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１．はじめに 

原子力安全委員会では、これまで、日本原子力研究所動力試験炉（ＪＰＤＲ）

及び日本原子力発電株式会社東海発電所の解体に際し、「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日決定（平成１３年８月

６日一部改訂））」（以下、「原子炉の解体の基本的考え方」という。）をと

りまとめ、原子炉施設の解体に関する安全確保の考え方について示した。 

 現在までに、所期の目的を達成したいくつかの原子炉施設については、運転

を終了し廃止措置が行われているところであり、日本原子力研究所ＪＲＲ－２

等の試験研究用原子炉８基及び日本原子力発電㈱東海発電所ＧＣＲが解体中で、

核燃料サイクル開発機構新型転換炉ふげんは運転を終了している。  

このように原子炉施設の廃止措置が進みつつある中、原子力安全委員会は、

平成１６年７月から原子炉施設の運転終了以降の安全規制の運用状況に関する

規制調査（以下、「規制調査」という。）を実施し、平成１６年１０月に調査結

果をとりまとめた。この調査結果においては、現行の「核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律」（以下、「原子炉等規制法」という。）が、原

子炉の設置、運転に必要な規制に主眼が置かれており、原子炉等規制法の制定

当時には原子炉の解体、廃止については経験がなかったこともあり、原子炉の

解体、廃止には必ずしも十分な法制上の配慮がなされていたとは思えず、この

ため、原子炉施設の廃止措置に係る経験が蓄積されてきたことを踏まえ、解体

の進行及び安全確保の重要性の程度に応じた段階的な安全規制制度の構築につ

いて検討することが必要であるとしている。 

 この規制調査は原子炉施設を対象に行ったものであるが、規制調査によって

得られた、運転終了以降の制度上の課題を踏まえ、原子炉施設のみならず他の

原子力施設を含め、原子力施設の運転終了以降の安全規制制度のあり方につい

て基本的な考え方を示すことを目的とし、平成１６年１０月から放射性廃棄

物・廃止措置専門部会において調査、審議を行ってきた。 

調査、審議にあたっては、規制調査で得られた課題が原子炉施設以外の原子

力施設（以下、「核燃料施設等」という。）にも共通の課題であるかを精査し、

原子力施設全般にわたる課題を検討するとともに、廃止措置に係る安全規制の

経験を踏まえ、さらに、運転・供用終了以降の原子力施設の特徴及び潜在的危

険性の程度を考慮した安全規制制度のあり方について検討を行い、今般、報告

書をとりまとめた。
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２．原子力施設の運転・供用終了以降の安全規制制度の現状と問題点 

（１）原子炉施設（規制調査結果の概要） 

規制調査では、原子炉施設の解体及び廃止に係る、①原子炉の解体の届出

（以下、「解体届」という。）、②運転の廃止の届出（以下、「廃止届」と

いう。）及び、運転中から継続して行われる、③保安規定及び保安規定の遵

守状況の検査、④原子炉主任技術者の選任等、⑤施設定期検査、⑥施設の変

更等の際の許認可の取扱い、についてその運用状況の調査を行った。①～⑥

の各項目の調査結果は、以下のとおりである。 

①については、解体届に記載する施設等の範囲、記載内容等について、範

囲に含めることが不要と考えられる施設も含まれていることやその変更につ

いても届出を必要としていることなど、安全確保の重要性の程度に応じた記

載範囲、記載内容等についての検討が必要である。 

②については、同一事業所内に複数の原子炉がある場合、すべての原子炉

の解体終了には長い期間を要し、その後でなければ廃止届が提出できないと

することは不合理であり、提出時期の検討が必要である。また、事業の許可

が取り消された場合に廃止の措置について提出すべき期限については、事業

者が余裕を持って適切に対応できるような期限の検討が必要である。 

③については、現在の保安規定や保安検査は、原子炉の運転に着目してい

るものと考えられ、運転終了以降においては、使用済燃料の管理（試験研究

用原子炉）、解体工事とそれに伴う放射線管理、放射性廃棄物の取り扱いが主

な保安活動となることから、運転中における保安活動とは視点を変える必要

がある。また、解体工事は、定常的なものではなく日々施設の状態が変化し

ていくため、施設の安全確保の重要性の程度に応じて適切な時期に必要な確

認等を実施するような検討が必要である。 

④については、運転終了以降の職務内容を考えれば、原子炉主任技術者を

原子炉の運転に関する保安の監督として選任させる必要は必ずしもなく、職

務内容に応じた者に保安の監督を行わせることなどについて、検討が必要で

ある。 

⑤については、運転を前提としたものであることから、運転中と同様の基

準及び頻度で実施するということは、必ずしも適当な運用ではなく、保安検

査等の規制活動の活用も含め、全体として実効性のある安全規制制度の検討

が必要である。 

⑥については、使用済燃料等が抜き取られた以降の原子炉施設、放射線の

影響が無視できる程度の原子炉施設に関する設備等の変更に係る許認可に関

しては、許認可手続きを安全確保上の重要性の程度に応じた段階的なものに

する等の検討が必要である。 
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（２）核燃料施設等 

  ① 核燃料施設等の解体実績 

現行法令に解体届の提出が規定されているのは、原子炉施設、加工施

設、再処理施設及び使用済燃料貯蔵施設であり、製錬施設、廃棄物埋設・

管理施設、使用施設については、規定されていない。 

解体届による解体の実績があるのは、原子炉施設のみで、核燃料施設

等については、施設の一部解体の実績はあるものの、これらは当該施設

について変更許可を受けた後に、解体を実施したものである。 

 現在までに解体等を実施した例としては、以下のものがあげられる。 

ⅰ）核燃料サイクル開発機構人形峠環境技術センターは、製錬事業を廃

止し、残存施設について、引き続き、使用施設として研究や廃棄物管

理等を行っている。また、加工施設の一部を使用施設に変更し、遠心

機の除染技術の開発等を行っている。 

ⅱ）日本原子力研究所東海研究所は、政令第１６条の２に該当する使用

施設であった再処理特別研究棟について、核燃料物質の取扱量の変更

を行い、現在政令第１６条の２非該当施設として解体を行っている。 

ⅲ）いくつかの加工事業者は、一部施設の操業終了に伴い、事業の変更

許可を受けた後に、その一部施設の解体を実施した。 

これらはいずれも、解体に着目した規制制度は適用されていない。 

   また、（株）ジェー・シー・オーでは、平成１１年の臨界事故後、加工

事業の許可が取り消され、現行法令に基づき３０日以内に核燃料物質の

譲渡等の措置を講じ、報告する義務が課せられていたが、これらの措置

に必要な時間を考慮すると現実的な期限ではないことから、既に取得し

ていた使用許可について、加工施設を使用施設として使用できるよう変

更許可を受け、除染、放射性廃棄物の保管管理を実施している。 

 

 ② 核燃料施設等と原子炉施設との比較 

 核燃料施設等について、核燃料サイクル開発機構から意見を聴取する

等を行い、原子炉施設の規制調査で得られた課題と比較検討を行った結

果、 

ⅰ）３．で後述するとおり、施設の特徴や運転形態が異なること。 

ⅱ）加工施設は、通常運転中でも設備内の核燃料物質の回収を定常的に

実施していること。 

ⅲ）非密封で核燃料物質等が取り扱われる施設があること。 

ⅳ）燃料等の照射後試験施設等の大規模使用施設について、解体に係る
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安全規制が適用されていないこと。 

ⅴ）解体終了後であっても核燃料物質等や放射性廃棄物の払い出しが出

来なければ廃止措置が完了しないこと。 

等について相違点や核燃料施設等に固有の問題点がみられるものの、多

くが原子炉施設と共通する課題となっており、廃止措置に係る制度を検

討するにあたっては、これらについても考慮することが必要である。 
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３．運転・供用終了以降の原子力施設の特徴 

