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核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合 

第263回 議事録 

 

１．日時 

 平成３１年３月７日（木）１０：００～１０：５６ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階 会議室Ⅾ、Ｅ 

 

３．出席者 

担当委員 

 田中 知   原子力規制委員会委員 

原子力規制庁  

 青木 昌浩  原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長代理 

 小野 祐二  原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム長補佐 

 戸ヶ崎 康  原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム員 

 桝見 亮司  原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム員 

 片野 孝幸  原子力規制部 新基準適合性審査チーム チーム員 

 長谷川 清光 安全規制調整官 

 來住 正人  管理官補佐 

 本多 孝至  安全審査官 

 森野 央士  安全審査専門職 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 峯尾 英章  大洗研究所 副所長 

 勝山 幸三  大洗研究所 燃料材料開発部 次長 

 前田 宏治  大洗研究所 燃料材料開発部 集合体試験課 課長 

 山県 一郎  大洗研究所 燃料材料開発部 集合体試験課 マネージャー 

 藤島 雅継  大洗研究所 燃料材料開発部 燃料研究施設保全課 マネージャー 

 圷 葉子   大洗研究所 燃料材料開発部 燃料試験課 技術副主幹 

 佐藤 匠   大洗研究所 燃料材料開発部 燃料研究施設保全課 研究副主幹 
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 篠﨑 正幸  大洗研究所 高温工学試験研究炉部 部長 

 清水 厚志  大洗研究所 高温工学試験研究炉部 ＨＴＴＲ運転管理課 技術副主幹 

 猪井 宏幸  大洗研究所 高温工学試験研究炉部 ＨＴＴＲ計画課 技術副主幹 

 滝田 謙二  安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室技術副主幹 

 篠原 正憲  安全・核セキュリティ統括部 安全・核セキュリティ推進室技術副主幹 

 

４．議題 

 （１）日本原子力研究開発機構大洗研究所（使用施設）の核燃料物質使用変更変更許可

申請等について 

 （２）日本原子力研究開発機構の試験研究用等原子炉施設（HTTR）の新規制基準に対す

る適合性について 

 

５．配付資料 

 資料１ 日本原子力研究開発機構大洗研究所（使用施設）の核燃料物質使用許可申請等

（補正）について 

 

６．議事録 

○田中（知）委員 それでは、定刻になりましたので、第263回核燃料施設等の新規制基

準適合性に係る審査会合を開催いたします。 

本日の議題は二つありまして、一つ目は、日本原子力研究開発機構大洗研究所（使用施

設）の核燃料物質使用変更許可申請等について、そして、二つ目の議題は、日本原子力研

究開発機構の試験研究用等原子炉施設(HTTR)の新規制基準に対する適合性についてであり

ます。 

 それでは、早速、議題1のほうに入りますが、これは平成29年6月に発生した大洗研究所

燃料研究棟における被ばく事故を踏まえた対応として、今なお燃料研究棟に保管されてい

る貯蔵容器等の開封点検、安定化処理をほかの施設で行うため、原子力機構から申請のあ

った大洗研究所北地区及び南地区の使用施設に係る使用許可の変更、そして、二つ目、大

洗研究所南地区の保安規定変更についての二つについて平成31年1月22日の審査会合にお

いて議論いたしましたが、説明内容の重要な部分が申請書に記載されていない等不十分な

点があったため、しっかりした補正書を提出するよう求めました。 
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 本日は、この使用許可変更に係る補正申請に加えて、大洗研究所南地区、北地区の保安

