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国際原子力機関(IAEA)による総合規制評価サービス(IRRS) 
フォローアップミッションの状況について 

 
令和 2 年 1 月 22 日 
原 子 力 規 制 庁 

 
１．IRRS フォローアップミッションの概要 

(1) 日程 
令和 2 年 1 月 14 日(火)～21 日(火) 

 
(2) IRRS チームメンバー 

下記のチームリーダ、副チームリーダ、チームコーディネータを含む 11 か国 12 名の専
門家及び 6 名の IAEA 職員で構成。 

 

チームリーダ 
ラムジー・ジャマール 
カナダ原子力安全委員会 上席副長官 

副チームリーダ 
カール・マグナス・ラーソン 
オーストラリア放射線防護・原子力安全庁 長官 

チームコーディネータ 
ミゲル・サンティーニ 
IAEA 上級担当官 

 
２．IRRS チームの見解等 

別紙(IAEA 報道発表資料)参照。 
 

３．最終報告書の公表 
本 IRRS フォローアップミッションの最終報告書は、約 3 か月後に、IAEA から日本国
政府に提出される見込み。IAEA から最終報告書を受領後、日本語仮訳版を作
成し、英語版とともに公表する予定。 

 
 

以 上 
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IAEA Mission Sees Strengthened Safety Inspections in Japan, 
Encourages Further Enhancement of Regulatory Oversight       
An International Atomic Energy Agency (IAEA) team of experts today said Japan had 
strengthened inspections as part of extensive efforts in recent years to improve its regulatory 
framework for nuclear and radiation safety.  

The senior regulatory experts recognized that significant progress had been made since a 
previous IAEA mission in 2016. They identified some areas for further improvement, 
recommending measures on occupational radiation protection and transport safety. 

The Integrated Regulatory Review Service (IRRS) team carried out the eight-day follow-up 
mission to review Japan’s implementation of recommendations and suggestions made during 
the initial IRRS mission four years ago.  

It was conducted at the request of the Government of Japan and hosted by the Nuclear 
Regulation Authority (NRA), which was established in 2012 as an independent and 
transparent regulatory body following the Fukushima Daiichi nuclear accident.  

"Japan has made considerable headway. The NRA has taken many steps to enhance its 
regulatory programmes,” said IRRS team leader Ramzi Jammal, Executive Vice-President 
and Chief Regulatory Operations Officer in the Regulatory Operations Branch of the 
Canadian Nuclear Safety Commission. “This work to strengthen safety should continue in 
order to address remaining regulatory challenges, including the effective implementation of 
the new inspection regime.”  

Before being shut down following the Fukushima Daiichi accident, Japan’s 54 nuclear power 
reactors produced about 30 per cent of the country’s electricity. Nine reactors have since been 
re-started after conforming to new safety requirements introduced after the accident in 2011. 
The country also has fuel cycle facilities, research reactors and widely uses nuclear 
applications in industry, hospitals and other fields. 

IRRS peer review missions are designed to strengthen the effectiveness of the national 
nuclear regulatory infrastructure, based on IAEA safety standards and international good 
practices, while recognizing the responsibility of each country to ensure nuclear and radiation 
safety. 

“The NRA has worked very hard to implement enhancements in accordance with the 
recommendations and suggestions provided by the initial IRRS mission,” said NRA 
Chairman Toyoshi Fuketa. “Our discussions with the follow-up mission team will help us 
achieve continuous improvement. The NRA will never become complacent regarding nuclear 
safety.” 

The scope of the follow-up mission covered the same areas that were reviewed in 2016, 
including the responsibilities and functions of the Government and the regulatory body. In 
addition, the team was this time requested by Japan to review safety related to the 
transportation of radioactive material. 

別紙 
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The experts said Japan had implemented many of the recommendations and suggestions from 
2016. The NRA’s achievements include: 

• The establishment of an inspection programme with increased powers to access 
nuclear facilities, including the right to carry out unannounced inspections at any 
time. 

• The introduction of a systematic process to regularly review and update safety 
regulations and guidance documents. 

The IRRS team said there were areas requiring further work and recommended that the NRA: 

• Fully implements its new integrated management system. 
• Further strengthens its regulatory oversight of radiation protection for workers.  

Regarding transport safety, the IRRS team noted that Japan generally implements regulations 
in line with IAEA standards. It recommended some specific improvements, including: 

• Periodic exercises to test emergency response arrangements for the transportation of 
radioactive material. 

• Extension of inspection programmes to cover all types of packages used to transport 
such material. 

Greg Rzentkowski, Director of the IAEA Division of Nuclear Installation Safety, 
commended Japan for its strong commitment to maintaining high nuclear safety standards. 
“The NRA has enhanced its regulatory programmes which should now be fully implemented 
in a manner commensurate with the assessed risks posed by regulated facilities and activities 
to ensure adequate protection of the public and the environment,” he said, recalling that 
operators must always demonstrate the safety of their facilities.   

The team leader, Jammal, acknowledged the NRA’s increased international engagement and 
encouraged it to interact more substantively with the nuclear industry in Japan. “Open and 
frequent communication with the licensee is very positive for nuclear safety and does not 
compromise regulatory independence,” he said. 

The 18-member IRRS team comprised senior regulatory experts from Australia, Canada, the 
Czech Republic, Germany, Pakistan, Slovenia, South Africa, Sweden, Switzerland, the 
United Kingdom, the United States and six IAEA staff members. One observer from Canada 
also participated in the mission. 