 運転・供用終了以降の原子力施設の特徴及び潜在的危険性の程度については、

以下のとおりと考えられる。 

（１）製錬施設、加工施設 

 ① 運転・供用終了時には、事業に供する核燃料物質等が工程内から回収

されているが、施設内には、放射性廃棄物、核燃料物質（劣化ウラン、

スクラップ）が存在する可能性もある。 

② 操業の形態により、加工施設であれば、加工設備本体（化学処理施設、

組立施設等）の各施設毎に解体することが考えられる。 

③ 解体にあたって留意すべきは、工程内に残存するウランによる汚染で

ある。加工施設の組立施設の場合のように、汚染を考慮する必要がない

施設もあり、実用発電用原子炉や再処理施設と比較して解体作業が容易

と考えられる。 

④ 廃止にあたって、放射性廃棄物の処分先が決定していない場合には、

放射性廃棄物について課題が残るとともに、核燃料物質（劣化ウラン、

スクラップ）の払い出しが課題である。 

⑤ 加工施設のうちプルトニウムを取り扱う施設の解体にあたっては、特

に閉じ込めや内部被ばくに対する考慮が必要である。 

 

（２）原子炉施設 

 ① 臨界実験装置、試験研究用原子炉（出力約１Ｗ～１４０ＭＷ）、研究開

発段階炉（もんじゅ、ふげん）、実用発電用原子炉（ＢＷＲ、ＰＷＲ、Ｇ

ＣＲ）といった、運転形態、型式、出力等が多岐にわたり、放射化ある

いは汚染の程度や範囲が大きく異なる。 

② 解体にあたっては、放射化の程度による影響など、安全確保のための

要求事項を炉別に考える必要がある。臨界実験装置等は、実用発電用原

子炉と比較すると、放射化の影響が小さく、解体作業における被ばく管

理が容易であると考えられる。 

③ 内包する放射能量や臨界の可能性が、運転終了、使用済燃料の施設外

への搬出、炉心部の解体撤去の各段階で大きく低減する。 

④ 廃止にあたって、実用発電用原子炉は、基本的に更地を目指している

が、実用発電用原子炉以外の施設については、例えば原子炉建屋を別の

目的で再利用する可能性がある。 

⑤ 廃止にあたって、放射性廃棄物の処分先が決定していない場合には、

放射性廃棄物について課題が残るとともに、特に実用発電用原子炉以外

では、使用済燃料の払い出しが課題となる場合もある。 
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（３）再処理施設 

 ① 再処理主工程からガラス固化処理まで工程が多岐にわたり、順次施設

の供用が終了していくので、操業の形態により、再処理設備本体の各施

設毎に解体することが考えられる。 

② 解体にあたって、核分裂生成物やプルトニウムによる汚染（放射化に

ついても考慮が必要な施設もある）について施設毎に考慮する必要があ

る。 

③ 廃止にあたって、放射性廃棄物の処分先が決定していない場合には、

放射性廃棄物について課題が残るとともに、核燃料物質（回収ウラン）

の払い出しが課題である。 

 

（４）廃棄施設（埋設、管理） 

① 埋設施設（廃棄物埋設地を除く）は、廃棄体の埋設後に残る放射能量

は少なく、解体時において被ばく等の安全確保に対して考慮すべき点は

少ないものとなる。 

② ガラス固化体を取り扱う管理施設は、ガラス固化体の事業所外への搬

出後に残る放射能量は少ないが、一部、放射化された物について考慮す

る必要がある。一方、日本原子力研究所大洗研究所のような、放射性廃

棄物の処理及び保管を行う管理施設の解体については、他の原子力施設

内の廃棄施設と同程度の潜在的危険性があるものと考えられる。 

 

（５）使用施設 

① 使用施設は、少量の核燃料物質を取り扱う施設から高放射性の使用済

燃料を取り扱う施設まで多岐にわたり、核燃料物質等の種類と量によっ

て規制の内容が異なる。 

② 大量の核燃料物質（使用済燃料、プルトニウム）を取り扱う施設の場

合、潜在的危険性は加工施設や試験研究用原子炉よりむしろ大きいもの

がある。 

③ 解体にあたっては、汚染や放射化の程度による影響など、安全確保の

ための要求事項を施設の特徴に応じて考える必要がある。 

④ 廃止にあたっては、放射性廃棄物の処分先が決定していない場合には、

放射性廃棄物について課題が残るとともに、核燃料物質の払い出しが課

題である。 

 

なお、使用済燃料貯蔵施設（中間貯蔵施設）は、現存する施設がないものの、 
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① 金属製乾式キャスクによる中間貯蔵施設では、使用済燃料の事業所外へ

の搬出後に残る放射能量は少なく、解体時において被ばく等の安全確保に

対して考慮すべき点は少ないものとなる。 

② 施設内の廃棄施設の解体については、他の原子力施設内の廃棄施設と比

較して潜在的危険性は低いと考えられるが、その程度は見極める必要があ

る。 

等の特徴があると考えられる。 
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４．運転・供用終了以降の原子力施設の安全規制制度の検討にあたっての基本

的考え方 

「原子炉の解体の基本的考え方」では、①原子炉の機能停止措置のあり方、

②解体中の原子炉施設の維持管理のあり方、③解体作業における安全確保のあ

り方、④解体の完了の確認のあり方、等についての考え方を示した。これらの

考え方については、核燃料施設等においても基本的に適用できるものである。 

運転・供用終了以降の原子力施設の安全規制制度の検討にあたっては、公衆

及び放射線業務従事者に対する放射線被ばくの低減を基本とし、「原子炉の解体

の基本的考え方」や２．で示した問題点、３．で示した各施設の特徴を考慮す

る必要がある。特に、運転・供用の終了に伴って運転・供用に起因する危険性

がなくなること、運転・供用の終了段階、解体の開始から終了までの段階、解

体終了から廃止までの段階といった各段階で原子炉本体や核燃料施設等の工程

内に存在する核燃料物質や放射能の量が減少していくこと、運転・供用終了以

降の保安活動は、解体作業に伴う被ばく管理や解体作業に伴い発生する放射性

廃棄物の管理、一部の施設での核燃料物質等の管理が主体であり、これらを適

切に実施することが重要であることから、これらを考慮した安全規制制度とす

ることが必要である。 

さらに、施設によって管理体系等が大きく異なることから、廃止措置の実施

にあたっての責任体制の確立や廃止措置が確実に終了されるよう適切な罰則

規定等についても検討する必要がある。 
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５．原子力施設の特徴を考慮した安全規制制度のあり方について 

運転・供用終了以降の原子力施設の安全規制のあり方について以下に示す。 

（１）運転・供用終了段階 

運転・供用を終了することにより、運転・供用に起因する危険性は減少す

るとともに、運転・供用のための機能を維持することが不要となる。これに

加え、原子炉施設の場合は炉心からの使用済燃料の取り出し、加工施設や再

処理施設の場合は通常の運転操作による工程内の核燃料物質等の回収により、

潜在的危険性の程度はさらに減少する。また、運転・供用終了以降では、解

体作業に伴う被ばく管理や解体作業に伴い発生する放射性廃棄物の管理、一

部の施設での核燃料物質等の管理を主体とした保安活動が重要となる。 

従って、この段階以降の安全規制については、運転・供用中に適用してい

た諸制度を、原則適用する必要がなく、規制行政庁は、廃止措置の進行に応

じて保安規定を適宜見直すことや、保安検査を効果的に活用することなど、

潜在的危険性の程度に応じた安全確保の仕組みを構築することが必要である。 

 

（２）解体の開始から終了までの段階 

解体期間中の原子力施設の主な保安活動は、放射能レベルの比較的高い設

備、機器の解体に伴う、公衆及び放射線業務従事者の放射線被ばくの低減で

あることから、解体工事等の安全確保に着目した安全規制制度を適用するこ

とが必要である。特に解体中の安全確保については、運転・供用中と視点を

変える必要があり、規制行政庁は、解体の工法、手順等についてあらかじめ

認可等を行うことにより適切に関与することが必要である。 

この際の手続きとしては、施設の特徴や解体の進行を踏まえて、潜在的危

険性の程度に応じた段階的なものとすること、その範囲は原子力施設の特徴

に応じて施設毎（例えば、加工施設の場合、加工設備本体の施設毎）に行え

るものとすることが必要である。また、規制内容としては、施設の特徴や解

体の進行状況を踏まえて、潜在的危険性の程度に応じた保安上の措置を求め、

その実施状況について適宜必要な確認を行うような保安検査等（運転中と同

様の手法ではなく、必要な安全確保の状況について確認できる制度）を活用

することが必要である。 

さらに、設備、機器の解体により、放射性廃棄物の発生を伴うが、潜在的

危険性の程度を踏まえれば、これらを保管する等、専ら解体工事等に供する

施設の設置については、運転・供用中の安全規制制度を適用するのではなく、

前述の解体の工法、手順の認可等と併せて行うなどについての配慮が必要で

ある。 
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（３）解体終了から廃止までの段階 

廃止の際には、核燃料物質等及び放射性廃棄物について他の事業者等に譲

り渡す等の措置が講じられているとともに汚染の除去が行われていることが

必要である。この際には、規制行政庁が適切に関与し、その実施状況につい

ても確認を行うことが必要である。また、廃止にあたっては、同一事業所内

に複数の原子炉がある場合でも、原子炉毎に廃止できるようにすべきであり、

核燃料施設等においても、例えば、加工施設の場合、加工設備本体の施設毎

にも廃止ができるよう配慮することが必要と考える。 

 