規定の変更申請の内容について議論するものであります。 

 それでは、原子力機構のほうから説明をお願いいたします。 

○日本原子力研究開発機構（峯尾副所長） おはようございます。原子力機構大洗研究所

の副所長、峯尾でございます。よろしくお願いいたします。 

 本件の説明の前に一言申し上げさせていただきます。 

 先ほど御案内いただいたとおり、本日審査いただきますものは、1月22日開催の第256回

審査会合におきまして二つの御指摘をいただいた案件であります。 

 御指摘の一つは、今御紹介がありましたように、記載すべき安全対策や評価結果等の記

載が不足しているということで申請の補正を行うことという点、もう一つは、大洗研究所

の審査でこれらの記載不足、これが指摘できなかった点であるということであります。 

 まず、この度このような理由で申請を補正するに至り、再度御審査をいただくという大

変お手数をおかけすることになってしまいまして、これについてお詫び申し上げます。申

し訳ございませんでした。 

 御指摘いただいた点のうち、記載不足について所の審査で指摘できなかった点につきま

しては、これを当然ですけれども、重く研究所のほうで受け取らせていただきまして、こ

れを不適合として扱って、所の安全審査委員会においてこのような漏れが生じないよう、

委員会の運営要領、これを改善するという是正処置、これを行っております。今回の補正

の申請は、この処置を行った上で審査を改めて行っているものであります。 

 今後も原子力規制委員会殿及び原子力規制委員、原子力規制庁殿からの御指導、これを

いただくとともに、大洗研究所として自らしっかり審査したもの、これをもって申請に努

めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、担当から今回の補正について説明いたします。 

○日本原子力研究開発機構（前田課長） 原子力機構の前田です。資料1について御説明

させていただきます。 

 1枚めくっていただきまして2ページ目でございますけれども、本補正の内容でございま

す。最初は、先日の審査会合で指摘をいただいた事項を列挙してございます。3件ござい

ますので、この3件に対する。 

○田中（知）委員 もうちょっとマイクに近づいてお願いします。 

○日本原子力研究開発機構（前田課長） すみません。本件、審査会合での指摘事項に対



4 

しまして、補正内容で御説明させていただく資料でございます。 

 まず、記載不備に関する指摘につきましては、補正内容の中で御説明させていただきま

す。また、2番目のコメントがございました、数十年経過した核燃料物質の組成変化を考

慮した最大取扱放射能量評価についての御質問がございましたので、これについてもこの

資料の中で御説明させていただきます。また、あわせて、記載を適切に行った中で保安規

定として対応すべきことにつきましては、後ほど保安規定の改正内容について御説明させ

ていただきたいと思います。 

 また1枚めくっていただきまして3ページ目でございます。先日の審査会合で本申請に至

った経緯等をまとめたものを御説明させていただいておりますけれども、本補正の中で補

足資料1として添付させていただいたものでございます。その概要につきましては、まず、

事故の概要から、その再発防止に至るまでの経緯、それから4ページ目でございますけれ

ども、貯蔵容器の開封点検を行って管理改善を行っていくための必要な計画ということで

4ページ目から御説明させていただきます。 

 4ページ目の計画でございますけれども、先日入れてございましたMMF-2につきましては

実施せず、FMFで全て開封点検を行うということで変更いたしますので、この点検のフロ

ーでございますけれども、燃研棟からFMFで開封点検、その後、必要に応じて核分裂生成

物で汚染した物はAGF、それ以外の物につきましては燃研棟に戻すというフローに修正さ

せていただいてございます。 

 5ページ目でございます。先ほどの見直しに伴いまして開封点検計画の詳細でございま

す。詳細計画につきましては、全て貯蔵容器のうち管理基準を満たしていない物をFMFに

持っていくということで図を修正させていただいております。FMFで実施するホットセル

で実施する貯蔵容器の数は54個でございます。FPの汚染がなかった物につきましては、

AGFでなく燃研棟に戻しますが、FPで汚染した物についてはAGFに持っていって、安定化処

理の後、貯蔵ということで修正をさせていただいております。 

 6ページ目になりますけれども、先日御説明させていただいたこの貯蔵容器の開封点検、

安定化処理に係る安全設計の方針でございます。本件、具体的に御説明させていただいた

内容を補足資料としてまとめたものでございまして、具体的な安全設計の基本方針につい

ては、下段の箇条書きで書いております内容でございまして、被ばくに対する対策、臨界、

閉じ込め、それから内圧上昇に対する対策など、それから、火気に関連した火災、それか

ら公衆被ばくに関連する内容でございますけれども、これについては変更なく補足資料と
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して取り扱ってございます。 

 具体的な開封点検の設計の基本方針でございます。7ページから御説明させていただき

ます。7ページは、燃研棟での作業でございまして、他施設FMFへ持ち込むための準備作業

としての搬出前の作業のフロー、具体的な作業場所と取り扱い対象の容器、それから安全

対策、それに係る作業などを含めて記載してございます。また、開封点検後のFMFから戻

ってきた際のフローについても詳細化を図りまして、具体的にこの中で実際に行う作業が

全て見えるようにしてございます。 

 それから8ページ目でございます。8ページ目はFMFでの開封点検等の作業の安全設計と

基本方針でございます。先日御説明した資料ですと、左側から上段で燃研棟から受け入れ

た物を最終的に一番下にあります貯蔵容器を燃研棟に戻すところを詳細化してございまし

たけれども、FPで汚染された場合のAGFへ持っていく際のフローが途中から右側のほうに

流れるフローになりますけれども、これは既許可の範囲ということであまり詳細化してお

りませんけれども、ここについては詳細化して具体的な照射済燃料と同様の輸送方法であ

るということを具体的に記述したものとしてございます。 

 それから、9ページ目でございます。9ページ目はAGFでの安全設計の基本方針でござい

ます。ここでも具体的な記載についてはほぼ変わりませんけれども、例えばグローブボッ

クスで途中から作業が入ります。このグローブボックスの作業は、セルで持ち込んだ物を

酸化処理するための作業でございます。ここでの作業については、安全対策として全面マ

スクを使用するということを右側の安全対策の中で入れてございます。これについては保

安規定等でも記載がございますので、後ほどまた御説明させていただきたいと思います。 

 以上が補足説明資料としてまとめたもので、いずれの北地区、南地区の施設ごとにそれ

ぞれ補足資料として扱うものとして補正の中で加えさせていただいております。 

 10ページ目から北地区の変更許可申請書の補正内容でございます。構成は本文、使用の

方法等を具体的な記載を追記してございます。また安全対策等を追記してございます。先

ほどの補足資料としての概要、それから、線量の確認結果につきましては、補足資料2と

して構成をしてございます。 

 11ページ目でございますけれども、使用の目的の追加でございます。既許可の使用の目

的に加えまして、この文章をつけ加えさせていただいております。研究で使用した実験済

試料の安定化処理を行うと、それから、核燃料物質の集約施設への搬出までの一時貯蔵と

いうことで、先日の審査会合で御説明した内容がわかるような使用目的として追加させて
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いただいております。 

