及び機器を撤去するまでの間、放射性物質の外部への漏えいを防止す

るための障壁及び放射線遮蔽体としての機能を適切に維持管理すること。 

２）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の維持管理 

新燃料及び使用済燃料を核燃料物質貯蔵設備で保管する期間にあっては、所要

の性能を満足するよう当該核燃料物質貯蔵設備及び核燃料物質取扱設備を維持

管理すること。 

また、使用済燃料の著しい損傷を緩和し及び臨界を防止するために必要な設備

を維持管理すること。 

３）放射性廃棄物の廃棄施設については、適切に維持管理すること。 

４）放射線管理施設の維持管理 

原子炉施設内外の放射線監視、環境への放射性物質の放出管理及び管理区域内

作業に係る放射線業務従事者の被ばく管理に係る設備については、適切に維持管

理すること。 

５）解体中に必要なその他の施設の維持管理 

①核燃料の貯蔵管理及び放射性廃棄物の処理に伴い必要な場合、放射線業務従事

者の被ばく低減化のため空気の浄化が必要な場合並びに解体撤去に伴い放射

性粉じんが発生する可能性のある区域で原子炉施設外への放出の防止及び他

区域への移行の防止のために必要な場合は、換気設備を適切に維持管理するこ

と。 

②商用電源が喪失した際、解体中の原子炉施設の安全確保上必要な場合には、適
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切な容量の電源設備を確保し、これを適切に維持管理すること。 

③その他の安全確保上必要な設備（照明設備、補機冷却設備等）については、適 

切な機能が確保されるよう維持管理すること。 

６）検査・校正 

廃止措置期間中に維持管理を必要とする原子炉施設の各設備、機器等及び廃止

措置に伴い保安のために講じる措置等については、安全の確保上必要な機能及び

性能を必要な期間中維持できるよう適切な頻度で検査・校正を行うこと。 

７）その他の安全対策 

原子炉施設の廃止措置期間中においては、保安のために以下のような措置を講

じることが示されていること。 

①管理区域は、放射線被ばく等の可能性の程度に応じてこれを適切に区分し、保

安のための措置を講ずるとともに、放射線業務従事者の不必要な被ばくを防止

するため、これらの区域に対する立入りを制限する措置を講ずること。 

②周辺環境へ放出される放射性物質の管理が適切に行われていることを確認す

るため、解体中の原子炉施設からの放出の管理に係る放射線モニタリング及び

周辺環境に対する放射線モニタリングを適確に行うこと。 

③核燃料物質が原子炉施設に存在する期間中の原子炉施設への第三者の不法な

接近等を防止する措置を講ずること。 

④放射線障害防止の観点から、火災の防護設備については適切に維持管理するこ

と。また、可燃性物質が保管される場所にあっては、火災が生ずることのない

よう適切な防護措置を講じること。 

 

○発電用原子炉施設においては、廃止措置期間中に維持管理すべき施設に係る維持

管理方法について、 

・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５年原子力

規制委員会規則第六号） 

又は 

・研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５

年原子力規制委員会規則第十号） 

に基づかない場合は、その根拠を具体的に記載すること。 

 

○試験研究用等原子炉施設の廃止措置は、一般的に、試験研究用等原子炉からの核

燃料の撤去等の試験研究用等原子炉の機能停止、系統の隔離や密閉、試験研究用等

原子炉施設の解体撤去等段階的に長期にわたり実施される。このような廃止措置期

間中、試験研究用等原子炉施設の解体撤去に当たっては、公衆及び放射線業務従事

者の受ける線量の抑制又は低減の観点から、保安のために必要な試験研究用等原子

炉施設を適切に維持管理しつつ作業が実施される必要がある。こうしたことに鑑み、

廃止措置の全体計画として、廃止措置の着手時期、維持管理期間、解体撤去工事に
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着手する時期及び終了時期を示すために、必要に応じて廃止措置の方針・手順を時

間軸の単位を年度として工程表により示すとともに、廃止措置の全体計画の概要が

説明されていること。 

また、試験研究用等原子炉施設に残存する放射性物質の評価については、試験研

究用等原子炉の機能停止時又は試験研究用等原子炉施設の解体撤去時に試験研究用

等原子炉施設に残存する放射性物質（放射化放射性物質、汚染放射性物質及び試験

研究用等原子炉の運転中に発生した放射性固体廃棄物）の種類、数量及び分布が、

試験研究用等原子炉の運転履歴等を基にした計算結果、測定結果等により、適切に

評価されていること。 

 

（７）廃止措置に要する資金の額及びその調達計画に関する説明書（試験研究用等原子炉

施設は対象外） 

・実用炉規則第１１６条第２項第７号 

・開発炉規則第１１１条第２項第７号 

①廃止措置に要する費用 

 発電用原子炉施設解体に要する費用の見積もり総額が明示されていること。 

②資金調達計画 

 発電用原子炉施設解体引当金累積積立額が明示され、それを含めた費用の調達方法

が明示されていること。 

 

（８）廃止措置の実施体制に関する説明書（試験研究用等原子炉施設は対象外） 

・実用炉規則第１１６条第２項第８号 

・開発炉規則第１１１条第２項第８号 

１）主たる工場又は事業所及び廃止措置に係る工場又は事業所において定める以下の

事項が定められていること。 

①廃止措置に係る組織 

②廃止措置に係る各職位の職務内容 

２）廃止措置に係る工場又は事業所における廃止措置の実施に当たり、その監督を行

う者を選任する際の基本方針が定められていること。 

 

なお、廃止措置の実施に当たりその監督を行う者としては、表１記載の者（以下「廃

止措置主任者」という。）を選任していることが望ましい。 

また、法第４３条の３の２６は、発電用原子炉の運転に関し保安の監督を行う者と

して発電用原子炉主任技術者を選任する義務を規定しているが、廃止措置計画認可の

際には実用炉規則第１１６条第２項第１号及び開発炉規則第１１１条第２項第１号

において使用済燃料を発電用原子炉の炉心から取り出していることが確認されてお

り、発電用原子炉が運転されないことから、法第４３条の３の２６の発電用原子炉主

任技術者の選任義務は課されないこととなる。（試験研究用等原子炉においても同様

とする。） 
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表１ 廃止措置主任者の選任要件 

廃止措置対象施設

に核燃料物質が存

在する場合 

以下のいずれかに該当する者  

 イ 法第４１条第１項の原子炉主任技術者免状を有する者 

 ロ 法第２２条の３第１項の核燃料取扱主任者免状を有す

る者 

 ハ 技術士法第３２条第１項の規定により技術士登録簿の

原子力・放射線部門に登録を受けた者（試験研究用等原

子炉に限る）  

廃止措置対象施設

に核燃料物質が存

在しない場合 

以下のいずれかに該当する者 

 イ 法第４１条第１項の原子炉主任技術者免状を有する者 

 ロ 法第２２条の３第１項の核燃料取扱主任者免状を有す

る者 

 ハ 技術士法第３２条第１項の規定により技術士登録簿の

原子力・放射線部門に登録を受けた者（試験研究用等原

子炉に限る） 

 ニ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法

律第３５条第１項の第１種放射線取扱主任者免状を有

する者 

 

（９）品質保証計画に関する説明書（試験研究用等原子炉施設は対象外） 

・実用炉規則第１１６条第２項第９号 

・開発炉規則第１１１条第２項第９号 

   この項目には以下の記載が明示されていること。 

  ①発電用原子炉施設保安規定において、事業者の代表者をトップマネジメントとする

品質保証計画を定めること。 

  ②廃止措置に関する保安活動の計画、実施、評価及び改善の一連のプロセスを明確に 

し、これらを効果的に運用することにより、原子力安全の達成・維持・向上を図る

ことが明示されていること。 

  ③品質保証計画のもとで機能を維持すべき設備及びその他の設備の保守等の廃止措置 

に係る業務が行われることが明示されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 134 -



 18 /18 

 

表２．廃止措置計画認可の基準及び申請内容 

実用炉規則（／開発炉規則） 試験炉規則
（廃止措置計画の認可の基準） （廃止措置計画の認可の基準）

第百十九条 法第四十三条の三の三十二第三項において準用する法第十二

条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号

に掲げるとおりとする。

第十六条の九 法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条

の六第四項の原子力規制委員会規則で定める基準は、

一　廃止措置計画に係る発電用原子炉の炉心から使用済燃料が取り出

　　されていること。

二　核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。

三　核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理、

　　処理及び廃棄が適切なものであること。

四　廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて

　　汚染された物又は原子炉による災害の防止上適切なもので

　　あること。

廃止措置が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による

災害の防止上支障がないものであることとする。

（廃止措置計画の認可の申請） （廃止措置計画の認可の申請）

第百十六条 法第四十三条の三の三十二第二項の規定により廃止措置に関

する計画（以下「廃止措置計画」という。）について認可を受けようとす

る者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載

した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第十六条の六 法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受け

ようとする者は、廃止しようとする原子炉ごとに、次の各号に掲げる事項

について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会

に提出しなければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者

　　の氏名

二　廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地

三　廃止措置の対象となる発電用原子炉の名称

四　廃止措置対象施設及びその敷地

五　前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方

　　法
一　解体する原子炉施設及びその解体の方法

六　核燃料物質の管理及び譲渡し 二　核燃料物質の譲渡しの方法

七　核燃料物質による汚染の除去 三　核燃料物質による汚染の除去の方法

八　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 四　核燃料物質によつて汚染された物の廃棄の方法

九　廃止措置の工程

２　前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付

　　しなければならない。

２　前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなけれ

　　ばならない。

一　既に使用済燃料を発電用原子炉の炉心から取り出している

　　ことを明らかにする資料

二　廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工

　　事作業区域図

三　廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
二　核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物

　　の廃棄に関する説明書

四　廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等が

　　あつた場合に発生すると想定される事故の種類、程度、影

　　響等に関する説明書

三　廃止措置の工事上の過失、機械若しくは装置の故障又は地

　　震、火災その他の災害があつた場合に発生すると想定され

　　る原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書

五　核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明

　　書

六　廃止措置期間中に機能を維持すべき発電用原子炉施設及び

　　その性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書

一　廃止措置期間中に機能を維持すべき設備及びその機能並び

　　にその機能を維持すべき期間に関する説明書

七　廃止措置に要する資金の額及びその調達計画に関する説明

　　書

八　廃止措置の実施体制に関する説明書

九　品質保証計画に関する説明書

十　前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認

　　める書類又は図面

四　前三号に掲げる書類のほか、原子力規制委員会が必要と認

　　める書類  
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別 添 

１．はじめに 

本審査基準は、廃止措置計画の認可を受けようとする発電用原子炉設置者及び廃止措

置計画の認可を受けた発電用原子炉設置者（以下「原子炉設置者」という。）から申請さ

れた廃止措置計画の認可を受けようとする発電用原子炉施設及び廃止措置計画の認可を

受けた発電用原子炉施設（以下「原子炉施設」という。）に係る保安規定認可申請書又は

保安規定変更認可申請書（以下「申請書」という。）の審査に適用する。 

 

原子炉設置者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年

法律第１６６号。以下「法」という。）第４３条の３の２４第１項の規定に基づき、事業

所ごとに保安規定を定め、原子力規制委員会の認可を受けることが義務付けられている。 

これを受け、原子炉設置者は 

・法第４３条の３の３３第２項 

・実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号。以

下「実用炉規則」という。）第９２条第３項 

・研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（平成１２年総理府令第１２２

号。以下「開発炉規則」という。）第８７条第３項 

において規定されている各項目について、追加又は変更した保安規定の認可を受けるため、

申請書を提出することが求められている。 

申請書を受理した原子力規制委員会は、原子炉設置者から申請された保安規定について、

法第４３条の３の２４第２項に定める認可要件である「核燃料物質若しくは核燃料物質に

よって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないと認められない」こ

とを確認するための審査を行う。 

したがって、原子炉設置者から申請された保安規定の審査における基準を明確にする観

点から、当該保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項等を下記のとおり定める。 

 

注）実用炉規則第９２条第３項、開発炉規則第８７条第３項の冒頭に「法第４３条の３の３

３第２項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする

廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第４３条の３の２４第１項の

規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規

定の認可を受けなければならない。」とあり、廃止措置計画（変更）の認可の日までに認

可を受ける必要がある。 

 

 

２．個々の事項に対する審査 

   個々の記載事項に対する審査における基準は以下のとおりとする。 

 

（１） 関係法令及び保安規定の遵守のための体制 

・実用炉規則第９２条第３項第１号 

・開発炉規則第８７条第３項第１号 

１）関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を含む。）に関する

ことについては、保安規定に基づき要領書、作業手順書その他保安に関する文書につ

いて、重要度等に応じて定めるとともに、これを遵守し、その位置づけが明確にされ
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ていること。特に、経営責任者の積極的な関与が明記されていること。 

２）保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実に行うため、いわゆるコンプライ

アンスに係る体制が確実に構築されていることが明確となっていること。特に、経営

責任者の積極的な関与が明記されていること。 

 

 

（２） 安全文化を醸成するための体制 

・実用炉規則第９２条第３項第２号 

・開発炉規則第８７条第３項第２号 

１）安全文化を醸成するための体制（経営責任者の関与を含む。）に関することについ

ては、保安規定に基づき要領書、作業手順書その他保安に関する文書について、重要

度等に応じて定めるとともに、その位置づけが明確にされていること。特に、経営責

任者の積極的な関与が明記されていること。 

２）保安の確保を最優先する価値観を組織の中で形成し、維持し、強化していく当該組

織としての文化を継続的に醸成するための体制を確実に構築することが明確となっ

ていること。 

 

 

（３） 原子炉施設の品質保証 

・実用炉規則第９２条第３項第３号 

・開発炉規則第８７条第３項第３号 

１）「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第７条の３から第７条の３の７及

び研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第２６条

の２から第２６条の２の７の要求事項に対する社団法人日本電気協会電気技術規程

「原子力発電所における安全のための品質保証規程（ＪＥＡＣ４１１１－２００

９）」の取扱いについて（内規）」（平成２１・０９・１４原院第１号（平成２１年

１０月１６日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１６５ｃ－０９－１、ＮＩＳＡ－

１９６ｃ－０９－３）））において認められたＪＥＡＣ４１１１－２００９又はそれ

と同等の規格に基づく品質保証計画が定められていること。 

２）品質保証に関する記載内容については、「原子力発電所の保安規定における品質保

証に関する記載について」（平成１６・０３・０４原院第３号（平成１６年３月２２

日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１６５ａ－０４－３）））を参考として記載

していること。 

３）作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、実用炉規則第７６

条又は開発炉規則第７１条に規定された要領書、作業手順書その他保安に関する文書

について、これらを遵守するために、重要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、

３次文書等といった品質保証に係る文書の階層的な体系の中で、その位置づけが明確

化されていること。 

 

   

（４） 廃止措置の品質保証 

・実用炉規則第９２条第３項第４号 

・開発炉規則第８７条第３項第４号 
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前項に加え、廃止措置の実施に係る組織、文書規定等を定めること。廃止措置の段

階に応じて、保安の方法等が明確に示されていること。 

 

 

（５） 廃止措置を行う者の職務及び組織 

・実用炉規則第９２条第３項第５号 

・開発炉規則第８７条第３項第５号 

本店（本部）及び事業所における廃止措置段階の原子炉施設に係る保安のために講

ずべき措置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められていること。 

本事項の記載においては、廃止措置段階の原子炉施設の管理は、申請書等に記載し

たところ及びそれぞれの規則に定める措置義務を確実に履行することはもとより、核

燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物又は廃止措置段階の発電用原子炉に

よる災害を防止するため、保安規定を定め、自らの保安活動を確実に実施する旨が明

記された上で、以下について定められていること。 

   １）廃止措置段階の原子炉施設の管理に係る保安のための職務（工場又は事業所内の 

保安の監督に関する責任者及び各職務）及び責任範囲並びに組織に関すること 

ここで、本項において明記された各職務等については、実用炉規則第９２条第３項

第１号から第２７号及び開発炉規則第８７条第３項第１号から第２７号に掲げる各

事項において、その関わりが明記されていること。 

２）会議体に関すること 

会議体を設ける場合は、その役割、位置付け、審議事項及び構成員に関すること。 

３）発電用原子炉主任技術者の選任に関すること 

法第４３条の３の３２の廃止措置計画の認可を受けるとともに、発電用原子炉の機

能停止措置を行った場合は、法第４３条の３の２６第１項の「発電用原子炉の運転」

を行うものではないことから、原子炉設置者については、その旨の保安規定の変更認

可を受けた後は同項の規定による発電用原子炉主任技術者の選任を要しないものと

する。 

ただし、原子炉設置者は、廃止措置を行うに当たっては、一般公衆や放射線業務従

事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないよう、その進捗に応じて、

核燃料物質や放射性廃棄物の取扱い等に関し、適切に措置を講じる責任がある。 

すなわち、原子炉設置者は、施設内に核燃料物質が存在する場合には、核燃料物

質の取扱い、放射性廃棄物の取扱い及び解体作業に係る被ばく管理に関する措置を、

施設内から全ての核燃料物質を搬出した場合には放射性廃棄物の取扱い及び解体作

業に係る被ばく管理に関する措置を講じる責任がある。 

こうしたことから、法第４３条の３の３２の廃止措置計画の認可を受けた原子炉施

設に係る保安規定においては、廃止措置に係る保安の監督に関する責任者（以下「廃

止措置主任者」という。）として、核燃料物質や放射性廃棄物の取扱い及び管理に関

する専門的知識及び実務経験を有する者を廃止措置の段階に応じて配置することが、

その職務及び責任範囲と併せて以下のような事項が明記されていることが望ましい。 

     ⅰ. 廃止措置主任者の選任及び配置に関すること 

ここで、廃止措置主任者は、原子炉設置者（社長、理事長等）の下で、組織の

長以上の職位の者が、表１記載の資格を有する者から、廃止措置の段階に応じた

専門的知識や実務経験及び職位を考慮して選任すること及び当該主任者は、その

- 139 -



4/13 

 

職務の重要性から、組織の長等に対し、意見具申できる立場に配置することが明

記されていること。 

     ⅱ. 廃止措置主任者の職務に関すること 

ここで、職務については、以下のような事項が明記されていること。 

      a. 組織の長に対し意見具申等を行うこと。 

b. 原子炉施設の廃止措置に従事する者に対して、指導・助言を行うこと。 

c. 保安教育の実施計画の作成、改訂に当たり、その内容について、精査、指導・

助言を行うこと。 

d. 各種マニュアルの制定、改廃に当たり、その内容について、精査、指導・助

言を行うこと。 

e. 保安上重要な計画の作成、改訂に当たり、その内容について、精査、指導・

助言を行うこと。 

f. 保安規定に係る記録の確認を行うこと。 

g. 法令に基づく報告について、精査、指導・助言を行うこと。 

 

ⅲ. 廃止措置主任者の意見等の尊重 

      a. 組織の長は、廃止措置主任者の意見具申等を尊重すること。 

b. 原子炉施設の廃止措置に従事する者は、廃止措置主任者の指導・助言を尊重

すること。 

     ⅳ. 廃止措置主任者を補佐する組織 

廃止措置の対象となる原子炉施設については、その規模や当該施設を設置す

る工場又は事業所の組織規模等が多様であることを勘案し、個々の原子炉設置

者の判断により、廃止措置主任者の補佐組織を設けることは妨げない。 

この場合、補佐組織が他の職務を兼務するときには、当該組織による補佐業

務が影響を受けないよう指揮命令系統が明記されていること。 

ⅴ. 廃止措置主任者の代行者の選任及び配置 

廃止措置の対象となる原子炉施設については、その規模等や当該施設を設置す

る工場又は事業所の組織規模等が多様であることを勘案し、個々の原子炉設置

者の判断により、廃止措置主任者の代行者をあらかじめ選任し、配置しておく

ことを妨げない。この場合、保安の監督に関する代行者の選任及び配置につい

ては、「ⅰ. 廃止措置主任者の選任及び配置に関すること」と同様の手続きが

明記されていること。 

 