（４）各段階に共通する事項 

原子炉主任技術者や核燃料取扱主任者等の選任については、運転・供用終

了以降の保安活動が、解体作業に伴う被ばく管理や解体作業に伴い発生する

放射性廃棄物の管理等に主眼がおかれることから、必ずしも原子炉主任技術

者や核燃料取扱主任者等の資格要件にこだわる必要がないものと考える。 

また、放射性廃棄物の処理施設など、同一事業所内の他の許可区分の施設

との共用、他の法令により規制される施設との共用等が考えられるため、こ

れらについても配慮が必要である。 
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６．今後の課題 

（１）施設等の解放に関する基準 

  運転・供用終了以降であって、核燃料物質等による汚染が残存する施設、

建物、敷地等の解放に係る基準（いわゆるサイト解放基準）については、今

後の重要な課題である。また、解体の際に発生したもののうち放射性廃棄物

として扱う必要のないものについての検討は、原子力安全委員会において一

部の施設で終了しており、他の施設についても今後検討していく予定である。

サイト解放基準の検討にあたっては、これらとの整合性に配慮しつつ検討を

行っていくことが重要である。 

 

（２）放射性廃棄物の処分等 

  運転・供用終了以降であって、解体を完了した事業所の課題となるのは、

解体等に伴って発生した放射性廃棄物の処分を含めた他事業所への廃棄（譲

渡）である。今後、事業等の廃止を適切に進めていくためには、規制行政庁

は、他事業所への廃棄（譲渡）について規定している現行の原子炉等規制法

の「核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則」の運用

方法等を明確にしていくとともに、原子力安全委員会は、放射性廃棄物の処

分の安全確保の考え方や、核燃料施設等に係るクリアランスレベルについて、

引き続き検討していくことが必要である。 

 

（３）技術基準等の整備 

  これまでの検討を踏まえ、具体的な安全規制制度や必要な技術基準類につ

いては、今後、規制行政庁により具体化されるものと考える。 
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７．おわりに 

 本報告書においては、運転・供用終了以降の原子力施設の安全規制の考え方

について検討した。 

 その結果、運転・供用終了以降の原子力施設の安全規制制度は、運転・供用

時と同じ安全規制制度を原則適用する必要はなく、運転・供用終了以降の施設

の特徴、廃止措置の進行等を踏まえた潜在的危険性の程度に応じた段階的なも

のとすることが適当であることの考え方を示した。 

また、運転・供用終了以降の原子力施設における安全確保は、保安活動が解

体作業に伴う被ばく管理や解体作業に伴い発生する放射性廃棄物の管理等であ

ることから、これらに関して規制行政庁が適切に関与し、その実施状況につい

て適宜必要な確認を行うことが適当であるとの考え方を示した。 

今回対象とした施設のうち、例えば、原子炉施設でも、実用発電用原子炉か

ら、研究開発段階炉、試験研究用原子炉、臨界実験装置といった様々な規模の

異なる施設が対象となっている。これらの施設に対する運転・供用終了以降の

安全規制制度の構築にあたっては、制度そのものが煩雑とならないよう、基本

的には共通の基準に基づくものであることが望ましいが、潜在的危険性の程度

が異なる施設に対して安全規制制度を一律に適用することは、必ずしも適切で

なく、潜在的危険性の程度に応じた規制制度を構築することが重要である。 

 今後、本検討結果を踏まえ、関係機関において法令改正等の具体的な検討が

なされる必要がある。
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参考資料 
 (1／4) 

原子力施設一覧 

                                                     （平成 16 年 3 月末現在）         

施設別 事 業 所 名 称 施 設 等 

 (1)日本原燃㈱濃縮・埋設事業所 ウラン濃縮 

 (2)三菱原子燃料㈱ 成形加工、転換加工 

 (3)原子燃料工業㈱東海事業所 成形加工 

 (4)㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン 成形加工 

 (5)原子燃料工業㈱熊取事業所 成形加工 

 

加 

工 

施 

設 

 (6)核燃料サイクル開発機構人形峠環境技術センター ウラン濃縮 

 (1)北海道電力㈱泊発電所 １～２号機（PWR）、３号機（PWR建設中） 

 (2)東北電力㈱東通原子力発電所建設所 建設中 １号機（BWR） 

 (3)東北電力㈱女川原子力発電所 １～３号機（BWR） 

 (4)東京電力㈱福島第一原子力発電所 １～６号機（BWR） 

 (5)  〃  福島第二原子力発電所 １～４号機（BWR） 

 (6)  〃  柏崎刈羽原子力発電所 １～５号機（BWR）、６,７号機（ABWR） 

 (7)中部電力㈱浜岡原子力発電所 １～４号機（BWR）、５号機（ABWR建設中） 

 (8)北陸電力㈱志賀原子力発電所 １号機（BWR）、２号機（ABWR建設中） 

 (9)関西電力㈱美浜発電所 １～３号機（PWR） 

(10)  〃  大飯発電所 １～４号機（PWR） 

(11)  〃  高浜発電所 １～４号機（PWR） 

(12)四国電力㈱伊方発電所 １～３号機（PWR） 

(13)中国電力㈱島根原子力発電所 １～２号機（BWR） 

(14)九州電力㈱玄海原子力発電所 １～４号機（PWR） 

(15)  〃  川内原子力発電所 １～２号機（PWR） 

(16)日本原子力発電㈱東海第二発電所 （BWR） 

(17)  〃     敦賀発電所 １号機（BWR）、２号機（PWR） 

 

 

 

 

実 

用 

発 

電 

用 

原 

子 

炉 

施 

設 

(18)  〃     東海発電所 解体中（GCR） 

 (1)核燃料サイクル開発機構 

          新型転換炉ふげん発電所 

運転中* 

 

*Ｈ１５．３運転終了 

 研 段 

 究 階 

 開 原 

 発 子 

    炉 
 (2)核燃料サイクル開発機構 

         高速増殖原型炉もんじゅ建設所 

建設中 

 (1)日本原子力研究所むつ事業所 解体中 

 (2)日本原子力研究所東海研究所 

 

 

 

 

 

運転中：定常臨界実験装置(STACY) 

    過渡臨界実験装置(TRACY) 

       研究炉（JRR-3,4） 

    高速炉臨界実験装置(FCA) 

       軽水臨界実験装置(TCA) 

       原子炉安全性研究炉(NSRR) 

解体中：研究炉（JRR-2） 

       高温ガス炉臨界実験装置(VHTRC)

 試 

 験 

 研 

 究 

 の 

 用 

 に 

 供 原 

 す 子 

 る 炉 

   施 

   設 
 (3)日本原子力研究所大洗研究所 

 

運転中：材料試験炉（ＪＭＴＲ） 

    高温工学試験研究炉（ＨＴＴＲ） 
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(2／4) 

 

施設別 事 業 所 名 称 施 設 等 

 (4)核燃料サイクル開発機構大洗工学センター 運転中：常陽 

解体中：重水臨界実験装置(DCA) 

 (5)東京大学大学院工学系研究科 

           附属原子力工学研究施設 

運転中：弥生 

 (6)武蔵工業大学原子力研究所 解体中：武蔵工大炉 

 (7)立教大学原子力研究所 解体中：立教大学炉 

 (8)京都大学原子炉実験所 

 

運転中：京都大学炉(KUR) 

       京都大学臨界実験集合体装置 

    (KUCＡ) 

 (9)近畿大学原子力研究所 運転中：近畿大学炉 

(10)日立製作所 解体中：日立教育訓練用原子炉(HTR) 