 12ページ目は、使用の方法の追加でございます。具体的な先ほどの補足資料の中でマテ

リアルフローを御説明してございますけれども、その内容に合わせた記述を具体的にどこ

からどこへ持っていくとか、どういう方法で移送するとか、そういう具体的なことを丁寧

に書いた内容でございます。特にこの搬出入のポイントは、先日の核サ研での事故も踏ま

えまして、汚染検査を徹底して行うと、また、貯蔵容器は汚染した状態で出さないという

ことを徹底するということで、この汚染検査というところが各所に記載してございまして、

汚染事故を起こさないということを徹底した記載を心がけてございます。 

 それから、13ページ目になります。搬出入でも同様でございますが、搬出入で中段の2

段目のところになりますけれども、貯蔵容器はB型輸送容器を収納した上でFMFへ搬出する

ということで、これも先日御説明した内容を具体的に本文の中に記載していくという対応

をしてございます。 

 それから、下のほうの一番最後の段でございますけれども、試料の安定化処理が終了す

るまでは、作業者は全面マスクを着用するということをしっかり書くということでござい

ます。また、力量につきましても先日御質問がありましたので、従事する者については、

適格に行うに足りる力量がある者に限定するという記載にしてございます。これは保安規

定でまた記載がございますので、後ほど御説明させていただきます。 

 また、14ページ目は施設間輸送でございまして、これも先日御説明した内容でございま

す。ただ、ここで施設間輸送時の荷姿について、先日の御質問がございましたので、燃研

棟からFMF間の荷姿、図3のところにございます。これに加えまして、FPで汚染した物を

AGFへ持っていくときの荷姿についても同様に追記してございます。いずれも気密容器に

収容した上で運搬するということにつきましては共通でございます。 

 それから15ページになります。15ページは、今度、安定化処理でございます。安定化処

理も先日御説明した内容と大きく変わりません。ただ、安定化処理のところで後ほど保安

規定の中で火災防止に対する対策の記載がございますので、そちらのほうで詳細は御説明

させていただきます。 

 具体的な安定化処理の方法につきましては、16ページに具体的な安定化処理の概要が書

いてございます。これについても先日御説明した内容からの変更はございません。 

 17ページでございます。17ページは一時貯蔵でございまして、一時貯蔵はしっかり所定

の既許可の貯蔵棚に貯蔵するという行為を明確にしてございます。 
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 18ページ目から安全対策の追加でございます。先日御説明した内容を具体的に閉じ込め、

遮蔽・被ばく等の対応を全て丁寧に書いているということでございます。特に安定化処理

におけるグローブボックスの作業は全て全面マスクでやるということでございます。内部

被ばくの防止に努めるということでございます。 

 また、19ページ目でございますけれども、先ほどの火災事故の対応で安定化処理でござ

いますけれども、安定化処理自体は全て既許可の範囲の内容でございます。 

 また、内圧上昇（搬出）についてもしっかり搬出前点検を実施するということで、これ

についても保安規定のほうでまた記載を入れてございます。 

 それから、保管規定の北地区の内容が20ページでございます。具体的には、第7編の使

用計画の関係でございますけれども、本件、全てFMFで開封点検を行いますけれども、今

後は核燃料物質の受け入れにつきましては、FMFで実施したのみとすることで、新たな燃

料の受け入れはせず、積極的に廃止措置に向かうということでございます。 

 第7編でございますけれども、具体的な開封点検、安定化処理に関する安全対策を具体

的に記述したものでございまして、全面マスク着用であるとか、試料バックアウト、バッ

ク表面の汚染検査、こういったことが汚染拡大防止、汚染発生の防止に努めるということ

でございます。また、気密容器に収納するということでございます。また、安定化処理に

おきましては加熱時は消火剤を設置する火災対策を行う、それから、常時監視を実施して

常に人による安全を確保するということでございます。また、力量につきましては、(4)

でございまして、21ページのほうに具体的に求められる力量を星取表として、いずれも中

級以上の者で、この力量がない者には作業に当たらせないということで縛りを設けて事故

の再発防止に努めるということでございます。 

 また、第7編につきましては、外観検査、ボルト締付確認等、貯蔵容器の確認をしっか

り行うということで汚染検査を確実に行うという記載でございます。 

 22ページ目から南地区の内容でございます。南地区の内容につきましては、別添としま

して最終的にこの作業が終わりました後は、許可内容を削除する方向で御説明しておりま

すので、別添として扱う内容でございます。 

 具体的な内容は23ページからになりますけれども、使用の方法、目的などは変更ござい

ません。 

 24ページ目から使用方法の追加でございます。FMFですけれども、既許可の方法を具体

的に書いてございます。今まで記載がなかったので、記載を丁寧に書いたものでございま
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す。 

 26ページについては、開封点検の方法でございます。開封点検の作業場所は、試験セル

のことでございますけれども、窒素を循環させているセルと、常に常時窒素雰囲気のセル

で実施するということで、先日御説明した内容を記載してございます。 

 また、26ページに具体的な貯蔵容器の開封点検の内容でございますけれども、この内容

につきましても先日御説明した内容を補足資料として扱っております内容でございまして、

これも変更許可の申請、補正の中に加えてございます。 

 それから、27ページでございます。貯蔵容器の除染でございます。貯蔵容器は燃研棟に

戻すための除染の行為をここで書いてございまして、新たな使用場所の追加といたしまし

た場所における除染の内容を、具体的な作業内容を記載してございます。ここでも貯蔵容

器を内部、外側ともにしっかり除染を行う、汚染検査を行うということで汚染事故の発生

を確実に防止するということでございます。 

 28ページは搬出でございます。既許可の方法でございますけれども、既許可の方法を丁

寧に記載した内容でございます。 

 それから、29ページも記載の適正化ということで閉じ込めに対する対策、遮蔽・被ばく

等の対策など、しっかり丁寧に書いたということでございます。 

 30ページも火災事故、爆発事故等でございますけれども、いずれも先日御説明した内容

でございます。 

 それから、31ページ、今度はAGFでございます。AGFも既許可の方法での搬入になります

けれども、具体的に丁寧に書いたということでございます。 

 また、32ページの酸化処理につきましては、燃研棟と同様の行為でございますけれども、

ここも具体的に既許可の内容を丁寧に書いたものでございます。 

 試料の貯蔵につきましては、既許可のセル内ピットに収納するということで、貯蔵が可

能ということで御説明させていただいているとおりでございます。 

 33ページ目は燃研棟で御説明した内容と同じ安定化処理のポンチ絵を入れてございます。

内容につきましては同様でございます。 

 34ページがAGFの安全対策の追加でございます。ここは燃研棟と同様に、酸化処理が終

わるまでは全面マスクにて行うということを②のほうで記載してございます。また、酸化

処理につきましては、燃研棟と同様に消火剤を配置、それから常時人が監視するというこ

とを明確に記載してございます。 
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 それから、35ページにつきましては、特に変更はございません。 

