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1. はじめに 

1.1 事業目的 

2018 年 7 月に閣議決定した「第 5 次エネルギー基本計画」において、原子力は「安全性

の確保を大前提に、長期的な需給構造の安定に寄与する重要なベースロード電源である」と

されており、安定供給、低コスト、環境適合等をバランスよく実現できる供給構造の実現に

向けて引き続き重要な役割が期待されている。また、原子力の利用を安定的に進めていくた

めにも、廃炉等の原子力事業を取り巻く様々な課題に対して、総合的かつ責任ある取組を進

めていくことが必要である。現在、日本では商用炉のうち、24 基が廃炉を決定している状

況にある。また、世界でも既に 180 基以上が閉鎖され、現時点で廃炉を完了したケースは米

国で 13 基、独国で 3 基、日本で 1 基のみとなっており、安全かつ円滑に廃炉を進めていく

ことは世界共通の課題となっている。 

廃炉を安全かつ円滑に進めていくため、IAEA は「グレーデッドアプローチi1」を提唱し、

廃炉作業が進むことによる放射線リスクの低減に合わせた規制とするべきだとしている。

このため、廃炉が進んでいる欧米諸国では、廃炉の段階に応じた規制（グレーデッドアプロ

ーチ）としている例があり、安全を第一として、廃炉を円滑に進めるための安全規制がとら

れている。また、当然のことながら、廃炉作業を進めることにより、放射性廃棄物を含む廃

棄物が多量に発生することから、この廃棄物をいかに効率良く処理・処分するかということ

も重要となる。 

こうした状況を鑑み、廃炉を進めている各国（特に、グレーデッドアプローチを積極的に

採用している国）において、廃炉に関する安全規制をどのように規定しているのか、大型金

属などをどのように処理・処分しているか、処理設備の共用や集中的にどのように処理して

いるか等について調査を行い、今後の原子力政策の立案に役立てることを本事業の目的と

する。 

1.2 事業内容 

本事業では、1.1 の事業目的を踏まえ、下記を実施した。 

（1） 廃止措置に係る安全規制に関する調査・現状分析 

我が国における廃炉時の安全規制に関して、廃炉のプロセスごとに課される規制

を整理するとともに、主要国（米国、英国等）を中心とした海外諸国における廃炉時

の安全規制や、廃炉に伴い発生する放射性廃棄物の安全規制を調査するとともに、そ

の規制への事業者の対応を調査することで、廃炉に係る安全規制の実態を把握する。 

具体的には、規制の内容、規制策定時や規制適用時における事業者と規制当局との

コミュニケーション方法、大型金属などの処理・処分方法、処理設備の共用化など、

 
i IAEA、IAEA Safety Glossary Terminology Used in Nuclear Safety and Radiation Protection 

2018 Edition では、グレーデッドアプローチ（Graded Approach）について、「規制システムや安全システ

ムのような管理システムは、厳格な対策及び条件が適用されるプロセス又は方法について、管理の喪失の

可能性及び起こり得る結果、並びにそれに関連するリスクのレベルと、実行可能な範囲で釣り合う。」と

定義している。 
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今後の政策立案に必要な情報を整理し、我が国の規制とどういった違いがあるのか

比較検討する。 

このため、主要国（米国、英国等）における各種法令や運用基準を収集するととも

に、学術的知見も踏まえ、研究会等の報告書、プレスリリース、白書等の各種統計デ

ータ等の公表資料も必要な範囲で収集し、調査・分析を行う（情報ソースを明らかに

し、原典の記載やバックデータも含めて整理する）。 

また、必要に応じて、国内外の研究機関・政府機関の協力を得つつ、欧米を中心に

2 回程度現地調査を行うなど、主要国（米国、英国等）の政府機関・事業者等（1 カ

国あたり 2～4 者程度）に対してヒアリング等を行う。 

（2） 定期報告 

（1）に関して、1、2 ヶ月を目途に、資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力政

策課（以下「担当課」という。）へ対し、定期的に進捗を報告する。 

（3） 報告書のとりまとめ 

内容を総合的にとりまとめる。各国の廃炉に係る安全規制の内容について、現状と

今後の見通し・課題を分析し、我が国の政策立案に必要な情報を整理する。 

（4） 随時の情報提供 

（1）に関して、担当課より資料とりまとめの依頼があった場合は、調査期限に遅

滞のないよう、情報提供を行うものとする。 

1.3 事業実施期間 

委託契約締結日から令和 2 年 2 月 28 日まで 
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2. 米国における廃止措置に関する安全規制 

本章では、米国における廃止措置規制について、グレーデッドアプローチの観点から調査

した結果をまとめた。米国では、近年、効率化を主眼とした規制制度の刷新を行っており、

ケースバイケース審査による規制要件の免除等から廃止措置プラントに摘要される一律の

規制が整備されることとなる。 

本調査では、上記のような規制制度の内容に加え、ステークホルダーコミュニケーション

や廃棄物処理に係る動向も含めて、公開情報の調査だけでなく、原子力規制委員会（NRC）、

原子力協会（NEI）、エナジーソリューションズ社へのヒアリングも実施し、調査した2。 

2.1 米国の廃止措置に関する安全規制の現状 

2.1.1 法体系・ガイダンスの概要 

(1) 原子力安全規制枠組みの概要 

米国では、原子力活動に係る基本法として 1954 年原子力法（AEA）が制定されている。

AEA では、原子力活動等が公衆の健康や安全、国家防衛を損なうことがないよう許認可発

給を含む規制権限を NRC に与えている。NRC は、AEA を受けて連邦規則（CFR）を制定す

るとともに、様々なガイダンス文書等も発行して規制･監督を行う。3,4 

NRC は、1974 年エネルギー再編法により、それまで原子力活動の実施・推進と規制・監

督を行っていた原子力委員会（AEC）の規制機能を分離・再編して設置された。NRC は、

連邦政府内の組織であるが、独立の規制機関として位置付けられている 3。NRC は、原子力

法により許認可の発給・停止を含む原子力安全の一元的な規制・監督権限が与えられている

が、AEC から原子力利用推進や研究開発、国防関連活動など規制分野以外の活動を継承し

たエネルギー省（DOE）の原子力活動等については DOE の自己規制とされ、NRC の規制権

限は原則として及ばない。ただし、使用済燃料を含む高レベル放射性廃棄物の処分について

は、1982 年放射性廃棄物政策法（NWPA）が制定されており、実施主体となる DOE の活動

について、NRC が許認可発給権限を有しているii,3。なお、NWPA により、使用済燃料の処

分は連邦政府の責任とされており、DOE が処分の実施主体として処分場の開発・操業を行

うこと、1998 年以降に原子力発電事業者から使用済燃料の引き取りを開始することなどが

規定されているiii。 

また、米国では連邦政府が行う主要な行為については環境影響を評価することなどが

1969 年国家環境政策法（NEPA）により規定されており、公衆・ステークホルダーの参加機

会等を含めた手続き規定が定められている。NEPA は、許認可発給や重要施策決定など NRC

の主要な活動にも適用されるため、NEPA を受けた NRC 規則も発行されている 3。 

 
ii その他、TRU 廃棄物処分については、廃棄物隔離パイロットプラント（WIPP）土地収用法が制定さ

れ、環境防護庁（EPA）が規制・監督にあたっている。 
iii NWPA の規定に従って DOE と事業者は契約を締結しており、DOE の 1998 年以降の使用済燃料引取り

は、契約上の義務としても確立されている。 
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(2) 原子力安全規制にかかる法体系とガイダンス 

米国の原子力に関する法体系は図 2-1 に示すような体系となっている。廃止措置の規制

に関しては、NRC 規則（NRC Regulations）以下に具体的に記載されている。 

 
図 2-1 米国原子力規制の法体系 

 

NRC が許可を発給する原子力施設の廃止措置は、各原子力施設の許可（License）を終了

するということであり、各施設の建設／運転許可等について規定する NRC 規則の中で廃止

措置（＝許可の終了）についても規定されている5,6。廃止措置の終了に伴うサイト解放の放

射線学的基準については、10 CFR Part 20 7（放射線防護規則）の SubPart E（許可終了の放

射線学的基準）で規定されている。サイト解放については、次項(3)に示すように、無制限解

放と制限付解放に分けて線量基準が設定されている。 

原子力施設のうち、原子炉については、建設許可／運転許可について定める 10 CFR Part 

50（以下「Part 50」）において、許可の終了（50.82）など廃止措置関連の規定が置かれてい

る。ただし、Part 50 で定められている多くの規制要件については、特に運転中／廃止措置中

の区別なく規定されている条項が多く、廃止措置中も Part 50 許可が継続していることから、

これらの規定も基本的には適用される。その他、環境防護については、環境影響評価等につ

いて規定する 10 CFR Part 518があり、廃止措置関連の規定も置かれている。 

なお、NRC の許認可権限は AEA に基づく原子力安全・放射線安全に関するものであり、

サイト解放の放射線基準を達成して許可が終了した後のサイト緑地化や原状回復等は、

NRC が規制する廃止措置には含まれない。これら NRC 規制範囲外の環境修復等について

は、州や郡等の地方自治体の規制を受けることとなる。 

廃止措置関連規則の下、NRC は種々のガイダンス等ivを発行している。原子炉の廃止措置

に係る主な規制指針、ガイダンス文書としては以下が挙げられるv。これらガイダンス文書

は、NRC 規則における規制要件を、より実務レベルに解釈したものであり、規制要件の考

 
iv 図 2-1 における NUREG シリーズ等に該当。 
v NRC ウェブサイト”Decommissioning Guidance”ページ、及び RG-1.184 から抜粋。

（https://www nrc.gov/waste/decommissioning/reg-guides-comm/guidance html） 



5 
 

え方や技術的な根拠などがとりまとめられている。例えば、廃止措置計画の作成手法や放射

線計測を実施する上でどのようなステップを踏むべきかなどの記載がある。これらのガイ

ダンスは直接的な法的拘束力はないため、許認可保有者は必ずしもこれに従う必要はない。

しかし、NRC の審査においてスタッフが参照するものであり、事実上の規範性を有する重

要な規制文書となっている。 

 