表１ 廃止措置主任者の選任要件 

廃止措置対象施設に核燃料物

質が存在する場合 

以下のいずれかに該当する者  

 イ 法第４１条第１項の原子炉主任技術者免状を有

する者 

 ロ 法第２２条の３第１項の核燃料取扱主任者免状

を有する者 
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廃止措置対象施設に核燃料物

質が存在しない場合 

以下のいずれかに該当する者 

 イ 法第４１条第１項の原子炉主任技術者免状を有

する者 

 ロ 法第２２条の３第１項の核燃料取扱主任者免状

を有する者 

 ハ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関

する法律第３５条第１項の第１種放射線取扱主任

者免状を有する者 

 

 

（６） 廃止措置を行う者に対する保安教育 

・実用炉規則第９２条第３項第６号 

・開発炉規則第８７条第３項第６号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

   １）従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針が定められていること。 

２）従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育計画

を定め、計画的に保安教育を実施することが定められていること。 

３）協力企業の従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状況を確認

することが定められていること。 

４）燃料取扱に関する業務の補助及び放射性廃棄物取扱設備に関する業務の補助を行う

協力企業従業員については、従業員に準じて保安教育を実施することが定められて

いること。 

５）保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こさないことを徹底

する観点から、具体的な保安教育の内容とその見直しの頻度等について明確に定め

られていること。 

   

 

（７） 発電用原子炉の運転停止に関する恒久的な措置 

・実用炉規則第９２条第３項第７号 

・開発炉規則第８７条第３項第７号 

※廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。 

発電用原子炉を恒久的に運転停止するために講ずべき措置が定められていること。 

具体的には 

１）発電用原子炉炉心に核燃料物質を装荷しないこと。 

２）中央制御室の発電用原子炉モードスイッチを原則として停止から他の位置に切り替

えないこと。 

３）核燃料物質の譲渡し先が明確になっていること。 

等が明確になっていること。 

 

 

（８） 原子炉施設の運転の安全審査 

・実用炉規則第９２条第３項第８号 

・開発炉規則第８７条第３項第８号 
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本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）原子炉施設の保安に関する重要事項及び原子炉施設の保安運営に関する重要事項を

審議する会議体に関すること。ここで、会議体に関することとは、会議体の審議事項、

構成員をいう。 

 

 

（９） 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定及び立入制限 

・実用炉規則第９２条第３項第９号 

・開発炉規則第８７条第３項第９号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）管理区域を明示し、管理区域における他の場所と区別するための措置を定め、管理

区域の設定及び解除において実施すべき事項が定められていること。 

２）管理区域内の区域区分について、汚染のおそれのない管理区域及びそれ以外の管理

区域について表面汚染密度及び空気中の放射性物質濃度の基準値が定められている

こと。 

３）管理区域内において特別措置が必要な区域について採るべき措置を定め、特別措置

を実施する外部放射線に係る線量当量率、空気中の放射性物質濃度及び床、壁、そ

の他人の触れるおそれのある物の表面汚染密度の基準が定められていること。 

４）管理区域への出入管理に係る措置事項が定められていること。 

５）管理区域から退出する場合等の表面汚染密度の基準が定められていること。 

６）管理区域へ出入りする所員に遵守させるべき事項及びそれを遵守させる措置が定め

られていること。 

７）管理区域から物品又は核燃料物質等を搬出及び運搬する際に講ずべき事項が定めら

れていること。 

８）保全区域を明示し、保全区域についての管理措置が定められていること。 

９）周辺監視区域を明示し、業務上立ち入る者を除く者が周辺監視区域に立ち入らない

ように制限するために講ずべき措置が定められていること。 

１０）請負会社に対して遵守させる放射線防護上の必要事項及びそれを遵守させる措置

が定められていること。 

 

 

（１０） 排気監視設備及び排水監視設備 

・実用炉規則第９２条第３項第１０号 

・開発炉規則第８７条第３項第１０号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射性気体廃棄物の放出箇所、放射性気体廃棄物の放出管理目標値及び基準値を満

たすための放出管理方法並びに放射性気体廃棄物の放出物質濃度の測定項目及び頻

度が定められていること。 

 

２）放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の放出管理目標値及び基準値を満

たすための放出管理方法並びに放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定項目及び頻

度が定められていること。 
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（１１） 汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視及び汚染の除去 

・実用炉規則第９２条第３項第１１号 

・開発炉規則第８７条第３項第１１号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射線業務従事者の受ける線量及び放射線業務従事者が呼吸する空気中の放射性物

質の濃度に関すること。線量限度を超えないための措置が定められていること。 

２）管理区域内で汚染のおそれのない区域に物品又は核燃料物質等を移動する際に講ず

べき事項が定められていること。 

３）管理区域内の床、壁、その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によっ

て汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定めた密度を超え

た場合等の措置に関することとして、実用炉規則第７８条に基づく、床、壁等の除

染を実施すべき表面汚染密度の明確な基準が定められていること。 

４）管理区域及び周辺監視区域境界付近における線量当量率等の測定に関する事項が定

められていること。 

５）核燃料物質等（新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物を除く。）の工場又は事

業所外への運搬に関する工場又は事業所内の行為が定められていること。 

６）放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原子力施設におけ

る「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて（指示）」（平成２０・０４・

２１原院第１号（平成２０年５月２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１

１ａ－０８－１）））を参考として記載していること。 

７）法第６１条の２第２項により認可を受けた場合においては、同項により認可を受け

た放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、同法６１条の２第１項の確認を受け

ようとする物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行うことが定め

られていること。 

８）法第６１条の２第１項の確認を受けようとする物の取扱いに関することについては、

「放射能濃度の測定及び評価の方法の認可について（内規）」（平成１７・１１・

３０原院第６号（平成１８年１月３０日原子力安全・保安院制定）及び平成２３・

０６・２０原院第４号（平成２３年７月１日同院改正））を参考として記載してい

ること。なお、法第６１条の２第２項による放射能濃度の測定及び評価方法の認可

において記載された内容を満足するように定められていること。 

９）汚染拡大防止のための放射線防護上、必要な措置が定められていること。 

 

 

（１２） 放射線測定器の管理 

・実用炉規則第９２条第３項第１２号 

・開発炉規則第８７条第３項第１２号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放出管理用計測器について、計測器の種類、所管箇所及び数量が定められているこ

と。 

２）放射線計測器について、計測器の種類、所管箇所及び数量が定められていること。 
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（１３） 原子炉施設の巡視 

・実用炉規則第９２条第３項第１３号 

・開発炉規則第８７条第３項第１３号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

     日常の巡視活動の評価を踏まえ、原子炉施設における点検対象施設の巡視これらに 

伴う処置に関すること（巡視の頻度を含む。）について、適切な内容が定められてい 

ること。 

 

 

（１４） 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い 

・実用炉規則第９２条第３項第１４号 

・開発炉規則第８７条第３項第１４号 

※廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。 

また、本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

   １）核燃料物質の工場又は事業所内及び工場又は事業所の外における運搬に関すること。 

ここでは、工場又は事業所における新燃料の運搬及び貯蔵並びに使用済燃料の運搬

及び貯蔵に際して講ずべき保安管理措置として、運搬する場合に臨界に達しない措置

を講ずること及び貯蔵施設等が定められていること。 

２）貯蔵する核燃料物質の種類及び数量並びに貯蔵施設の管理その他の取扱いに関する

こと。 

   

 

（１５） 放射性廃棄物の廃棄 

・実用炉規則第９２条第３項第１５号 

・開発炉規則第８７条第３項第１５号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

 １）放射性気体廃棄物の放出箇所及び放出管理目標値を満たすための放出量管理方法並

びに放射性気体廃棄物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

２）放射性液体廃棄物の放出箇所、管理目標値及び基準値を満たすための放出管理方法

並びに放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

３）放射性固体廃棄物の貯蔵及び保管に係る具体的な管理措置並びに運搬に関し、放射

線安全確保のための措置が定められていること。 

４）法第６１条の２第１項の確認を受けようとする物の取扱いに関することについては、

「放射能濃度の測定及び評価の方法の認可について（内規）」を参考として記載して

いること。なお、法第６１条の２第２項による放射能濃度の測定及び評価方法の認可

において記載された内容を満足するように定められていること。 

５）放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原子力施設におけ

る「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて（指示）」（平成２０・０４・２

１原院第１号（平成２０年５月２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ

－０８－１）））を参考として記載していること。 
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（１６） 非常の場合に講ずべき処置 

・実用炉規則第９２条第３項第１６号 

・開発炉規則第８７条第３項第１６号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）緊急時に備え、平常時から緊急時に実施すべき事項が定められていること。 

２）緊急時における運転操作に関する所内規程類を作成することが定められていること。 

３）緊急事態発生時は定められた通報経路に従い、関係機関に通報することが定められ

ていること。 

４）緊急事態の発生をもってその後の措置は防災業務計画によることが定められている

こと。 

５）緊急事態が発生した場合は、緊急時体制を発令し、応急処置及び緊急時における活

動を実施することが定められていること。 

６）事象が収束した場合は、緊急時体制を解除することが定められていること。 

７）防災訓練の実施頻度について定められていること。 

 

 

（１７） 火災発生時の体制の整備 

・実用炉規則第９２条第３項第１７号 

・開発炉規則第８７条第３項第１７号 

※廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１．火災が発生した場合（以下「火災発生時」という。）における原子炉施設の保全の

ための活動（消防吏員への通報、消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到

着するまでに行う活動を含む。以下同じ。）を含む火災防護対策を行う体制の整備に

関し、次に掲げる措置を講じることが定められていること。 

１）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な計画を策

定すること。 

２）火災の発生を消防官吏に確実に通報するために必要な設備を設置すること。 

３）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員を配

置すること。 

４）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する訓練に関

すること。 

５）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な化学消防

自動車、泡消火薬剤その他の資機材を備え付けること。 

６）持込物（可燃物）の管理に関すること。 

７）その他、火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な 

体制を整備すること。 

８）火災発生時におけるそれぞれの措置について、定期的に評価するとともにその結果 

を踏まえて必要な措置を講じること。 

 

 

- 145 -



10/13 

 

（１８） 内部溢水発生時の体制の整備 

・実用炉規則第９２条第３項第１８号 

・開発炉規則第８７条第３項第１８号 

※廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

原子炉施設内において溢水が発生した場合（以下「内部溢水発生時」という。）にお

ける原子炉施設の保全のための体制の整備に関し、次に掲げる措置を講じることが定め

られていること。 

１）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うための必要な計画

を策定すること。 

２）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要員

を配置すること。 

３）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する訓練

に関すること。 

４）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な照明

器具、無線機器その他の資機材を備え付けること 

５）その他、内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要

な体制を整備すること。 

６）内部溢水時におけるそれぞれの措置について、定期的に評価するとともに、その結

果を踏まえて必要な措置を講じること。 

 

 

（１９） 重大事故等発生時の体制の整備 

・実用炉規則第９２条第３項第１９号 

・開発炉規則第８７条第３項第１９号 

※廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１．重大事故に至るおそれのある事故（設計基準事故を除く。）又は重大事故が発生し

た場合（以下「重大事故等発生時」という。）における原子炉施設の保全のための活

動を行う体制の整備に関しては、次に掲げる措置を講じることが定められていること。 

１）重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な計

画を策定すること。 

２）重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要

員（以下「対策要員」という。）を配置すること。 

３）対策要員に対する教育及び訓練を毎年一回以上定期的に実施すること。 

４）重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な電

源車、消防自動車、消火ホースその他の資機材を備え付けること。 

５）使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する燃料体の損傷を防止するための対策に関する所内

規程類を定め、これを対策要員に守らせること。 

６）その他、重大事故発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必 
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要な体制を整備すること。 

７）前各号の措置の内容について、定期的に評価するとともに、その結果を踏まえて 

必要な措置を講じること。 

２．重大事故発生時におけるそれぞれの措置について、法第４３条の３の５第１項に基

づく設置許可申請書及び同添付書類又は法第４３条の３の６第１項に基づく発電用

原子炉設置変更許可申請書及び同添付書類に記載された有効性評価の前提条件その

他の措置に関する基本的内容を満足するよう定められていること。 

 

 

（２０） 大規模損壊発生時の体制の整備 

・実用炉規則第９２条第３項第２０号 

・開発炉規則第８７条第３項第２０号 

※廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１．大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突によるテロリズムその他の外部

から事象の発生により原子炉施設の大規模な損壊が生じた場合（重大事故発生時の場

合を除く。以下「大規模損壊発生時」という。）における原子炉施設の保全のための

活動を行う体制の整備に関し、次に掲げる措置を講じることが定められていること。 

１）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な計

画を策定すること。 

２）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な要

員を配置すること。 

３）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う要員に対する教

育及び訓練を毎年一回以上定期的に実施すること。 

４）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な電

源車、消防自動車、消火ホースその他の資機材を備え付けること。 

５）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な次

に掲げる事項に関する所内規程を定め、これを要員に守らせること。 

ⅰ．大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関

すること。 

ⅱ．大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保するための対策及び

燃料の損傷を緩和するための対策に関すること。 

ⅲ．大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するための対策に関するこ

と。 

６）その他、大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために

必要な体制を整備すること。 

７）前各号の措置の内容について定期的に評価するとともに、その結果を踏まえて必

要な措置を講じること。 

２．大規模損壊発生時におけるそれぞれの措置について、法第４３条の３の５第１項に
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基づく設置許可申請書及び同添付書類又は法第４３条の３の６第１項に基づく発電

用原子炉設置変更許可申請書及び同添付書類に記載された措置に関する内容を満足

するよう定められていること。 

 

 

（２１） 原子炉施設及び廃止措置に係る保安に関する適正な記録及び報告 

・実用炉規則第９２条第３項第２１号及び第２２号 

・開発炉規則第８７条第３項第２１号及び第２２号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１．原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、管理することが、明確

に記載されていること。その際、保安規定及びその下位文書において、必要な記録

を適切に作成し、管理するための措置が定められていることが求められる。 

２．実用炉規則第６７条又は開発炉規則第６２条に定める記録について、その記録の管

理が定められていること（計量管理規定で定めるものを除く。）。 

３．所長及び廃止措置の監督を行う者に報告すべき事項が定められていること。 

４．特に、実用炉規則第１３４条各号又は開発炉規則第１２９条各号に掲げる事故故障

等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合において、例えば、経営責任者に

確実に報告がなされる体制が構築されていることなど、安全確保に関する経営責任

者の強い関与が明記されていること。 

５．当該事故故障等の事象に準ずる、重大な事象について、具体的に明記されているこ

と。     

 

 

（２２） 原子炉施設の保守管理 

・実用炉規則第９２条第３項第２３号 

・開発炉規則第８７条第３項第２３号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１．「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１１条第１項及び研究開発段階

にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第３０条第１項に掲げ

る保守管理について（内規）」（平成２０・１２・２２原院第３号（平成２０年１

２月２６日原子力安全・保安院制定））において認められたＪＥＡＣ４２０９－２

００７又はそれと同等の規格に基づく保守管理の実施方法が定められていること。 

２．日常の保安活動の評価を踏まえ、原子炉施設の保守管理に関することについて、適

切な内容が定められていること。 

３．予防保全を目的とした保全作業について、やむを得ず保全作業を行う場合には、法

令に基づく点検及び補修、事故又は故障の再発防止対策の水平展開として実施する

点検及び補修等に限ることが定められていること。 

４．保守管理には、溶接事業者検査の実施に関することが含まれていること。 

 

 

（２３） 保安に関する技術情報についての他の原子炉設置者との共有 

・実用炉規則第９２条第３項第２４号 
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・開発炉規則第８７条第３項第２４号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

プラントメーカーなどの保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情

報をＢＷＲ事業者協議会やＰＷＲ事業者連絡会などの事業者の情報共有の場を活用し、

他の原子炉設置者と共有し、自らの原子炉施設の保安を向上させるための措置が記載

されていること。 

 

 

（２４） 不適合に関する情報の公開 

・実用炉規則第９２条第３項第２５号 

・開発炉規則第８７条第３項第２５号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１．原子炉施設の保安の向上を図る観点から、不適合が発生した場合の公開基準が 

明確に定められていること。 

２．情報の公開に関し、原子力施設情報ライブラリー等への登録などに必要な事項が記

載されていること。 

 

 

（２５） 廃止措置の管理 

・実用炉規則第９２条第３項第２６号 

・開発炉規則第８７条第３項第２６号 

廃止措置作業の計画、廃棄物の管理、廃止措置の実施の管理について、必要な事項が

記録されていること。 

 

 

（２６） その他、原子炉施設又は廃止措置に係る保安 

・実用炉規則第９２条第３項第２７号 

・開発炉規則第８７条第３項第２７号 

 前各項に加えて、以下の内容を定めていること。 

１．日常の品質保証活動の結果を踏まえ、必要に応じ、原子炉施設に係る保安に関し必

要な事項を定めていること。 

２．廃止措置計画の認可後に安全機能を維持する必要のある施設の保守管理については、

保安規定に必要事項を記載すること。 

３．安全文化を基礎とし、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示し

た放射線防護の基本的考え方を示す概念（ＡＬＡＲＡ：as low as reasonably 

achievable）の精神にのっとり、原子力施設の災害防止のために適切な品質保証活

動のもと保安活動を実施することが「基本方針」として定められていること。 

４．原子炉設置者が、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用

原子炉による災害を防止するため、保安活動を法第４３条の３の２４第３項の規定

に基づき保安規定として定めることが「目的」として定められていること。 
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(案) 

文 書 番 号   
年 月 日   

 
 
文部科学大臣 宛て 

 
 
 
 

原子力規制委員会          
 

 
 
貴職が所管する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）は研

究開発段階発電用原子炉である高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という。）の設

置者であるところ、当委員会は、次の１及び２に述べるところに鑑み、原子力利用におけ

る安全の確保を図るため、機構の主務大臣である貴職に対し、原子力規制委員会設置法（平

成２４年法律第４７号）第４条第２項の規定に基づき、下記のとおり勧告します。 
また、今後貴職が本勧告に基づいて講じた措置について同項の規定により報告を求める

ことがあることを申し添えます。 
 
１ 一連の経緯と問題点 
 
（１） もんじゅについては、当委員会発足前においても、平成７年のナトリウム漏えい

事故を契機として、近年に至るまで、品質保証活動を含む安全確保上の課題について「も

んじゅ安全性総点検」を始めとする種々の取組が行われ、この間、設置主体（旧動力炉・

核燃料開発事業団、これが改組された旧核燃料サイクル開発機構及びこれが改組された日

本原子力研究開発機構）における対策に加え、規制官庁（旧科学技術庁及び旧原子力安全・

保安院）による指導も再三にわたって行われてきたものの、結果的に具体的な成果を上げ

ることなく推移したものと認められる。（この間の経緯等については、別添１のとおりであ

る。） 
 
（２） 当委員会発足後においても、もんじゅについては、保守管理等の不備に係る種々

の問題が次々と発覚したため、当委員会は、機構に対し、その都度所要の規制上の措置を

講ずるとともに、それだけでは十分ではないと認められたことから、機構の主務省である

文部科学省に対しても適切な監督を行うよう二度にわたり要請してきたが、現在に至るも

十分な改善は見られていない。（この間の経緯等については、別添２のとおりである。） 

別紙 
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（３） このようなことから、当委員会は、機構のもんじゅの運転、なかんずく出力運転