 保安規定の内容が36ページでございます。保安規定の見直しをしてございまして、グロ

ーブボックスで作業するに当たっての行為としまして、燃研棟と横並びで安定化処理が終

わるまではグローブボックスの作業は全て全面マスク、移動も全面マスクということ、そ

れから、バックイン・バックアウトも汚染検査を徹底するということを記載してございま

す。それから、酸化処理のときの常時監視はこちらでも明確にしてございます。また、十

分な力量を有する者を作業に当てるということで、FMF、AGFともに力量を明確にするとい

うことで、これも横並びで37ページに燃研棟と同様の星取表をつくりまして、必ず力量を

認めた者だけを当てるということで徹底していくということでございます。 

 38ページ目は、MMF-2で、先日、無停電電源設備の故障がございましたので、それにつ

いての対応でございまして、電源設備を共用している間の核燃料物質の使用の停止という

ことと、代替設備の点検についての巡視点検での確認という行為を明記したものを追加さ

せていただいてございます。 

 あと、39ページ目から線量評価の結果でございます。FMFでの作業場所の追加における

場所の確認結果を39ページに掲載してございます。精製から400日の記載をしてございま

したけれども、時間が経つにつれて線量が上がっていくのではないかということで、これ

の確認結果でございます。 

一番厳しい条件ということで40ページ目にその結果がございますけれども、γ線・中性

子線は、γ線は100年の間に徐々に上がっていくところが40年以降ありますけれども、中

性子は40年がピークを迎えるということで、それぞれの記載に対して、今回の評価の値は

いずれも下回っているということで、記載に対する変更は要しないということを確認して

ございます。 

 また、41ページでございますけれども、管理区域境界における線量の再評価をいたしま

した。中性子線が一番効くということで、それの40年後の組成を用いて計算した結果でご

ざいますけれども、管理区域境界における実効線量は既許可の評価に対して基準を超えな

いということを燃研棟、FMFにおいても変わらないということを確認してございます。 

 また、安重の評価結果でございますけれども、再評価を行いまして、今回は先日御説明

したとおり、安全上重要な施設に該当しないということを記載してございます。 

また、4.に変更後における周辺監視区域外の線量評価結果でございますけれども、これ

も線量告示に対する限度を超えないということで記載をさせていただいてございます。こ
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れは共通編に記載のあるものでございます。 

 最後のページは、冒頭に副所長からの御説明にありました不適合管理の内容でございま

すので、これは参考に対応している状況を御説明したものでございます。 

 以上です。 

○田中（知）委員  ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に対しまして、

規制庁のほうから質問、確認等をお願いいたします。 

○長谷川調整官 規制庁の長谷川です。 

 この申請に関して、前回、冒頭お話があったように、申請書の不十分なところがかなり

散見されて、大洗研究所における審査が十分でなかったのではないかということで、それ

に関して不適合として、今回、原子力機構として、まずは恥ずかしくないものを提出して

きたんだろうというふうに思っています。 

 それに関して、この大洗だけではなくて、かなりいろんな施設で同じようなことがやっ

ぱり散見されています。ですから、大洗にとどまらず、ほかの施設、ほかの拠点に関して

もきちっとできるように、本日、持ち帰って水平展開なりをして、ほかの施設も今いろい

ろな研究炉ですとか使用施設なんかもそうですし、人形峠の申請書なんていうのは相当滞

っている状態にもありますので、しっかりできるように原子力機構として水平展開を図っ

てしていただきたいと思います。 

 本日、原子力機構として恥ずかしくないものとして提出されているんであれば、この後、

個々の確認をしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（峯尾副所長） 原子力機構の峯尾でございます。 

 今、御指摘いただいたところ、承知いたしました。戻りまして展開していきたいと思い

ます。ありがとうございました。 

○來住管理官補佐 規制庁の來住です。 

 では、大洗北の燃研棟についての確認をしたいと思います。今回の変更申請の内容は大

きく三つあって、1点目が、まず、燃研棟の被ばく事故の後始末の一環として、事故を起

こしたものと同様の内圧上昇のおそれのあるもの、それから、内容物が明らかでないもの

を大洗南のFMFに置くため等の搬出入等に係る目的及び方法の追加、これが1点目。それか

ら2点目が、FMFから戻ってきた物の安定化処理に係る目的及び方法等の追加、それから3

点目が、安定化処理後の貯蔵に係ること、これらについての安全対策などについて確認を

していきたいと思います。 
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 まず、1点目ですけれども、搬出入の準備においては、燃研棟の被ばく事故の教訓を反

映して、外観点検等、既設のグローブボックスで既許可の取扱量の範囲内で実施すると、

こういうことでよろしいでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（藤島マネージャー） 原子力機構の藤島です。 