NRC が発行するガイダンス等 

 規制指針（Regulatory Guide） 

 RG-1.184：原子炉の廃止措置 6 

 RG-1.191：廃止措置・恒久停止中の原子炉の火災防護プログラム9 

 RG-1.159：廃止措置原子炉の資金確保10 

 RG-1.179：原子炉の許可終了計画の標準様式及び内容11 

 RG-1.185：閉鎖後廃止措置活動報告書の標準様式及び内容12 

 RG-1.202：発電原子炉の廃止措置費用見積りの標準様式及び内容13 

 RG-4.21：廃止措置のライフサイクル計画14 

 RG-4.22：運転中における廃止措置計画15 

 

 ガイダンス文書 

 NUREG-1575：多省庁間放射線測定・サイト調査マニュアル（MARSSIM） 

 NUREG-1757：統合廃止措置ガイダンス16 

 NUREG-1700：原子炉許可終了計画の評価のための標準審査プラン17 

 NUREG-1713：原子力発電プラント廃止措置費用見積りの標準審査プラン 

 NUREG-0586：原子力施設の廃止措置の一般的環境影響評価（GEIS） 

 NUREG-1628：原子力発電プラントの廃止措置に関するよくある質問への回答
18 

 NUREG-1577：発電原子炉の許認可保有者の財務適格と廃止措置資金保証の標

準審査プラン 

 

(3) NRC 廃止措置規則の改定経緯 

米国では、原子力施設の廃止措置は、NRC が発給した許可の終了（License Termination）

に至るまでのプロセスとして位置付けられる。NRC 規則では、元々は廃止措置に関する詳

細規定は置かれておらず、1988 年になって許認可保有者の類型別の廃止措置規制条項が制

定された。この規則では、公衆及び作業者の健康、安全、環境への影響を最小化することな

どが主眼とされ、許認可保有者の責任として廃止措置の確実な完了、廃止措置資金の確保が

明示された19。 

しかしながら、1990 年代早期から規則改定の必要性が認識され、複数の廃止措置規則見

直しの検討が進められた。その主要な取組の一つである 1996 年の規則改定において、曖昧

箇所の明確化、一般的に適用可能な手続きの導入、廃止措置プロセスへの公衆参加の拡大な

どが規則に織り込まれた。さらに、許可終了のための放射線基準（10 CFR Part 20）につい

ても、1997 年の規則改定20により以下の統一的な基準が設定された21,22。 



6 
 

 

 無制限解放：25mrem／年＋ALARAvi 

 制限付解放：100mrem／年＋ALARA＋制度的管理 

 

90 年代に廃止措置プラントが増加し、電気事業規制緩和により競争環境が導入される中

で、廃止措置資金確保問題など他の規則見直しの取組が進められた。NRC では、1996 年 9

月に決定された戦略的評価イシューペーパー（DSI-24）で発電炉廃止措置問題に対する規制

対応の方針が検討された。NRC スタッフによりリスク情報活用型の様々な規則見直しの取

組が行われている中で、委員会は、現在進行中の廃止措置移行プラントの免除や許可変更等

への対応については規則見直しを待たずに経験知のテンプレート化等で迅速化すること、

規則見直しの動きについて全体的な計画・マイルストーンを策定することなどを指示した。

この検討の過程では、NEIをはじめとするステークホルダーと継続的な協議が行われた 22,23。 

こうして 90 年代後半には、NRC スタッフは規制改善のためのオプション・提案を数次に

わたり委員会に提出するなどしていたが、1999 年 12 月に委員会は、緊急時計画への対応も

含めた、単一で統合化されたリスク情報活用型の廃止措置規則を策定するよう指示した

（SRM-SECY-99-16824）。廃止措置プラントのリスクは、初期段階の使用済燃料プール（SFP）

におけるジルコニウム火災であり、こうした規則検討活動と並行して、ジルコニウム火災リ

スク研究（NUREG-173825）として評価が行われた26,24。 

NRC スタッフは 2000 年 6 月に規則策定開始を提案（SECY-00-014527）、2001 年 6 月には

NUREG-1738 を踏まえた文書（SECY-01-010028）を委員会に提出した。しかしながら、2001

年 9 月の同時多発テロにより NRC 規制活動の重点がシフトし、規則策定活動の開始には至

らなかった。 

その後は新たな廃止措置プラントもなく、規則策定の取組も行われないままとなった。

2011 年 6 月には廃止措置計画に関する規則改定が行われたが、これは原子炉以外の「レガ

シー」サイトvii防止等を主眼としたもので、グレーデッドアプローチ関連の規則改定は含ま

れなかった。この規則改定の主な改定ポイントは、残留放射能の監視体制の強化、財務保証

要件の見直しなど、物質許可保有者の規制強化であり、原子炉については、運転中の地下汚

染など報告義務の強化、使用済燃料管理費用の報告義務及び財務保証要件の強化などが織

り込まれた。 

その後、2012 年以降に廃止措置プラントが増加を見せる中で、2014 年 12 月 30 日に、NRC

委員会が廃止措置規則の見直し検討を正式に指示した（SRM-SECY-14-011829、詳細後述）。

NRC では、早期閉鎖による廃止措置プラントの増加を受け、2013 年には NRC 内に廃止措

置移行ワーキンググループを設置して検討が行われていた。委員会指示を受けスタッフは、

2015 年に規則策定事前通知（ANPR）30を発行し、コメント募集、パブリックミーティング、

委員会ブリーフィング等を含めて規則案の検討を行った。2017 年 11 月には規制基盤

（Regulatory Basis）31が策定され、2018 年 5 月 7 日にグレーデッドアプローチに関連する規

則改定案が委員会に提案されている（SECY-18-005532）。 

 
vi 米国では、放射線基準に加えて、ALARA（As Low As Reasonably Achievable：合理的に達成可能な限り

低く）であることを実証することが求められている。 
vii 核兵器生産のために汚染したサイト等を指す。 



7 
 

(4) NRC の廃止措置規制プロセスの概要 

NRC 規則において廃止措置として認められている方式は、即時解体（DECON）、安全貯

蔵（SAFSTOR）、遮蔽隔離（ENTOMB）の 3 種となる。ただし、廃止措置は 60 年以内に完

了するものとの規定もおかれていることから、原子炉については基本的に DECON／

SAFSTOR、または両者の組み合わせによることとなる。6 

米国における廃止措置済または廃止措置実施中のサイトの位置と廃止措置方式を図 2-2

に示す。安全貯蔵中のプラントは 11 基、即時解体のプラントは 8 基となっている。図 2-2

に記載されていない廃止措置が完了したプラントも含めると、米国ではこれまで、30 基以

上のプラントが廃止措置済または廃止措置実施中となっている。 

 

 
図 2-2 廃止措置済または廃止措置実施中のサイトとステータス 

出 典 ） NRC, Backgrounder on Decommissioning Nuclear Power Plants, Power Reactor Decommissioning Status, 

https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/decommissioning.html, 2019 年 10 月 10 日アクセス 
 

原子炉の恒久運転停止から最終的な許可終了に至る廃止措置プロセスに係る NRC 規制の

枠組みは、図 2-3 の時間軸で示されている。原子炉の運転停止後は、恒久停止証明及び燃料

撤去証明により原子炉の運転が行われないことが確認されるとともに、廃止措置計画等を

まとめた閉鎖後廃⽌措置活動報告書（PSDAR）の提出が必要とされる。PSDAR は、具体的

な廃止措置計画、スケジュール、想定コスト、環境影響の判断等を示すものとされている。

PSDAR に対する NRC の明示的な承認は必要とされておらず、その提出から 90 日を経過す

るまでに NRC から書面による指摘が行われない限り、事業者は廃止措置活動を開始するこ

とができる。PSDAR の目的は、公衆への廃止措置活動に関する情報の提供、NRC の監督の

ためのリソース確保計画、資金確保の確実化、予定外の環境影響が生じないことの確認など

が挙げられている。PSDAR には、廃止措置活動の説明とスケジュール、廃止措置費用の見

積もり、廃止措置活動に関連する環境影響評価が含まれなければならないviii,33,34。 

 
viii PSDAR 自体は 40 ページに満たない文書であり、機器の具体的な解体方法など踏み込んだ記載はな

く、概要にとどまる。 



8 
 

廃止措置基金からの支出も、PSDAR 提出から 90 日の経過などのタイミングに応じて段

階的に引き出し可能枠が拡大されるix。最終的な許可終了については、その 2 年前までに許

可終了計画（LTP）を提出することとされ、LTP については NRC の公式な承認が必要とさ

れている。 

 

 
図 2-3 廃止措置の時間軸 

出 典 ） NRC, Regulatory Guide 1.184 Decommissioning of nuclear power reactor, October 2013 Revision 1, 

https://www.nrc.gov/docs/ML1314/ML13144A840.pdf, Figure 1 より三菱総合研究所作成 

2.1.2 グレーデッドアプローチを含む規制の考え方・背景（経緯） 

以下では、グレーデッドアプローチという観点から、1988 年以降の NRC の廃止措置規

則の主要な改定経緯について報告する。 

(1) 1988 年廃止措置規則 

1988 年廃止措置規則は、米国で初めて許認可保有者の類型別の廃止措置規制条項が制定

された規則である。この規則では、1996 年に改定された規則（現行規則）の旧規制であり、

廃止措置が健康・安全・環境への影響を抑えて実施されることを目標に掲げるとともに、

効率的で一貫性ある規制枠組みを提供するものとされた。廃止措置に係る懸念の大きなも

のとして廃止措置資金の確保問題があり、1988 年規則改定により廃止措置資金確保制度が

整備された。この規則改定により、廃止措置を行う事業者は、原子炉の恒久停止から 2 年

以内に廃止措置の申請書を NRC に提出することとされ、申請書の提出時までに廃止措置計

 
ix 廃止措置資金は PWR/BWR 別のフォーミュラ方式の費用見積額が最低保証額として設定されている。こ

のフォーミュラでは、労務費や低レベル放射性廃棄物処分費用等の物価調整、将来における電気料金から

の回収や基金の利回りも勘案した上で資金の過不足が判断される。PSDAR を提出する 90 日よりも前に最

低保証額の 3%、90 日以内ならば最低保証額の 20%を使用することができる。 
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画を提出することが規定された。廃止措置は、NRC が命令により承認した場合に実施可能