(11)㈱東芝原子力技術研究所 運転中：東芝臨界実験装置(NCA) 

 

(12)㈱東芝研究炉管理センター 解体中：東芝教育訓練用原子炉(TTR) 

 (1)日本原燃㈱再処理事業所 使用済燃料受入れ・貯蔵施設、再処理本体（

建設中） 

 再 

 処  

 理 施 

   設 
 (2)核燃料サイクル開発機構東海事業所 分離精製工場及び付属建屋 

 (1)日本原子力研究所東海研究所 廃棄物埋設施設  廃 埋 

 棄 設 

 物 施 

    設 
 (2)日本原燃㈱濃縮・埋設事業所 放射性廃棄物受入れ施設、固体廃棄物廃棄

施設及び液体廃棄物廃棄施設 

 (1)日本原子力研究所大洗研究所 特定廃棄物管理施設  廃 管 

 棄 理 

 物 施 

   設 
 (2)日本原燃㈱再処理事業所 特定廃棄物管理施設 

 (1)日本原子力研究所東海研究所 ホットラボ等（試験等） 

 (2)日本原子力研究所大洗研究所 JMTR等（試験研究等） 

 (3)核燃料サイクル開発機構東海事業所 Pu燃料第１～３開発室等(試験研究等) 

 (4)核燃料サイクル開発機構大洗工学センター 照射燃料試験施設等（試験等） 

 (5)核燃料サイクル開発機構人形峠環境技術センター 濃縮工学施設等（試験等） 

 (6)独立行政法人産業技術総合研究所 つくば中央第二事業所（保管管理） 

 (7)独立行政法人放射線医学総合研究所 内部被ばく実験棟（試験研究） 

 (8)東京大学大学院工学系研究科 

           附属原子力工学研究施設 

（保管管理） 

 (9)東京工業大学 核燃料貯蔵管理室（保管管理） 

(10)京都大学原子炉実験所 特別核燃料貯蔵室等（保管管理） 

(11)(財)核物質管理センター 

           六ヶ所再処理保障措置分析所 

運用準備中（分析等） 

(12)(財)核物質管理センター東海保障措置センター 保障措置分析棟等（分析等） 

(13)ニュークリア・デベロップメント㈱ 燃料ホットラボ施設（検査及び各種試験等） 

(14)原子燃料工業㈱東海事業所 （HTTR燃料の製造等） 

(15)日本核燃料開発㈱ NFDホットラボ施設（検査及び各種試験等） 

 

 

 

核 

燃 

料 

物 

質 

の 

使 

用 

施 

設 

  注１） 

(16)㈱東芝原子力技術研究所 N-28-2保管管理室（保管管理） 
  注１）原子炉等規制法施行令第１６条の２で定める施設
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(3／4) 

施設別 事 業 所 名 称 事 業 所 名 称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核 

燃 

料 

物 

質 

使 

用 

施 

設 

注2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1)青森県環境保健センター 

( 2)青森県原子力センター 

( 3)青山学院大学相模原キャンパス 

( 4)旭化成ケミカルズ（株） 

( 5)旭化成（株）川崎支社 

( 6)旭化成（株）延岡支社日向細島一区事業所 

( 7)旭硝子（株） 技術本部 中央研究所 

( 8)足尾精錬（株）足尾精錬所 

( 9)ｱﾘｽ電子工業（株） 入曽工場 

(10)茨城県公害技術ｾﾝﾀｰ 

(11)岩崎電気（株）埼玉製作所 

(12)愛媛県立衛生環境研究所 

(13)大阪大学工学部 

(14)大阪大学大学院理学研究科 

         附属原子核実験施設 

(15)大阪府立大学先端科学研究所 

(16)岡山大学固体地球研究ｾﾝﾀｰ 

(17)海上保安庁水路部 

(18)核燃料ｻｲｸﾙ開発機構新型転換炉 

         ふげん発電所 

(19)核燃料ｻｲｸﾙ開発機構高速増殖炉 

         もんじゅ建設所 

(20)（株）化研 水戸研究所 

(21)金沢大学アイソトープ理工系研究施設 

(22)金沢大学理学部附属低ﾚﾍﾞﾙ放射能実験施設

(23)環境科学技術研究所 

(24)関西医科大学附属香里病院 

(25)関西電力（株） 高浜発電所 

(26)関西電力（株） 大飯発電所 

(27)関西電力（株） 美浜発電所 

(28)関東化学（株） 草加工場 

(29)気象研究所 

(30)ｷｼﾀﾞ化学（株） 三田事業所 

(31)岐阜県立岐阜病院 

(32)（財）九州環境管理協会環境放射能分析室 

(33)九州大学ｱｲｿﾄｰﾌﾟ総合ｾﾝﾀ-箱崎地区実験室

(34)九州大学工学部 

(35)九州電力（株） 玄海原子力発電所 

(36)九州電力（株） 川内原子力発電所 

(37)京都大学医学部附属病院 

(38)京都大学ｴﾈﾙｷﾞｰ理工学研究所 

(39)京都大学工学部原子核工学教室放射実験室

(40)近畿大学原子力研究所 

(41)（株）ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾆｭｰｸﾘｱ・ﾌｭｴﾙ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

(42)原子燃料工業（株） 熊取事業所 

(43)高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 

(44)国立保健医療科学院 白金庁舎 

(45)（株）ｺｼﾅ小布施事業所 

(46)佐藤芳正 

(47)佐野厚生総合病院 

(48)産業技術総合研究所  関西センター 

          （旧大阪工業技術研究所） 

(49)産業技術総合研究所つくば中央第三事業所 

     （旧計量研究所） 

(50)産業技術総合研究所つくば中央第五事業所 

     （旧物質工学工業技術研究所） 

(51)産業技術総合研究所 つくば西事業所 

          （旧資源環境技術総合研究所） 

(52)産業技術総合研究所 中部センター 

(53)産業技術総合研究所  四国センター 

              （旧四国工業技術研究所） 

(54)社会福祉法人 同愛記念病院 

(55)（株）三徳 第三工場 

(56)（株）ジェー･シー･オー 東海事業所 

(57)四国電力（株） 伊方発電所 

(58)静岡大学工学部 

(59)㈱日鉱マテリアルズ 

(60)昭和電工（株）川崎工場（千鳥） 

(61)信州大学遺伝子実験施設 

(62)新日本金属化学（株） 京都工場 

(63)新日本製鐵（株） 八幡製鐵所 

(64)神鋼電機（株） 

(65)水産総合研究センター中央水産研究所 

(66)（株）住田光学ｶﾞﾗｽ浦和工場 

(67)住友化学工業（株） 愛媛工場新居浜地区 

(68)住友化学工業（株） 千葉工場袖ケ浦地区 

(69)住友金属鉱山（株） 

   エネルギー・環境事業部技術センター 

(70)住友電気工業（株） 大阪製作所 

(71)仙台市衛生研究所 

(72)（株）第一ﾗｼﾞｵｱｲｿﾄｰﾌﾟ研究所 千葉事業所 

(73)大同特殊鋼（株） 

(74)太平金属工業（株） 

(75)太陽誘電（株）Ｒ＆Ｄセンター 

(76)中国電力（株） 島根原子力発電所 

(77)中部電力（株）浜岡原子力発電所 

(78)帝人（株）高分子研究所 

(79)東京工業大学 原子炉工学研究所 

  注 2）原子炉等規制法施行令第１６条の２で定める施設以外の施設
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(4／4) 