 今のいただいた内容で、既許可の範囲内で行うということで間違いありません。 

○來住管理官補佐 続きまして2点目ですけれども、二つ目の安定化処理の話ですけれど

も、既設のグローブボックスで既許可の取扱量の範囲内で実施すること、それから、安定

化処理に使う加熱器は、過加熱などの電源が切れる等の措置、それから、グローブボック

ス内に消火剤、それから、外には消火器を配置する等の火災対策を実施するということで

よろしいでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（藤島マネージャー） 原子力機構の藤島です。 

 今いただいた内容で安全対策については、そのとおり実施いたしますので、全く問題あ

りません。 

○來住管理官補佐 続いて三つ目になりますけれども、搬出入の作業、それからグローブ

ボックスの作業においては、被ばく事故の反映から全面マスクをするなどの安全対策をす

ること、それから、フードは絶対に使わないということでよろしいでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（藤島マネージャー） 原子力機構の藤島です。 

 そちらについても記載している内容で問題ありません。 

○來住管理官補佐 続きまして、近日中に提出が予定されているという保安規定について

なんですけれども、被ばく事故や、先日発生したプルトニウム燃料第二開発室の汚染事象

を踏まえて、施設内の試料移動作業、それから試料のバックイン及びバックアウト作業、

それから安定化処理等におけるグローブボックスの作業において、作業員は全面マスクを

着用すること、それから、貯蔵容器の除染、バックアウト時の汚染検査、それから運搬に

おいては金属製の気密容器に収納した上で移動すること、それから、安定化処理における

加熱時は常時監視すること、また、作業には十分な力量を有する者を作業に当てる、この

ような内容を補正申請するということでよろしいでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（藤島マネージャー） 原子力機構の藤島です。 

 今いただいた内容で問題はありません。特に安全対策については、プル燃のほうの対策

として、特にバックアウト時の汚染検査、こういったところについては、これまでもマニ

ュアルに基づいて実施しておりましたが、今回、保安規定のほうにもきちんと載せまして、
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その内容についてきちんと管理をしていくということで考えております。安全については

徹底したいと思っております。 

○來住管理官補佐 しっかりお願いします。 

それから、冒頭に申し上げました三つ目の点で貯蔵の話です。この三つ目の貯蔵につい

ては、従来どおりということなんですけれども、今回の申請とはちょっと話が別になるか

とは思うんですけれども、核燃料物質の集約化をして早くこの施設を廃止する必要がある

かと。一方で、3月までに検討することになっているということで思いますけれども、そ

の後の検討状況はどうなっていますでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（勝山次長） 原子力機構の勝山です。 

 今回、燃研棟の燃料も含めまして、大洗内での検討を進めてきました。検討結果につき

ましては、施設の中長期計画の中で御報告することになると思いますけれども、大まかに

は継続使用施設となっておりますFMFを中心に集約するという方向で準備を進めるような

ことを今検討しております。 

 以上です。 

○田中（知）委員 あと。 

○森野安全審査専門職 次に、大洗の南地区について伺います。まず、FMFについてなん

ですけれども、FMFにおいては、新たな目的として燃研棟から受け入れた貯蔵容器の開封

点検を行うということになっておりまして、B型輸送容器で運搬されたものをそのまま既

設のセルに搬入して、開封点検を行った後に、そのセルにてまた輸送容器に入れて搬出す

るという流れの作業が入るということで、それはよろしいですか。 

○日本原子力研究開発機構（前田課長） 今、御確認いただいた内容で変更ございません。

そのままで結構です。 

○森野安全審査専門職 次なんですけれども、セルの中の核燃料物質の取扱量についてな

んですけれども、既許可の範囲内で、セルも既許可のセルで実施するということになって

いると思うんですけれども、基本的には閉じ込めでありますとか遮蔽ですとか臨界等に係

る安全設計は既許可を維持して実施できるということでよろしいですか。 

○日本原子力研究開発機構（前田課長） 原子力機構の前田です。 

 既許可の範囲内で実施可能ということで変更はございません。 

○森野安全審査専門職 また、次なんですけれども、開封時に破裂の蓋然性が高い容器の

開封点検とか、破裂による核燃料物質の拡散が想定されていますけれども、開封するセル
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というのが窒素雰囲気であって、排気も循環系であって、そこで実施するということにな

っていまして、また、その容器ですね。容器の近傍には拡散防止の局所排気装置を設置し

て実施するということでよろしいですか。 

○日本原子力研究開発機構（前田課長） 原子力機構の前田です。 

 今、御確認いただいた内容で変更はございません。 

○森野安全審査専門職 次なんですけれども、貯蔵容器内のガスの成分なんですけれども、

主に水素ということに評価されてはいるんですけれども、その量は少なくて、取り扱うセ

ル内というのは窒素雰囲気であるということで、基本的には火災は発生しないということ

でよろしいですか。 

○日本原子力研究開発機構（前田課長） 既許可の範囲内でございまして、既許可で水素

が発生する作業としてナトリウムを扱っておりまして、今回の開封点検の作業で発生する

水素も同様の管理で十分に既許可の範囲で実施可能ということで変更ございません。 

○森野安全審査専門職 最後なんですけれども、貯蔵容器の内圧の評価についてなんです

けれども、内圧が1.5MPaと評価しているんですけれども、取り扱うセル内は十分容量が大

きくて影響がないということで考えてよろしいですか。 

○日本原子力研究開発機構（前田課長） 原子力機構の前田でございます。 

 FMFの試験セルは容量が大きく、そのガスが発生したとしても負圧は警報レベルまで行

かないということで、常時の運転の管理値の変動幅で維持できるということで、今、御確

認いただいた内容で相違ございません。 

○田中（知）委員 あと。 

○本多安全審査官 規制庁の本多です。 

 続けてAGFの申請内容について幾つか確認させていただきます。AGFでは、FMFで貯蔵容

器の開封点検を完了した試料を搬入して安定化処理を行うというわけですけれども、既許

可においては既に安定化処理としての酸化処理の目的であるとか方法は、既に既許可であ

るということですので、今回は搬入や貯蔵に係る記載を追加したという内容のことでよろ

しいでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（圷技術副主幹） 原子力機構の圷です。 

 今、御指摘いただいたように、AGFについては全て既許可の範囲内で実施いたします。

ただし、明確化ということで、今回、酸化処理を行うことについては、使用方法の中に具

体的に酸化処理を行うということで記載させていただいております。特に取り扱い内容等
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は変更ございません。 