となる。19 

グレーデッドアプローチという観点では、1988 年規則改定では、廃止措置移行後の規制

要件の具体的な緩和等は規定されなかった。廃止措置計画では、テックスペック、品質保

証条項、及び物的防護計画について記載することが必要とされ、具体的な要件の緩和は廃

止措置承認命令によるこれらの改定を通じて行われる形となっている。19,32 

なお、通常は、廃止措置承認命令に先立って「保有限定（possession-only）」許可への許

可変更が申請・承認されているx。保有限定への許可変更において、運転停止後は不要な要

件が緩和され、廃止措置の承認命令が出される前の段階での要件緩和も実現されていた。

また、廃止措置承認命令や許可変更とは別に規制要件の緩和を受けるためには、50.12「特

定の免除」（Specific Exemptions）により個別に NRC の承認を得る必要がある。19,32,5 

(2) 現行規則（1996 年改定～）におけるグレーデッドアプローチ 

1996 年の規則改定は、特に早期の閉鎖プラントについても許認可保有者による廃止措置

プロセス実施を単純で柔軟性あるものにするとして、曖昧規定の明確化、過去の事例での

対応の明文化、公衆への情報提供機会の増加などを図ったものである。それまでも免除や

許可変更によって廃止措置移行後の要件緩和は可能ではあったが、改定規則は、NRC 監督

のレベルが、廃止措置活動期間に想定される安全懸念のレベルと釣り合ったものとなるよ

う設計された。1996 年規則は、規制負荷を軽減する規定を一部明文化するとともに、廃止

措置プロセスを効率化する、いわゆるグレーデッドアプローチの適用を意図して抜本的見

直しを図ったもので、許認可保有者及び NRC 双方の負担を低減するものとされた。21,32 

1996 年に改定された廃止措置規則における、廃止措置段階のプラントについて規制要件

を緩和するグレーデッドアプローチは、その実現方法により以下の 5 類型に分けることが

できるxi。1996 年規則改定によって、1 番目および 2 番目の事項が追加された項目であり、

3 番目の免除、及び 4 番目の許可変更は、Part 50 が 1956 年に最初に制定されたときから規

定されている一般的な手続き条項であるが、1996 年規則改定によって、1 番目および 2 番

目の事項が追加されたxii,21,5。なお、5 番目については、規制指針レベルでグレーデッドア

プローチに係る記載内容について整理したものである。 

 

1) 規則レベルで明文化された規制要件緩和 

2) テックスペックに抵触しない 50.59 に基づく変更等 

3) 50.12 に基づく免除の申請 

4) テックスペックの変更など許可変更による要件緩和 
5) その他の関連規定におけるグレーデッドアプローチ 

 

 
x 核施設の使用または運用を許可するものではなく、特定の核物質を所有することのみ許可されるもの。 
xi この 5 分類は、NRC が分類したものではなく、1996 年の規則改定により確立された現行の廃止措置規

則におけるグレーデッドアプローチの実現手段について、説明の便宜上から実現方法による分類を行った

ものである。 
xii 一般に、許可変更は公聴会やパブリックコメント、州との協議など厳格な手続きが必要なほか、免除も

NRC の正式な承認行為が必要であり、手続負荷は重い。 
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1) 規則で明文化された規制要件緩和 

10 CFR Part 50 では、許認可保有者が原子炉恒久停止証明や燃料除去証明を提出した後

は、それぞれ原子炉の運転や燃料装荷は認められない。原子炉運転中と比較して大きくリ

スクが低減するこの状態に対応して、公衆の健康・安全防護のための規制要件のいくつか

は不要とされている。RG-1.184 では、燃料除去が完了した廃止措置プラントには不適用と

なる規制要件として、以下が示されている。6 

 可燃性ガスの制御に係る要件（50.44） 

 緊急時炉心冷却システム（ECCS）に対する受容基準（50.46、Appendix K） 

 電気設備の環境適格性（50.49） 

 格納容器漏洩試験（50.54(o)、Appendix J） 

 破壊防止措置（50.60、Appendix G 及び H） 

 加圧熱衝撃（PTS）事象防止のための破壊靱性要件（50.61） 

 スクラム失敗事象（ATWS）要件（50.62） 

2) §50.59 に基づく変更等 

§50.59「変更、試験、及び実験」は、許可付帯のテックスペックの変更を伴わない施設

や手順の変更等について、安全上の懸念が生じない一定の条件の範囲内であれば、NRC の

承認なしに行うことを認める規定である。1996 年の規則改定により、この規定が廃止措置

中のプラントにも適用されることとなった。21,32 

1996 年の規則改定までは、廃止措置活動は、NRC が命令により承認した廃止措置計画に

沿ったものであることが必要とされており、NRC の廃止措置計画承認命令の発給までは施

設の変更・除去等は行えなかったが、1996 年規則改定により 50.59 の適用範囲が拡張され、

§50.59 の変更プロセスにより一定の廃止措置活動を行うことが可能となった。事業者は、

安全解析報告書に記載されている事項など安全上の懸念がない一定の変更については、

NRC の承認なしに廃止措置活動の実施が可能となった。50.59 は、その後 1999 年の規則改

定で大きく改定されたが、1996 年に追加された廃止措置プラントへの適用に係る条項は、

実質的に維持されているxiii。 

3) 免除の申請 

原子炉の恒久停止、その後の廃止措置活動の進展等により特定の規制要件が不要と判断

されるときは、NRC 規則 50.12「特定の免除」に基づいて、規則の適用免除を受けることが

可能とされている。5 

50.12 では、法律で認められるもので、公衆の健康・安全に不当なリスクを与えず、国家

防衛・セキュリティに反しないものであれば、NRC は Part 50 規則に定めた要件を免除する

ことができると定めている。規則の適用免除は、許認可保有者を含む関係者からの申請を

 
xiii 1999 年の規則改定は、50.59 の基準等の明確化を図るもので、同条内の構成も大きく変更された。1996

年改定で (d)項・(e)項に追加された恒久停止後の原子炉への適用条項は、新しく適用範囲について規定し

た(b)項に織り込まれている。 
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受けて、または NRC 自身のイニシアチブにより、検討される。 

NRC が免除適用を検討するのは、以下のような特別な状況が認められる場合のみとされ

ている。 

 特定の状況での規則適用が、他の規則や要件と抵触する 

 規則適用が規則本来の目的に貢献しない、または規則本来の目的達成のために必要

ない 

 規則遵守が規則採用時の想定や類似環境と比較して、不当な困難さや費用につなが

る 

 免除により生じる安全性の低下を相殺する公衆健康・安全上の便益がある 

 免除は一時的な救済のみで、許認可保有者／申請者は規則遵守の誠意が認められる 

 規則制定時には考慮されていなかった、免除承認が公共の利益につながるような具

体的な状況が存在する 
 

免除は、現行の廃止措置規制における規制要件緩和において重要な位置を占めており、

NRC 及び許認可保有者の負担軽減・効率化、一貫性の観点などから、典型的な免除事項の

規則折込みの検討が進められている（詳細は 2.1.2(3)を参照）。免除については、1996 年の

規則改定時にも、技術的要件の改定は不完全なものであるため、情報が蓄積されるのに伴

って追加的な規則改定作業が必要であること、それまでの間はケースバイケースで特定要

件の免除を申請することができることが示されていた。32 

なお、免除と同様の対応として、NRC 命令の撤回（rescission）が行われることもある 40。 

4) テックスペック変更など許可変更による要件緩和 

許認可保有者は、廃止措置プラントのリスクの低下に応じて運転許可付帯のテックスペ

ックの要件を見直し、許可変更を申請して規制要件緩和を実現することも可能である。具

体的には、原子炉運転許可において、詳細な技術的要件は運転許可に付帯するテックスペ

ックで規定されている。NRC は、1980 年代からリスク情報を反映する形での標準テックス

ペックの改善を図り、産業界も参画してリスク情報を活用したテックスペックの改善が進

められてきた。なお、前述の通り、1996 年の規則改定までは、廃止措置への移行に際して

は「保有限定（possession only）」許可への変更が行われるものとされていた 21。 

1996 年の規則改定では、運転許可付帯のテックスペックについて、以下の項目について

はケースバイケースで設定することとされ、許認可保有者はテックスペックを精査して、

適用不要な項目等を判断し、規則に従ってテックスペックの変更申請することとなる。21 

 安全限度（safety limits） 

 安全系の設定値の限度 

 制御系の設定値の限度 

 運転条件の限度 

 監視要件 

 設計特性 

 事務的管理 
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5) その他の関連規定におけるグレーデッドアプローチ 

原子力発電施設からの放出物については、公衆の線量基準を遵守するための装置・操業

手順を確立し（50.34a）、気体・液体状の放出物を管理するための放射性廃棄物システムを

維持することが、運転終了後の廃止措置プラントについても引き続き要求されている

（50.36a(a)(1)）。廃止措置中のプラントも、気体・液体放出物によりサイト外に放出された

主要核種の量を記載した年次報告書を、引き続き提出しなければならない（50.36a(a)(2)）。

放出物については、10 CFR Part 50 Appendix I「軽水炉放出物の放射性物質の ALARA 達成

のための運転条件及び設計目標の数値指針」が引き続き適用される。6  

その他、廃止措置中のプラントの技術的規制要件として、RG-1.184 では以下が示されて

いる。6 

 

 保守規則については、廃止措置中のプラントは、使用済燃料を安全に保つための貯

蔵・管理・保守に関連した SSC（Systems, Structures, Components）の性能・状

態のみを監視すればよい。 

 最終安全解析報告書（FSAR）は、運転中プラントについては原則として毎年の提

出が義務付けられているが、廃止措置中のプラントについては 24 ヶ月以内に提出

することとされ、更新頻度が緩和される。FSAR の記述については、 

 施設の記述は、テックスペックに含まれる SSC 関連、及び使用済燃料の安全貯

蔵に関するもの以外は詳細な更新は不要 

 事故解析については、50.59 に基づく変更により、不要となった設計基準事故

については削除可能 

 サイト特性は、使用済燃料の安全貯蔵等に影響する部分の更新が必要 

 放射性廃棄物管理、放射線防護、運転規定については、運転中プラントと同様

に管理が必要 

 火災防護については、50.48(f)において廃止措置中も火災防護プログラムを維持す

ることが必要と定められており、廃止措置プロセスの様々な段階に応じて定期的に

プログラムを評価・改定することが求められる。 

 火災防護の有効性を損なわない変更は、NRC の承認なしに行うことが認めら

れる。（50.48(f)(3)） 

 廃止措置中の火災防護については、RG-1.191「廃止措置中及び恒久停止の原子

力発電所の火災防護プログラム」が発行されている。 

 廃止措置中のプラントでは、緊急時において、許可条件やテックスペックから外れ

る可能性がある場合であっても、合理的行動をとることが、認証燃料取扱者に対し

ても認められる。（50.54(y)。なお、運転中プラントにおいてこの権限は、認定上級

オペレータのみに認められている） 
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(3) グレーデッドアプローチ拡充に向けた規則改定 