The final mission report will be provided to the Government of Japan in about three months. 
The Government plans to make the report public. 

Press contacts 
IAEA Press Office  
Office of Public Information and Communication 
Tel: [43-1] 2600 21273 | E-mail: press@iaea.org | Website: www.iaea.org  
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IAEAミッションは、日本の検査制度の強化を確認し、規制機関によ
る監視のさらなる充実を奨励した。 
 
※当翻訳は，原子力規制庁による仮訳です。原文と日本語に相違がある場合、原文を優先し
てください。 
 
本日、国際原子力機関(IAEA)の専門家チームは、日本における、近年の原子力及び放射線安
全に関する規制の枠組みを強化するための幅広い取り組みの中で、検査制度が強化されたと

述べた。 
 
規制経験の豊富な専門家からなるメンバーは、前回(2016 年)の IAEA ミッションから大きな
進展があったことを確認した。メンバーは、さらなる改善が必要ないくつかの分野を特定し、

従事者の放射線防護と輸送の安全性に関する対策を勧告した。 
  
総合規制評価サービス(IRRS)チームは、4年前の IRRSイニシャルミッションにおいてなされ
た勧告、提言に対する日本の取組状況を評価するフォローアップミッションを 8日間に亘っ
て実施した。 
 
このミッションは、日本国政府の要請に基づき実施され、東京電力福島第一原子力発電所事

故後の 2012 年に、透明性、独立性を確保した規制機関として設立された原子力規制委員会
(NRA)が受け入れた。 
 
IRRS チームリーダーのラムジー・ジャマール カナダ原子力安全委員会上席副長官兼最高規
制業務責任者は、「日本は相当の前進を遂げた。原子力規制委員会は規制プログラムを充実さ

せるための多くの手立てを講じた。」また、「安全性を向上するこの取組は、新しい検査制度

の効果的な実施も含め、さらなる規制上の課題に対処するために継続すべきである。」と述べ

た。 
 
東京電力福島第一原子力発電所事故後に運転が停止される前には、日本の 54 の発電用原子
炉は、国の電力の約 30％を供給していた。2011年の事故後に導入された新規制基準に適合し
た後、9の発電用原子炉が運転を再開している。日本には、核燃料施設、試験研究炉もあり、
産業、医療、その他の分野で広く原子力が利用されている。 
 
IRRSのピアレビューミッションは、IAEA安全基準と国際的な優れた取組に基づいて、原子
力及び放射線安全を確保する各国の責任を認識しながら、国の原子力安全規制基盤の有効性

を強化することを目的としている。 
 
「原子力規制委員会は、IRRSイニシャルミッションからの勧告と提言に従って、規制の充実
に懸命に取り組んできた。」また、「フォローアップミッションメンバーとの議論は、原子力

規制委員会が継続的改善を進める上でとても重要。原子力規制委員会は、自己満足に陥るこ

となく、今後とも継続的な改善に注力していく。」と更田豊志 原子力規制委員会委員長は述
べた。 
 
フォローアップミッションの範囲は、政府と規制機関の責任と機能を含め、2016年のレビュ
ーと同じ分野を対象とした。加えて、チームは今回、放射性物質の輸送安全に関するレビュ

ーを日本から要請された。 
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メンバーは、日本は 2016年の勧告及び提言の多くを完了したと述べた。原子力規制委員会の
成果は以下のとおり。 
 
 いつでも抜き打ち検査を実施できる権限を含め、原子力施設へのアクセス権を強化した

検査制度の確立 
 規制要求及びガイド文書を定期的にレビュー及び更新するための体系的なプロセスの導

入 
 

IRRSチームは、さらなる取組が必要な分野があると述べ、原子力規制委員会に以下のことを
勧告した。 

 
 新たな統合マネジメントシステムの完全な実施 
 従事者に対する放射線防護の規制監督のさらなる強化 

 
輸送の分野では、IRRSチームは、日本が IAEA基準に従って安全規制を概ね実施しているこ
とに留意し、以下を含むいくつかの具体的な改善を勧告した。 

 
 放射性物質輸送時の緊急時対応措置の定期的な訓練 
 放射性物質の輸送に用いられる全ての種類の輸送物への検査の拡大 

 
グレッグ・ルツェントコウスキー IAEA原子力施設安全部部長は、日本が高い水準で原子力
安全を維持することへの強いコミットメントを称賛し、事業者が常に施設の安全性を示す責

任があることを意識しつつ、「原子力規制委員会は、公衆と環境を適切に保護するために、規

制対象の施設や活動のリスクに見合った形で実施することが必要とされる規制プログラムの

強化を図った。」と述べた。 
 
ジャマール チームリーダーは、原子力規制委員会の国際的な関与が増大していることを評
価し、日本の原子力産業界とより密接に交流することを奨励した。また、「許認可取得者との

オープンで頻繁なコミュニケーションは原子力安全にとって非常に有益であり、規制の独立

性を損なうことはない。」と述べた。 
 
18 名の IRRSチームは、オーストラリア、カナダ、チェコ共和国、ドイツ、パキスタン、ス
ロベニア、南アフリカ、スウェーデン、スイス、英国、米国からの規制経験が豊富な専門家

と 6 名の IAEA 職員で構成された。また、カナダから 1 名のオブザーバが同ミッションに参
加した。 
 
最終報告書は、約 3ヶ月のうちに日本国政府に対して提出される予定である。日本国政府は、
同報告書を公開する計画である。 