（原子炉を起動し、稼働する行為及びこれらに準ずる行為をいう。以下同じ。）の主体とし

ての適格性に関し、原子力利用における安全の確保の観点から重大な懸念を生ずるに至っ

たところであり、このような状況を踏まえ、当委員会では、本年９月３０日及び１１月２

日の委員会会合において機構の理事長から、１０月２１日の委員会会合において文部科学

省の担当局長から意見を聴取したところであるが、かかる懸念を解消することはできなか

った。 
 
２ 評価 
 
（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（昭和３２年法律第１６

６号以下「原子炉等規制法」という。）は、発電用原子炉の安全規制について、段階的安全

規制を採用しており、各段階において、構造設備等についてのいわゆるハード面の規制と、

保安上の措置等についてのいわゆるソフト面の規制の両者があいまって十全のものとなる

仕組みを採っている。 
すなわち、原子炉等規制法は、発電用原子炉の設置の許可の基準として、発電用原子炉

を設置するために必要な技術的能力や発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術

的能力などのいわゆるソフト面の要求と、発電用原子炉施設の位置、構造及び設備に関す

る災害防止上必要な基準への適合といういわゆるハード面の要求を掲げるとともに（原子

炉等規制法第４３条の３の６第１項）、設置許可を受けた者（発電用原子炉設置者）に対し

ては、いわゆるハード面で、発電用原子炉施設の構造設備等について一定の技術的基準へ

の適合（原子炉等規制法第４３条の３の１４、第４３条の３の２３）を求めるとともに、

いわゆるソフト面で、発電用原子炉施設の保全や発電用原子炉の運転等について保安のた

め講ずべき措置（原子炉等規制法第４３条の３の２２）や保安規定の制定及び遵守（原子

炉等規制法第４３条の３の２４）といった保安上の措置の実施を求めている。 
原子炉設置者が所要の保安上の措置を適正かつ確実に行う能力は、ソフト面の要求の中

心的な要素であって、安全規制上の重要性はいうまでもない。 
 
（２） これを踏まえ、当委員会では、平成２４年１２月１２日及び平成２５年５月２９

日に、機構に対し、原子炉等規制法の関係規定による保安措置命令を発出した。このうち、

平成２５年５月２９日の保安措置命令においては、これらの命令に係る措置が完了した後

に対応結果について当委員会に報告することを求め、さらに、これに関する当委員会の確

認が完了するまでの間は、保安の確保に必要な点検等を除き、使用前検査（原子炉施設の

性能に関する事項に限る。）を進めるための活動を行わないことを命じた。しかしながら、

現時点で、使用前検査を進める前提となる保安措置命令についての対応結果の確認を行え

る状況にはない。 
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（３） これらに加え、１で述べた経緯等に鑑みると、機構については、単に個々の保安

上の措置の不備について個別に是正を求めれば足りるという段階を越え、機構という組織

自体がもんじゅに係る保安上の措置を適正かつ確実に行う能力を有していないと言わざる

を得ない段階（安全確保上必要な資質がないと言わざるを得ない段階）に至ったものと考

える。もとより、原子炉を起動していない段階ですら保安上の措置を適正かつ確実に行う

能力を有しない者が、出力運転の段階においてこれを適正かつ確実に行うことができると

は考えられない。 
保守管理や品質保証などの保安上の措置は原子力利用における安全の確保の大前提であ

るから、このような者には、少なくとも当面の対応として、発電用原子炉の出力運転を認

めることはできない。 
 
（４） もんじゅは、高速増殖炉であることに伴う固有のリスクを有するとともに、研究

開発段階とはいえその出力の規模は商用の原子炉に近いものであって、そのリスクも軽視

することはできない。すなわち、もんじゅは、電力事業者が設置し、運転している軽水炉

に比べ安全確保上の難度が勝るとも劣らないのであり、以上述べたことからして、機構が

これにふさわしい安全確保能力をもつとは考えられない。 
さらに、もんじゅは軽水炉と比べて類例や先行例に乏しいことから、機構において取ら

れてきた電力事業者のノウハウの活用、経営層や現場関係者への外部人材の登用、各種の

外部支援を受けるなどの諸対策も、結果的に功を奏しておらず、この点について今後抜本

的に事情が変化するとは認められないところである。 
 
（５） 以上によれば、もんじゅについては、機構が運転の主体であるままでは、出力運

転に向けた使用前検査を進めるための活動を行えない状態、ひいては原子炉を出力運転す

ることができない状態が続いていくことになる。今後、施設設備の老朽化や運転員等の流

出や力量の低下が徐々に進行することを始め種々の安全上のリスクが懸念されるところで

あるが、これは、もんじゅについて出力運転を見込むのであれば、原子炉施設の安全を確

保する観点から看過することができないものである。このため、早急に適切な措置を講ず

る必要があると考える。 
 
（６） 当委員会では、かねてより、文部科学省に対し、機構に対する適切な監督方を要

請してきた。文部科学省からは適切に対応する旨のお答えをいただいており、また、文部

科学省において所要の行政上の対応が行われていると承知している。しかしながら、もん

じゅについての機構の対応に実質的な改善があったとは認められず、文部科学省のこれま

での対応は結果的に功を奏していないと考えられる。 
 
（７） 原子力利用における安全の確保を図る観点からいって、発電用原子炉の運転を適

確に遂行するに足りる技術的能力を有することは必要条件であり、研究開発等の能力がい

かに優れていても、この必要条件に疑義が生ずるようであれば、発電用原子炉の出力運転
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を認めることはできない。 
当委員会としては、原子力の利用における安全の確保を図ることを任務とする立場から、

機構はもんじゅの出力運転を安全に行う主体として必要な資質を有していないと考えるも

のであるが、もんじゅを用いて高速増殖炉の研究開発を行う主体としていかなる者が適当

であるかという判断は、安全確保上の必要条件を満たした上で、文部科学省の責任におい

て行われるべき事柄である。 
 
 

記 

 
 貴職において、次の事項について検討の上、おおむね半年を目途として、これらについ

て講ずる措置の内容を示されたい。 
 
一 機構に代わってもんじゅの出力運転を安全に行う能力を有すると認められる者を具体

的に特定すること。 
 
二 もんじゅの出力運転を安全に行う能力を有する者を具体的に特定することが困難であ

るのならば、もんじゅが有する安全上のリスクを明確に減少させるよう、もんじゅとい

う発電用原子炉施設の在り方を抜本的に見直すこと。 
 

（以上） 
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もんじゅの品質保証活動に関する原子力規制委員会発足以前の経緯 

 

経緯の概要 

 

高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という。）について、平成7年12月のナトリウム漏え

い事故の発生後、事故の原因究明を経て、科学技術庁（当時）は、平成8年10月に安全性強化及び信

頼回復を図るために安全性総点検を開始し、平成10年 3月に結果を公表した。この中で、品質保証体

系及び品質保証活動について、体制の強化、教育の見直し、設計・製作等の品質保証強化を行うこと

が必要との指摘が行われた。 

 

その後、原子力安全・保安院（当時）は、平成 13 年 6 月に核燃料サイクル開発機構（当時）に対

し、安全性総点検の指摘を踏まえた対応計画の策定、実施とその報告を指示し、平成 21 年まで計 5

回にわたり報告を受けた。 

平成 22 年 2 月、原子力安全・保安院（当時）は、第 5 回報告に対し、試験運転再開に必要な自律

的な品質保証体制の確立に向けた取組が適切になされていると評価する一方、品質保証は改善努力が

常に継続されなければ劣化が懸念されるものであり、自らの発意で品質保証の改善を、業務を実施し

ながら効率的に行っていくことが必要とした。 

また、保守管理については、適切な考え方に基づき保全プログラムを制定していることを確認し、

保守管理を実施し改善を継続していると評価する一方、保守経験を積み重ねる中で保守管理の改善の

継続が必要であるとともに、高速増殖炉の保守手法の確立に努めることが重要とした。 

なお、一連の報告が行われていた中、平成 20 年、ナトリウム漏えい検出器の誤警報の発生及び屋

外排気ダクトの腐食孔が判明し、保守管理の問題点が指摘されている。 

 

このように、もんじゅの品質保証等については、平成 7 年のナトリウム漏えい事故の後、平成 24

年の原子力規制委員会の発足に至るまで、問題点の指摘、調査・分析、対策の立案及びその評価が繰

返し行われた。 

 

主な時系列 

 

昭和58年  

5月27日  「高速増殖原型炉もんじゅ」の原子炉設置許可 

 

平成 6年 

4月 5日  初臨界達成 

 

平成 7年 

12月 8日  40%出力プラント確認試験中における２時主冷却系ナトリウム漏えい事故 

 

平成 8年 

10月11日  科学技術庁（当時）が「もんじゅ安全性総点検チーム」設置 

 

平成10年  

3月30日  科学技術庁（当時）が「高速増殖原型炉もんじゅ安全性総点検結果について（もんじ

ゅ安全性総点検チーム）」を公表し、以下の点などを指摘。 

・品質保証体系、品質保証活動が各担当部署にまかされており、体系的な品質保証活

動を行うことが必要 

 

10月 1日  核燃料サイクル開発機構（当時）が発足 

 

 

（別添１） 

- 155 -



7 
 

10月29日  原子力安全委員会（当時）がもんじゅの安全性の確認に継続的に取り組むため「もん

じゅ安全性確認ワーキンググループ」を設置 

 

平成12年 

9月28日  原子力安全委員会（当時）は「もんじゅ安全性確認ワーキンググループ報告－もんじ

ゅの安全性への取り組みの確認について－」を了承し、決定、以下のとおり結論 

・ナトリウム漏えい関連設備の改善は概ね妥当 

・品質保証関係等について実施状況は妥当、一層高い水準を目指して継続的に取組み

を進めることが必要 

 

平成13年 

6月18日  原子力安全・保安院（当時）が指示文書「もんじゅ安全性総点検に係る対処及び報告

について」を発出 

 

6月29日  核燃料サイクル開発機構（当時）が原子力安全・保安院（当時）からの指摘事項に対

する対応計画を策定 

 

7月27日  核燃料サイクル開発機構（当時）が原子力安全・保安院（当時）に第1回報告 

・ナトリウム漏えい対策設備の改善、品質保証体系・活動の改善、蒸気発生器伝熱管

破損対策 

 

平成14年  

6月19日  核燃料サイクル開発機構（当時）が原子力安全・保安院（当時）に第2回報告 

・信頼性向上等を目的とした設備改善、品質保証体系・活動の改善、運転手順書・運

転管理体制等の改善 

 

平成17年 

10月 1日  日本原子力研究開発機構が発足 

 

平成18年 

10月 5日  日本原子力研究開発機構が原子力安全・保安院（当時）に第3回報告 

・信頼性向上等を目的とした設備改善、品質保証体系・活動の改善 

 

平成19年 

10月12日  日本原子力研究開発機構が原子力安全・保安院（当時）に第4回報告 

・信頼性向上等を目的とした設備改善、品質保証体系・活動の改善 

 

平成20年 

3月26日  ナトリウム漏えい検出器の誤警報の発生 

 

9月 9日  屋外排気ダクトの腐食孔の判明 

 

平成21年 

11月 9日  日本原子力研究開発機構が原子力安全・保安院（当時）に第5回報告 

「ナトリウム漏えい事故後の安全性総点検指摘事項に対する改善及びその後の行動計

画に基づく改善の取組みについて総括し、「もんじゅ」が自律的な品質保証体制を確立

すると共に、試運転を再開できる状況に至っていることを原子力機構が確認したこと」

を報告 
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平成22年 

2月10日  原子力安全・保安院（当時）が試運転再開に当たり第5回報告に対し評価 

・総合評価として「ナトリウム漏えい事故に係る安全性総点検の指摘及び特別な保安

検査結果を踏まえた改善が適切に行われていること、並びに設備健全性が確認され

たことにより、原子力機構は、試運転再開に当たって、安全確保を十分行い得る体

制となっている」と評価 

・保守管理について「原子力機構がもんじゅの特徴を踏まえた保全プログラムを制定

していることを確認し、同プログラムに基づく保守管理を実施するとともに改善を

継続している」と評価 

・一方「試運転再開後も、保守管理に係る不適合事象に適切に対応するなど保守経験

を積み重ねる中で保守管理の改善の継続が必要であるとともに、高速増殖炉の保全

手法の確立に努めることが重要」と指摘 

 

5月 6日  日本原子力研究開発機構 もんじゅ炉心確認試験開始 

 

7月22日  日本原子力研究開発機構 もんじゅ炉心確認試験終了 

 

8月26日  炉内中継装置の落下・変形 

 

平成23年  

3月11日  東日本大震災  
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もんじゅの保守管理不備問題に関する原子力規制委員会発足以降の経緯 

 

経緯の概要 

 

高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という。）においては、平成 24 年 11 月、約 9 千機

器について点検時期を超過していたことが確認されたことから、原子力規制委員会は、平成 24 年

12 月、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）に対して保安措置命令

及び報告徴収を発出した。 

また、原子力規制庁から文部科学省に対し、貴省における本件に対する評価や対応について文書

で回答するよう要請した。これに対し、平成 25 年 1 月、文部科学省から、機構に対する処置及び

今後の機構の取組みを確認し、適切な対応が図られるよう求めていく旨の回答文書を受領した。さ

らに、同日、機構から保安措置命令への対応状況及び報告徴収に対する報告を受領した。 

 

原子力規制庁において、立入検査及び保安検査等により、平成 25 年 1 月に機構から提出された

報告書に記載された事項の実施状況について確認を行ったところ、新たな未点検機器が判明する等

の事案が確認された。 

平成 25 年 5 月、原子力規制委員会としての評価と今後の対応をとりまとめた。この中で、規制

当局の指摘を受けるまで、自ら点検先送りを認識し改善に取り組むことができなかったことから安

全文化の劣化が認められるとした。 

また、未点検機器の点検、保全計画の見直しについては、未だ法令違反状態は是正されておらず、

現在の機構には、もんじゅの安全確保を十分行い得る体制が整ってないと判断した。 

さらに、機構においては、過去からの組織的背景要因が未だ解決されず残っていると考える等の

問題点を指摘した。 

原子力規制委員会は、保守管理体制及び品質保証体制全体にわたり問題が確認されたこと等を踏

まえ、機構に対し、追加の保安措置命令及び保安規定変更命令を発出した。 

一方、原子力規制庁から文部科学省に対し、機構に対して行った命令について、これらが確実に

実施されるとともに、機構が再発防止対策の実施状況等に係る対外的な説明責任を履行するよう機

構を指導、監督することを要請した。 

 

その後、機構から保安措置命令に対する報告等を受領（平成25年 9月、同年11月）したが、い

ずれもその後の保安検査等による事実確認の結果、不適合管理の対象にすべき事案について不適合

管理を行っていない等が確認された。平成 26 年 4 月、原子力規制庁は、機構の保安措置命令に対

する対応が未だ途上であり、引き続き、命令に関し適切に対応し改善されることが必要である旨を

原子力規制委員会に報告した。 

これらの状況を踏まえ、機構は、追加対策を行い報告書を全面的に改訂したとして、平成 26 年

12 月（平成 27 年 2 月補正）に改めて保安措置命令に対する対応状況について報告書を原子力規制

委員会に提出した。 

しかし、当該報告書の記載事項の実施状況を確認した保安検査では、保安規定違反に該当する事

案が確認され、平成27年11月には保全計画において多数の機器の重要度分類が適切に設定されて

いなかった事案について保安規定違反が確認されたとして原子力規制委員会に報告した。 

機構から提出された平成 26 年 12 月（平成 27 年 2 月補正）の報告書では「保全計画の全面的な

確認作業を実施した」としているが、上述のとおり保安規定違反が繰り返し確認されている状況で

あり、保安措置命令についての対応結果の確認が行える状況にはない。 

 

主な時系列 

 

平成24年 

11月27日  平成24年度第3回保安検査（平成24年11月26日～12月11日）で、機構から原子力規制庁

に対し、もんじゅにおいて点検時期の延長や点検間隔・頻度の変更に係る保守管理の不

備がある旨を報告 

（別添２） 
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12月12日  もんじゅにおいて点検時期を超過している機器が9千以上あること等を確認した旨、原

子力規制庁から原子力規制委員会に報告 

これを受け原子力規制委員会は保安措置命令（未点検機器の早急な点検及び保全計画の

見直し等）及び報告徴収（事実関係の調査）を発出 

【保安措置命令の概要】 

①点検時期を超過している未点検機器の早急な点検 

②点検計画表を含む保全計画の見直し 

 

12月20日  原子力規制庁次長から文部科学省局長に対し、文部科学省における保守管理不備問題

の評価及び対応について文書で回答を要請 

 

平成25年 

1月31日  文部科学省より、本件は極めて不適切なものと重く受け止め、機構に対し、命令に対し

真摯に対応すること、第三者意見聴取・確認の仕組みを構築することを指示した旨の回

答文書を受領 

機構から保安措置命令及び報告徴収命令に対する報告を受領 

 

5月22日  保安措置命令に対する機構の報告書に関する原子力規制委員会の評価及び今後の対応

の取りまとめ 

①機構が抱える組織的要因の問題等根本原因が存在 

②過去の分析で問題を抽出しているが現在に至るまで改善されず 

③自らプラントを管理できる仕組みを構築し不適合を是正することが必要 

  

5月29日  原子力規制委員会から追加の保安措置命令及び保安規定変更命令を発出 

【保安措置命令の概要】 

①保守管理体制及び品質保証体制の再構築 

②命令への対応結果についての原子力規制委員会への報告 

③原子力規制委員会の確認が完了するまでの間、使用前検査（原子炉施設の性能に

関する事項に限る）を進めるための活動の停止 

原子力規制庁長官から文部科学事務次官に対し、命令が確実に実施されること等につい

て機構を指導、監督するよう要請する文書を発出 

 

9月30日  保安措置命令に対し機構から未点検機器を全て解消した旨の報告を受領 

 

11月19日  保安措置命令に対し機構から保守管理体制及び品質保証体制の再構築が完了した旨の

報告を受領 

 

平成26年 

4月16日  保安検査等の結果から、保安措置命令に対する機構の対応状況について、保守管理体制

及び品質保証体制の再構築並びに保全計画の見直しが未だ途上である旨、原子力規制

庁から原子力規制委員会に報告 

 

6月 5日  機構は、追加対策を行い保安措置命令に対する報告の改訂版を提出することを原子力

規制庁に説明 

 

10月 1日  機構はもんじゅの組織を改編し、もんじゅは、所内の運営（運転・保守管理）に専念

する組織とし、技術支援や保安に係る技術調整等の役割を担う「もんじゅ運営計画・

研究開発センター」を新設 

12月22日  機構から保安措置命令に対する対応結果の報告及び保安規定変更認可申請を受領(平

成27年2月2日補正) 
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平成27年 

9月30日  多数の機器の重要度分類が適切に設定されていなかった件について、機構から十分な

情報が得られなかったことから、原子力規制委員会は機構に対し報告徴収を発出 

 

10月21日  原子力規制委員会において、文部科学省研究開発局長からもんじゅの運営主体の認識

や評価に関する説明を聴取 

機構から報告徴収に対する報告書を受領 

 

11月 2日  原子力規制委員会臨時会議において、機構理事長から保守管理不備問題への対応状況

の説明を聴取 

 

11月 4日  原子力規制委員会において、文部科学大臣に対し原子力規制委員会設置法第4条第2項

に基づき勧告することを決定 

機構から提出された報告徴収に対する報告を踏まえ、多数の機器の重要度分類が適切

に設定されていなかった件について保安規定違反を確認 

 

過去の保安規定違反の件数（平成25年度以降） 

 

・ 平成25年度に実施した保安検査4回中4回の違反を確認 

・ 平成26年度に実施した保安検査4回中2回の違反を確認 

・ 平成27年度に実施※した保安検査2回中１回の違反を確認 

（平成27年度は、上記に加え保安検査期間外の違反として重要度分類が適切に設定されていな

かった事案及び調達管理不備の事案を確認） 

※平成２７年１１月１３日現在 
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「もんじゅ」の取扱いに関する政府方針 
 

平成 28年 12月 21日 

原子力関係閣僚会議 

 

1．はじめに 

高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という。）については、第５回原子力

関係閣僚会議（平成28年 9月 21日）において決定された「今後の高速炉開発の進

め方について」において、「廃炉を含め抜本的な見直しを行うこと」とし、その取扱

いに関する政府方針を、今後の我が国の高速炉開発の方針と併せて、本年中に原子

力関係閣僚会議で決定することとされた。 

今般、同決定に基づき、国内の高速炉開発の司令塔機能を担うものとして設置さ

れた「高速炉開発会議」における検討を踏まえ、政府として、今後の我が国の高速

炉開発における「もんじゅ」の取扱いについて見直しの検討を行い、ここに政府方

針としてとりまとめるものである。 

 