現行の NRC 廃止措置規制は、一定のグレーデッドアプローチを織り込んではいるもの

の、多くの要件緩和は免除や許可変更など個別の申請・承認というプロセスによらざるを

得ないものが多い。2013 年以降、現在に至るまで 10 プラント近くが廃止措置に移行する

中で、さらなる効率化、グレーデッドアプローチの実現に向けて規則改定の取組が行われ

ているxiv。ここでは、1996 年の規則改訂以降の規則改定の取組について経緯・概要を示し

た上で、2018 年に公表された改定規則案におけるグレーデッドアプローチについてポイン

トを報告する。 

1) 規則改定の取組の概要 

NRC の委員会は、2014 年 12 月 30 日付けのスタッフ向け指示文書（SRM-SECY-14-0118）

において、2000 年の SECY-00-0145 で議論された以下のような問題に対応するべく規則改

定を進めるようスタッフに指示した。目標期限は 2019 年早期とされた。 

 

 緊急時対応のグレーデッドアプローチ 

 廃止措置プロセス経験プラントで得られた教訓 

 NRC による PSDAR 承認の要件化の是非 

 廃止措置の 3 類型を維持すること及びその時間軸の適切性 

 廃止措置プロセスにおける州・地方政府及び非政府ステークホルダーの適切な役割 
 

NRC では、1996 年の廃止措置規則の改定後、1997 年から 2001 年にかけて、1996 年改正

で積み残された問題など規制改善のためのオプション・提案が、数次にわたり委員会に提

出された。NRC では、1998 年に委員会で確認された優先度に基づき、緊急時対応、保険、

保障措置の分野で個別に規則策定の準備が進められたが、1999 年 3 月、廃止措置規則策定

活動を一つのリスク情報活用型の規則に統合するよう委員会が要求した。そして、緊急時

計画への対応も含めた、単一で統合化されたリスク情報活用型の廃止措置規則を策定する

ことが望ましいとの 1999 年 6 月の NRC スタッフ提案を受け、同 12 月には委員会が、統合

的な規則の策定を進めるよう指示した（SRM-SECY-99-16835）。この規則策定の目的は、運

転中原子炉と比較して放射線リスクが減少することを踏まえて、一部規則の撤廃や明確化

を行うものとされた 32,36,35。 

廃止措置プラントのリスクは、初期段階の使用済燃料プール（SFP）におけるジルコニウ

ム火災との認識から、こうした規則策定議論と並行して「ジルコニウム火災リスク研究」

（NUREG-173837）として評価が行われた。NUREG-1738 は、1999 年 6 月のドラフト報告書

に対するコメント募集等を経て、2001 年 2 月には最終報告書が公表された。NRC スタッフ

は、2000 年 6 月に規則策定計画を提案し（SECY-00-014538）、2001 年 6 月には NUREG-

1738 を踏まえた規則策定の方針（SECY-01-010039）を委員会に提案した。しかしながら、

2001 年 9 月の同時多発テロにより NRC 規制活動の重点がシフトし、規則策定活動の開始

 
xiv 2013 年以前で、最後に廃止措置に移行したプラントは 1997 年に恒久停止したザイオン原子力発電所と

なる。 
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には至らなかった。32,39 

その後、2013 年からの廃止措置プラント増加の動きを受け、廃止措置規則改定の必要性

が再び産業界、NRC の双方で強く認識されることとなった。NRC の対応においては、テン

プレートの開発という面にも焦点が当てられており、2012 年 10 月に閉鎖を決定したキウ

ォーニがその後相次ぐ閉鎖プラントの皮切りとなっていたことから、キウォーニ発電所の

廃止措置をテンプレートの開発に活用した。この時点で NRC では、恒久停止を決定したプ

ラントの許可変更について自動的に対応できるようなプロセスはほとんど存在していなか

った。NRC スタッフは、過去の廃止措置プラントで使用された移行プロセスを、その後に

行われた様々な規制変更を踏まえて更新をした上で適用することとなった。（キウォーニ

の前の廃止措置プラントは 1998 年のザイオンで、約 15 年の空白期間があった）。32,40,44 

2013 年から廃止措置が相次いだことにより、2016 年 3 月報告時点で、5 プラントで合計

70 以上の許認可手続きが求められた。同時に多くの申請等が NRC に出され、迅速審査の

優先度も競合してしまうなどの課題も認識された。こうした中で、NRC 内でも廃止措置移

行ワーキンググループ（DTW）の設置を始め、効率化のための対策がとられた。41 

NRC の動きの背景には、原子力発電を取り巻く経済環境の悪化、福島第一原子力発電所

事故を受けた規制対応等による規制の累積的影響などを受け、NRC 規制のスリム化に向け

た産業界や連邦議会からの圧力の高まりがあったこともあると考えられるxv。 

規則改定を含む廃止措置規制合理化の取組は、原子力発電の経済性悪化に苦しむ事業者・

産業界及びその声も反映した連邦議会からの NRC 規制スリム化の圧力が高まる中で、ステ

ークホルダーも参画して検討が進められてきている。ステークホルダー関与を含めたプロ

セスの詳細については 2.2.1(2)で記載するが、NRC スタッフは以下のようなプロセスを経

て検討を重ね、2018 年 5 月 7 日に改定規則案を委員会に提案している。32,44,40,41 

 

 2014 年 7 月 15 日：委員会ブリーフィング（ステークホルダーミーティング） 

 2015 年 11 月 19 日：規則策定事前通知（ANPR）30発行 

 2016 年 3 月 15 日：委員会ブリーフィング（ステークホルダーミーティング） 

 2016 年 10 月 28 日：廃止措置移行教訓レポート公表 

 2017 年 3 月 15 日：ドラフト規制基盤／規制分析 

 2017 年 11 月 27 日：廃止措置規則の規制基盤／規制分析 31策定 

 2018 年 5 月 7 日：改定規則案を委員会に提案 32 

2) 2018 年規則改定案におけるグレーデッドアプローチ 

a. 提案された規則改定案の概要 

前項に示したようなプロセスを経て、NRC スタッフは 2018 年 5 月 7 日に、廃止措置規

則の改定案を委員会に提案した（SECY-18-005532）。NRC スタッフ提案文書では、この規

則改定により NRC は、廃止措置プラントの段階的なリスク低下に応じたグレーデッドアプ

 
xv NRC は、連邦議会からの指摘等を受け、スタッフ削減を含めて組織の効率化・スリム化を図るプロジ

ェクト AIM を 2014 年 6 月に開始していた。 
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ローチxviを採用するものとしている。この提案文書では、改定規則案を公表してパブリッ

クコメントを行うための連邦官報告示文書案、規制分析案、規制指針、環境評価書（EA）

も添付されている。また、規則改定後に使用される新しいガイダンス文書のドラフトも併

せて示され、規則案と同時にパブリックコメントを募集することを提案している。新しい

ガイダンス文書案は、以下の 4 点が策定されている 32。 

 

 ドラフト規制指針 DG-1346「廃止措置発電原子炉の緊急時計画」（新規） 

 ドラフト規制指針 DG-1347「発電原子炉の廃止措置」（RG-1.184 の Rev.2） 

 ドラフト規制指針 DG-1348「廃止措置原子炉の資金確保」（RG-1.159 の Rev.3） 

 ドラフト規制指針 DG-1349「PSDAR の標準様式及び内容」（RG-1.185 の Rev.2） 
 

2018 年 5 月の NRC スタッフ文書では、現行 NRC 規則については、いくつかの領域で恒

久停止プラントと運転中プラントへの適用の区別がないために混乱も生じていたとして、

以下の 4 つの廃止措置段階における放射線リスクに応じたグレーデッドアプローチを採用

するとしている。 

 

① 原子炉恒久停止及び全燃料の圧力容器からの撤去 

② 使用済燃料プールでの使用済燃料の十分な減衰（10 時間以内に発火しない） 

③ 全燃料の乾式貯蔵への移行 

④ 全燃料のサイト外撤去 
 

なお、改定規則案では、現行 NRC 規則においても廃止措置中の安全確保は達成されてい

ることから、改定規則の多くは全プラントに適用を必須として義務付けるものではなく、

現行要件の代替として選択可能なオプションとの位置付けがとられている。  

 
xvi “graded approach”との表現も使用されている。 
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b. 提案された規則改定案の主要ポイント 

2018 年 5 月に提案された規則改定案の主要なポイントとして、SECY-18-0055 では以下

が示されている。2.1.3 表 2-1 を参照すると分かるように、緊急時対応や物的防護、セキュ

リティ関係、資金関係や管理的事項など、これまで免除や許可変更の申請が行われ、認め

られてきた事項などがあらかじめ規則として規定される形となっているxvii。なお、以下に

は、前項①～④のどの段階に適用されるものか明らかになっている項目について明示した。 

 