施設別 事 業 所 名 称 事 業 所 名 称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核 

燃 

料 

物 

質 

使 

用 

施 

設 

注2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(80)（株）東芝 研究炉管理ｾﾝﾀｰ 

(81)東芝電子管デバイス（株） 

(82)（株）東芝マテリアル 

(83)東芝ﾗｲﾃｯｸ（株）横須賀工場 

(84)東京大学工学部 

(85)東京大学原子力研究総合ｾﾝﾀｰ 

(86)東京電力（株）福島第一原子力発電所 

(87)東京電力（株）福島第二原子力発電所 

(88)東京電力（株）柏崎刈羽原子力発電所 

(89)東邦金属（株）寝屋川工場 

(90)東北大学金属材料研究所 

(91)東北大学金属材料研究所附属 

                 材料試験炉利用施設 

(92)東北大学工学部 

(93)東北大学ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ･ﾗｼﾞｵｱｲｿﾄｰﾌﾟｾﾝﾀｰ 

(94)東北大学多元物質科学研究所 

(95)東北電力（株） 女川原子力発電所 

(96)東燃ゼネラル石油（株） 境工場 

(97)ﾅｶﾗｲﾃｽｸ（株）南事業所 

(98)名古屋大学工学部 

(99)名古屋工業大学計測分析ｾﾝﾀｰＲＩ実験室 

(100)浪速金液（株） 

(101)新潟県保健環境科学研究所 

(102)（株）ﾆｺﾝ相模原製作所 

(103)ﾆｯｷ（株）川口工場 

(104)日本ｶｰﾘｯﾄ（株）群馬事業所 

(105)日本金液（株） 

(106)日本金属工業（株）相模原製造所 

(107)日本原子力研究所 むつ事業所 

                   大湊施設研究棟 

(108)日本原子力研究所 那珂研究所 

(109)日本原子力発電（株） 敦賀発電所 

(110)日本原子力発電（株） 東海発電所 

(111)日本原子力発電（株） 東海第二発電所 

(112)日本原燃（株）  環境管理センター 

(113)日本原燃（株） 再処理事業所 

(114)日本原燃（株）濃縮・埋設事業所 

            研究開発棟 

(115)日本たばこ産業（株) たばこ中央研究所 

(116)日本ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ（株） 飯塚工場 

(117)（株）YAKIN川崎 

(118)日本電気（株）府中事業場 

(119)日本電池（株）照明器工場 

(120)（財）日本分析ｾﾝﾀｰ 

(121)日本ﾒｼﾞﾌｨｼﾞｯｸｽ（株） 千葉工場 

(122)日本ﾒｼﾞﾌｨｼﾞｯｸｽ（株） 兵庫工場 

(123)ﾆｭｰｸﾘｱ･ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ（株） 

                管理部大宮管理室 

(124)農業環境技術研究所 

(125)花輪鉱山（株） 

(126)（株）日立製作所情報制御システム事業部

(127)（株）日立製作所 電力・電機開発研究所 

(128)（株）日立製作所電力・電機開発研究所 

                        日立分館 

(129)（株）日立製作所／日立ディスプレイズ 

(130)福井県原子力環境監視ｾﾝﾀｰ 

(131)福島県原子力センター福島支所 

(132)（株）藤井製作所千葉工場 

(133)富士写真フィルム（株） 小田原工場 

(134)富士電気システムズ（株）東京工場 

(135)防衛庁技術研究本部第１研究所 

(136)防衛庁防衛大学校 

(137)放射線医学総合研究所 

  放射線安全研究センター那珂湊支所 

(138)北陸電力（株） 志賀原子力発電所 

(139)北海道大学工学部 

(140)北海道電力（株） 総合研究所（江別市） 

(141)北海道電力（株） 泊発電所 

(142)HOYA（株）昭島工場 

(143)松下電器産業（株） 照明社 高槻地区 

(144)三井化学（株）岩国大竹工場 

(145)三井化学（株）大阪工場 

(146)三菱瓦斯化学（株） 新潟研究所 

(147)三菱原子燃料（株）  

(148)三菱電機（株）情報技術総合研究所 

(149)三菱電機（株）通信機製作所 

(150)三菱ﾏﾃﾘｱﾙ（株）ｴﾈﾙｷﾞｰ事業ｾﾝﾀｰ 

    那珂ｴﾈﾙｷﾞｰ開発研究所 

(151)三菱ﾏﾃﾘｱﾙ（株）総合研究所 

(152)三津和化学薬品（株） 

(153)武蔵工業大学原子力研究所 

(154)文部科学省ﾀｲﾑ･ｶﾌﾟｾﾙの埋設地 

(155)（株）山さ水野商店 

(156)米山薬品工業（株）三国工場 

(157)理化学研究所 

(158)理学電機（株） 拝島工場 

(159)立教大学原子力研究所 

(160)立教大学理学部 

(161)ﾚｰｻﾞｰ濃縮技術研究組合東海濃縮実験所

(162)和光電気（株）茨城事業所 

(163)和光純薬工業（株） 大阪工場 

(164)高純度化学研究所 東松山工場 

  注 2）原子炉等規制法施行令第１６条の２で定める施設以外の施設
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原子炉施設の運転終了以降の安全規制制度に関する 

規制調査の結果について 

 

 

１ ６ 安 委 決 第 ２ ３ 号 

平成１６年１０月１４日 

原子力安全委員会決定 

 

 

１．調査の目的 

現在、日本原子力研究所ＪＲＲ－２＊1等の試験研究用原子炉８基及び日

本原子力発電㈱東海発電所ＧＣＲ＊2が解体中で、核燃料サイクル開発機構

新型転換炉ふげんは運転を終了しているところである。 

原子力安全委員会は、「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日決定（平成１３年８月６日一部改訂））」（以

下、「基本的考え方」という。）において、原子炉施設の解体の特徴とし

て、解体の進行に伴って、当該施設内の放射線レベルが変動し、保安に必

要な設備等の状況が変化すること等をあげている。 

すなわち、原子炉施設の運転終了以降の安全規制制度は、当該施設の安

全確保の重要性の程度に応じた、必要十分なものでなければならない。し

かしながら、現状の規制活動では、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。）又は電気事業法

に基づき、施設定期検査等、運転中とほぼ同様の規制制度が適用されてお

り、運転終了以降であることの考慮は十分になされていない。また、一方

で、運転終了以降の規制制度である解体及び廃止に係る規定には、解体工

事等の安全確保に係る具体的な技術基準類が十分に整備されているとは言

い難い。 

このような状況を踏まえ、原子力安全委員会は、規制調査に関する平成

１６年７月２６日の原子力安全委員会の決定に基づき、原子炉施設の運転

終了以降の安全規制制度の運用状況の調査を行った。 

 

*1: Japan Research Reactor No.2 

*2: Gas Cooled Reactor
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２．調査の方法 

調査にあたっては、既に廃止措置が終了している日本原子力研究所のＪ

ＰＤＲ＊3及びＪＲＲ－１＊4、主要な解体工事が終了した㈱東芝研究炉管理

センターのＴＴＲ－１＊5、解体中の日本原子力発電㈱東海発電所のＧＣＲ

及び日本原子力研究所のＪＲＲ－２を対象として、 

解体及び廃止に係る規制である、 

(1)原子炉の解体の届出（以下、「解体届」という。） 

(2)運転の廃止の届出（以下、「廃止届」という。） 

運転中から継続している規制である、 

(3)保安規定及び保安規定の遵守状況の検査 

(4)原子炉主任技術者の選任等 

(5)施設定期検査 

(6)施設の変更等の際の許認可の取扱い 

について、規制行政庁からのヒアリング、書類確認及び現地調査を行うこ

とにより実施した。別紙に、調査において確認した資料等を示した。 

 

*3: Japan Power Demonstration Reactor 

*4: Japan Research Reactor No.1 

*5: Toshiba Training Reactor 

 

 

３．調査の結果及び意見 

調査の結果を踏まえ、原子炉施設の運転終了以降の安全規制制度につい

て、その改善・向上を図るために必要な意見・見解を以下に示す。 

（１）解体届について 

①調査の視点 

原子炉等規制法関係法令では、原子炉の解体にあたっては、解体に着

手する前に、解体の方法等を記載した解体届を提出することとしている

が、解体届で記載する施設等の範囲及び詳細な記載内容並びに解体工事

の安全性確認の方法についての規定がないことから、具体的な運用状況

について調査を行った。 

②調査結果 

解体届の提出時期について、文部科学省では、関係法令に基づき解体

を開始する 30 日前までとしているのに対し、経済産業省原子力安全・保
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安院（以下、「保安院」という。）では、これに加え、使用済燃料のすべ