２．「もんじゅ」の意義、これまでの経緯と現状 

（「もんじゅ」の意義） 

資源に乏しい我が国は、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害

度低減等の観点から、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利

用する核燃料サイクルを推進してきており、この効果を最大化する高速増殖炉サイ

クルの実現に向けた研究開発を進めてきた。 

福井県敦賀市に立地する「もんじゅ」は、高速実験炉「常陽」における成果も踏

まえ、高速増殖炉発電プラントの成立性の実証と、ナトリウム取扱い技術の確立を

達成することを目的に、国策として建設・運転が進められてきた。国は「もんじゅ」

を高速増殖炉サイクルの研究開発の中核として位置付け、福井県・敦賀市等の地元

自治体の多大なる協力・理解の下、その研究開発を進めており、これまでに、「もん

じゅ」の設計・建設・運転・保守等を通して、実証炉以降の高速炉の開発に資する

様々な技術的成果が獲得されるとともに、その過程で涵養された研究人材の厚みも

相まって、我が国は、世界の中でも高速炉開発の先進国としての地位を築いてきた。 

 

（「もんじゅ」のこれまでの経緯と現状） 

「もんじゅ」は、当時の動力炉・核燃料開発事業団（現在の国立研究開発法人日

本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。））が昭和 60年に電力会社等の

民間拠出も得て建設に着工、平成６年の初臨界を経て、翌平成７年には初送電を行

った。一方で、同年 12月に発生した２次系ナトリウム漏えい事故、さらには同事故

（別添） 
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における通報遅れや虚偽報告・情報隠し等の不適切な対応により、社会的な信頼性

を失い、その後長期間にわたり停止する状況となった。 

平成 22年５月には 14年半ぶりに「もんじゅ」の運転を再開し、2か月の炉心確

認試験（0%出力試験）を実施したものの、同年８月には燃料交換後の作業中に燃料

交換に用いる炉内中継装置を落下させるトラブルが発生した。 

平成 23年の東日本大震災による福島第一原子力発電所事故、それを受けた翌年９

月の原子力規制委員会（以下「規制委員会」という。）発足という原子力を取り巻く

情勢変化の中、同年８月には炉内中継装置の復旧が完了したものの、同年 11月には

「もんじゅ」における約 9,000点の機器の点検に係る不備が確認され、その結果、

平成 24年及び平成 25年には、使用前検査（運転再開に向けた活動）を進める活動

を行わないこと等を命じる保安措置命令が規制委員会から発出された。その後、平

成 26年 4月に閣議決定されたエネルギー基本計画においても、「もんじゅについて

は、（中略）これまでの取組の反省や検証を踏まえ、あらゆる面において徹底的な改

革を行い、（中略）実施体制の再整備や新規制基準への対応など克服しなければなら

ない課題について、国の責任の下、十分な対応を進める。」とされ、同命令の解除に

向け、引き続き改善作業に取り組むものの、保安検査で各種指摘を受け、平成 27年

11月には、規制委員会から文部科学大臣に対して「機構に代わってもんじゅの出力

運転を安全に行う能力を有すると認められる者を具体的に特定すること」、「特定す

ることが困難であるのならば、もんじゅが有する安全上のリスクを明確に減少させ

るよう、もんじゅという発電用原子炉施設の在り方を抜本的に見直すこと」を旨と

する勧告が発出されるに至った。同勧告を受け、文部科学省は有識者による「もん

じゅの在り方に関する検討会」を設置し、議論を重ね、本年５月には、「もんじゅ」

に係る課題の抽出や、運転再開を目指す場合に運営主体が備えるべき要件等につい

て報告書をとりまとめた。 

このように、「もんじゅ」については、その運転再開には、研究開発上の意義から、

地元を含め、内外から大きな期待が寄せられてきたものの、その運営主体やマネジ

メントのあり方について様々な懸念が指摘されてきた。 

 

３．「もんじゅ」において得られた成果と、今後運転再開した場合に得られる成果 

（これまでに得られた成果） 

「もんじゅ」については、これまで、国内技術に基づき設計、製作及び建設がな

され、40％の出力運転まで行われ、各段階において、高速炉炉心燃料、各種機器・

システム、ナトリウム取扱い技術、安全評価などに係る、様々な技術的成果や知見

が獲得された。これは、国産の自主開発技術によって、我が国の高速炉発電システ

ムに係る設計手法や製作技術の基盤を確立し、高速増殖原型炉の発電プラントシス

テムを成立させるための基盤技術を獲得した重要な成果である。 
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また、実証炉以降の将来炉に向けた、新たな保守・修繕技術、安全技術の獲得が

なされるとともに、ナトリウム漏えい事故等、様々なトラブル等により稼働時間が

短くなっていることは事実であるが、これらへの対策を通じた、各種保守・修繕技

術等の知見も蓄積されている。 

更には、「もんじゅ」を活用した研究開発を通し、燃料供給等に係る高速炉関連技

術や、人材育成基盤の構築といった、多岐にわたる成果が得られている。 

 

（運転再開した場合に得られる成果） 

「もんじゅ」は、40％出力運転の途中で性能試験を中断しており、今後、運転再

開し、100％出力の連続サイクル運転を行った場合には、高速炉発電システムの安定

稼働・信頼性を示し、更に高速増殖炉の運転・保守・規制対応等に関するノウハウ

を獲得するとともに、廃棄物減容・有害度低減等に係る有用なデータを獲得するこ

とが期待される。これらは、次期実証炉の高度化、安定運転、安全評価、コスト低

減等にも活用されることが見込まれる。 

 

（国としての総括 ～「もんじゅ」の経験を踏まえた課題と教訓～） 

「もんじゅ」については、これまでに様々な成果が獲得されている一方で、トラ

ブル等により累計での運転期間は約250日に留まり、十分な運転を出来ていない。

現在の「もんじゅ」の保守管理等に関する問題については、文部科学省の有識者会

議で検討が行われ、現状における「もんじゅ」の運営に係る問題の検証・総括を行

った。その結果として、「①拙速な保全プログラムの導入、②脆弱な保全実施体制、

③情報収集力・技術力・保守管理業務に係る全体管理能力の不足、④長期停止の影

響、⑤人材育成に係る問題、⑥社会的要請の変化への適応力の不足、⑦原子力機構

の運営上の問題、⑧監督官庁等との関係の在り方」の８つの問題が見出された。 

こうした検証・総括を踏まえ、高速炉開発会議においては、 

（イ）設計・建設時の縦割りを防ぐとともに、技術的に全体を掌握する幹事会社の

特定が必要であること、 

（ロ）原子力発電プラントに求められる保守管理を外部からの出向者等に頼らずと

も確実に実施できる体制の構築が必要であること、 

（ハ）高速炉の実現に向けた道筋が具体的になっていることが必要であること、 

といった諸点を今後の実証炉の実現に活用できる教訓として導き出したところであ

る。 

このように、「もんじゅ」はプロジェクトの「技術的な内容」に問題があったとい

よりむしろ、保全実施体制や人材育成、関係者の責任関係など「マネジメント」に

様々な問題があった。とりわけ、「最先端の研究開発」と「安全な発電事業の実施」

という二つの性格が異なる要素が混在する難しいプロジェクトの遂行にあたって、
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発電用原子炉としてふさわしい品質保証・保守管理に関する検討や理解が不十分で

あったといった点に問題があった。 

こうした過去の反省に立ち、これら、「もんじゅ」の経験を踏まえた課題や教訓に

ついて、今後の実証炉開発等に活用していくことが必要である。 

 

４．最近の情勢の変化 

「もんじゅ」については、運転再開に向けた準備作業をこれまでも真摯に進めて

きたところであるが、その間に、以下に示すような、我が国の高速炉開発を取り巻

く環境について、大きな情勢の変化があり、「もんじゅ」の取扱いについての見直し

の検討にあたり、これを踏まえた対応が必要となっている。 

 

（新規制基準への対応） 

研究開発段階の原子炉である「もんじゅ」は大出力の発電炉であることから、福

島第一原子力発電所事故後に規制委員会が策定した新規制基準について、商用軽水

炉と同水準の基準を満たすことが求められている。また、今後、規制の見直しの可

能性もあり、新規制基準の見直しから安全審査までに要する期間、見直し後の新規

制基準の要求内容も考慮に入れる必要がある。これらを踏まえると、「もんじゅ」に

ついて、運転再開までに最低でも約８年間の準備期間を要し、また、その後８年間

運転した場合、5,400億円以上の経費が必要とされている。さらに、ナトリウム炉

に対する審査の内容によっては、追加の対応が必要になる可能性もあり、不確定要

素が極めて大きいことに留意する必要がある。 

こうした中で、運転再開によって得られる知見は、今後の実証炉の開発コストの

低減に寄与することが、その意義の一つとして期待されるものであるところ、こう

した運転再開の経費・期間増や追加的な対応の不確定要素により、運転再開により

得られる効果が運転再開の経費を確実に上回るとは言えない状況となっている。 

 

（運営主体の問題） 

前述のとおり規制委員会は、平成 27年 11月、原子力機構が「もんじゅ」の出力

運転を安全に行う主体として必要な資質を有していないとして、原子力機構に代わ

る「もんじゅ」の運営主体の特定を求める勧告を行い、これを受けて文部科学省に

おいて検討が進められてきたものの、特定するには至らなかった。 

 

（高速炉開発に係る国際協力の進展） 

「もんじゅ」が運転を停止している間も、国際的な高速炉研究開発活動は日々進

展してきた。その中で、平成 26年には日仏高速炉開発協力の取り決めを交わすなど、

「もんじゅ」をはじめとした日本国内における研究開発だけではなく、国際協力も
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活用することで、高速炉に関する最先端技術開発の知見を獲得することの重要性が

増している。 

 

5．高速炉開発会議における議論 

高速炉開発会議では、今後の高速炉開発の進め方等について議論がなされた。 

その中で、「もんじゅ」については、これまでの成果として、40%出力での運転を

達成し、技術的な知見としては、原型炉として求められる発電施設としての実現可

能性の確認がなされ、加えて国際的にも高く評価される我が国の貴重な人材・知的

資産の形成にも貢献しているとされた。また、その運転再開により、実証炉、特に

ループ型実証炉の実現に向けて有用なデータ獲得が見込まれるとされる一方で、運

転再開により得られる知見については、国内の試験施設や国際協力等の活用、更に

は実証炉段階での対応等により獲得が可能であることが示された。 

また、「もんじゅ」の運転再開については、4．に示す最近の情勢変化、特に、新

規制基準対応に伴う「もんじゅ」再開に要する時間的・経済的コストの増大、新た

な運営主体を含む再開に向けた今後の不確実性が大きいことが判明した。 

以上を踏まえ、「高速炉開発の方針」において、「もんじゅ」の運転再開によって

得られる知見については、再開に要する期間や費用、今後の不確実性等に鑑みれば、

「もんじゅ」再開によらない新たな方策によって獲得を図ることとし、それでも入

手できないと見込まれるものについては、実証炉の設計裕度の確保等の方策で対応

することとされた。 

 

6．「もんじゅ」の取扱いと今後の位置付け 

（基本的な考え方） 

「もんじゅ」では、これまでに、実証炉以降の高速炉開発に資する様々な技術的

成果が獲得されるとともに、その過程で涵養された研究人材の厚みも相まって、我

が国は、世界でも高速炉開発の先進国としての地位を築いてきた。こうした技術や

人材を今後とも最大限に有効活用し、我が国の高速炉研究開発を進めることが必要

である。 

一方で、上述のとおり、近年の「もんじゅ」を取り巻く情勢の変化により、再開

に要する時間的・経済的コストの増大、新たな運営主体の特定を含む再開に向けた

不確実性等が明らかになっている。また、「もんじゅ」再開で得られる知見について

は、今般取りまとめられた「高速炉開発の方針」において、新たな方策で獲得して

いく方針が示されたところである。 

このような状況を勘案し、「もんじゅ」においてこれまでに培われてきた人材や

様々な知見・技術等を、将来の高速炉研究開発において最大限有効に活かす観点か

らも、これまでの「もんじゅ」の位置付けを見直し、「もんじゅ」については様々な
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不確実性の伴う原子炉としての運転再開はせず、今後、廃止措置に移行するが、あ

わせて「もんじゅ」の持つ機能を出来る限り活用し、今後の高速炉研究開発におけ

る新たな役割を担うよう位置付けることとする。 

 

（安全かつ着実な廃止措置の実施） 

これにあたって、「もんじゅ」の廃止措置を安全かつ着実に進めるため、新たな「も

んじゅ」廃止措置体制を構築することとし、①政府一体となった指導・監督、②第

三者による技術的評価等を受け、③国内外の英知を結集した体制を整えた上で、原

子力機構が安全かつ着実に廃止措置を実施する。その際、原子力機構においては、

国内外の英知を結集出来るよう、外部の協力を得た新たな体制を構築し、規制委員

会の勧告にある、「もんじゅ」が有する安全上のリスクの減少の早期達成に向けて取

り組む。 

また、現時点で想定される廃止措置工程は別紙のとおりであり、使用済燃料の取

り出しまでに約５年半、その後所要の準備期間を経た後、施設の廃止措置を行うこ

とが見込まれるところ、今後、様々な状況の変化に応じ、原子力機構において、工

程の見直しを含め適切に対応するとともに、政府としても、廃止措置が着実かつ安

全に実施されるよう、適切な予算措置や必要な枠組みの整備など、必要な取組を実

施する。 

 

（今後の「もんじゅ」の位置付け） 

「もんじゅ」は今後、廃止措置の手続きに入ることになるが、あわせて今後の高

速炉研究開発における新たな役割を担うことが期待される。廃止措置準備中、また

廃止措置中においても、「もんじゅ」を活用して得られる知見は将来の高速炉開発に

大きく貢献する。具体的には、「もんじゅ」はナトリウム取扱い技術の高度化、ナト

リウム炉の解体技術等、今後、我が国が高速炉開発を進めるにあたって必要となる

技術・知見について、大規模な実機を用いて蓄積することが出来る唯一の施設であ

る。また、「もんじゅ」周辺地域には、原子力関係機関・人材が集積し、今後の高速

炉開発のためにこれらを有効に活用していくことが求められる。 

このため、「もんじゅ」については安全確保を前提とした廃止措置に移行するが、

「もんじゅ」を含む周辺地域を、我が国の高速炉研究開発の中核的拠点の１つとし

て位置付け、「もんじゅ」を活用した高速炉研究を引き続き実施するとともに、高速

炉の実用化に向けた技術開発等を実施する。 

更に、将来的には「もんじゅ」サイトを活用し、新たな試験研究炉を設置するこ

とで、「もんじゅ」周辺地域や国内外の原子力関係機関・大学等の協力も得ながら、

我が国の今後の原子力研究や人材育成を支える基盤となる中核的拠点となるよう位

置づける。 
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７．地元自治体との協働 

「もんじゅ」の研究開発は、国の核燃料サイクル政策に則って進められてきたが、

この国策たる「もんじゅ」を支えてきたのは、ひとえに福井県及び敦賀市をはじめ

とした地元自治体、地元住民の方々による長年にわたる多大なる協力であり、「もん

じゅ」は地元とともに発展してきたといっても過言ではない。 

今般の政策の見直しによって、今後「もんじゅ」の廃止措置に取り組むとともに、

「もんじゅ」を含む周辺地域において高速炉研究開発を実施していくが、説明会を

開催するなどこれらの経緯・取組について政府として丁寧に説明し、地元の理解を

得られるよう最大限取り組んでいく。また、地域雇用・経済の観点を含め、地元が

ともに発展するよう、政府として最大限に応えていく必要がある。このため、今般

の「もんじゅ」に係る政策変更に伴い、地元に大きな影響が生じないよう、また地

元が共に発展していけるよう、必要な地域振興策等に政府として取り組むこととす

る。 

なお、これまでに政府から福井県に対して示してきた方針や立地自治体との関係

を更に具体化するため、国と福井県が継続的に意見交換する場を設ける。 
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Ⅰ はじめに  

１．本審査書の位置付け 

本審査書は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法

律第166号。以下「法」という。）第４３条の３の３３第２項に基づき、国立研究開

発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）が原子力規制委員会

（以下「規制委員会」という。）に提出した「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設廃

止措置計画認可申請書」（平成29年12月6日付け申請、平成30年2月23日付け及び平成

30年3月19日付け一部補正。以下「申請書」という。）の内容が、法第４３条の３の

３３第３項において準用する法第１２条の６第４項の規定に基づく研究開発段階発

電用原子炉の設置、運転等に関する規則（平成12年総理府令第122号。以下「研開炉

規則」という。）第１１４条第２項に定める認可の基準に適合しているかどうかを審

査した結果を取りまとめたものである。 

 

２．判断基準及び審査方針 

特定研究開発段階発電用原子炉（燃料体が炉心等（炉心及び炉外燃料貯蔵槽をい

う。以下同じ。）から取り出されていない発電用原子炉をいう。以下同じ。）に対す

る、研開炉規則第１１４条に定められた廃止措置計画の認可の基準は、同条第２項

の規定によるところであり、具体的には、以下のとおりである。 

（１）廃止措置計画に係る特定研究開発段階発電用原子炉の運転停止に関する恒久的

な措置が講じられていること。 

（２）核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。 

（３）核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切

なものであること。 

（４）廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発

電用原子炉による災害の防止上適切なものであること。 

 

本審査では、上記廃止措置計画の認可の基準の適合性について、国立研究開発法

人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅの廃止措置計画の認可の審査に

関する考え方（原規規発第17041919号（平成29年4月19日原子力規制委員会決定）。

以下「審査の考え方」という。）に基づき確認することとした。 

審査の考え方においては、もんじゅの廃止措置の審査に係る基本的考え方（第４）、

申請書に記載する廃止措置計画に定めるべき事項に対する審査に係る確認事項（第

５）、申請書に添付する書類及びその記載事項に対する審査に係る確認事項（第６）

等が示されていることから、基本的な考え方を踏まえ、第５及び第６に示されてい

る各事項について確認することによって、認可の基準である研開炉規則第１１４条

第２項への適合性を確認した。 

また、本審査においては、以下の指針、ガイド等を参考とした。 

（１）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（昭和50年5月13日原子

力委員会決定。以下「線量目標値指針」という。） 

（２）発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について（平
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成元年3月27日原子力安全委員会了承） 

（３）発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する評価指針（昭和51年9月28日

原子力委員会決定。以下「線量評価指針」という。） 

（４）発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針（昭和57年1月28日原子力安全委

員会決定。以下「気象指針」という。） 

（５）原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（原規技発第13061911号（平成25年6月19日

原子力規制委員会決定）） 

（６）原子力発電所の火山影響評価ガイド（原規技発第13061910号（平成25年6月19日

原子力規制委員会決定）） 

（７）発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指針（昭和55年11月6日原子力

安全委員会決定） 

（８）原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（原規技発第13061913号（平成25年6月

19日原子力規制委員会決定）） 

（９）高速増殖炉の安全性の評価の考え方（昭和55年11月6日原子力安全委員会決定） 

（１０）発電用軽水型原子炉施設の安全性評価に関する審査指針（平成2年8月30日原

子力安全委員会決定） 

（１１）原子炉施設の解体に係る安全確保の基本的考え方（昭和60年12月19日原子力

安全委員会決定） 

 

本審査書においては、法令の規定等及び申請書の内容について、必要に応じ、文

書の要約又は言い換え等を行っている。 

 

 

Ⅱ 研開炉規則第１１４条第２項への適合性  

Ⅱ－１ 廃止措置計画に係る特定研究開発段階発電用原子炉の運転停止に関

する恒久的な措置が講じられていること 

規制委員会は、「廃止措置計画に係る特定研究開発段階発電用原子炉の運転停止に

関する恒久的な措置が講じられていること」については、審査の考え方に基づき、原

子炉を起動することができないよう、運転停止に関する恒久的な措置が具体的に定め

られていること（審査の考え方第５の５②及び第５の１２①）を確認することとし

た。 

 

申請者は、原子炉を起動することができないよう、運転停止に関する恒久的な措置

として、以下の措置を講じたとしている。 

１．原子炉モードを運転及び起動に切替えできない措置 

（１）運転及び起動信号の制御用ケーブルを中継端子盤の端子台において切り離した。 

（２）中央制御盤において原子炉モードスイッチを運転及び起動の位置に切替えでき

ないよう金属製のストッパーを取り付けた。ストッパーは、容易に外すことがで

きないようストッパーの裏面を金属パテで固定した。 

（３）制御棒駆動機構制御盤において原子炉モードスイッチから起動及び運転信号を

受信しているリレーを取り外した。 
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（４）原子炉トリップしゃ断盤より、原子炉トリップしゃ断器 8 基を引き抜き、除去