 緊急時対応【前項①～④に関連】 

オンサイト／オフサイト緊急時計画の基準について、放射線リスクの低下に応じた

4 段階で要件が緩和するグレーデッドアプローチを選択可能 

 物的防護【前項①に関連】 

 緊急時に認定燃料取扱者によるセキュリティ方策の一時的停止承認を許可 

 重大な炉心損傷防止のための物的防護要件を免除 

 原子炉制御室の枢要区域指定の要件を撤廃 

 警報ステーションとの常時通信要件について、原子炉制御室との通信要件を認

定燃料取扱者等との通信に変更 

 サイバーセキュリティ【前項②に関連】 

使用済燃料の十分な減衰（前項②）期間後は、10 CFR Part 73.54 のサイバーセキ

ュリティ要件xviiiを免除 

 薬物・アルコールテスト 

任務適合性（FFD：Fitness For Duty）プログラムに係る規定の不整合を是正など 

 認定燃料取扱者の定義及びシフトテクニカルアドバイザー要件の削除【前項①に関

連】 

認定燃料取扱者の従来からの定義は維持しつつ、燃料取扱訓練プログラムに対する

NRC 承認の必要性を削除。シフトテクニカルアドバイザーも廃止措置プラントで

は不要に。 

 廃止措置資金保証 

 廃止措置中プラントに、使用済燃料管理費用の廃止措置外部信託基金からの支

出を一定条件下で許可 

 50.75 に基づく財務保証状況の報告頻度を ISFSI と同水準に修正（2 年ごとを

3 年ごとに変更） 

 ISFSI 報告書の NRC 承認要件を撤廃 

 
xvii 改定には、グレーデッドアプローチの実現のほか、NRC 規則間の整合化や明確化などの観点からのも

のも含まれている。 
xviii 要件には、安全系の機能、セキュリティ機能、オフサイトとの通信を含む緊急時対応の機能等に関連

するコンピュータや通信システム、ネットワークをサイバー攻撃から保護すること、具体的実施方法とし

て、サイバーセキュリティプログラムの組み込む等が記載されている。また、これに係る記録・技術文書

を保管することも要件となっている。 
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 廃止措置資金の不足発生時の対応期限を、次回報告時までに緩和 

 オフサイト／オンサイトの財務防護要件及び補償契約【前項①、②に関連】 

NRC からの免除承認なしに保険契約額を減少することを一定条件下で許可 

 環境の考慮 

PSDAR に廃止措置の環境影響評価を織り込む必要性など、環境関連の報告要件等

を明確化 

 記録保持要件【前項①に関連】 

廃止した SSC の記録保持要件や使用済燃料貯蔵記録の複写維持要件を撤廃 

 低レベル放射性廃棄物（LLW）の輸送 

LLW 輸送完了確認の通知期限を 20 日から 45 日に変更xix 

 使用済燃料管理計画 

許可終了申請など原子炉の廃止措置関連文書においても使用済燃料管理の計画を含

めることを明確化（Part 72 規則との不整合を統一、明確化） 

 バックフィット規則 

廃止措置中の許認可保有者に 50.109 のバックフィット規則をどのように適用する

かを明確化 

 外国支配【前項①に関連】 

廃止措置中の施設の許可を求める際に外国支配の禁止規定が適用されなくなるタイ

ミング、施設が生産／利用施設から外れるタイミングを規定 

 許可終了計画（LTP）要件のスコープ明確化 

LTP の提出義務は運転を開始した発電炉に限ることを明記 

2.1.3 グレーデッドアプローチに基づいた規制活動 

NRC の原子力発電プラントの監視については、原子炉恒久停止証明の提出により、運転

中の原子炉監督プロセス（ROP）から廃止措置発電炉検査プログラムへと移行し、検査活

動は運転中と比較して大幅に減少するxx。NRC の検査プログラムは、検査マニュアル

（Inspection Manual）に定められており、運転中プラントを対象とする IMC 2515「軽水炉

検査プログラム―運転フェーズ」42から IMC 2561「廃止措置発電炉検査プログラム」43へと

移行する44 。 

IMC 2561 は、1996 年の廃止措置規則改定、及び廃止措置プラントから得られた教訓を反

映して、1997 年 8 月に改定された。改定の最終目標は安全性及び規則遵守の確保を効率的・

効果的に行うことであったが、次に重要な目標として、許認可保有者の活動の規制負荷を

 
xix トラック輸送以外の場合には 20 日以内に処分場等への輸送が完了しないことが多く、現状は猶予の承

認を得ることが必要となっている。 
xx ROP における基本検査での検査手順書は 50 近くあるが、廃止措置中におけるコア検査の検査手順書は

11 のみであり、例えば、火災防護に関する検査手順書は ROP では 3 つあるが、廃止措置中ではないな

ど、スコープが大幅に縮小している。また、コア検査において ROP との共通の検査手順書は「IP 

71111.01 Adverse Weather Preparations」のみである。なお、サンプルの選定、そのサンプルにおける品質管

理状況のレビューや、設計変更等の許認可保有者の安全評価のレビューなど実施方法は変わらない。 
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軽減することが挙げられた。具体的には、1997 年の IMC 改定により、それまで廃止措置段

階に応じて 2 つに分かれていた検査プログラムが 1 本に統合された 44,46。 

また NRC では、近年の廃止措置移行プラントにおける経験を踏まえて、恒久停止を予定

しているプラントについては、廃止措置への移行に向けて ROP の調整が行われている。

NRC は 2016 年 2 月に、恒久停止の前年の検査に対応する、IMC 2515-Appendix G「廃止措

置フェーズへの移行を準備する発電炉の基本検査ガイダンス」を策定した。44,45 

廃止措置プラントの規制監督プログラムでは、主領域として保障措置、使用済燃料安全、

及び放射線安全が、また横断的要素としては人的パフォーマンス、安全意識、問題発見・

対応能力が重要とされている。廃止措置検査プログラムには、コア検査と任意（discretionary）

検査があり、IMC2561 で以下のように示されている。 

 

 コア検査：IMC 2561 の Appendix A  

全施設を対象に年次ベースで実施される以下のような検査 

 組織及び管理統制 

 品質保証 

 使用済燃料の貯蔵・取り扱い 

 保守・監視 

 放射線防護 

 緊急時対応 

 セキュリティ 

 安全評価 

 任意検査（非コア検査）：IMC 2561 Appendix B 

許認可保有者の活動・パフォーマンスに基づいて必要に応じて行われる検査 
 

廃止措置プラントを担当する NRC 地域事務所は、事業者のパフォーマンス・活動を評価

して翌年の検査活動、検査スケジュールを決定する（マスター検査プラン（MIP））。MIP

策定では、すべてのコア検査、及び当該プラントで必要と考えられる任意検査が組み込ま

れる。46  

既に示した通り、現行 NRC 規則では、廃止措置活動の開始前に NRC の事前承認は不要

となり、50.59 の変更手続きで廃止措置活動が可能となっている。こうした中で、検査はリ

スクに応じた適切な体制がとられ、圧力容器等の主要放射性構造物の除去を始めとする廃

止措置活動を行うには、事前の検査が必要とされている。廃止措置プラントにおける検査

の負荷に関して、IMC 2561 では、コア検査の直接的な検査時間が図 2-4 のように想定され

ている。コア検査における典型的な年間の直接的検査時間は、単基の DECON プラントで

約 450 時間xxi、SAFSTOR の長期貯蔵状態では最大約 100 時間で計画される。2 基が運転中

のプラントにおける ROP 基本検査の推定検査時間は、3,000 時間弱とされており47、単純な

比較はできないが、ROP における検査時間と比較して、廃止措置プラントでの検査時間は

大きく減少している。 

 
xxi 任意検査も含めると、合計約 800 時間とされている。 
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承認した。NRC が策定した安全評価報告書（SER）49では、DSAR 等を審査した NRC の結

論として、適用される DBA は燃料取扱建屋における燃料取扱事故、LLW 取扱事故、SFP 操

業事象のみとした DSAR の解析結果・手法は適切であると認め、申請された許可条件及び

テックスペックの大幅な変更を承認した。50 

 許可条件では、以下の削除が承認された。 

 

 最大出力レベル（2.C.(1)） 

 4 ループ未満での運転禁止（2.C.(4)） 

 安全停止火災防護プログラム（2.C.(5)） 

 SFP 上方における重量物の制限（2.C.(7)(b)） 

 二次系の水化学プログラム（2.C.(8)） 

 事故後の格納容器外からの漏洩プログラム（2.C.(9)） 

 事故状況下での枢要区域のヨウ素濃度測定プログラム（2.C.(10)） 

 NUREG-0737（TMI 行動計画）要件に関する 1983 年 3 月 14 日命令（2.C.(11)） 
 

また、テックスペックは、燃料除去後テックスペック（PDTS）として大幅に縮小する形

で置き換えられ、単純な項目数では、100 項目強の仕様項目の 7 割以上の削除が申請され、

NRC によって承認された 49。 

なお、SAR は 2 年ごとの更新が義務付けられており、2000 年 10 月に提出された DSAR 

Rev.1 では、燃料除去後状態で重要な SSC の明確化、使用済燃料取扱建屋の設計変更に伴

う変更、使用済燃料プールの正常温度域の改定など 14 項目の 50.59 に基づく変更が行われ

たことが示されている。これらの変更は、未審査の安全上の問題を含まないものとしてNRC

の事前承認なしに行われたものである51。  
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(2) キウォーニ発電所における免除（50.12）申請による要件緩和 

キウォーニ発電所は、ウィスコンシン州のミシガン湖沿岸に立地する出力 556MW の

PWR 単基プラントで、1973 年に NRC の運転許可を取得した。元々は同州の公益電気事業

者が所有・運転していたプラントを 2005 年にドミニオン社が購入したが、2012 年 10 月に

経済性悪化を理由として閉鎖が発表された。キウォーニは、深刻な設備トラブル等もない

状態で経済性を理由として閉鎖するプラントの先駆けとなったプラントで、2013 年 5 月に

恒久停止した 44,52,53。 

前項で示したように、キウォーニを含む近年の廃止措置プラントにおけるグレーデッド

アプローチの実現形態を見ると、50.12 の免除規定に基づく要件緩和が多く行われている。

表 2-2 は、前掲の表 2-1 に示した廃止措置移行プラントの許認可活動の中から、免除によ

る要件緩和のみを抜き出したものである。表からも分かるように、保険及び賠償責任関連、

セキュリティ関連の免除申請が多くなっている。なお、廃止措置基金（DTF）を使用済燃料

管理のために使用することに係る NRC 規則の免除xxviiiについては、各プラントで申請され、

承認されているxxix。 

  

 
xxviii NRC 規則では、廃止措置基金（DTF）は NRC 規制下の廃止措置活動とは異なる目的で使用すること

が制限されている。米国では、使用済燃料の処分責任は連邦政府が負っており、DOE は 1998 年から順次

使用済燃料を引き取ることが義務付けられているため、閉鎖後に発生した使用済燃料管理費用は連邦政府

が賠償責任を負うとの判決が確定している。ただし、使用済燃料管理費用の負担は訴訟により遡及的に補

償されるだけのため、乾式貯蔵移行を含む使用済燃料管理費用は一義的には事業者が負担する。 
xxix米国では DOE が 1998 年以降に処分のため使用済燃料を引き取ることが規定されており、それ以降に各