○本多安全審査官 次に、搬入についてですけれども、搬入については、AGFの既設のセ

ルやグローブボックスで行って、安定化処理としての、先ほど言った酸化処理については

既設のグローブボックスで既許可の取扱量の範囲で行うことであるということと、あと、

安定化処理に使う毎処理量については、過加熱等があったときには電源が自動的に切れる

措置に加えて、グローブボックス内には消火剤を設置し、外には消火器を配置する等の火

災対策が実施されるという内容でよろしいでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（圷技術副主幹） 原子力機構の圷です。 

 今、御指摘のあった内容で相違ありません。 

○本多安全審査官 続きまして、グローブボックス作業についてですけれども、被ばく事

故の反映から、作業をする方には全面マスクを着用させるというような安全対策をして、

その上でフードでは絶対に使わないというような内容でよろしいですか。 

○日本原子力研究開発機構（圷技術副主幹） 原子力機構の圷です。 

 内容については相違ありません。 

○本多安全審査官 それでは、最後になりますけれども、3月中旬に提出をされていると

いうふうにされている保安規定なんですけれども、保安規定においては、今の被ばく事故

や先日の核サ研のプル2で起こった汚染事象なんかを踏まえまして、施設内での試料の移

動作業や試料のグローブボックスへのバックインやバックアウト作業、あるいは、安定化

処理等におけるグローブボックス作業においては、大洗北地区と同様に、作業員には全面

マスクを着用させると。それから、貯蔵容器の除染とバックアウト時の汚染検査、それか

ら運搬時においては金属製の気密容器に収納した上で移動させると。それから、安定化処

理における加熱時は、常時監視をつけると。それから、これらの作業には十分な力量を有

する人を作業にあてると、こういった内容の規定を設けて安全を確保すると、こういった

内容の補正申請がなされるというふうに理解していますけど、これでよろしいでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（前田課長） 原子力機構、前田でございます。 

 今、御確認いただいた内容で中旬に補正申請させていただく予定でございます。 

○田中（知）委員 あと。 

○森野安全審査専門職 規制庁、森野です。 

 燃研棟AGF、FMFの共通のものとして、線量評価等について伺います。被ばく評価管理区

域、周辺監視区域の線量評価や事故評価については、燃研棟FMF、AGFの各施設とも取り扱
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う核燃料物質の種類や量が既許可の範囲内であるということで、取り扱う施設も既許可も

同様であって、念のために現状の燃料組成で再確認した結果を踏まえても、各線量評価に

ついては変更ないということでよいかということと、もう一つ、安全上重要な施設の評価

についてなんですけれども、それも変わらないということで、確認ですけれども、よろし

いですか。 

○日本原子力研究開発機構（山形マネージャー） 原子力機構の山形です。 

 今、御説明いただいた内容で既許可の範囲内で変更ございません。 

○田中（知）委員 よろしいですか。あと。 

○長谷川調整官 規制庁の長谷川ですけれども、ちょっと前に戻って確認したいんですが、

FMFで作業をしたときに、FPで汚染する物と、しない物というのがあるんですけど、これ

はどういう区別になるんですか。 

○日本原子力研究開発機構（前田課長） 原子力機構の前田でございます。 

 今、補足資料の中では丁寧に御説明した内容になってございますけれども、FMFで内圧

上昇のおそれの開放したときに、FMFの試験セル、α雰囲気でございますけれども、そこ

は照射済燃料を扱っている施設でございますので、照射済燃料によるFPの混入のおそれが

あるということでございます。そうしますと、燃研棟の施設はプルトニウム燃料の基礎研

究などをやっておりまして、FPの許可、取り扱う許可を持っていないということですので、

ここにつきましては、燃研棟の許可上、核分裂生成物をついた物を払い出さないというこ

とでございます。 

○長谷川調整官 規制庁の長谷川ですけど、そうすると、今の話は、ここで区別、FMFの

中でFPで汚染したか、しないかを、多分、区別する過程があると思うんですけど、それは

開封したときにビニールバック、要するに中が破裂した、破裂しないというのが判断基準

になるんですか。どこが、何が判断基準になるでしょうか。 

○日本原子力研究開発機構（前田課長） 原子力機構の前田でございます。 

 試験セルで開封した際に、当然、開けた際、既に破裂している可能性もございますし、

あと、内圧上昇でPVCの膨れがあったときに、この中で資料に御説明してございますけれ

ども、ピンホールを開けて中のガスを抜くと、そういう行為で、いずれも中の内容物が健

全な状態でなかったということで積極的にもうFPで汚染してしまうんだけれども、安全な

状態を確保したいということでございます。その際に、先ほど御質問のありました判断基

準として、開封したと、開封された状態にあると、PVCで健全が確保されていないという
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ことで、そこで明確に分けるということでございます。 