した。 

２．制御棒が駆動できない措置 

（１）制御棒駆動装置への電源供給ケーブルを切断し、除去した。 

（２）制御棒と制御棒駆動軸を切り離した。 

 

規制委員会は、申請者による運転停止に関する恒久的な措置について、以下の具体

的な措置が講じられていることを確認したことから、研開炉規則第１１４条第２項の

認可の基準に適合するものと判断した。 

なお、これらの措置については、現場確認を実施した。 

① 挿入されている制御棒を炉心から恒久的に引き抜くことをできなくするために、

原子炉モードスイッチを運転及び起動に切替えできないようストッパーを取り付け、

その裏面を金属パテで固定したこと。 

② 制御棒の制御用ケーブル等を中継端子盤から切り離す措置を講じたこと。 

③ 制御棒と制御棒駆動軸を切り離し、制御棒駆動装置への電源供給ケーブルを切断

及び除去する措置を講じたこと。 

④ 誤作動、誤操作により容易に原子炉を起動することができないよう、①～③を多

重に構造上の措置として講じていること。 

 

 

Ⅱ－２ 核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること  

規制委員会は、「核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること」について

は、審査の考え方に基づき、以下の「１．核燃料物質の管理」及び「２．核燃料物質

の譲渡し」の 2 項目に分け、確認することとした。 

 

１．核燃料物質の管理 

核燃料物質の管理については、保有する核燃料物質及び使用済燃料の種類並びに

その数量が明らかにされていること、核燃料物質及び使用済燃料を搬出するまでの

間における具体的な保管並びに管理の方法が定められていること（審査の考え方第

５の８①及び②）を確認することとした。 

 

申請者は、もんじゅにおける新燃料及び使用済燃料の数量を具体的に示している。

また、炉心等にある新燃料及び使用済燃料は、原子炉補助建物内の燃料池に移送後、

既に燃料池にある使用済燃料を含め、搬出するまでの期間、燃料池に貯蔵するとし

ている。もんじゅの新燃料貯蔵ラックにある燃料は、搬出するまでの期間、新燃料貯

蔵ラックに貯蔵するとしている。 

また、これらの核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設に係る安全確保上必要な機能（未臨

界維持、遮蔽、放射線監視、燃料落下防止、水位監視、漏えい監視、冷却・浄化、給

水等）を維持管理し、保安上必要な措置については、保安規定に定めて実施するとし

ている。 
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規制委員会は、申請者による核燃料物質の管理について、保有する核燃料物質及

び使用済燃料の種類並びにその数量が具体的に示されていること、これらを搬出す

るまでの間における貯蔵施設及び貯蔵施設における未臨界維持等の安全確保上必要

な機能の維持管理の方法等が具体的に定められていることを確認した。 

 

２．核燃料物質の譲渡し 

核燃料物質の譲渡しについては、核燃料物質の譲渡しに関する計画及び方法が定

められていること、具体的な計画及び方法が検討中である場合は、核燃料物質の譲

渡しに係る当面の対応のほか、当該検討に係る方針及び予定（当該検討の期限が明

らかなものに限る。）が定められていることなど（審査の考え方第５の８③及び④）

を確認することとした。 

 

申請者は、新燃料については、国内外の許可を有する事業者に譲り渡すとし、その

具体的な計画及び方法については、燃料体取出し期間（以下「第 1 段階」という。）

において検討し、解体準備期間（以下「第 2 段階」という。）に着手するまでに廃止

措置計画に反映して変更認可を受けるとしている。 

また、使用済燃料については、国内又は我が国が原子力の平和利用に関する協力

のための協定を締結している国において再処理を行うため、国内外の許可を有する

事業者に譲り渡し、その具体的な計画及び方法については、第 1 段階において検討

することとし、第 2 段階に着手するまでに廃止措置計画に反映して変更認可を受け

るとしている。 

なお、核燃料物質の搬出については、関係法令を遵守して実施するとともに、事業

所内の運搬については、保安のために必要な措置を保安規定に定めて実施するとし

ている。 

 

規制委員会は、申請者による核燃料物質の譲渡しについて、原子炉設置許可申請

書に記載された使用済燃料の処分の方法に従っていること、また、具体的な計画及

び方法については、第 1 段階において検討することし、第 2 段階に着手するまでに

廃止措置計画に反映して変更認可を受けるとしていることを確認した。 

 

以上のことから、規制委員会は、申請者による核燃料物質の管理及び譲渡しについ

て、研開炉規則第１１４条第２項の認可の基準に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅱ－３ 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃

棄が適切なものであること  

規制委員会は、「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及

び廃棄が適切なものであること」については、審査の考え方に基づき、以下の「１．

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理」及び「２．核燃料物質又は

核燃料物質によって汚染された物の処理及び廃棄」の 2 項目に分け、確認することと

した。 

- 178 -



 

5 

１．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理 

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理については、発電用原子

炉施設内の核燃料物質による汚染の分布等を評価した上で、具体的な汚染の除去の

方法及び安全管理上の措置が定められていること、申請の時点で核燃料物質による

汚染の除去に係る詳細な方法等を定め難い部分がある場合は、その理由を明らかに

するとともに、当該部分について、主要な工程及び全体の見通し等に係る事項及び

詳細な方法等を定める時期が定められていること（審査の考え方第５の９）を確認

することとした。 

 

申請者は、第 1 段階及び第 2 段階で行う核燃料物質による汚染の分布（以下「汚

染の分布」という。）に関する評価結果を踏まえ、機器・配管等の内面に残存してい

る汚染については、合理的に達成可能な限り放射線業務従事者の放射線被ばくを低

減するため又は放射性廃棄物の放射能レベルを低減するために、汚染の除去を行う

としている。また、原子炉容器室等の放射化による汚染が高い区域については、原子

炉容器等の解体・撤去に着手するまで、立入りの制限を行い、継続して管理するとし

ている。 

汚染の除去については、原子炉周辺設備の解体・撤去に着手するまでに、汚染の除

去の対象並びに具体的な汚染の除去方法及び安全管理上の措置について定め、廃止

措置計画に反映して変更認可を受けるとしている。 

 

規制委員会は、申請者による核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の

管理については、第 1 段階及び第 2 段階において実施する汚染の分布等に関する評

価結果を踏まえて行うとしていること、原子炉容器室等の放射化による汚染が高い

区域については、立入りの制限を行い、継続して管理する方針であることを確認し

た。 

 

２．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の処理及び廃棄 

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の処理及び廃棄については、①

発電用原子炉施設内に保管廃棄する放射性廃棄物及び廃止措置に伴って発生する放

射性廃棄物の廃棄について、取扱い並びに処理及び処分の方法が定められているこ

と、②放射性廃棄物を処分するまでの間、発電用原子炉施設内に放射性廃棄物を保

管廃棄する場合には、当該保管廃棄の方法、期間及び管理が定められていること及

び③申請の時点で核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄について

具体的な対応等を定め難い部分がある場合には、その理由を明らかにするとともに、

当該部分について、主要な工程及び全体の見通し等に係る事項並びに具体的な対応

等を定める時期が定められていること（審査の考え方第５の１０）を確認すること

とした。 

 

申請者は、放射性気体廃棄物、放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物に関して、

それぞれ以下の方法により処理及び廃棄を行うとしている。 
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（１）放射性気体廃棄物 

第 1 段階において発生する放射性気体廃棄物は、燃料洗浄設備からの使用済燃

料洗浄廃ガス、燃料取扱設備、貯蔵設備の機器等のガス置換等に伴う廃ガスとし

て、年間を通じて放射性希ガス（以下「希ガス」という。）及び放射性よう素（以

下「よう素」という。）が考えられる。これらは、気体廃棄物処理系を通じて排気

筒から放出される。なお、よう素については、半減期が短く、性能試験（40%出力

試験）中断後の減衰期間を考慮すると、放出量は無視できる。 

放射性気体廃棄物の廃棄については、排気中の放射性物質の濃度を排気筒モニ

タによって監視しながら排気筒から放出する。また、周辺監視区域境界において

も、空間放射線量及び空間放射線量率を監視する。放射性気体廃棄物の管理に係

る保安上必要な措置については、保安規定に定めて実施する。 

放射性気体廃棄物の放出に当たっては、周辺監視区域外の空気中の放射性物質

の濃度が核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく

線量限度を定める告示（平成 27 年原子力規制委員会告示第 8 号。以下「線量告示」

という。）に定める値を超えないように管理を行う。第 1 段階に発生する放射性気

体廃棄物（希ガス）の推定放出量から、線量目標値指針に基づき、放射性気体廃棄

物の放出管理目標値を設定し、これを超えないように努める。 

第 2 段階以降は、第 1 段階に行う汚染の分布に関する評価結果を踏まえ、第 2

段階に着手するまでに、また、廃止措置期間Ⅰ（以下「第 3 段階」という。）以降

においては、第 1 段階及び第 2 段階における汚染の分布に関する評価結果を踏ま

え、原子炉周辺設備の解体・撤去に着手するまでに、それぞれ処理方法及び管理方

法について定める。 

（２）放射性液体廃棄物 

第 1 段階において発生する放射性液体廃棄物の主なものは、燃料取扱設備、貯

蔵設備、共通保修設備、廃棄物処理設備等からの廃液、建物ドレン及び洗濯廃液で

あり、これらの放射性液体廃棄物の廃棄については、既設の放射性液体廃棄物の

処理設備の機能を維持しながら処理を行う。 

放射性液体廃棄物の放出前には、あらかじめ廃液モニタタンク又は洗濯廃液モ

ニタタンクにおいてサンプリングし、放射性物質の濃度を測定し、周辺監視区域

外の水中の放射性物質の濃度が線量告示に定める値を超えないように管理を行う。

第 1 段階に発生する放射性液体廃棄物の推定放出量から、線量目標値指針に基づ

き、放射性液体廃棄物の放出管理目標値を設定し、これを超えないように努める。

また、排水中の放射性物質の濃度は、排水モニタによって監視する。 

放射性液体廃棄物の管理に係る保安上必要な措置については、保安規定に定め

て実施する。 

第 2 段階以降は、第 1 段階に行う汚染の分布に関する評価結果を踏まえ、第 2

段階に着手するまでに、また、第 3 段階以降においては、第 1 段階及び第 2 段階

における汚染の分布に関する評価結果を踏まえ、原子炉周辺設備の解体・撤去に

着手するまでに、それぞれ処理方法及び管理方法について定める。 
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（３）放射性固体廃棄物 

放射性固体廃棄物については、廃止措置の終了までに、放射能レベルの比較的

高いもの、放射能レベルの比較的低いもの及び放射能レベルの極めて低いものに

区分し、廃止措置終了までにそれぞれの放射能レベル区分に応じて、許可を受け

た廃棄事業者（以下「廃棄事業者」という。）の廃棄施設に廃棄する。 

第 1 段階においては、使用済活性炭、雑固体廃棄物、使用済排気用フィルタ等

が放射性固体廃棄物として発生する。 

また、廃液蒸発濃縮装置濃縮廃液及び使用済樹脂については、廃液濃縮液タン

ク、粒状廃樹脂タンク又は粉末廃樹脂タンクに貯蔵し、固型化処理する。このため

のセメント固化装置を新設する。当該装置の新設に係る詳細な計画については、

2020 年度までに廃止措置計画に反映して変更認可を受ける。なお、第 1 段階にお

いて発生する廃液蒸発濃縮装置濃縮廃液及び使用済樹脂の発生量が、廃液濃縮液

タンク、粒状廃樹脂タンク又は粉末廃樹脂タンクの貯蔵容量を超える場合には、

セメント固化装置による固型化処理が開始されるまでの期間、一時的に専用容器

に保管し、管理する。専用容器は JIS 規格に適合するドラム缶とし、材質は既設

タンクと同様にステンレス製とする。また、一時保管場所は、固体廃棄物処理設備

が設置されるメンテナンス・廃棄物処理建物内とし、堰による漏えいの拡大防止

措置及び漏えい検出器による漏えい監視を行う。 

使用済活性炭、使用済排気用フィルタ及び雑固体廃棄物は、ドラム缶等の容器

に封入又は梱包する。また、圧縮可能な雑固体廃棄物はベイラにて圧縮処理し、ド

ラム詰めにする。これらのドラム缶等の容器に封入又は梱包した固体廃棄物は、

固体廃棄物貯蔵庫に保管する。 

使用済制御棒集合体等については、燃料池又は固体廃棄物貯蔵プールに保管す

る。 

放射性固体廃棄物の保管量については、固体廃棄物貯蔵庫等の保管容量を超え

ないように管理する。放射性固体廃棄物の管理に係る保安上必要な措置について

は、保安規定に定めて実施する。 

 

規制委員会は、申請者による核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の

処理及び廃棄について、以下のことなどを確認した。 

（１）周辺監視区域外の空気中の放射性物質の濃度が線量告示に定める値を超えない

ように管理放出を行うとしていること。 

（２）排気、排水中の放射性物質の濃度をモニタによって監視するとともに、周辺環

境における放射線モニタリングを行うとしていること。 

（３）放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の管理、処理及び廃棄の方法が定めら

れていること。 

（４）放射性固体廃棄物については、廃止措置の終了までに、放射能レベルに応じた

区分をし、それぞれの放射能レベル区分に応じて廃棄事業者の廃棄施設に廃棄す

るとしていること。 

（５）第 1 段階において発生する廃液蒸発濃縮装置濃縮廃液、使用済樹脂、使用済活

性炭、雑固体廃棄物、使用済排気用フィルタ等について、廃棄物の種類、性状等に
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応じて処理を行い、所定の容器に封入後、保管容量を超えないように既設の固体

廃棄物貯蔵庫等に保管すること。 

（６）保管廃棄の方法、期間及び管理が定められていること。 

 

以上のことから、規制委員会は、申請者による核燃料物質又は核燃料物質によって

汚染された物の管理、処理及び廃棄について、研開炉規則第１１４条第２項の認可の

基準に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅱ－４ 廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染され

た物又は発電用原子炉による災害の防止上適切なものであること  

規制委員会は、「廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染さ

れた物又は発電用原子炉による災害の防止上適切なものであること」については、審

査の考え方に基づき、以下の 4 項目に分け、確認することとした。 

１．解体の対象となる施設及び解体工事の方法 

１－１ 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設 

１－２ 解体工事の方法 

２．保安のための措置 

２－１ 保安のために必要な措置 

２－２ 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理 

２－３ 廃止措置中に想定される事故の種類、程度、影響等 

３．性能維持施設 

３－１ 性能維持施設の抽出 

３－２ 性能維持施設に係る性能及び維持期間 

３－３ 性能維持施設の位置、構造及び設備、その性能並びにその性能を維持す

べき期間 

３－４ 性能維持施設の維持の方法及び保守管理 

３－５ ２次冷却材ナトリウム一時保管用タンクの設置 

４．廃止措置の工程管理等 

４－１ 廃止措置の工程管理 

４－２ 燃料体取出し作業の工程管理 

４－３ 廃止措置に要する資金の額及びその調達計画 

４－４ 廃止措置の実施体制 

４－５ 品質保証計画 

 

１．解体の対象となる施設及びその解体の方法  

１－１ 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設 

廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設が明確に定められていること（審

査の考え方５の５①）を確認することとした。 
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申請者は、廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設は放射性物質による汚

染のないことが確認された地下建物、地下構造物及び建物基礎を除く原子炉本体、

核燃料物質の貯蔵施設、廃棄施設等の原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可を受

けた原子炉並びにその附属施設であるとしている。 

 

規制委員会は、申請者が廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設を明確に

していることを確認した。 

 

１－２ 解体工事の方法 

解体工事の方法については、解体・撤去の工法が、公衆及び放射線業務従事者の

受ける放射線被ばく線量の抑制及び低減の観点から、施設内に残存する放射性物質

の種類、数量、分布及び放射性廃棄物の発生量を事前に評価した上で具体的に定め

られていること、廃止措置について詳細な方法等を定めることが困難な部分がある

場合は、その理由を明らかにするとともに、当該部分に係る主要な工程及び全体の

見通し等に係る事項並びに当該部分について詳細な方法等を定める時期が定められ

ていること（審査の考え方第５の５③）を確認することとした。 

 

申請者は、廃止措置の実施に当たっては法令等の遵守はもとより、安全の確保を

最優先に、周辺公衆及び放射線業務従事者の放射線被ばく線量並びに放射性廃棄物

発生量の低減に努め、保安のために必要な施設の機能及び性能を維持管理しつつ着

実に進めるとしている。具体的には、廃止措置期間全体を、第 1 段階、第 2 段階、

第 3 段階及び廃止措置期間Ⅱ（以下「第 4 段階」という。）の 4 段階に区分し、安全

を確保しつつ、次の段階に進むための準備をしながら着実に進めるとしている。 

また、残存する放射性物質の核種組成、放射能量等について、施設内の主な放射能

量は、新燃料及び使用済燃料（計 538 体）合わせて、希ガスが 3.0×1011Bq、よう素

が 2.2×109Bq、プルトニウム及びアメリシウムが 3.5×1017Bq、冷却材中の放射化ナ

トリウムが 5.5×109Bq 等としている。 

放射性廃棄物の発生量等については、廃止措置期間全体にわたり発生する放射性

固体廃棄物の発生量を 26,700 トンと推定している。ただし、廃止措置期間全体にわ

たり発生する放射性固体廃棄物の放射能レベル区分ごとの推定発生量については、

第 1 段階及び第 2 段階における汚染の分布に関する評価結果を踏まえて評価するこ

ととし、原子炉周辺設備の解体・撤去に着手するまでに廃止措置計画に反映して変

更認可を受けるとしている。 

廃止措置については、早期のリスク低減を図るため、炉心等から燃料体を取り出

す作業（以下「燃料体取出し作業」という。）を最優先に実施することから、現時点

で第 2 段階以降の詳細な方法等を定めることが困難であるが、それぞれの段階に着

手するまでに廃止措置計画に反映して変更認可を受けるとしている。 

申請者は、第 1 段階及び第 2 段階以降の廃止措置について、以下の方法により行

うとしている。 

（１）第 1 段階 

第 1 段階の廃止措置については、燃料体取出し作業を最優先に実施することと
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し、2018 年度から 2022 年度までに以下の方法により行う。 

① 燃料体取出し作業 

燃料体取出し作業は、燃料体を炉心から取り出して炉外燃料貯蔵槽に移送

する作業（以下「燃料体の取出し」という。）及び燃料体を炉外燃料貯蔵槽か

ら取り出して燃料洗浄設備において付着したナトリウムを蒸気及び水によっ

て洗浄し、燃料池の貯蔵ラックに貯蔵する作業（以下「燃料体の処理」という。）

からなる。燃料体を取り出した後の炉心位置には、燃料体の取出しを安全かつ

確実に行うために、燃料体の形状、重量等を模擬した模擬燃料体又は固定吸収

体を装荷する。なお、炉心から燃料体を取り出す前に、炉外燃料貯蔵槽に貯蔵

している燃料体を取り出し、洗浄して燃料池へ移送する。 

② ２次系ナトリウムの抜取り 

ナトリウム漏えいのリスクを低減するため、２次主冷却系設備、補助冷却設

備、２次ナトリウム補助設備及び２次メンテナンス冷却系設備に内包するナ

トリウムを既設のオーバフロータンク及びダンプタンクにドレンする。また、

既設のオーバフロータンク及びダンプタンクの容量を超える２次系ナトリウ

ムについては、原子炉補助建物内に設置する一時保管用タンクにドレンする。 

１次系ナトリウム等の２次系ナトリウム以外のナトリウムの抜取り方法及

び時期については、第 1 段階において検討することとし、第 2 段階に着手す

るまでに廃止措置計画に反映して変更認可を受ける。 

③ 汚染の分布に関する評価 

解体・撤去作業における放射線業務従事者の放射線被ばく低減及び放射性

廃棄物の放射能レベル低減を目的として、施設内における汚染の分布に関す

る評価を第 1 段階及び第 2 段階に行う。第 1 段階においては、主に１次主冷

却系における汚染の分布について評価を実施する。 

（２）第 2 段階以降 

第 2 段階以降の廃止措置については、2023 年度から 2047 年度までに主に以下の

工事を行うとしており、これらの詳細については、第 1 段階に検討する１次系ナ

トリウムの抜取り方法、第 1 段階に実施する汚染の分布に関する評価結果等を踏

まえ、１次主冷却系設備、２次主冷却系設備等のナトリウム取扱設備（以下「ナト

リウム機器」という。）の解体についての検討を進める必要があることから、第 2

段階に着手するまでに廃止措置計画に反映して変更認可を受けるとしている。 

① 第 2 段階は、汚染の分布に関する評価等を継続するとともに、ナトリウム

機器の解体準備及び水・蒸気系等の発電設備の解体・撤去に着手する。 

② 第 3 段階は、水・蒸気系等の発電設備の解体・撤去を継続するとともに、ナ

トリウム機器の解体・撤去を行う。 

③ 第 4 段階は、管理区域の解除及び建物等の解体・撤去を行う。 

なお、使用済燃料の譲渡し及びナトリウムの処理・処分の方法については、第 2

段階に着手するまでに廃止措置計画に反映して変更認可を受けることとしており、

それに従い、譲渡し及び処理・処分に係る取組みを着実に進めていく。 

また、放射性固体廃棄物の廃棄については、廃棄施設の整備等を着実に進めて

いく。 
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規制委員会は、審査の過程において、第 2 段階で予定されている１次系ナトリウ