発電所で発生している使用済燃料管理費用については DOE の債務不履行による賠償義務が判決で確定し

ている。使用済燃料費用の回収は、確定費用について都度訴訟を提起する必要があるが、何れのプラント

でも免除が認められている背景には、最終的には事業者が補填を受けられることは確実なこともあると考

えられる。 
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フトマネージャー／認証燃料取扱者との常時通信能力に係るシステムを維持するという事

業者が提案した代替方策を条件として、免除することが承認された。NRC は、燃料除去後

のキウォーニでは制御室から制御される安全関連システム・プロセスはないこと、免除に

よりシフトマネージャー／認証燃料取扱者が制御室を離れて監督活動を行うことが可能と

なって安全上のメリットもあると考えられることなどから、事業者が提案した代替方策は

NRC 規則の機能的要件と一貫性があり、安全性等を損なうものではないなどと結論づけて

いる。54 

一方、その後に行われた 73.55「放射線破壊行為（radiological sabotage）に対する原子力

発電所における許可活動の物的防護要件」の免除に係る申請は、否認された。セキュリテ

ィ関連で文書が公表されていないため詳細は不明であるが、事業者が提案した対破壊行為

の防護方策を織り込んだ物的防護計画では、放射線破壊行為の設計基準脅威（DBT）に対

する施設防護のために必要な検知、評価、及び通信能力を維持できることが立証されてい

ない、との判断が NRC から示された。従って、免除申請を認めることは、共同の防衛・セ

キュリティを損ない、公衆の健康・安全に不当なリスクを与えるとして、免除申請は否認

された。55 

その他のキウォーニの免除申請の例では、2017 年 5 月 10 日に承認された記録保持要件

の部分的免除もあるxxx。これは、Part 50 Appendix B「品質保証」の基準 XVII に規定された

記録保持要件、50.59(d)(3)に定められた変更等の記録を許可終了まで保持する義務、及び

50.71(c)で規定された記録保持要件の一部免除が申請されたものである。ドミニオン社は、

①安全解析報告書やテックスペックの更新により Part 50 の許可基盤上で不要とされた SSC

及び活動に関する記録、及び②使用済燃料の乾式貯蔵移行後の使用済燃料プールに関連す

る記録の削除を求めた。56 

NRC は、残留放射能に関する活動や廃止措置に必要なプログラムに関連する記録は今後

も保持されること、ISFSI での貯蔵に係る記録も保持されること、対象の SSC 等は規制基

盤から取り除かれて NRC 規制から外れており安全性等に影響を与えないことなどを挙げ

て、これを承認した。NRC は、対象となる記録の破棄は今後の廃止措置活動や放射性物質

の放出等に影響するものではなく、本質的に事務的な問題であり、国防・セキュリティへ

の影響可能性も認められないなどとしている。 

2.2 規制策定時、規制適用に関するコミュニケーション 

2.2.1 規制策定におけるコミュニケーション 

NRC 規制については、規則やガイダンス等の策定プロセス、許認可の発給、具体的なプ

ラントの規則適合の審査など、様々な段階でステークホルダー（利害関係者）の関与が重

視されている。廃止措置規制のグレーデッドアプローチについても、業界団体等のステー

クホルダーが検討プロセスにおいて重要な役割を果たしている。ここでは、NRC による規

制定プロセスにおけるステークホルダー関与の概要を示した上で、現在進行中の廃止措置

 
xxx キウォーニにおける記録保持の部分的免除は、2016 年策定の報告書から抜粋した表 2-1 及び表 2-2 で

は「該当無し」（N/A）となっているが、2016 年 10 月 13 日にドミニオン社が申請し、2017 年 5 月 10 日

に NRC が承認している。 
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規制見直し作業にかかるステークホルダー関与に特に注目して報告する。 

(1) NRC 規制プロセスにおけるステークホルダー関与 

1) 連邦法で規定されたステークホルダー関与の枠組み 

米国では、連邦機関による規則策定や許認可発給について、情報提供、及び段階ごとに

ステークホルダー関与の機会を確保するなどの手続き要件が連邦法で規定されており、

NRC規制プロセスにおいてもステークホルダー関与が重要な柱の一つとして位置付けられ

ている。連邦機関による規則策定については、策定プロセスの早期段階からステークホル

ダー関与を可能とする手続が、1946 年行政手続法（APA）で規定されている。また、許認

可発給を始めとする重要な行政行為については、連邦機関による主要な決定に際して環境

影響の評価を義務付ける 1969 年国家環境政策法（NEPA）が制定されており、その環境評

価～意思決定のプロセスにおけるステークホルダー関与の要件が定められている。3 

NRC の規則策定プロセスでは、APA の規定を踏まえ、以下のように段階ごとに公衆・ス

テークホルダーへの情報提供と関与の機会提供が制度化されている。また、規則制定・改

廃の請願についても、ステークホルダーは誰でも制限なく行えることが、規則で定められ

ている。 

 

 規則策定事前通知（ANPR） 

特に重要な規則策定については、規則策定の具体的な案や方針が固まる以前の早い

段階で、何らかの行動が必要であることを示しつつ、パブリックミーティングの開

催を含めて公衆を含むステークホルダーの意見を求めるため ANPR の連邦官報告示

が行われる。ANPR は、必須の手続きとはされていないが、重要またまたは複雑な

規則の策定に際しては ANPR の手順が踏まれる。 

 規制基盤（Regulatory Basis） 

規制基盤は、規制変更の必要性、その実現手段の検討、及びそれを支える科学的・

技術的・法律的情報やステークホルダーの見解等とともに、規則策定の取組の必要

性、範囲などを示すものとなる。重要規則においては規制基盤ドラフトを公表して

パブリックミーティングやコメント募集等が行われる。57 

 規則案（Proposed Rule） 

規則策定を行うことが NRC の委員会で決定されると、NRC スタッフが規則案を策

定し、委員会に提案する。提案規則案を委員会が承認した場合は、規則案は官報告

示され、パブリックミーティングの開催、パブリックコメント募集等が行われる。

規則案策定の過程でパブリックミーティングやステークホルダーとのミーティング

等が行われることもある。後述の環境評価文書のドラフトも併せて公表される。 

 最終規則（Final Rule） 

規則案へのコメント等を踏まえて最終規則が策定され、連邦官報告示により発効す

る。最終規則告示の連邦官報では、規則案に寄せられたコメントに対する NRC の
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見解等も示される。環境評価文書の最終版も公表される。発行された最終規則に対

しては、訴訟を提起することができるxxxi,58。 
 

また、NRC の許認可発給、規則策定、その他重要な規制方針の決定に際しては、NEPA

の要件を満たす形で、複数の段階で公衆・ステークホルダー関与の機会が制度化されてい

る。NEPA では、環境アセスメント（EA）と環境影響評価（EIS）という環境影響の評価枠

組みが規定されており、主要な規制行為・決定等では EIS 策定が必要となる。環境影響が

軽微な場合には、EA による評価で「重大な環境影響は確認されない」（FONSI：Finding Of 

No Significant Impact）と判断されれば NEPA プロセスは終了となるが、FONSI 判断が下せ

ない場合は EIS を実施することとなる。 

EIS を実施することが決定された場合は、まず EIS 実施意向の告示（NOI）を連邦官報に

掲載する必要があり、スコーピングプロセスとしてパブリックコメントが募集される。重

要な案件では、対象施設の近隣でパブリックミーティングも開催される。寄せられたコメ

ントを踏まえて EIS 案が策定された段階で、次はドラフト EIS（DEIS）を公表してのコメ

ント募集、パブリックミーティングが行われる。DEIS へのコメントを踏まえて最終 EIS

（FEIS）が発行され、重大な環境影響が認められない場合は、対象となる行為を実施する

ことができることとなる。 

NRC の許認可発給手続は、NRC の行政判事が主宰する準司法的手続きによることが基本

である。この手続きは、ステークホルダーも参加機会を有する裁判形式となっており、厳

格な手続きが必要ではあるがステークホルダーの参画機会が確保されている。 

2) NRC のステークホルダー関与の取組 

NRC は、こうした法的要件を踏まえた NRC の手続規則を策定するとともに、「優れた

規制の原則」の一つとして掲げる「公開性」（openness）の原則を掲げ、公衆が規制プロセ

スに関与する機会の確保を示すなど、ステークホルダー関与の重要性を NRC 方針として確

立している。公開性の原則では、公衆が規制プロセスについて情報提供を受け、それに関

与する機会を有しなければならないとした上で、連邦議会、政府機関、許認可保有者や公

衆等との開かれたコミュニケーションチャネルの維持が必要としている。NRC の戦略計画

書 59 でも、ステークホルダー関与とコミュニケーションは有効な規制のために重要なもの

として、高い優先度を置いていることが示されている 3,59 。 

NRC におけるステークホルダー関与では、特に規則策定の取組など規制検討プロセスに

おいて、産業界や事業者が大きな役割を果たしていることも注目される。本調査で対象と

する廃止措置関連の NRC 規制を巡る動向を見ても、ほとんどの場合において NEI 等から

提案等が寄せられ、NRC もステークホルダーの見解聴取を重視する立場から、規制検討プ

ロセスの早期の段階から両者のミーティングが行われている。これらミーティングはカテ

ゴリー1 または 2 のパブリックミーティングxxxiiとして開催され、公衆も傍聴が認められる

 
xxxi 国民が NRC に対して訴訟を提起する例は複数ある。非営利法人を通じて訴訟が提起される例もあるほ

か、個人が、プラントの再稼働に係る NRC の審査プロセスの修正を求めて訴訟を提起する例等がある。 
xxxii NRC のパブリックミーティングには、特定施設に係る問題を通常 1 者と議論するカテゴリー1、複数