てが事業所から搬出されていることを条件としている。 

文部科学省では、解体届の記載内容等に関し、基本的考え方を参考に、

解体工事の内容や安全性の評価、放射性廃棄物の発生量等をより詳細に

記載した書類を提出するよう、解体届受理後原子炉設置者に通知してい

る。 

さらに、本通知に基づき、必要に応じて現地の原子力保安検査官等が

解体工事に係る安全性や解体工事の作業状況の確認を行っている。 

保安院では、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃止措

置安全小委員会において、「実用発電用原子炉施設の廃止措置に係る安全

確保及び安全規制の考え方について（平成１３年８月２日）」として安全

確保のあり方及び安全規制の考え方について取りまとめており、これに

基づき運用している。 

③意見 

当委員会は、保安院の解体届の提出に係る使用済燃料の取り扱いに関

しては、安全確保の向上という観点からは、妥当なものであると考える。 

一方、解体届に記載する施設等の範囲、記載内容等については、例え

ば、非管理区域にある屋外開閉所のような、範囲に含めることが不要と

考えられる施設も含まれていること、また、安全確保上重要でないと考

えられる内容についても記載されており、その変更についても届出を必

要としていることなどから、安全確保の重要性の程度に応じた記載範囲、

記載内容等についての検討が必要であると考える。 

 

（２）廃止届について 

①調査の視点について 

原子炉等規制法関係法令では、原子炉のすべての運転を廃止したとき

に廃止届を提出することとなっているが、それぞれの規制行政庁の運用

では、廃止届の提出の時期等の考え方について差異があるため、具体的

な運用状況について調査を行った。 

②調査結果 

文部科学省では、廃止届の提出についての運用方法を原子炉設置者に

通知し、必要な措置が実施されていれば廃止届を提出できることとした。

これに基づき同一事業所内で他の原子炉が運転中ではあるが、解体を終

了し更地となっているＪＰＤＲ、解体工事が終了し残存施設が核燃料物

質使用施設に変更された上展示に供されているＪＲＲ－１等について、
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廃止届を受理している。 

保安院では、廃止届を受理した実績はないものの、当該許可に係るす

べての原子炉の運転を廃止した場合に、廃止届を提出することとして運

用するとしている。 

なお、原子炉施設においては、許可を取り消された事例はないものの、

許可を取り消された場合も、廃止届を提出した場合と同様に 30 日以内の

廃止に伴う措置の報告を義務づけている。 

③意見 

当委員会としては、同一事業所内に複数の原子炉が設置されている場

合の廃止届に係る文部科学省の運用については、安全確保上、支障がな

いことから妥当なものであると考える。 

一方、同一事業所内に複数の原子炉がある場合、すべての解体終了に

は、長い期間を要し、その後でなければ廃止届が提出できないとするこ

とは不合理であり、提出時期の検討が必要であると考える。 

また、事業の許可が取り消された場合に廃止の措置を提出すべき期限

は、事業者が余裕を持って適切に対応できるような期限の検討が必要で

あると考える。 

 

（３）保安規定の変更認可及び保安規定の遵守状況の検査について 

①調査の視点について 

解体中の原子炉施設では、解体の進行に伴って、当該施設内の放射線

レベルが変動し、保安に必要な設備等の状況が変化することから、保安

規定の認可がどのような考え方で行われているか、保安規定の遵守状況

の検査（以下、「保安検査」という。）がどのような考え方で行われてい

るかについて、具体的事例を参考にしつつ、調査を実施した。 

②調査結果 

文部科学省、保安院共に、運転終了以降の原子炉施設に対しても施設

が存在するため保安規定を適用している。保安規定については、運転終

了以降の安全確保という観点から変更申請がなされ、災害の防止上十分

であるかという観点から認可を行っている。認可された保安規定には、

解体工事の進行に伴い、管理を要しない設備、機器の記載の削除、解体

工事に重点をおいた管理組織の変更、不要な管理項目の削除等が反映さ

れている。ただし、日本原子力発電㈱東海発電所のように、運転中と同

様に中央制御室での 24 時間体制の監視を規定している例もある。 

また、文部科学省、保安院共に、運転中と同様の方法により年４回の
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保安検査を実施している他、文部科学省では、内規等に基づき、解体工

事に係る安全性の確認や解体工事の作業状況の確認を実施している。 

③意見 

当委員会は、保安規定の変更認可が、解体工事の進行に伴い、必要な

項目について適宜変更がなされており、また、保安検査についても、現

在の安全規制制度に基づき実施されていることを確認した。 

しかしながら、現在の安全規制制度における保安規定や保安検査は、

原子炉の運転に着目しているものと考えられ、運転終了以降においては、

使用済燃料の管理（試験研究用原子炉）、解体工事とそれに伴う放射線管

理、放射性廃棄物の取扱いが主な保安活動となることから、運転中にお

ける安全確保とは視点を変える必要があると考える。また、解体工事は、

定常的なものでなく日々施設の状態が変化していくため、施設の安全確

保の重要性の程度に応じて適切な時期に必要な確認等が実施できるよう

にするなどの規制の検討が必要であると考える。 

なお、日本原子力発電㈱東海発電所の監視については、現状は十分な

体制で行われていると考えられるものの、既に使用済燃料もないことか

ら中央制御室での監視の必要性について検討することが望まれる。 

 

（４）原子炉主任技術者の選任等について 

①調査の視点について 

原子炉等規制法では、原子炉主任技術者について、その職務として、

原子炉の運転に関して保安の監督を行わせることとしており、そのため

に必要な専門的知識及び実務的な知識を要件としている。さらに、原則

として原子炉毎に選任することを義務づけている。これらを踏まえると、

専ら原子炉そのものの運転についての保安の監督を行うことが求められ

ていると考えられることから、運転終了以降において原子炉主任技術者

が具体的にどのような職務に携わっているかについて、調査を実施した。 

②調査結果 

文部科学省、保安院共に、運転終了以降の原子炉施設に対しても原子

炉主任技術者を選任することが必要としており、保安規定に原子炉主任

技術者の職務を規定している。その職務内容は、運転中の原子炉につい

ては、重要な運転制限値の確認や各種運転記録等の確認など原子炉の運

転に主眼が置かれ、運転終了以降については、使用済燃料の管理（試験

研究用原子炉の一部）、放射線管理、放射性廃棄物の取扱い等に主眼が置

かれている。 
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③意見 

当委員会は、原子炉主任技術者の選任等に関し、現行の安全規制制度

に基づき実施されていることを確認した。 

しかしながら、運転終了以降の職務内容を考えれば、原子炉主任技術

者を原子炉の運転に関する保安の監督として選任させる必要は必ずしも

なく、職務内容に応じて、例えば、核燃料取扱主任者や放射線取扱主任

者など、被ばく管理や放射性物質の取り扱い等の知識等を有する者に保

安の監督を行わせることなどについて、検討が必要であると考える。 

 

（５）施設定期検査について 

①調査の視点について 

原子炉等規制法では、施設定期検査は、使用前検査において合格した

性能が維持されていることを検査することとしているが、運転終了以降

の原子炉施設では、施設定期検査がどのような考え方で行われているか

について、調査を実施した。 

②調査結果 

文部科学省、保安院共に運転終了以降の原子炉施設に対しても、運転

中の原子炉施設と同様施設定期検査を適用している。 

文部科学省では、試験研究用原子炉において、原子炉の機能停止措置

後は、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第３

条の５の性能の技術上の基準のうち、第１項第６号（線量当量率及び空

気中の放射性物質の濃度）、第７号（核燃料物質の貯蔵施設の未臨界性）、

第８号（放射性廃棄物の廃棄施設の処理能力）等が該当するものとして、

解体工事の進行に応じて必要と考えられる事項に対して実施している。 

保安院では、日本原子力発電㈱東海発電所ＧＣＲの解体開始に伴い、

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則を改正し、原子炉の解体

に着手した後における施設定期検査の技術上の基準を定め、これに基づ

き、実施している。 

③意見 

当委員会は、現在の安全規制制度に基づき施設定期検査が実施されて

いることを確認した。 

しかしながら、施設定期検査項目である放射性廃棄物の廃棄施設の処

理能力等は、原子炉の運転を前提としたものであり、運転中と同様の基

準及び頻度で国が施設定期検査を実施するということは、必ずしも適当



 

23 

な運用であるとは思えない。前述した保安検査も実施されており、既に

「加工施設の施設定期検査に関する規制調査」でも指摘したように、こ

れらの規制活動の活用も含め、全体として実効性のある安全規制制度の

検討が必要であると考える。 

 