ムの抜取りに関して、１次系ナトリウムを安全かつ確実に抜き取る上で、第 1 段階

における抜取り方法等の検討は重要であることから、検討項目、時期、体制等を明確

にするよう求めた。 

申請者は、検討の結果、１次系ナトリウムの抜取り方法、ナトリウムの処理・処分

等に向けた準備について、敦賀廃止措置実証本部を中心に、もんじゅ及びプラント

メーカと連携して既設設備の活用、海外プラントの技術等について調査及び検討を

進めることとし、必要な技術開発費用の確保を含め、第 2 段階以降、速やかに準備

作業に取り掛かれるよう検討を進め、第 2 段階に着手するまでに廃止措置計画に反

映して変更認可を受けることとした。 

 

規制委員会は、申請者による解体工事の方法について、廃止措置期間全体を 4 段

階に区分し、第 1 段階は、早期のリスク低減を図るため燃料体取出し作業を最優先

に実施することとし、燃料体取出し作業、２次系ナトリウムの抜取り及び汚染の分

布に関する評価を行うことなどについて、施設内に残存する核燃料物質の種類、数

量及び２次系ナトリウムの量、汚染の状況を踏まえた上で、具体的に工事の手順、工

程、作業内容等が定められていることを確認した。 

また、第 2 段階以降については、主な実施事項と実施期間が工程として示されて

いること、その具体的な作業の方法については、第 1 段階に検討する１次系ナトリ

ウムの抜取り方法、第 1 段階に実施する汚染の分布に関する評価等を踏まえ検討を

進める必要があることから、第 2 段階に着手するまでに廃止措置計画に反映して変

更認可を受けるとしていることなどを確認した。 

 

２．保安のための措置  

２－１ 保安のために必要な措置 

保安のために必要な措置については、保安のために必要な発電用原子炉施設の維

持管理、放射性廃棄物の取扱いその他の必要な措置が、廃止措置の進捗に応じた段

階ごとに定められていること（審査の考え方第５の５④）を確認することとした。 

 

申請者は、廃止措置の実施に当たって、法令等を遵守することはもとより、安全の

確保を最優先に、周辺公衆及び放射線業務従事者の放射線被ばく線量並びに放射性

廃棄物発生量の低減に努め、保安のために必要な施設の機能及び性能を維持管理し

つつ着実に進めることとし、以下の基本方針を示している。また、廃止措置期間中の

保安活動及び品質保証に関して必要な事項については、保安規定に定めて実施する

としている（品質保証については４－５参照。）。 

（１）廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設（以下「性能維持施設」と

いう。）については、燃料体取出し作業に係る設備、放射性気体廃棄物及び放射性

液体廃棄物の処理設備等の施設を、廃止措置の進捗に応じて維持管理していく。

これら性能維持施設の保守管理については、廃止措置の進捗に応じて、維持する

施設の範囲を明確にし、施設の重要度に応じた点検を保全計画に従い実施する（性

能維持施設については３－１参照。）。 
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（２）放射線業務従事者の放射線被ばく線量の低減については、線量告示に定められ

ている線量限度を超えないことはもとより、合理的に達成可能な限り低減するよ

う、汚染の除去、時間的減衰及び遠隔装置の活用並びに汚染拡大防止措置等を講

じた解体・撤去の手順及び工法を策定する（放射線被ばく管理については２－２

参照。）。 

（３）廃止措置で実施する各作業については、放射線被ばく線量低減対策のほか、高

所作業対策、特定化学物質等有害物対策、感電防止対策、粉じん障害対策、酸欠防

止対策、騒音防止対策等の労働災害防止対策を含めたリスクアセスメントを実施

し、リスクレベルに応じたリスク低減対策を講じる。 

（４）放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物については、周辺公衆の放射線被ばく

線量を合理的に達成可能な限り低減するように、処理に必要となる設備の性能を

維持しながら管理放出するとともに、周辺環境における放射線モニタリングを継

続して行う。また、放射性物質により汚染された設備の解体・撤去に当たっては、

放射性物質による汚染を効果的に除去することにより、放射性固体廃棄物の発生

量又は放射能レベルを低減する。発生した放射性固体廃棄物については廃止措置

の終了までに廃棄事業者の廃棄施設に廃棄する（放射性廃棄物についてはⅡ－３

参照。）。 

また、上記基本方針に基づき、第 1 段階における廃止措置に係る作業の具体的方

法、安全対策、必要となる性能維持施設の範囲、機能及び性能等について、その具体

的な内容を示している。また、第 2 段階以降における廃止措置に係る作業の具体的

方法等については、各段階に着手するまでに廃止措置計画に反映して変更認可を受

けることとしている。 

 

規制委員会は、申請者による保安のために必要な措置について、施設の維持管理、

放射性廃棄物の取扱い、放射線被ばく線量低減対策、リスク低減対策等に係る基本

方針が示されていること、また、これらについて廃止措置の進捗に応じた段階ごと

に定めるとし、第 1 段階に係る措置については、その具体的措置が示されるととも

に、第 2 段階以降に係る措置については各段階に着手するまでに廃止措置計画に反

映して変更認可を受ける方針としていることを確認した。 

 

２－２ 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理 

廃止措置に伴う放射線被ばくの管理については、放射線管理、放射性気体廃棄物

及び放射性液体廃棄物による実効線量並びに直接線及びスカイシャイン線による周

辺公衆の実効線量について以下の（１）～（４）（審査の考え方第６の３）を確認す

ることとした。 

（１）廃止措置期間中の核燃料物質による汚染の除去、放射性廃棄物の廃棄に係る放

射線管理の基本的考え方及び対応に関する説明が示されていること。 

（２）廃止措置期間中の核燃料物質による汚染の除去、放射性廃棄物の廃棄に係る作

業又は工程ごとの放射線被ばく低減対策及び安全対策に関する説明が示されてい

ること。 

（３）放射性気体廃棄物、放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物の発生量を、中和、
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濃縮等の放射性廃棄物を処理する作業の種類ごとに評価した結果が廃止措置の作

業又は工程ごとに示されていること。 

（４）放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の環境への放出に伴う周辺公衆の線量、

放射性固体廃棄物の保管に伴う直接線及びスカイシャイン線による周辺公衆の線

量に関する説明が廃止措置の作業又は工程ごとに示されていること。 

 

申請者は、廃止措置に伴う放射線被ばくの管理について、以下の（１）～（４）の

方法により行うとしている。 

（１）放射線管理 

放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に当たっては、廃止措置が終了す

るまで、関係法令を遵守し、周辺公衆及び放射線業務従事者の放射線被ばくを合

理的に達成可能な限り低減するため、放射線遮蔽体、換気設備、放射線管理施設及

び放射性廃棄物の廃棄施設の必要な機能を必要な期間維持管理するとともに、管

理区域を設定して出入管理を行い、外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質

の濃度及び床等の表面の放射性物質の密度を管理する。 

管理区域は、廃止措置対象施設のうち、外部放射線に係る線量、空気中の放射性

物質の濃度又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が、

線量告示に定められた値を超えるか又は超えるおそれのある区域を全て管理区域

として設定する。なお、管理区域外において一時的に上記管理区域に係る値を超

えるか又は超えるおそれのある区域が生じた場合は、一時管理区域として設定す

る。管理区域の外側には、当該区域の外側のいかなる場所においても、その場所に

おける線量が線量告示に定める線量限度を超えるおそれのない区域を周辺監視区

域として設定し、人の立入りを制限する。 

（２）直接線及びスカイシャイン線による一般公衆の実効線量 

第 1 段階においては、放射性物質を内包する系統及び設備を収納する建物及び

建築物の解体・撤去は行わず、放射線遮蔽機能の維持管理を継続する。 

第 1 段階において発生する使用済活性炭、使用済排気用フィルタ及び雑固体廃

棄物は、ドラム詰め又は梱包し、保管容量を超えないように、固体廃棄物貯蔵庫に

保管する。また、使用済制御棒集合体等については、燃料池又は固体廃棄物貯蔵プ

ールに保管する。第 1 段階において発生する廃液蒸発濃縮装置濃縮廃液及び使用

済樹脂については、セメント固化が可能となるまでの期間、廃液濃縮液タンク、粒

状廃樹脂タンク又は粉末廃樹脂タンクに貯留する。 

したがって、原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による空気カーマ

は、年間 50μGy を下回る原子炉運転中の状態から、原子炉運転を前提とした原子

炉格納容器からの空気カーマを差し引いた値となり、原子炉施設からの直接線及

びスカイシャイン線による空気カーマは、人の居住の可能性のある敷地境界外に

おいて年間 50μGy を下回る。 

第 2 段階以降の直接線及びスカイシャイン線による一般公衆の実効線量につい

ては、それぞれの段階に着手するまでに、それぞれ評価し、廃止措置計画に反映し

て変更認可を受ける。 
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（３）放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物による実効線量 

第 1 段階で発生する放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物は、「Ⅱ－３ ２．

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄」に記載のとおりであり、

発生する放射性気体廃棄物（希ガス）の推定放出量は年間 5.6×1012Bq、放射性液

体廃棄物（トリチウムを除く。）の推定放出量は年間 4.8×108Bq、トリチウムの推

定放出量は年間 2.8×1012Bq である。 

周辺公衆の受ける実効線量は、線量評価指針及び気象指針を参考に評価し、も

んじゅの希ガスの放出に伴う敷地境界外でのγ線による実効線量が最大となるの

は、排気筒の中心から東南東方向約 690m 地点であり、その実効線量は年間 5.2×

10-4μSv となる。 

また、第 1 段階に放出される放射性液体廃棄物による実効線量を線量評価指針

に基づき評価した結果、実効線量は年間 0.70μSv となる。 

第 1 段階における放射性気体廃棄物による実効線量、放射性液体廃棄物による

実効線量の合計は、年間 0.70μSv となり、線量目標値指針に示される線量目標値

年間 50μSv を十分下回る。 

第 2 段階以降の平常時の周辺公衆の受ける実効線量については、第 2 段階は、

第 1 段階における汚染の分布に関する評価の結果を踏まえ、第 2 段階に着手する

までに、また、第 3 段階以降については、第 1 段階及び第 2 段階における汚染の

分布に関する評価の結果を踏まえ、原子炉周辺設備の解体・撤去に着手するまで

に、それぞれ評価し、廃止措置計画に反映して変更認可を受ける。 

 

規制委員会は、申請者による廃止措置に伴う放射線被ばくの管理について、以下

のことを確認した。 

（１）放射線管理については、周辺公衆及び放射線業務従事者の放射線被ばくを合理

的に達成可能な限り低減するため、放射線遮蔽体、廃棄施設等の必要な機能を維

持管理するとしていること、管理区域の出入管理、汚染管理等について運転時と

同様の措置を講じること。 

（２）施設から放出される放射性物質に起因する敷地境界外の公衆の実効線量につい

ては、第 1 段階において、線量目標値指針に示される線量目標値（年間 50μSv）

を下回ること。 

 

２－３ 廃止措置中に想定される事故の種類、程度、影響等 

廃止措置中に想定される事故の種類、程度、影響等については、廃止措置中の過

失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生すると想定される事故の

種類、程度、影響等について以下の（１）～（３）（審査の考え方第６の４）を確認

することとした。 

（１）廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、津波、溢水、火災、火山活動、

竜巻等があった場合に発生すると想定される事故（重大事故等及び大規模損壊

に係るものを含む。）の種類、程度、影響等に関する説明が示されていること。 

（２）重大事故等発生時及び大規模損壊発生時における体制及び対応に関する説明

が示されていること。なお、保安規定において具体的な対応等を定めている場
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合は、その旨が示されていること。 

（３）初期の廃止措置計画について認可を申請する場合において、（１）及び（２）

に掲げる説明について詳細な説明が困難な事項があるときには、機械又は装置

の故障（既往の許認可における原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、地

震、火災等があった場合に発生すると想定される原子炉の事故の種類、程度、影

響等に関する説明書及び緊急安全対策を基にしたもの等を含む。）、地震、津波

等について、既往の評価結果を基に、優先して実施すべき工程に係る施設の現

況等に可能な限り即した説明が示されていること。 

 

申請者は、事故の起因事象及び事故の種類、程度、影響等について、以下のとおり

としている。 

（１）事象の想定 

申請者は、廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、津波等のうち、地震、

津波等（外的事象）については、審査の考え方に記載された事象に関して、既往の

評価結果等を基に、現状のプラント状態を踏まえ、以下のとおり評価した結果、地

震、津波等（外的事象）を起因とする事故は抽出されなかったとしている。 

① 地震 

地震を起因とする事象については、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審

査指針」等の改訂に伴う既設発電用原子炉施設の耐震安全性の評価等の実施

について（平成 18 年 9 月 20 日原子力安全・保安院）の指示に基づき実施し

た評価（以下「耐震バックチェック」という。）をもとに評価した。 

耐震バックチェックにおいては、発電用原子炉施設に関する耐震設計審査

指針（平成 18 年 9 月 19 日原子力安全委員会決定）に基づき基準地震動 Ss を

策定し、その基準地震動 Ss に対する耐震安全性評価を行った。基準地震動 Ss

に対する評価を行った施設は、Ｓクラスの施設、Ｓクラスの施設に波及的破損

を生じさせるおそれのあるＢクラス及びＣクラスの施設とした。この結果、耐

震安全上重要な原子炉建物、原子炉補助建物、ディーゼル建物、機器・配管系

及び屋外重要土木構造物の安全性が確保されることを確認した。 

一方、軽水炉（関西電力株式会社美浜発電所３号炉（以下「美浜３号炉」と

いう。））の新規制基準適合性審査において認められた震源特性パラメータ等

を用いて策定した基準地震動 Ss と、耐震バックチェックにおいて策定した基

準地震動 Ss を比較すると、応答スペクトルに基づく地震動は同等であるが、

断層モデルを用いた手法による地震動は、一部周期帯において、耐震バックチ

ェックにおいて策定した地震動を超過していた。このため、美浜３号炉の基準

地震動 Ss策定における震源特性パラメータ等を用いて断層モデルに基づく地

震動を新たに策定し、耐震安全性を簡易的な手法（応答倍率法）によって評価

した結果、原子炉冷却材バウンダリ、燃料取扱及び貯蔵設備の健全性は確保さ

れることを確認した。 

② 津波 

津波評価については、美浜３号炉の新規制基準適合性審査において認めら

れた基準津波の波源を用いて、もんじゅに即した海底地形、港湾形状、標高の
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パラメータ等を考慮した入力津波を策定して、津波評価を実施した。 

また、津波に伴う水位変動の評価は、非線形長波理論に基づく平面二次元モ

デルによる津波シミュレーションプログラムを用いて実施した。津波シミュ

レーションに用いる敷地沿岸域及び海底地形には、海上保安庁等による海底

地形図、海上音波探査記録及び深浅測量結果を用いた。津波シミュレーション

に用いる数値計算モデルは、最小空間格子間隔を 3.125m とした詳細格子分割

の数値計算モデルであり、もんじゅ敷地内の陸側境界条件については陸上遡

上を考慮した。 

波源は、美浜３号炉の新規制基準適合性審査において水位上昇側の評価で

基準津波に選定されたケースの波源である若狭海丘列付近断層と隠岐トラフ

海底地すべり（エリア B）の組み合わせを対象とし、計算に当たっては断層と

地すべりによる初期水位を同一の伝播計算上で考慮した津波シミュレーショ

ンを実施した。 

評価の結果、津波水位は最大 8.8m であり、取水口及び原子炉補機冷却海水

ポンプは水没するが、崩壊熱除去に係る動的機能の維持は不要であることか

ら事故の起因とはならない。また、敷地高さ 21m まで津波水位は到達しない

ことから、大量の海水が建物内に浸水することはない。 

③ 竜巻 

竜巻については、原子力発電所の竜巻影響評価ガイドに基づき検討を行い、

設計竜巻の最大風速はフジタスケール F3 の最大風速である 92m/s を保守側に

100m/s とした。防護対象施設は、燃料体を保有する原子炉本体、炉外燃料貯

蔵槽、燃料池を有する原子炉建物及び原子炉補助建物とした。なお、保有する

燃料の熱的状態から、崩壊熱除去に係るポンプ、空気冷却器等の動的機能維持

は不要であることから、ディーゼル建物は防護対象施設としない。 

評価の結果、防護対象施設は十分な耐性があることを確認した。また、竜巻

飛来物に対しては、飛来物の飛散解析を行い、地上からの飛来物及び建物屋上

からの飛来物に対して防護対象施設に影響を与えないことを確認した。 

なお、建物屋上にコンテナの配置を想定した場合には、コンテナの飛散によ

り原子炉建物トップドーム部から剥離したコンクリートが、原子炉建物の内

側に設置された原子炉格納容器に影響を与えるおそれがあることから、燃料

体を保有する施設を確実に防護するため、固縛等の必要な対応を実施する。 

④ 火山活動 

火山活動については、原子力発電所の火山影響評価ガイドに記載された火

砕物密度流、溶岩流等の設計対応不可能な火山事象が、もんじゅに影響を及ぼ

す可能性を検討した。もんじゅ周辺の地理的領域の第四紀火山の 26 火山のう

ち、将来の活動可能性が否定できない火山として 10 火山を抽出した。設計対

応不可能な火山事象について抽出した火山ごとに検討を行い、設計対応不可

能な火山事象が、もんじゅ敷地に影響を及ぼす可能性が十分に小さいことを

確認した。 

設計対応不可能な火山事象以外の火山事象である降下火山灰の堆積荷重に

対する評価については、燃料体を保有している原子炉建物及び原子炉補助建
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物を対象として、火山噴火による降下火山灰の堆積荷重に対する構造健全性