施設に関わる問題を業界団体や NGO など複数参加者と議論するカテゴリー2、公衆を含めた多くの参加者

と直接議論を行うカテゴリー3 のミーティングがある。いずれも公衆の傍聴が可能で、カテゴリー1 では
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ほか、一部発言の機会も与えられる。3,32 

一方、NRC のステークホルダー関与では、原子力安全の「番犬」と言われる「憂慮する

科学者同盟（UCS）」や原子力に批判的な天然資源防衛委員会（NRDC）等の NGO の参加

も行われており、様々な委員会ブリーフィング等にステークホルダーとして招請されて見

解を表明するなどしている 4。NRC は、上記 NGO らは原子力に批判的であるがゆえによく

分析された意見や新たな見方を示しているという点において、重要な位置付けにあるとし

ている 2。 

また、NRC は独立の行政機関と位置付けられているが、連邦議会による監督を受けてい

る。これは原子力法で規定されているもので、NRC は両院で NRC 監督権限を有する委員

会に対し、遅滞なく十分に情報を提供する義務が定められている。連邦議会は、NRC 予算

の決定のみでなく、NRC 規制の具体的な取組についてもときに大きな関心を示しており、

NRC監督にあたる委員会を中心として、公聴会への証人喚問などもしばしば行われている。

監督委員会からの正式な指示のほかにも、議員からの書簡による要請、照会も多く、連邦

議会も重要なステークホルダーと言える。NRC では、連邦議会への情報提供などを司る連

邦議会室（OCA：Office of Congressional Affairs）がおかれている 3,60。 

なお、連邦議会が NRC 規制に介入する背景には、産業界や環境団体等のロビー活動、

NRC規制で影響を受ける地域の住民や地方政府等による連邦議会議員への働きかけがある

と考えられる。 

(2) 現在進行中の廃止措置規則改定におけるステークホルダー関与 

グレーデッドアプローチの実現など廃止措置規則の改定に係る検討過程でステークホル

ダー、特に産業界代表が早期からプロセスに関与し、規則策定の内容にも少なからぬ影響

力を有していたことがうかがえる。ここでは、現在進行中の廃止措置規則改定（1996 年の

現行規則改訂）プロセスを中心として、ステークホルダー、特に産業界代表の関与の状況

に焦点を当てて報告する。 

a. 概要・経緯 

本調査が対象とする廃止措置規制におけるグレーデッドアプローチは、要件の緩和・効

率化を求める事業者の要求が強く寄せられる問題であり、NRC の規制検討プロセスでも産

業界などステークホルダーの関与を得て検討が行われている。既に示したように、発電用

原子炉の許可に係る 10 CFR Part 50 の規定の多くは、運転中／廃止措置段階の適用の区別

がなく、要件の緩和のためには免除申請など許認可保有者からの手続きが必要であり、負

担となっていた。そのため、1990 年代の規則改定を巡る動きも、事業者・業界団体からの

要請が寄せられる中で、NRC における検討が行われていた 21,24,28。 

事業者・産業界は、1996 年の規則改定後もさらなるグレーデッドアプローチの実現を求

めており、1999～2000 年に規則策定活動の開始が決定されるに至ったプロセスでも、産業

界を代表する NEI 等が検討過程を通じて関与する姿が見られた。NRC も産業界代表のステ

 
通常ミーティング終了時に発言機会が、カテゴリー2 では一定時間の議論の場が与えられる。（”NRC 

Public Meetings”, NUREG/BR-0297, August 2002） 
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ークホルダーの関与を重視しており、例えば最終的に統合的な規則策定を承認・指示した

1999 年 12 月の委員会決定（SRM-SECY-99-168）でも、規則の検討に際しては、ステーク

ホルダーとのミーティングで得られた意見を考慮に入れること、規則を全事業者に義務付

けるかどうかの問題はステークホルダーと議論して解決すること、などが指示されている。

また、使用済燃料プール研究についても、最終化に際してはステークホルダーのフィード

バックを委員会に提出すること、ステークホルダーの意見がどのように NRC プロセスで考

慮されたか明確にしてステークホルダー参加が維持できるようにすること、などが指示さ

れていた。35 

b. 現在進行中の廃止措置規則改定におけるステークホルダー関与 

2018 年 5 月に規則案が提案された現在の廃止措置規制見直しのプロセスにおいても、事

業者・産業界から規制見直しに向けて提案等が行われ、NRC との検討ミーティングが重ね

られるなどしている。2013 年以降に多くのプラントが閉鎖を決定し、緊急時計画や廃止措

置資金の利用、福島第一発電所事故対応の命令などの要件の免除申請が相次ぐ中で、SECY-

00-0145 で提案されたものの同時多発テロ対応で棚上げとなっていた廃止措置の統合的規

則策定計画の実施の必要性が認識され、規則改定の取組につながった。 

NRC では 2013 年、緊急時対応活動の定期的見直しの中で、相次いで閉鎖が決定された

廃止措置プラントで想定される緊急時対応関連の免除申請に関して、暫定スタッフ指針

（ISG）を策定する計画が示された。2014 年 1 月には ISG のドラフト版（NSIR/DPR-ISG02）

を公表し、パブリックコメントの募集を開始したxxxiii。ISG-02 ドラフトのコメント募集に対

し、NEI は ISG に関する疑問を議論するため NRC とのミーティングを要求し、2014 年 3

月に NRC と NEI 及び事業者との検討ミーティングが開催された。NEI では、緊急時対応廃

止措置タスクフォース（NEI-DTTF）を設置して ISG-02 の検討が行われており、ミーティ

ングにも NEI-DTTF 代表が出席した。NRC と NEI 及び事業者のミーティングは、カテゴリ

ー2 のパブリックミーティングとして公衆も参加可能なミーティングとして開催された
61,62,63。 

本ミーティングでの議論も踏まえて NEI が提出した正式コメントでは、65 項目の詳細な

提案と ISG の修正案が提出された。NEI のコメントは NEI-DTTF を通じて原子力事業者等

の見解を反映した形となっている。NEI 以外のコメントは州／地方政府、NGO 及び住民か

ら提出されたもので、基本的に緊急時対応の要件緩和の ISG 発行に反対するものであった。

NRC は、NEI 提案の多くを認めて最終版の ISG-02 に反映したが、NEI 以外からのコメント

は基本的に採用されていない。NEI コメントでは、燃料除去後の期間に対応する ISG（ISFSI

のみの指針）の策定、許可基盤（licensing basis）の根本的変化を反映した規制対応など、

ISG-02 では未対応の事項についても規制見直しが必要との見解が示されていた。64,65,66 

上記 2014 年 3 月のミーティングでの議論を受けて、NEI 及び事業者と NRC は、ISG-02

では未対応の項目など廃止措置移行に係る問題全般を議論するミーティングを同年 4 月に

 
xxxiii 背景として、2008 年の委員会決定により緊急時計画の要件（50.47(b)及び Appendix E）の免除を含む

緊急時計画の有効性低下に係る変更は委員会承認が必要とされていること、2011 年の規則改定により有効

性を低下させる緊急時計画の変更は許可変更手続きによって行われるべきと規定されていたことがある。

この一連の決定・規則改定により、それまではスタッフ段階で判断が可能だった緊急時計画要件の免除申

請も、許可変更／委員会承認が必要となっていた。 
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実施した。NEI からは、廃止措置プラントの緊急時計画変更に係る手続き問題など、現行

規制の問題が指摘された。これに対し NRC スタッフは、その対応には規則改定や委員会指

示が必要になるだろうとの見解を示した67。 

その後 NRC は、正式な規則策定手続きの開始を決定する前の段階で、同年 7 月に、ステ

ークホルダー及び NRC スタッフによる委員会ブリーフィングを開催した。ブリーフィング

は、外部パネル（参加者は以下）と NRC スタッフパネルの 2 部構成で、廃止措置に移行し

て日の浅いプラントに関する廃止措置プロセス・状況・問題についてパネルからの発表と

委員を交えた議論が行われた。40 

 

 連邦緊急時管理庁（FEMA） 

 バーモント州公益事業局（VTDPS） 

 NEI 

 ドミニオン社（キウォーニプラント） 

 廃止措置プラント連合（ヤンキー発電所xxxiv） 

 サンオノフレコミュニティエンゲージメントパネル（SONGS-CEP） 

 
NEI からは、特に廃止措置への移行期に焦点を当て、規則ではなくアドホックベースで

行われている NRC 規制を改善する必要性、NEI 指針策定の意向、リスク変化に対応した将

来的な規則改定の必要性などの見解が示された。 

こうした流れを受けて NRC の委員会は、2014 年 12 月に、クリスタルリバープラントの緊

急時計画に係る免除申請に関する承認決定と併せて、SECY-00-0145 で議論された問題や閉

鎖プラントからの教訓などに対応した規則策定の取組を開始することを指示した（SRM-

SECY-14-011868）。なお、NRC 委員は、これに先立つ 2014 年 8 月に、キウォーニプラント

の緊急時計画に係る免除を承認する中で、直近の閉鎖プラントから得られた教訓をベース

として、廃止措置の統合的規則策定の必要性、及び必要リソース・スケジュールについて

2015 年 1 月までに報告することも指示していた69。同年 11 月に公表された ANPR について

も、コメント募集が行われるとともに、2016 年 3 月にはステークホルダーから報告を受け

て議論する委員会ブリーフィングが開催された。委員会ブリーフィングでは、NRC スタッ

フパネルのほか、外部パネルとして以下の参加者から見解が示され、委員を含めた議論が行

われた 32,41。 

 州の規制当局及び州議会議員xxxv  

 NEI 

 Exelon Generation 社 

 エナジーソリューションズ社（Zion プラント） 

 廃止措置プラント連合（Yankee 発電所） 

 天然資源防護協議会（NRDC） 

 バーモント州市民アドバイザリーパネル 

 
xxxiv Yankee Rowe 発電所、Connecticut Yankee 発電所、Maine Yankee 発電所 
xxxv ニュージャージー州環境保護省、カリフォルニア州エネルギー委員会（CEC）、ウィスコンシン州機

器管理局、マサチューセッツ州上院議員、フロリダ州下院議員 
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2017 年 3 月には、ANPR へのコメントも踏まえて策定されたドラフト規制基盤が公表さ