○長谷川調整官 規制庁の長谷川です。 

 これ、5ページの表で示したときには、36個なのか、36足す9個分、これはあらかじめ決

まっているんですか。それとも、その場でという、ちょっとその辺がどうしてもよく理解

ができないんです。 

○日本原子力研究開発機構（前田課長） 原子力機構の前田でございます。 

 まず、燃研棟の事故を踏まえまして、エポキシ樹脂とプルトニウム燃料が同じ場所にあ

る、同じように収納されているというものは間違いなくガスの発生があると。これは、事

故の原因究明の中で確認されております。 

あと、エポキシ樹脂を混載されていない状態というものがございます。これにつきまし

ては、事故の原因の調査の中では、エポキシ樹脂由来の放射線分解によって水素ガスが発

生するということにはなっていないんですけれども、記録の確かさとか、管理基準を満た

しているか、満たしていないか、あと、安定化処理をしなければいけない、炭化物、窒化

物等がございますので、そういった物についても同様にFMFで開封点検をすると、管理基

準を満たしているというのは、全て酸化物であること、また、気密が確保できた状態で金

属容器に入っていると、そういった物ですので、それを満たしていない物は全てエポキシ

樹脂なしというところに入ってございますけれども、念のため、ホットセルで実施すると

いうことでございます。 

○長谷川調整官 規制庁の長谷川です。 

 大体わかって、基本的には、我々からすると、ほとんど多分FPで汚染されるというのは

多分ほんのわずかの話であって、AGFでやっても燃研棟でやっても基本的な安全の対策と

いうのは一緒なんだろうなと思うんですけど、そこをあえてこういう形で区別してあると、

そういう理解ですかね。 

○日本原子力研究開発機構（前田課長） 原子力機構の前田でございます。 

 今、御確認いただいた内容でございます。 

○田中（知）委員 あと。 

○本多安全審査官 規制庁の本多です。 

 本件とは別の話になるんですけれども、MMF-2においてセル等の重要施設に電源を供給

する無停電電源装置が故障したことから、現在、代替の無停電電源装置を使っていますと

いうことですけれども、さらに、この復旧には1年程度かかるというようなことを聞いて
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います。1年程度かかるという、これ自体がちょっとおかしな話だと考えておりまして、1

年とは言わず、速やかにもとの状態に戻すと、こういうことが第一かと思っています。 

 それで、この件については、故障発生時の報告は規制庁にはありましたけれども、その

後のことについては規制庁から指摘されるまで特に説明がなかったということもありまし

たので、今後はこういうことが起こった場合は速やかに相談するようにしてもらいたいと

思います。 

 以上です。 

○日本原子力研究開発機構（勝山次長） 原子力機構の勝山です。 

 今回の件について御説明が遅れたことはお詫びいたします。今後このようなことがない

ようにしたいと思います。よろしくお願いします。 

○長谷川調整官 規制庁の長谷川です。 

 復旧までに1年かかると言っていたものがもっと短縮できるという、どのぐらい短縮で

きるんですか。 

○日本原子力研究開発機構（勝山次長） 原子力機構の勝山です。 

 現状、予算は確保しておりますので、仕様等の調整を今している段階です。時間につい

ては、ここで明言することはできないんですけれども、早急に復旧するように対応いたし

ます。予算は確保しております。 

○田中（知）委員 よろしいですか。あと、いいですか。 

 では、最後にちょっと私のほうからまとめさせていただきますが、本日、使用変更許可

申請、また補正申請が予定されている保安規定について説明を受けました。その中で重要

な点について質問し、確認させていただいたところでありますが、燃料研究棟に保管され

ている貯蔵容器の開封点検、安定化処理に係る変更内容につきましては、概ね確認できま

した。 

事務局においては、申請書の内容をいま一度よく確認していただきたいと思います。ま

たその確認する中で必要があれば審査会合を開催したいと考えます。 

 よろしいでしょうか。 

 では、よろしければ、これで1個目の議題を終わりまして、ここで出席者の入れかわり

がございますので数分間程度中断いたします。 

（休憩） 

○田中（知）委員 それでは、再開いたします。 
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  議題2は、HTTR（高温工学試験研究炉）の新規制基準に対する適合性についてであり