（６）施設の変更等の際の許認可の取扱いについて 

①調査の視点について 

運転終了以降の原子炉施設において、解体中の原子炉施設の設備変更

の際の許認可の取扱いがどのようになされているかについて、具体的な

事例を参考にしつつ、調査を実施した。 

②調査結果 

文部科学省においては、解体中の原子炉施設であっても、例えば放射

性廃棄物の保管廃棄施設等を設置する際には、設置変更許可、設計及び

工事の方法の認可、使用前検査を必要としている。 

保安院においては、運転終了以降の許認可について、現在まで、日本

原子力発電㈱東海発電所での実績はない。ただし、今後、専ら廃止措置

のための新たな放射性廃棄物の処理等を行う施設を設置する場合におい

ても許認可が必要となるとしている。 

なお、解体工事に必要な仮設の設備、機器等については、許認可を必

要としない運用である。 

③意見 

当委員会としては、使用済燃料等が抜き取られた以降の原子炉施設、

放射線の影響が無視できる程度の原子炉施設に関する設備等の変更に係

る許認可に関しては、許認可手続きを安全確保の重要性の程度に応じた

段階的なものにする等の検討が必要であると考える。その際、例えば、

専ら廃止措置のために新たに必要となる放射性廃棄物の保管を行う施設

に対する規制は、同程度の安全性が要求される核燃料使用施設と同様の

規制にするなど、類似の施設間での規制の均衡が図られるよう、配慮す

る必要がある。 
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４．まとめ 

原子炉施設の運転終了以降の安全規制制度の運用状況について、運転を

終了し解体の実績がある試験研究用原子炉を中心に調査を実施した。その

結果、規制行政庁が、現行の安全規制制度に基づき、解体中の原子炉施設

に係る安全性の確認を実施していることを確認した。 

しかしながら、現行の原子炉等規制法は、原子炉の設置、運転に必要な

規制に主眼が置かれており、原子炉等規制法の制定当時には原子炉の解体、

廃止については経験がなかったこともあり、必ずしも十分な法制上の配慮

がなされていたとは思えない。運転終了以降の原子炉施設の主な保安活動

が、使用済燃料の管理、解体工事とそれに伴う放射線管理、放射性廃棄物

の取り扱いであること、試験研究用原子炉の解体、廃止に係る規制経験が

蓄積されたことを踏まえ、解体の進行及び安全確保の重要性の程度に応じ

た段階的な安全規制制度の構築について、検討することが必要であると考

える。 

規制行政庁においては、これらの状況に鑑み、実用発電用原子炉と試験

研究用原子炉の特徴も考慮しつつ、安全規制制度自体の見直しを開始する

ことが望まれる。 

運転終了以降の安全規制については、原子炉施設の他、加工施設、再処

理施設等の原子力施設に共通する問題である。このため、当委員会として

は、放射性廃棄物・廃止措置専門部会の場において、引き続き、運転終了

以降の原子力施設に対する安全規制制度のあり方について、各施設の特徴

や安全規制の整合性を考慮しつつ検討を行っていくこととする。 

また、関係機関においては、解体工事において重要となる労働災害、火

災等に対する配慮についての検討の他、試験研究用原子炉の廃止にあたっ

ての核燃料物質の具体的な処分方策についての検討も必要であると考える。 
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（別紙） 

 

１．担当原子力安全委員 

○鈴木篤之委員長代理 

東 邦夫委員 

（○：主担当） 

 

２．調査を行った主な日 

 

平成１６年８月６日：事業所現地調査 

日本原子力発電㈱東海発電所ＧＣＲ（茨城県那珂郡東海村） 

日本原子力研究所東海研究所ＪＲＲ－２（茨城県那珂郡東海村） 

 

平成１６年８月１９日：規制行政庁ヒアリング 

文部科学省 科学技術・学術政策局 原子力安全課 原子力規制室 

 

平成１６年８月２４日：事業所現地調査 

㈱東芝研究炉管理センターＴＴＲ－１（神奈川県川崎市） 

 

平成１６年８月２７日：規制行政庁ヒアリング 

経済産業省 原子力安全・保安院 放射性廃棄物規制課 

 

３．調査において確認した資料等 

（１）「原子炉施設の運転終了以降の安全規制制度に関する規制調査」原子

力安全委員会からの質問に対する回答【質問回答書】 （平成１６年

８月１９日 文部科学省 科学技術・学術政策局 原子力安全課 原

子力規制室） 

 

（２）原子力安全委員会事務局 規制調査課「原子炉施設の運転終了以降

の安全規制制度に関する規制調査」規制行政庁に対する質問への回答 

（平成１６年８月２７日 原子力安全・保安院 放射性廃棄物規制課） 

 

（３）日本原子力研究所東海研究所ＪＲＲ－２原子炉施設の解体届（平成

９年５月９日 日本原子力研究所） 
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（４）日本原子力研究所東海研究所原子炉施設保安規定（平成１６年３月

２５日 日本原子力研究所） 

 

（５）㈱東芝研究炉管理センター東芝教育訓練用原子炉施設の解体届（平

成１３年８月８日 ㈱東芝） 

 

（６）㈱東芝研究炉管理センター東芝教育訓練用原子炉施設（ＴＴＲ－１）

保安規定（平成１６年４月２７日 ㈱東芝） 

 

（７）東海発電所原子炉解体届（平成１３年１０月４日 日本原子力発電

㈱） 

 

（８）東海発電所原子炉施設保安規定（平成１６年６月２４日 日本原子

力発電㈱） 

 

４．参考資料 

（１）解体届の変更履歴 

（２）解体中の原子炉施設に係る保安規定の変更認可 

（３）解体中の原子炉施設の施設定期検査の一例 

（４）運転終了した原子炉一覧 
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（参考資料） 

（１）解体届の変更履歴 
○日本原子力研究所東海研究所ＪＲＲ－２ 

届出年月日 内容 
平成 ９年 ５月 ９日 ・解体届の届出 

・解体の基本方針 
・第１段階の解体方法の詳細 

平成１０年 ９月１７日 ・第２段階の解体方法の詳細 
平成１１年 ８月３０日 ・重水の搬出先をアメリカからカナダに変更 
平成１２年 ７月１９日 ・第３段階前半の解体方法の詳細 
平成１４年 ５月１７日 ・第３段階後半の解体方法の詳細 
平成１５年 ３月２６日 ・第３段階後半（平成１４年度分）の工事工程を平成１５

年度前半まで延長 
平成１６年 ３月３１日 ・第４段階の解体工事（原子炉本体の撤去等、平成１６

年～１９年）を延期し、第３段階を第４段階開始まで延

長 
全工程を以下の４段階に分けて実施 

第１段階：原子炉の機能停止及び冷却材の抜取り等 

第２段階：原子炉冷却系統施設の系統隔離及び原子炉本体の密閉等 

第３段階：原子炉冷却系統施設等の機器類撤去 

第４段階：原子炉本体の撤去等 

 
○㈱東芝研究炉管理センターＴＴＲ－１ 

届出年月日 内容 
平成１３年 ８月 ８日 ・解体届の届出 

・解体の基本方針 
・第１段階の解体方法の詳細 

平成１３年 ９月１１日 ・記載表現の適正化 
平成１４年１０月３０日 ・工事工程の見直し及び第２段階の詳細 
平成１５年 ３月１０日 ・工事工程の見直し 
平成１５年 ９月 ９日 ・解体方法及び工事工程の見直し 
全工程を以下の３段階に分けて実施 

第１段階：原子炉の運転機能の永久停止措置及び原子炉冷却系統施設の撤去等 
第２段階：原子炉本体炉内構造物、液体廃棄物の廃棄設備の撤去等 
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第３段階：原子炉プールタンク及び原子炉コンクリート遮蔽体の解体撤去等 
 
○日本原子力発電㈱東海発電所ＧＣＲ 

届出年月日 内容 
平成１３年１０月 ４日 ・解体届の届出 

・全体計画 
・安全貯蔵工程の詳細 
・先行解体（その１）工程の詳細 

平成１３年１０月３１日 ・解体届の一部補正 
平成１４年 ３月２７日 ・先行解体（その１）工程表の変更 
平成１４年 ５月 ９日 ・住所の変更 
平成１４年１２月２６日 ・解体の方法及び工事工程表の変更 
平成１５年 ３月２５日 ・解体の方法及び工事工程表の変更 

・核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の

処分の方法の変更 
平成１５年 ３月２７日 ・上記の変更届の一部補正 
平成１５年 ９月１９日 ・解体の方法の変更 

・核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の

処分の方法の変更 

平成１６年 ４月１４日 ・解体の方法及び工事工程表の変更 
・核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の