を確認した。評価においては、想定する堆積荷重として降雪の影響も考慮し、

火山灰と積雪を重ね合わせ、火山灰条件は堆積厚さ 10cm とし、積雪条件は堆

積厚さ 200cm とした。評価の結果、原子炉建物及び原子炉補助建物ともに、火

山灰と積雪の重ね合わせを考慮した荷重は許容される短期荷重以内であり、

構造健全性は確保されることを確認した。 

⑤ 火災 

火災については、原子炉設置許可申請書における火災に対する設計上の考

慮を維持する。具体的には、発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査

指針に基づく火災発生防止、火災検知、消火及び火災の影響の軽減の 3 方策

を、施設の状態を踏まえ、適切に組み合せた設計を維持する。また、森林火災

も含めた設計想定を超えた大規模な火災に対しての消火活動の体制を維持す

る。これらにより、火災の発生防止及び発生時の影響緩和を図る。 

なお、保有する燃料の熱的状態を踏まえると崩壊熱除去に係る動的機能の

維持は不要であり、火災に起因する当該動的機器の機能喪失を想定しても燃

料体の健全性が損なわれることはない。 

⑥ 内部溢水 

内部溢水については、崩壊熱除去に係るポンプ、弁、換気空調設備のブロワ、

フィルタ、非常用電源盤等の安全上重要な設備は、堰又は気密扉等により外部

からの水の浸入がなく、溢水源がない部屋に設置されていること、溢水源及び

水の浸入があったとしても水が滞留しない構造の部屋に設置されていること

など、溢水により安全上重要な設備が影響を受けない設計としている。 

なお、保有する燃料の熱的状態を踏まえると崩壊熱除去に係る動的機能の

維持は不要であり、溢水により当該動的機器の機能喪失を想定しても燃料体

の健全性が損なわれることはない。また、ナトリウムを保有するエリア（以下

「禁水エリア」という。）を有するため、溢水の禁水エリアに対する影響を確

認した結果、溢水が発生した場合に床ドレン配管等を通じて最終的に原子炉

補助建物の最下層フロアに滞留するが、溢水水位が管理区域、非管理区域のい

ずれにおいても禁水エリア境界高さ未満に留まることから、禁水エリアに影

響を与えないことを確認した。 

（２）事故評価（事故の種類、程度、影響等） 

申請者は、事故の起因事象の検討結果から事故の種類として、廃止措置中に想

定される過失、機械又は装置の故障（内的事象）から代表事故として、第 1 段階に

おいて、燃料取扱事故及び１次冷却材漏えい事故を以下のとおり評価したとして

いる。また、重大事故に至るおそれのある事故又は重大事故について以下のとお

り評価したとしている。 

① 第 1 段階に想定される事故における周辺公衆の受ける線量評価 

a. 燃料取扱事故 

燃料池での燃料取扱い中の燃料体 1 体が破損することを想定した。具

体的には、燃料被覆管全てが破損し、燃料ギャップ内の希ガス及びよう素

の全量が燃料池水中に放出し、燃料池エリア内に放出された希ガス及びよ
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う素が直接大気中に放出されることを想定した。 

その結果、大気中に放出される核分裂生成物は、よう素（I-131 等価換

算）で 2.7×104Bq、希ガス（0.5MeV 換算）で 1.8×109Bq となり、敷地境

界外における最大の実効線量は、よう素の吸入摂取による小児の実効線量

が 2.9×10-8mSv、希ガスのγ線による実効線量が 1.2×10-6mSv となる。 

b. １次冷却材漏えい事故 

１次冷却材漏えい事故として原子炉冷却材バウンダリからのナトリウ

ムの漏えいを想定した。具体的には、原子炉冷却材バウンダリの破損箇所

は 1 次冷却材の漏えい量が大きくなるコールドレグ配管とし、漏えいし

たナトリウムのうち 2.5 トンが燃焼すること、その中に含まれる放射化

ナトリウムはプレートアウト等の減衰を期待しないで全量が原子炉格納

容器内床上へ移行し、さらにその全てがアニュラス循環排気装置を介さな

いで地上放散されることを想定した。 

その結果、１次冷却材漏えい事故によって大気中に放出される放射化ナ

トリウム（0.5MeV 換算）の量は、4.6×107Bq となり、敷地境界外におけ

る最大の実効線量は、放射化ナトリウムの吸入摂取による小児の実効線量

が 8.8×10-7mSv、放射化ナトリウムのγ線による実効線量が 3.1×10-8mSv

となる。 

以上のことから、周辺公衆に対する著しい放射線被ばくのリスクは小さい。 

 

② 重大事故に至るおそれのある事故又は重大事故 

a. 保有する使用済燃料の全量破損時及び１次冷却材の全量放出時の評価 

もんじゅの運転実績、使用済燃料の放射能量、崩壊熱等を踏まえ、燃料

池中の全燃料体が破損し、内包する希ガス（3.0×1011Bq）及びよう素（2.2

×109Bq）の全量が瞬時に放出するとともに、１次冷却材中の放射化ナト

リウム（5.5×109Bq）の全量が瞬時に放出することを想定した評価を実施

した。 

その結果、敷地境界外における最大の実効線量は、よう素の吸入摂取に

よる小児の実効線量が 2.3×10-3mSv、希ガスのγ線による実効線量が 2.0

×10-4mSv、また、放射化ナトリウムの吸入摂取による小児の実効線量が

2.7×10-4mSv、放射化ナトリウムのγ線による実効線量が 9.5×10-6mSv と

なる。 

b. 除熱機能喪失時の評価 

現状の崩壊熱等を踏まえた除熱機能喪失時の評価を実施した。具体的

には、原子炉容器、炉外燃料貯蔵槽、燃料池及び燃料取扱設備の各々にお

いて除熱機能が喪失する事故を想定した。その結果、全ての評価で燃料被

覆管肉厚中心最高温度は、熱的制限値（675℃）を下回ることから燃料被

覆管は損傷せず、放射性物質の外部への放出はないことを確認した。 

c. 燃料池水の大規模漏えい時の評価 

燃料池については、池水が全て喪失した場合を想定し、未臨界性及びス

カイシャイン線による周辺公衆の放射線被ばくへの影響を評価した。その
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結果、未臨界性については、実効増倍率が最も厳しくなる缶詰缶なしの低

水密度状態（水密度 0.14g/cm3）で 0.93 であり、水密度が減少する事象が

生じた場合でも未臨界は維持されることを確認した。また、スカイシャイ

ン線による周辺公衆の放射線被ばくへの影響については、燃料池の池水が

全て喪失した状態を想定しても、敷地境界上の評価地点における実効線量

率が最大で 1.8μSv/h となる。 

以上のことから、周辺公衆に対する著しい放射線被ばくのリスクは小さい。 

 

（３）大規模損壊等に係る体制及び対応 

申請者は、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

ズムによって大規模損壊が発生した場合について、以下の体制等を整備するとし

ている。 

① 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動

に関すること。 

② 大規模損壊発生時における燃料池の水位を確保するための対策及び使用済

燃料の損傷を緩和するための対策に関すること。 

③ 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するための対策に関す

ること。 

体制の整備に当たっては、大規模な自然災害及び故意による大型航空機の衝突

による大規模な災害が発生した場合に対し、放射性物質の放出低減を目的とした

基本対応フローを整備するとしている。対応で使用する水源、泡消火設備、消火剤

等の資機材を整備するとともに、具体的な資機材の配置、手順等については、保安

規定や保安規定に基づく品質マネジメント文書に定めるとしている。 

 

規制委員会は、審査の過程において、申請者が大規模損壊が発生した場合におけ

る体制及び資機材の整備に関し、既往の評価結果からは大規模損壊に至るシナリオ

等の詳細な説明ができないため、対策の詳細な説明は今後実施するとしていたとこ

ろ、大規模損壊においては、特定のシナリオを想定しないで可搬型設備を中心に考

えること、ナトリウム火災のリスクがあることから、その対策に必要となる窒素ガ

ス、湿潤炭酸ガス、ナトリウム火災用の消火剤を十分に備蓄するとともにその使用

方法を検討することを求めた。 

これに対して、申請者は、大量のナトリウムを内包する機器を有する原子炉建物

及び原子炉補助建物に対する大型航空機の衝突による火災については、空港業務マ

ニュアルのカテゴリー10 の要求事項を満たすように資機材等を整備し、対応フロー

を定めるとともに、必要な資機材として、必要な容量等を有する水源、泡消火設備等

を整備し、それらを分散配置するとした。 

また、大規模な自然災害によって生じた原子炉格納容器内での１次系ナトリウム

火災については、窒息消火を基本的な考え方とし、損壊の状況に応じて通気量制限、

窒素ガス注入を行い、最終的には再着火防止のため湿潤炭酸ガスを供給してナトリ

ウム表面を安定化させる対策を整備するとともに、通気量制限又は窒素ガス注入で

間に合わないような火災に備え、必要な容量を有するナトリウム火災用の消火剤を
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備蓄し、対応フローを定めるとした。 

さらに、燃料池の水位を確保することについては、前述の水源及び放水装置を用

いて注水する対策を整備し、放射性物質の放出を低減するための対策については、

排水経路におけるゼオライトの敷設及び大気中放出抑制のための放水対策を整備す

るとした。 

 

規制委員会は、申請者による廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災

等があった場合に発生すると想定される事故の種類、程度、影響等について、以下の

ことなどを確認した。 

（１）第 1 段階の事故時における想定する事故として燃料取扱事故及び１次冷却材漏

えい事故を抽出し、実効線量を評価した結果、最大の実効線量は 1.2×10-6mSv と

なり、事故時における線量基準である 5mSv を十分下回ること。 

（２）保有する使用済燃料の全量破損時の評価及び除熱機能喪失時等の評価において、

周辺公衆に対する著しい放射線被ばくのリスクは小さいこと。 

（３）大規模損壊が発生した場合におけるナトリウム火災用の消火剤を十分に備蓄す

る等の資機材を整備するとともに体制が整備され、また、具体的な対応手順等を

保安規定等に定めること。 

 

３．性能維持施設 

３－１ 性能維持施設の抽出 

性能維持施設の抽出については、性能維持施設が、設置許可及び工事計画認可等

の既往の許認可に基づく施設並びに保安規定に基づき保守管理の対象としている設

備類（緊急安全対策として整備したものを含む。）から抽出され、定められているこ

と（審査の考え方第５の６）を確認することとした。 

 

申請者は、性能維持施設について、燃料体取出し作業に係る設備、放射性気体廃棄

物及び放射性液体廃棄物の処理設備、放射性物質の外部への漏えいを防止するため

の建物・構築物の障壁、遮蔽及び換気設備、管理区域における放射線管理設備、屋内

外の放射線監視を行うための放射線監視設備、放射性固体廃棄物の処理設備及び貯

蔵設備、ナトリウムの漏えい及び火災を防止するための設備等の施設を廃止措置の

進捗に応じて、性能維持施設として維持管理していくとしている。 

 

規制委員会は、申請者による性能維持施設について、廃止措置を安全に進めるた

めに工事の手順、保安のために必要な施設の機能及び性能等を踏まえ、燃料体取出

し作業に係る設備、放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の処理設備等の既往の

許認可に基づく施設並びに保安規定に基づき保守管理の対象としている設備類から

定められていることを確認した。 

 

３－２ 性能維持施設に係る性能及び維持期間 

性能維持施設に係る性能及び維持期間については、維持すべき性能又は性能維持

施設に廃止措置の進捗に応じた変化（性能維持施設の増減を含む。）があるときは、
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当該廃止措置の進捗に応じた段階ごとに定められていること（審査の考え方第５の

６）を確認することとした。 

 

申請者は、性能維持施設に係る必要な性能及び維持期間について、以下の基本的

な考え方を示している。また、性能維持施設の範囲、機能又は性能について変更する

場合は、廃止措置計画に反映して変更認可を受けるとしている。また、詳細な機器レ

ベルでの性能維持施設の範囲については、2018 年 12 月から予定している定期設備

点検までに明確化して保安規定及び保全計画に反映するとしている。 

（１）燃料体取出し作業に係る設備に関しては、炉心等から燃料体を取り出すための

燃料交換設備、燃料出入設備、燃料洗浄設備等について、燃料体取出し作業が完

了するまでの期間、維持管理する。燃料体取出し作業完了後については、設備内

にはナトリウムが残留しているため、これらの設備に係る不活性ガス供給機能を

ナトリウムを安定化処理するまでの期間、維持管理する。また、炉心等から取り

出した燃料体を貯蔵する燃料池については、燃料体を安全に貯蔵するため、臨界

を防止するための貯蔵ラック、使用済燃料の冷却するための機能等を、燃料体を

搬出するまでの期間、維持管理する。 

（２）放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の処理設備については、施設内の放射

性物質を除去し、放出する放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物がなくなるま

での期間、維持管理する。ただし、よう素除去に係る設備については、現状のもん

じゅにおける核燃料物質の減衰期間等を考慮すると環境への影響は無視できるこ

とから、これら設備の維持は不要とする。 

（３）汚染された系統及び設備が収納されている原子炉建物、原子炉補助建物、メン

テナンス・廃棄物処理建物等については、これらの系統及び設備を撤去し、管理

区域としての管理が不要となるまでの期間、放射性物質の外部への漏えいを防止

するための障壁及び遮蔽機能とともに、換気設備について維持管理する。 

（４）放射線管理を行う出入管理設備及び汚染管理設備については、管理区域内の系

統及び設備を撤去し、管理区域としての管理が不要となるまでの期間、維持管理

する。屋内外の放射線監視を行う設備については、廃止措置の進捗に応じた監視

対象範囲を明確にし、管理区域としての管理が不要となるまでの期間、必要とな

る監視設備について維持管理する。 

（５）設備、建物等の解体・撤去等で発生する放射性固体廃棄物の処理施設について

は、汚染されている設備等の解体・撤去が完了し、処理が完了するまでの期間、維

持管理する。また、放射性固体廃棄物の貯蔵施設については、放射性固体廃棄物

を廃棄事業者の廃棄施設に廃棄するまでの期間、維持管理する。 

（６）ナトリウムを内包している系統、設備等については、ナトリウムの漏えい及び

凍結を防止するためのナトリウムの保持機能、予熱・保温機能、漏えい監視機能

等について、ナトリウムをタンク等に固化するまでの期間、維持管理する。また、

タンク等にドレンした後においても、残留している系統・設備内のナトリウム酸

化を防止するため、不活性ガス供給機能について、系統・設備内のナトリウムを

安定化処理するまでの期間、維持管理する。また、ナトリウム火災に係る消火及

び影響緩和に必要な資機材、電源供給や燃料池への給水を行う移動式電源車、化
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学消防自動車等の施設について、廃止措置の段階に応じたリスクを踏まえて、維

持管理する。 

（７）必要な設備への電源を供給するためのディーゼル発電機、変圧器等の電源設備、

系統の制御・監視等を行う計測制御設備、プラントの監視・操作を行う中央制御

室等、廃止措置期間中の保安に必要な施設について、廃止措置の段階に応じ、必

要な期間、維持管理する。 

 

規制委員会は、申請者による性能維持施設について、廃止措置の進捗に応じて維

持すべき性能又は性能維持施設の基本的な考え方が示されていること、また、詳細

な機器レベルでの性能維持施設の範囲については、2018 年 12 月から予定している

定期設備点検までに明確化して保安規定及び保全計画に反映するとしていることを

確認した。 

 

３－３ 性能維持施設の位置、構造及び設備、その性能並びにその性能を維持

すべき期間 

性能維持施設の位置、構造及び設備、その性能並びにその性能を維持すべき期間

については、性能維持施設の位置、構造及び設備、その性能並びにその性能を維持す

べき期間が具体的に定められていること、維持すべき性能に廃止措置の進捗等に応

じた変化があるときは、廃止措置の進捗等に応じた段階ごとに定められていること

（審査の考え方第５の７①）を確認することとした。また、申請の時点で詳細な事項

等を定め難い性能維持施設がある場合は、その理由を明らかにするとともに、当該

性能維持施設について、詳細な事項等を定めるための方針及びその時期が定められ

ていること（審査の考え方第５の７④）を確認することとした。 

 

申請者は、「３－２ 性能維持施設に係る性能及び維持期間」に記載の考え方に基

づき、性能維持施設の位置、構造及び設備を明確に示すとともに、その性能を既往の

許認可のとおり又は廃止措置を安全に進める上で必要な性能を定め、廃止措置の進

捗に応じた維持期間を明確に示している。 

また、性能維持施設の範囲、機能又は性能について変更する場合は、廃止措置計画

に反映して変更認可を受けるとしている。また、詳細な機器レベルでの性能維持施

設の範囲については、2018年12月から予定している定期設備点検までに明確化して

保安規定及び保全計画に反映するとしている。 

 

規制委員会は、申請者による性能維持施設の位置、構造及び設備、その性能並びに

その性能を維持すべき期間について、性能維持施設の位置、構造及び設備を明確に

するとともに、その性能を既往の許認可のとおり又は廃止措置を安全に進める上で

必要な性能を定め、廃止措置の進捗に応じた維持期間を定めていること、また、詳細

な機器レベルでの性能維持施設の範囲については、2018年12月から予定している定

期設備点検までに明確化して保安規定及び保全計画に反映するとしていることを確

認した。 
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３－４ 性能維持施設の維持の方法及び保守管理 

性能維持施設の維持の方法及び保守管理については、研究開発段階発電用原子炉

及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成 25 年原子力規制委員会規則第 10

号。以下「技術基準規則」という。）第２章及び第３章に規定する基準により難い特

別な事情があるため、廃止措置計画に定めるところにより性能維持施設を維持しよ

うとする場合は、当該特別な事情を明らかにするとともに、発電用原子炉施設の現

況や技術上の基準等に照らし適切な方法及び水準により性能維持施設を維持する方

法等が定められていること（審査の考え方第５の７②）を確認することとした。ま

た、性能維持施設の保守管理その他の事項について保安規定において具体的な対応

等を定める場合は、その旨が記載されていること（審査の考え方第５の７⑤）を確認

することとした。 

 

申請者は、もんじゅの廃止を決定した時点では研究開発段階発電用原子炉及びそ

の附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成25年原子力規制委員会

規則第9号）等への適合が確認されていない状況であるが、もんじゅの廃止措置にお

いては、化学的に活性なナトリウムを保有する炉心等に燃料体が存在した状態から

開始することから、残留リスクの早期低減を図ることを目的に、燃料体取出し作業

を最優先に実施するとしている。 

このような背景から、性能維持施設を維持する方法として、技術基準規則の要求

事項に代わり、原子炉設置許可申請書等の既往の許認可を踏まえて、性能維持施設

を維持するとしている。 

また、性能維持施設については、保安規定に定める保守管理に基づき、継続的な改

善を図りながら適切に維持していくこと、また、性能維持施設に要求される機能等

については機能及び作動の状況を事業者自主検査によって確認するとともに、施設

定期検査を受けるとしている。 

 

規制委員会は、審査の過程において、申請者が、性能維持施設の保守管理につい

て、品質保証計画の下で実施することのみを示していたところ、性能維持施設の保

守管理の方針が具体的に示されていないことから、性能維持施設の保全計画策定の

方針を記載し、その具体的な内容を保安規定に記載することを明確にすることを求

めた。 

これに対して、申請者は、保守管理の方針を具体的に示すとともに、平成24年以

降、機器の保守管理の不備を発生させたことから、その再発防止対策として保守管

理業務支援システムの導入及び運用、保守管理に係る人材の強化等を行ったとして

おり、廃止措置段階においても、これらの対策を継続するとともに、燃料体の取出し

等の作業を安全かつ確実に実施するために、設備の事前点検、故障リスクへの対応、

燃料体取出し作業に係る体制強化、メーカ等と連携した作業体制の充実に係る取組

みを実施するとしている。 

 

規制委員会は、申請者による性能維持施設の維持方法及び保守管理について、も

んじゅの現況を踏まえて維持すべき機能等を設定していること、保安規定に定める
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保守管理に基づき継続的な改善を図りながら維持すること、もんじゅにおける過去

の保守管理不備の再発防止対策を、廃止措置段階においても継続するとともに、燃

料体の取出し等の作業を安全かつ確実に実施するための必要な取組みを実施すると

していることを確認した。 

 

３－５ ２次冷却材ナトリウム一時保管用タンクの設置 

廃止措置中に行う２次冷却材ナトリウム一時保管用タンクの設置については、性

能維持施設の改造等を行う場合は、設計、工事、当該工事の管理及び試験・検査の方

法に関すること（当該工事において溶接を行う場合は、溶接の設計、施工管理及び試

験・検査の方法に関することを含む。）が定められていること（審査の考え方第５の

７③）を確認することとした。 

 

申請者は、ナトリウム漏えいのリスクを低減するため、２次主冷却系設備、補助冷

却設備、２次ナトリウム補助設備及び２次メンテナンス冷却系設備に内包するナト

リウム（保有量836m3）は、既設のオーバフロータンク及びダンプタンクにドレンす

るとしているが、容量はそれぞれ483m3、322m3であり、不足する容量31m3を保管する

ため、原子炉補助建物内に一時保管用タンクを新設するとしている。 

新設する一時保管用タンクは、主要設備として、２次冷却材ナトリウム一時保管

用タンク及び当該タンクへドレンする配管（移送用配管）から構成され、幾何学容積

の約25m3に対して充填容量は22.5m3のタンクを2個設置するとし、具体的な設計とし

て、容器及び架台に係る図面、容器及び移送用配管に係る最高使用圧力、最高使用温

度、主要寸法、材料、耐震設計等が示されている。また、当該工事に係る工事の方法、

管理及び試験・検査の方法に関することが示されている。 

 