ます。HTTRについては、Beyond DBAのほか、溢水防護や外部電源喪失時の対策設備等につ

いて確認中でありますが、追加の質問事項について原子力規制庁から説明があります。お

願いします。 

○戸ヶ崎チーム員 原子力規制庁の戸ヶ崎です。 

 今、田中委員からありましたように、HTTRの新規制基準に対する適合性についての質問

をさせていただきます。これまで審査会合で行いましたHTTRの新規制基準適合性審査の範

囲につきまして、現在、原子力規制庁において申請書と申請者からの説明資料を詳細に確

認し、設置許可において確認すべき基本設計ないし基本的設計方針が基準に適合している

か否かを精査しております。 

 全体として現在の申請書の記載ぶり、内容が基準のオウム返しでしかなく、基準に適合

しているか否か判断できない部分が散見されています。このため、利用者の考え方を確認

する必要があります。 

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

第8条の火災による損傷の防止、第9条の溢水による損傷の防止、それと12条の安全施設に

ついて、次回以降の審査会合において以下の点を質問しますので、その審査会合で回答で

きるようにしていただきたいと思います。 

 本日は、現在まで精査した範囲での質問になりますが、まだ精査は開始したばかりです

ので、今後、これ以外の項目についても基本設計ないし基本的設計方針として確認が必要

な事項につきまして、順次、審査会合の場で質問する予定です。 

 まず、第8条の火災による損傷の防止についてです。申請書と説明資料には火災防護の

ための設計方針と、その対策が記載されていますが、設置許可の審査においては、火災防

護対策設備やこれらの防護方法、対策などを個別具体的に確認する必要があるところ、こ

れを担保する事項が必ずしも書類上明確ではありません。また、部分的に「実用発電用原

子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」を準用した対策が見受けられますが、

HTTRの特徴を考慮して、どの部分を準用し、どの部分を準用しないのかの考えが明確にな

っていないため、これらを整理して説明してください。 

 続いて第9条の溢水による損傷の防止についてです。2月25日の審査会合での質問に関係

しますが、各溢水防護対象設備について、どの溢水事象、例えば、想定破損、放水による

被水、地震による損傷等の、どの観点からどのような具体的な溢水対策、例えば、障壁、
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堰、扉、漏えい検知器、排水ポンプ、ブローアウトパネルをとるのか、設置許可で設定す

る条件、例えば機能喪失高さ、漏水検知器や排水ポンプの設置場所や性能等が明確になっ

ていませんので、これらを整理して説明してください。 

 第12条の安全施設についてです。HTTRの固有の安全性に係る実証試験等の結果を踏まえ

て、安全機能の重要分類のクラスをMS-1からMS-2に変えている設備があります。例えば後

備停止系、補助冷却設備と炉容器冷却設備、原子炉格納容器、非常用空気浄化設備、非常

用発電機等がありますが、外部事象や内部事象、設計基準事故の評価において、停止機能、

冷却機能、閉じ込め機能の観点から期待する機能や信頼性を整理して、このクラス分けの

変更が妥当かの説明をしてください。 

 今回の質問については以上になります。 

○田中（知）委員 今、今回三つの質問をいたしましたが、内容等、もしわからないとこ

ろがあれば、今聞いていただいて結構でございますが。 

○日本原子力研究開発機構（篠崎部長） 原子力機構の篠崎でございます。 

 今、追加のコメントということでいただきました第8条、9条、12条、この3点について

追加の説明を求めるということでございます。冒頭、調査官のほうからお話がありました

とおり、今後、このほかのところにも同様なコメントが随時出させるという理解でよろし

いでしょうか。 

○戸ヶ崎チーム員 原子力規制庁の戸ヶ崎です。 

 冒頭に述べましたように、今、申請書等、説明資料を詳細にチェックしておりますので、

これからも各条項について確認すべき事項がありましたら、随時質問させていただきたい

と思います。審査会合の頻度についても、その質問に合わせて考えたいというふうに思っ

ております。 

○日本原子力研究開発機構（篠崎部長） 原子力機構の篠崎でございます。 

 今、御指摘のありました8条、9条、12条につきましても、これまで我々としましては設

工認申請で申請すべき内容だと思っていた部分もございます。幾つかの案件につきまして

は、既に設工認申請をしている部分もございます。それから、行っていない部分について

も近々に行う予定でございます。資料は大体できておりますので、その辺につきましては、

審査会合の中でできるだけ詳細に我々が説明していきたいと思っております。よろしくお

願いいたします。 

○戸ヶ崎チーム員 原子力規制庁の戸ヶ崎です。 
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 設置許可の審査では、冒頭に述べましたように、基本設計ないし基本的設計方針を確認

する必要があります。今、申請書と説明資料をチェックしているんですけど、全体的には

事業者の設計の考え方が書かれているとは思うんですけど、実際に基本設計ないし基本的

設計方針として、事業者がどのような方針をとるのかというのが、今の申請書上では明確

ではありませんので、その点を確認させていただいて、申請書のほうに記載をしていただ

く必要があるというふうに思っております。 

○日本原子力研究開発機構（篠崎部長） 原子力機構の篠崎です。 

 御指摘の件、拝承いたしました。我々としましては、今まで先行して審査を受けていた

他施設に倣ってというような書きぶりもあったかと思います。ちょっと我々も不足してい

た部分もあるかと思いますので、その点につきましては、詳細に、今後、御説明をさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○田中（知）委員 あと、何か質問ありますか。 

○日本原子力研究開発機構（峯尾副所長） 原子力機構の峯尾でございます。 

 今回、特段紙ということではなくて、口頭でということでいただいているところ、承っ

て、篠崎が申し上げたように承知いたしましたけれども、今後もそういった形で審査会合、

ほかの案件の審査会合を捉えて、これは多分、頻度を上げてというか、なるべく早期にと

いうことで御配慮いただいているかと思うんですが、それについても、その場合でもやは

り、要は口頭でそういった追加の要求をいただくということの理解でよろしいでしょうか。 

○戸ヶ崎チーム員 原子力規制庁の戸ヶ崎です。 

 今日、我々、概念的な質問をさせていただきましたけど、もっと個別具体的に質問させ

ていただきたいこともありまして、それは、事業者の回答によって、それで追加の質問と

かがありますので、それを全部紙にしてからやりとりするということでは効率的によくな

いと思いますので、いろんな場で我々が確認したいことというのは、なるべく早くこうい

う口頭という形で伝えていきたいと思っております。 

○日本原子力研究開発機構（峯尾副所長） 承知いたしました。ありがとうございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○田中（知）委員 あと何か質問はありますか。いいですか。こちらはよろしいですか。 

 よろしければ、次回の審査会合において説明をお願いいたします。また、前のときに質

問したことについても適切なときに説明をお願いいたします。 

あと、よろしければ、よろしいですか。 
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では、これをもちまして、本日の審査会合を終了いたします。どうもありがとうござい

ました。 