処分の方法の変更 
平成１６年 ７月 １日 ・代表者の氏名の変更 
平成１６年 ９月 １日 ・解体の方法及び工事工程表の変更 

・核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の

処分の方法の変更 
全工程を以下の工程に分けて実施 

安全貯蔵工程：原子炉本体の隔離及び放射能減衰のため約１０年間安全貯蔵 
先行解体（その１）工程：使用済燃料冷却池の水中機器の撤去等 
先行解体（その２）工程：熱交換器の撤去等 
（先行解体（その１）及び（その２）は、安全貯蔵期間中に実施） 
解体撤去工程：原子炉本体及び生体遮蔽体の撤去 

 
 



 

29 

（２）解体中の原子炉施設に係る保安規定の変更認可 
○日本原子力研究所東海研究所ＪＲＲ－２ 

認可年月日 内容 
平成 ９年 ７月２９日 ・運転に係る記載事項削除 
平成１０年 ４月 ２日 ・組織改正 
平成１０年１０月 ９日 ・解体進捗に伴う変更（第１段階工事終了） 
平成１１年 ３月３０日 ・組織改正 
平成１２年 ３月３１日 ・組織改正 
平成１２年 ６月２８日 ・解体進捗に伴う変更（第２段階工事終了） 
平成１２年１１月３０日 ・保安教育導入等（省令改正）に伴う変更 
平成１３年 ９月１０日 ・燃料要素の管理の削除等 
平成１４年 ３月２８日 ・管理区域の明確化等 
平成１４年 ９月 ６日 ・排気ガスモニタの削除 
平成１４年１０月３１日 ・定期的な検査項目の追加 
平成１５年 ３月２５日 ・記録類の明確化等 
平成１５年１２月２５日 ・原子炉冷却系統施設の撤去に伴う変更 
平成１６年 ３月２５日 ・品質保証導入等の省令改正に伴う変更 

・解体進捗に伴う変更 
 
 
○㈱東芝研究炉管理センターＴＴＲ－１ 

認可年月日 内容 
平成１３年１０月 ２日 ・解体届の届出に伴う保安管理の見直し 
平成１６年 ４月２７日 ・品質保証導入等の省令改正に伴う変更 

・解体進捗に伴う変更 
 
 
○日本原子力発電㈱東海発電所ＧＣＲ 

認可年月日 内容 
平成１３年１２月 ３日 ・運転に係る記載事項削除 

平成１５年 ４月２３日 ・定例点検検査項目、放射線管理用計測器及び管理区

域図の変更等 

平成１５年 ６月２７日 ・組織改正及び保安運営委員会の構成員の変更 

平成１５年 ９月 ８日 ・周辺監視区域境界の変更 
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認可年月日 内容 
平成１６年 ６月１０日 ・原子炉施設の品質保証及び保守管理に関する規定の

追加及びこれに伴う組織変更  

・平成１５年度第１回保安検査結果への対応に伴う変更

等  

平成１６年 ６月２４日 ・組織改正に伴う変更等  

 
（３）解体中の原子炉施設の施設定期検査の一例 
○日本原子力研究所東海研究所ＪＲＲ－２ 

平成１５年度（第３３回） 
検査項目 検査内容 

警報装置 スタックダストモニタの警報作動を確認 
放射性廃棄物の廃棄施設

の処理能力検査 
排気筒から放出される放射性物質の濃度を測定し、基

準値を満足していることを確認 
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(4)運転終了した原子炉一覧 

①廃止済の原子炉 

№ 事業者名 名称 熱出力 解体届届出 廃止届届出 

１ 日本原子力研究所 AHCF 10W S42.11*1 S54.2*2 

２ 日本原子力研究所 JRR-1 50kW S44.10 H15.7 

３ 住友原子力工業㈱ SCA 100W S45.12 S46.2 

４ 三菱原子力工業㈱ MCF 200W S48.12 S49.3 

５ 日立製作所㈱ OCF 100W S49.7 H15.7 

６ 日本原子力研究所 JPDR 90MW S57.12 H14.10 

７ 日本原子力研究所 JMTRC 100W H7.10 H15.3 

*1:S42.11 に「水性均質臨界実験装置の解体について」を科学技術庁（当時）へ提出 

*2:S54.2 に解体撤去工事完了 

 

②解体中の原子炉 

№ 事業者名 名称 熱出力*3 解体届届出 

１ 日立製作所㈱ HTR 100kW S50.6 

２ 日本原子力研究所 むつ 36MW H4.8 

３ 日本原子力研究所 JRR-2 10MW H9.5 

４ 日本原子力研究所 VHTRC 10W H12.3 

５ ㈱東芝 TTR-1 100kW H13.8 

６ 日本原子力発電㈱ 東海発電所 16.6 万 kW H13.10 

７ 核燃料ｻｲｸﾙ開発機構 DCA 1kW H14.1 

８ 立教大学 立教大学炉 100kW H14.8 

９ 武蔵工業大学 武蔵工業大学炉 100kW H16.1 

*3:日本原子力発電㈱東海発電所については、電気出力 

 

③運転終了の原子炉 

№ 事業者名 名称 電気出力 運転終了年月 

１ 核燃料ｻｲｸﾙ開発機構 新型転換炉ふげん 16.5 万 kW H15.3 
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添付資料２ 
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添付資料３ 

 

（平成１７年１月現在） 

 

放射性廃棄物・廃止措置専門部会構成員名簿 

 

（担当原子力安全委員） 

 鈴木 篤之  

○ 東  邦夫  

 早田 邦久  

 久住 静代  

（○平成１６年度 主担当） 

 

（部会長） 

田中 知 東京大学大学院工学系研究科教授 

 

（専門委員） 

井口 哲夫 名古屋大学大学院工学研究科教授 

大江 俊昭 東海大学工学部教授 

大野 和子 愛知医科大学付属病院放射線医学教室講師 

大森 佐與子 大妻女子大学社会情報学部教授 

川上 博人 （独）原子力安全基盤機構特任参事 

川上 泰 （財）原子力安全研究協会研究参与 

河田 東海夫 核燃料サイクル開発機構理事 

草間 朋子 大分県立看護科学大学学長 

楠瀬 勤一郎 （独）産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門地質バリア

研究グループグループ長 

小佐古 敏荘 東京大学原子力研究総合センター助教授 

高橋 滋 一橋大学大学院法学研究科教授 

田中 勝 岡山大学大学院自然科学研究科教授 

登坂 博行 東京大学大学院工学系研究科助教授 

杤山 修 東北大学多元物質科学研究所教授 
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永田 勝也 早稲田大学理工学部教授 

野村 正之 日本原子力研究所理事 

藤川 陽子 京都大学原子炉実験所助教授 

山崎 晴雄 東京都立大学大学院理学研究科教授 

山名 元 京都大学原子炉実験所教授 

米原 英典 （独）放射線医学総合研究所放射線安全研究センター 

ラドン研究グループ第２チームリーダー 

 

（開催日） 

 第２回 平成１６年１０月１５日 

第３回 平成１６年１０月２９日 

第４回 平成１６年１２月 ９日 

第５回 平成１７年 １月２８日 
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添付資料４ 

 

廃止措置分科会構成員名簿 

 

（平成１７年１月現在） 

 

（主査） 

山名 元 京都大学原子炉実験所教授 

 

（専門委員） 

足立 守 （財）原子力研究バックエンド推進センター専務理事 

大江 俊昭 東海大学工学部教授 

大森 佐與子 大妻女子大学社会情報学部教授 

金盛 正至 核燃料サイクル開発機構安全推進本部次長 

苅込 敏 日本原子力発電（株）廃止措置プロジェクト推進室副室長

川上 泰 （財）原子力安全研究協会研究参与 

木原 伸二 日本原子力研究所バックエンド技術部放射性廃棄物処分

技術課長 

渋谷 進 核燃料サイクル開発機構敦賀本部新型転換炉ふげん発電

所次長 

山中 武 （独）原子力安全基盤機構規格基準部上席研究員 

四元 弘子 森・濱田松本法律事務所弁護士 

渡部 晃三 日本原子力研究所バックエンド技術部デコミッショニン

グ技術業務管理室長 

 

（開催日） 

 第１回 平成１６年１１月１６日 

 第２回 平成１６年１２月 １日 

 