規制委員会は、申請者による２次冷却材ナトリウム一時保管用タンクの設置につ

いて、設計に関しては、設計条件（容量、基数、温度、圧力、材料、耐震設計等）が

使用される条件に基づき適切に設定され、技術基準規則第１７条（材料及び構造）の

規定に従い設計し、発生応力が材料の許容応力度を満足していること等の確認をし

ていること、また、当該工事に係る工事の方法、管理及び試験・検査の方法に関して

は、原子力発電所における安全のための品質保証規程（JEAC4111-2009）及び品質マ

ネジメントシステムに基づき適切に実施することが示されていることを確認した。 

 

４．廃止措置の工程管理等  

４－１ 廃止措置の工程管理  

廃止措置の工程管理については、廃止措置に係る各作業の管理及び工程管理に関

する必要な対応が定められていること（審査の考え方第５の５⑤）を確認すること

とした。また、廃止措置の工程が具体的に定められていること、廃止措置の工程の管

理及び進捗状況に係る定期的な評価に係る具体的な方法、基準及びその体制が定め

られていること及び工程の管理の問題又は進捗の遅延が生じていると認めたときに

行う対応（廃止措置計画の変更の認可の申請を含む。）が定められていること（審査

の考え方第５の１１）を確認することとした。 
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申請者は、もんじゅの廃止措置を廃止措置計画に基づき実施し、2047 年度に完了

する予定であるとしている。第 1 段階は 2018 年度から 2022 年度、第 2 段階から第

4 段階までは 2023 年度から 2047 年度としている。 

第 1 段階における炉心等からの燃料体の取出しを含む廃止措置に係る各作業を計

画的に進めるため、工程管理体制を構築して進捗を管理し、工程管理の方法及び工

程管理体制について、以下のことなどを行うとしている。 

（１）燃料体取出し作業を安全かつ計画的に遂行するため、各作業、検査及び設備点

検（以下「作業等」という。）に係る月単位の年度計画及び日単位の年度計画を作

成して管理する。 

（２）廃止措置の実施に当たり、敦賀地区に敦賀廃止措置実証部門を新設し、敦賀廃

止措置実証部門長は、原則週 1 回以上、作業等の進捗状況について確認を行い、

所長に必要な指示を行うとともに、年 1 回以上、マネジメントレビューにおいて

理事長へ報告する。 

また、第 2 段階以降における工程管理の方法及び工程管理体制については、第 1

段階における工程管理及び体制を原則とするが、廃止措置の進捗状況に応じて、よ

り効果的な工程管理方法について継続して検討し、必要に応じて見直しを行い、廃

止措置計画に反映して変更認可を受けるとしている。 

 

規制委員会は、審査の過程において、工程の管理及び進捗状況に係る基準が示さ

れていないことから、燃料体取出し工程について、5.5 年で着実に実施するための指

標を明確にして工程を管理することを求めた。具体的には、年度ごとに実施する燃

料体取出し工程の始期及び終期を年月で明確化するよう求めた。 

これに対して、申請者は、炉心から炉外燃料貯蔵槽への燃料体の取出し、炉外燃料

貯蔵槽から燃料池へ移送する燃料体の処理等の作業に関して、年度ごとに実施する

燃料体取出し工程の始期及び終期を年月で示した。また、それぞれの期間における

燃料体の取出し体数を明確にした。さらに、燃料体取出し工程に基づき、作業等に係

る月単位の年度計画及び日単位の年度計画を作成し、保安規定に基づく品質マネジ

メントシステム文書に定めて管理を実施するとした。 

 

規制委員会は、申請者による廃止措置の工程について、廃止措置計画全体を 4 段

階で実施することとし、第 1 段階については年度ごとに実施する燃料体取出し工程

の始期及び終期が年月で示されていることなど、廃止措置の工程が具体的に定めら

れていること、工程の管理及び進捗状況に係る定期的な評価に係る具体的な方法、

基準、体制が定められていること、工程の管理の問題又は遅延が生じていると認め

たときに行う対応（廃止措置計画の変更の認可の申請を含む。）が定められているこ

と及び第 2 段階以降の詳細な工程については第 2 段階に着手するまでに廃止措置計

画に反映して変更認可を受けるとしていることを確認した。 
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４－２ 燃料体取出し作業の工程管理 

４－２－１ 燃料体を炉心等から取り出す方法及び時期 

燃料体を炉心等から取り出す方法及び時期については、燃料体を炉心等から取り

出す方法及び時期が具体的に定められていること、時期については、始期及び終期

を定め、具体的な作業内容から策定した工程を踏まえて可能な限り期間の短縮を図

ったものであることが明らかにされていること（審査の考え方第５の１２②）を確

認することとした。 

 

申請者は、燃料体を炉心等から取り出す方法及び時期について「１－２ 解体工

事の方法」及び「４－１ 廃止措置の工程管理」により実施するとしている。 

具体的には、2018 年 12 月までに、炉外燃料貯蔵槽に貯蔵している燃料体 100 体を

取り出し、ナトリウムを洗浄して燃料池へ移送する予定としている。その後は、概ね

16 ヶ月を周期として、周期ごとに、①定期設備点検、②炉心から燃料体を取り出し、

炉外燃料貯蔵槽への移送及び③燃料体を炉外燃料貯蔵槽から燃料池への移送を実施

するとしている。第 1 回目の周期については、2018 年 12 月から 2020 年 4 月まで実

施し、燃料体 130 体を燃料池へ移送する予定としている。第 2 回目の周期について

は、2020 年 4 月から 2021 年 8 月まで実施し、燃料体 130 体を燃料池へ移送する予定

としている。第 3 回目の周期については、2021 年 8 月から 2022 年 12 月まで実施し、

燃料体 170 体を燃料池へ移送する予定としている。 

また、燃料体取出し作業に係る計画については、これまでの実績を踏まえた燃料

体の取出し体数を設定するとともに、燃料取扱設備の健全性を確認するための点検

時期を考慮して設定しており、安全性の確保を前提に、可能な限り速やかに燃料体

を取り出す工程としている。また、作業の習熟度等により、さらに、作業を合理的に

進めることができると判断した場合には、安全性の確保を前提に、さらなる工程の

短縮を図りながら燃料体取出し作業を進めるとしている。 

 

規制委員会は、申請者による燃料体を炉心等から取り出す方法及び時期について、

「１－２ 解体工事の方法」及び「４－１ 廃止措置の工程管理」に記載のとおり、

具体的に定められていること、また、燃料体取出し作業に係る計画については、これ

までの実績を踏まえた燃料体の取出し体数を具体的に設定するとともに、燃料取扱

設備の点検時期を考慮して設定していることを確認した。 

 

４－２－２ 燃料体取出し作業に係る人員及び設備の管理方法並びに体制 

燃料体取出し作業に係る人員及び設備の管理方法並びに体制については、燃料体

を炉心等から取り出す方法及び手順、燃料体取出し作業に係る人員及び設備の管理

方法並びにその体制に関する説明（図面、図表等を含む。）が示されていること（第

６の１（１）①）を確認することとした。また、燃料体を炉心等から取り出す工程及

びその工程管理の方法に関する説明（図面、図表等を含む。）が記載されていること、

工程が進捗に応じた段階により区分される場合は、当該段階ごとに示されているこ

と（審査の考え方第６の１②）を確認することとした。 
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申請者は、燃料体取出し作業の実施体制等について主に以下のとおりとしている。 

（１）実施体制については、もんじゅの保安管理体制の中で、担当する課長が、その課

の管理職から実施責任者を選任し、実施責任者、燃料取扱設備の運転操作を担当

する操作チーム及び運転操作を設備面から支援する設備チームから構成する。 

（２）第 1 段階における燃料体取出し作業に従事する者に対しては、安全かつ着実な

遂行に資するため、教育訓練計画に基づいて教育・訓練を行う。 

（３）燃料取扱設備の保守管理は、設備の保守管理を担当する課が保全計画に基づい

て行う。 

（４）故障時に調達に時間を要する海外調達部品や生産中止部品等については、予備

品として保有する。また、施設の安全性に影響がない機器であっても、故障等に

より燃料体取出し工程に大きな影響を及ぼすような機器については、必要に応じ

て消耗品の取替え等を行う。 

（５）燃料体取出し作業中については、機器の故障等が発生した場合にも速やかに対

処できるよう、メーカ等と連携した作業管理体制を充実する。 

（６）廃止措置の工程管理については、保安規定に基づく品質マネジメントシステム

文書に定めて実施するとしており、第 1 段階における燃料体取出し作業を工程に

基づき安全かつ計画的に遂行するため、作業等に係る月単位の年度計画及び日単

位の年度計画を作成して管理するとしている。また、進捗状況の確認及び評価を

以下の方法により行うとしている。 

① 計画管理課長は、毎週を目安に、各課から提出された週単位の作業等の実

施状況を確認し、日単位の年度計画に対する進捗を管理する。 

② 所長は、月単位の年度計画を制定又は変更した場合について、敦賀廃止措

置実証部門長へ報告する。 

③ 敦賀廃止措置実証部門長は、作業等の進捗状況について、原則週 1 回以上

確認を行い、所長に必要な指示を行うとともに、年 1 回以上、工程への影響

を評価し、その結果をマネジメントレビューにおいて理事長へ報告する。 

④ 理事長は、報告された工程の進捗状況についての評価を行い、必要な指示

を敦賀廃止措置実証部門長に行う。 

⑤ 敦賀廃止措置実証部門長は、理事長の指示を踏まえた作業等への対応につ

いて評価し、所長に必要な指示を行う。 

 

規制委員会は、申請者による燃料体取出し作業に係る人員及び設備の管理方法並

びに体制について、燃料取扱設備の運転操作担当等に係る実施体制を構築して教育・

訓練を実施すること、燃料取扱設備の保守管理は、保全計画に基づいて行い、必要な

予備品を保有すること、燃料体取出し作業の工程管理及び進捗状況に係る定期的な

評価に係る具体的な方法、基準、体制が定められていることを確認した。 

 

４－２－３ 施設定期検査を受けるべき時期 

施設定期検査を受けるべき時期については、特定研究開発段階発電用原子炉とし

て施設定期検査を受けるべき時期が定められていること、当該時期については可能

な限り速やかに燃料体を取り出すことを念頭に技術的な検討を行った結果を踏まえ
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て策定した点検計画等を基に定めたことが明らかにされていること（審査の考え方

第５の１２③）を確認することとした。また、施設定期検査を受けるべき時期を定め

る根拠となった事実、資料、その他の技術的説明が示されていること（審査の考え方

第６の１③）を確認することとした。 

 

申請者は、初回の施設定期検査の開始時期について、炉外燃料貯蔵槽に貯蔵して

いる燃料体（100 体）の燃料池への移送作業（2018 年 7 月から実施予定。）が終了す

る 2018 年 12 月から予定している定期設備点検時期に合わせて受検する予定として

いる。また、可能な限り速やかに燃料体を取り出すために、点検期間の短縮を図るこ

ととしている。 

 

規制委員会は、申請者による施設定期検査の開始時期について、「４－２－１ 燃

料体を炉心等から取り出す方法及び時期」に記載のとおり、解体工事の方法、これま

での実績及び燃料取扱設備の点検時期を考慮して設定した工程を踏まえて、点検期

間の短縮を考慮して施設定期検査を受けるべき時期が定められていることを確認し

た。 

 

４－３ 廃止措置に要する資金の額及びその調達計画 

廃止措置に要する資金の額及びその調達計画については、廃止措置対象施設の廃

止措置に要する費用の見積もり総額が明示され、その費用の調達計画が示されてい

ること（審査の考え方第６の７）を確認するとしている。 

 

申請者は、もんじゅの廃止措置に要する総見積額について、約 1500 億円としてい

る。また、廃止措置に要する費用については、エネルギー対策特別会計電源開発促進

勘定国立研究開発法人日本原子力研究開発機構電源利用勘定運営費交付金及びエネ

ルギー対策特別会計電源開発促進勘定国立研究開発法人日本原子力研究開発機構電

源利用勘定施設整備費補助金を充当するとしている。 

なお、申請者は、今後、廃止措置の各段階の計画の進捗に応じて廃止措置計画の変

更認可申請を行う際には、廃止措置に要する費用を必要に応じて見直して、変更認

可申請書に反映するとしている。 

 

規制委員会は、申請者による廃止措置に要する資金の額及びその調達計画につい

て、廃止措置に要する総見積額及び資金調達計画が明示されていることを確認した。 

 

４－４ 廃止措置の実施体制 

廃止措置の実施体制については、廃止措置の実施体制（組織及び各職位の職務内

容を含む。）並びに廃止措置の工程管理及び評価方法に関する説明が示されているこ

と、もんじゅの廃止措置の実施に当たり、その監督を行う者を選任する際の基本方

針及びその説明が示されていること（審査の考え方第６の８）を確認することとし

た。 
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申請者は、廃止措置の実施に当たっては、以下の（１）及び（２）により実施する

としている。 

（１）廃止措置の実施体制等 

廃止措置の実施体制については、もんじゅの廃止措置の実施に当たり、保安規

定において、保安管理体制を定め、廃止措置の業務に係る各職位の職務内容を明

確にするとともに、保安に必要な事項を審議するための委員会を設置する。 

また、燃料体取出し作業完了までの期間（第 1 段階）は、発電用原子炉主任技術

者を置き、燃料体取出し作業完了後の廃止措置の実施に当たり、その監督を行う

者（以下「廃止措置主任者」という。）の任命に関する事項及びその職務を保安規

定において明確にし、廃止措置主任者を保安措置の監督にあたらせ、発電用原子

炉主任技術者又は廃止措置主任者の選任等に関しては保安規定に定める。 

さらに、廃止措置を統括する組織として、敦賀廃止措置実証部門を設置すると

している。敦賀廃止措置実証部門には、廃止措置推進、安全・品質保証及び事業管

理に係る組織を設け、それぞれ廃止措置の計画の策定等を行う機能、廃止措置作

業の品質保証等を行う機能及び人事・予算管理等を行う機能を持たせる。 

廃止措置の工程管理及び評価方法については、「４－１ 廃止措置の工程管理」

に記載のとおり、廃止措置の工程管理を行うとともに、マネジメントレビューに

より、定期的に評価することとし、具体的な方法、基準及びその体制については保

安規定又は保安規定に基づく品質マネジメントシステム文書に定める。また、そ

の評価において、工程の管理の問題又は進捗の遅延が生じていると認められた際

の対応についても保安規定及び保安規定に基づく品質マネジメントシステム文書

に定める。 

これらの体制等を確立することにより、廃止措置に関する保安管理業務を円滑

かつ適切に実施する。 

（２）技術者の確保及び技術者に対する教育・訓練 

平成 30 年 2 月末現在におけるもんじゅ及びもんじゅ運転計画・研究開発センタ

ーにおける原子力関係技術者は 312 人であり、このうち、発電用原子炉主任技術

者の有資格者は 4 人、核燃料取扱主任者の有資格者は 10 人、第 1 種放射線取扱主

任者の有資格者は 45 人であり、今後、廃止措置を適切に実施し、安全の確保を図

るために必要な技術者及び有資格者を確保していく。 

もんじゅの技術者に対しては、原子力機構内のナトリウム工学研修施設、原子

力研修センター、外部研修において教育・訓練を行っており、今後も廃止措置を行

うために必要となる専門知識及び技術・技能を維持・向上させるための教育・訓練

を行うとしている。また、第 1 段階における燃料体取出し作業に従事する技術者

に対しては、安全かつ着実な遂行に資するため、教育訓練計画に基づいて教育・訓

練を行う。 

 

規制委員会は、申請者による廃止措置の実施体制について、廃止措置に係る組織

が定められ、各職位の職務内容を保安規定に定めるとしていること、廃止措置の工

程管理及び評価方法に関して具体的な方法等が示されていること、廃止措置の監督
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をする者が定められていること、その他教育方針を具体的に計画していることなど

を確認した。 

 

４－５ 品質保証計画 

品質保証計画については、品質保証計画の下で性能維持施設その他の設備の保守

等の廃止措置に係る業務が行われることが示されていること（審査の考え方第６の

９）を確認することとした。 

 

申請者は、廃止措置期間中における品質保証活動について、理事長をトップマネ

ジメントとする品質保証計画を定めて実施するとし、保安規定及び品質保証計画書

並びにその関連文書により、保安活動の計画、実施、評価及び改善の一連のプロセス

を明確にするとしている。これらを効果的に運用することにより、原子力安全の達

成、維持及び向上を図るとしている。 

また、廃止措置期間中における品質保証活動は、廃止措置における安全の重要性

に応じた管理を実施するとしている。 

 

規制委員会は、申請者による品質保証計画について、理事長をトップマネジメン

トとする品質保証計画が定められていること、原子力安全の達成、維持及び向上を

図るとしていることなど、品質保証計画の下で廃止措置の業務が行われることなど

を確認した。 

 

以上のことから、規制委員会は、申請者による廃止措置の実施が核燃料物質若しく

は核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上適切なもの

であることについて、研開炉規則第１１４条第２項の認可の基準に適合するものと判

断した。 

 

 

Ⅲ 審査結果  

規制委員会は、申請者が提出した申請書について審査した結果、以上のことを確認

したことから、本申請は、研開炉規則第１１４条第２項に定められた認可の基準に適

合しているものと認められる。 
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【別添】 

（案） 

 

 

                                                           番   号 

                                                           年 月 日 

 

 

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

  理事長 名 宛て 

 

 

 

                                     原子力規制委員会 

 

 

 

 

高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設廃止措置計画の認可について 

 

 

平成２９年１２月６日付け２９原機（も）第３５５号（平成３０年２月２３日付け２

９原機（も）第４６８号及び平成３０年３月１９日付け２９原機（も）第４８８号をも

って一部補正）をもって申請のありました上記の件については、核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第４３条の３の３３第

２項の規定に基づき、認可します。 
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区
分

第1段階
燃料体取出し期間

第2段階
解体準備期間

第3段階
廃止措置期間Ⅰ

第4段階
廃止措置期間Ⅱ

年
度 2018 ～ 2022 2023 ～ 2047

主
な
実
施
事
項 水・蒸気系等発電設備の解体撤去

建物等解体撤去

ナトリウム機器の解体撤去

ナトリウム機器の解体準備

放射性固体廃棄物の処理・処分

燃料体取出し作業

汚染の分布に関する評価

廃止措置の全体工程
参考

出典：原子力機構の資料に基づき作成 1

2

第１段階（燃料体取出し作業）の工程

出典：原子力機構の資料に基づき作成- 206 -
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燃料体取出し作業の概要

燃料体の炉心からの取出し
（炉外燃料貯蔵槽 ⇐ 原子炉容器）

燃料体の処理及び移送
（燃料池 ⇐ 炉外燃料貯蔵槽）

出典：原子力機構の資料に基づき作成

4

1. 組織体制の変更
• もんじゅの廃止措置を安全かつ着実に実施するため、敦賀廃止措置実
証本部を設置し、もんじゅ（ふげん）を含めた体制として敦賀廃止措置実
証部門を構築

• 廃止措置への移行に際して、新たに設置する敦賀廃止措置実証本部の
組織体制を踏まえ、 もんじゅの現場体制を見直し

2. 原子炉の運転に関する規定の変更
• 原子炉起動前の確認事項や原子炉の運転に関する運転上の制限等、
原子炉の運転に関する管理を見直し

• 燃料取出し作業に関する管理の明確化
• その他見直し

3. 廃止措置の実施に伴う規定の変更
• 原子炉の運転停止に関する恒久的な措置を追加
• 廃止措置の管理（工事管理、結果報告、工程管理）を追加
• 火災発生時、電源機能喪失時等の体制整備 を追加

保安規定変更の概要
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