れ、コメント募集が行われるとともに、同年 5 月には一般公衆も含めて意見を求めるカテ

ゴリー3 のパブリックミーティングも開催された。パブリックミーティングには、産業界、

一般公衆、州・地方政府、及び NRC スタッフが参加し、技術的問題を含め詳細なコメント、

質疑が行われた。70 

NRC は、このように規則改定の方針について示した ANPR、ドラフト規制基盤へのコメ

ント募集やパブリックミーティング、委員会ブリーフィング等を経て 2017 年 11 月に規制

基盤を策定・公表し、2018 年 5 月には規則改定案の承認を求める文書（SECY-18-0055）が

委員会に提出された。 

NEI は、ANPR 及びドラフト規制基盤／規制分析のそれぞれについて詳細なコメントを

提出するとともに、産業界として提案する規則改定案も提出した。ANPR に対する NEI コ

メントでは、NRC の ANPR で示された規則改定のスコープは広すぎるとして、現在及び近

い将来に廃止措置移行期を迎えるプラントへの適用が可能となるよう、限定的で迅速な規

則改定とその他課題の長期的な対応を求めていた。71 

表 2-3 は、こうした NEI を始めとするステークホルダーとの関わりを含めた規則策定活

動の主要な動きについて、時系列で整理したものである。ガイダンス文書（ISG-02）へのコ

メント機会から始まり、規則策定の検討段階、ANPR、ドラフト規制基盤と、廃止措置規則

案が NRC 内で提案される前の段階でも数次にわたってステークホルダーの参画機会が確

保されているのが分かる。特に、産業界を代表する NEI との間では、規則策定の方針が固

まるはるか以前の段階から、個別の検討ミーティングが開催されており、規則策定活動に

少なからぬ影響を与えていたことが推察される。 

  





35 
 

2.2.2 規制適用におけるコミュニケーション 

(1) 原子力事業者と規制当局間のコミュニケーション 

原子力事業者は、廃止措置段階においても運転段階と同様に NRC とコミュニケーション

を図っている。具体的には、 

 

 文書のやり取り等通じた NRC 本部、地域事務所とのコミュニケーション 

廃止措置を進める上での要件緩和の申請や通知等が挙げられる。運転中と同様に、文書

での通知は公開される。 

 常駐検査官とのコミュニケーション 

こちらも運転中と同様に、常駐検査官と密なコミュニケーションが図られる。常駐検査

官は、原子力事業者からの申請や通知に基づき、適切に廃止措置作業が進められている

かという観点でコミュニケーションを図る。 

 

 NRC および NEI によれば、事業者とのコミュニケーションを通じて、サイト固有のリス

クや廃止措置作業が進捗する中でリスクが変動することを規制当局及び事業者双方におい

て適切に把握し、その変化に対応していくことが重要な点であるとしている 2。 

(2) 原子力事業者と立地地域間のコミュニケーション 

原子力事業者は、廃止措置段階において、立地地域を含む公衆に対し、ホームページ等に

よる最新の情報提供を行うほか、市民関与パネル（CEP）等を設置し公衆とコミュニケーシ

ョンを図る機会を設けている。米国では、1990 年代後半に訪れた廃止措置プラントが増加

した中で、NEI を中心に、地元住民を含む評議会等のコミュニケーション方法が確立されて

いった。1988 年から 2000 年にかけて、NEI はヤンキーロー、コネチカットヤンキー、メイ

ンヤンキーの廃止措置に携わった事業者やコミュニティリーダー等の意見を集約し、事前

準備により地元住民に驚きを与えないこと、コミュニティを関与させることなどを含む、過

去の廃止措置における教訓を整理している。 

2013 年には、NEI は廃止措置プラントの増加を迎えるにあたり、ほぼ同時期に廃止措置

プロセスを経験する事業者のために「廃止措置コミュニケーション・タスクフォース」を設

立した。同タスクフォースの委員長は、当時、デューク・エナジー社の原子力・緊急時計画

コミュニケーション部長 R・ローズ氏が務め、同氏はクリスタルリバーの廃止措置コミュニ

ケーションを監督していた。同氏は、事業者間で対話を続けることは、様々な公衆と取り組

んでいく方法や、他のプラントでの廃止措置プロセスを通じた教訓を議論する上で有益と

している。このタスクフォースでは、過去の廃止措置で得られたコミュニケーションに係る

教訓が有益であること、ただし各サイトや異なるシナリオに応じた特有のニーズに合うコ

ミュニケーションプログラムの設計が必要であることに同意した上で、さらに議論を通じ

て、事業者自身の活動を抜け目のないように見つめ、公衆が求める関与の度合いを測るべき

との見解を示した。例えばサンオノフレ原子力発電所では、同発電所の周辺は人口が多くま

た批判的な議論も活発であることから、90 年代に多くのプラントが廃止措置段階に移行し

た時期において、住民とのコミュニケーションを保つために効果的な戦略とされた、コミュ

ニティを含む正式な協議会を設置するなどし、精力的な広報計画を用意していた。以下に、
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サンオノフレの廃止措置における立地地域とのコミュニケーションの例をまとめた。 

 

 サンオノフレ原子力発電所は、発電所の所有権は電気事業者（サザン・カリフォルニア・

エジソン（SCE）社）が廃止措置中も保持しつつも、廃止措置作業は、AECOM 社及びエナ

ジーソリューションズ社による JV（サンオノフレ・デコミッショニング・ソリューション

ズ社）によって行われている。SCE 社は、同発電所の廃止措置に関して、ホームページを通

じた情報発信を行っている。 

 

 

図 2-5 サンオノフレ原子力発電所廃止措置に関するホームページ 

（ 出 典 ） SCE 社 、 Decommissioning San Onofre Nuclear Generating Station,2020 年 1 月 7 日 ア ク セ ス , 

https://www.songscommunity.com/ 

 

ホームページに含まれる主な情報は下記の通りである。 

 耐震性について 

サンオノフレ原子力発電所は米国西部に位置し、地震リスクについてメディアでも

取り上げられていることを踏まえ、稼働中の原子炉と廃止措置中の原子炉、使用済燃

料の保管における地震リスク、安全性について周知を行っている。 

 使用済燃料の保管について 

使用済燃料の湿式から乾式貯蔵への移行に関する情報をとりまとめたもの。上記耐

震性に加え、海辺に立地していることから使用済燃料貯蔵の安全性に住民の関心が

高まっていることを踏まえたものである。 

 公衆の関与 

立地地域に居住する公衆との直接的な対話に関する情報をとりまとめたもの（詳細

は後述）。このほか、サイト内のウォーキングツアー（1 ヶ月に 2 度程度開催）の案

内も実施。 

 緊急時計画について 

緊急時計画の概要や、サイレン（警報）等に関して情報をとりまとめたもの。 

 ニュースやギャラリー 

廃止措置作業のアップデート情報やその状況を伝える写真・動画をとりまとめたも
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図 2-6 サンオノフレ市民関与パネルミーティングの様子 

（ 出 典 ） SCE 社 、 Decommissioning San Onofre Nuclear Generating Station, Community Engagement Panel, , 

https://s3.amazonaws.com/cms.ipressroom.com/339/files/20182/5a9ed6d52cfac22f479be250 SCE 0937/SCE 0937 0d6d3679-

4515-42ff-bd50-74f7df3aca55-prv.jpg, 2020 年 1 月 7 日アクセス 

 

この CEP は 2,3 ヶ月に一度の頻度で開催されており、議論されるトピックは廃止措置の

取組状況（廃止措置計画の概要、施設解体や除染の進め方、安全管理の状況等）、放射線モ

ニタリングを含む環境面の状況等である。この様子は、動画でも配信されている。 

サンオノフレ発電所では、図 2-7 に示すように半地下方式での使用済燃料の貯蔵が実施

されている。この作業の中で、2018 年 8 月にキャスクの吊り下げ作業中にキャスクが自由

落下しかける事象が発生し、CEP でも問題となった例があるxxxvi。事象発生から 6 日後に開

かれた CEP で聴衆として参加していた労働安全衛生局職員が、本事象のほか、人員の訓練

不足などサンオノフレにおける安全軽視について暴露した。2018 年 9 月には NRC による特

別検査も開始され、同年 11 月の CEP では、パネルや公衆から本事象に関する質問等が相次

いだ。 

 

 
xxxvi キャスクが落下しかけた事象が発生した後は作業を停止していた。 
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図 2-7 SONGS 半地下方式の ISFSI とキャスクの定置装置 

（ 出 典 ） Decommissioning San Onofre Nuclear Generating Station, Canister Downloading, 

https://www.songscommunity.com/internal redirect/cms.ipressroom.com.s3.amazonaws.com/339/files/201811/SCE%20-%20Canis

ter%20Downloading%2011-29-18.pdf,（2020 年 1 月 7 日閲覧） 

 

NRC は、地元コミュニティとの良好な関係を構築して円滑な廃止措置を実施する上で、

コミュニティ諮問委員会（CAP／CABxxxvii）の設置が有効であるとして推奨している 44。

CAP/CAB の具体例として、前節にサンオノフレの CEP を示したが、CAP/CAB の設置は州

によって義務付けられているサイトもあれば、許認可保有者のアウトリーチプログラムの

一環として行われているサイトもある72。 

連邦議会も、原子力発電プラントの早期閉鎖の増加により、廃止措置には大きな関心を

寄せており、データの要求や事務所でのブリーフィング実施なども要求されている。連邦

議会の注目事項としては、NRC の廃止措置プロセス及び規則、コミュニティの参画、規制

ツールとしての免除の実施、地域への経済的影響、緊急時計画（EP）の縮小や地域の収入

減問題などが挙げられている。NRC は、連邦議会の公聴会での証言、関連委員会や議員か

らの要求や照会への対応のみでなく、連邦議会スタッフへのブリーフィング等も行ってい

る 44。廃止措置については、閉鎖プラントが立地する地域の懸念や関心が高く、2019 年に

はコミュニティ諮問委員会（CAB：Community Advisory Board）の設置・運用の改善の検討

等を NRC に要求する「原子力革新・近代化法」（NEIMA）が制定されるなどしている73。

なお、廃止措置に対する社会的な注目はプラントにより大きく異なっており、近年ではキ

ャラウェイやクリスタルリバーは地方紙で採り上げられたのみだったのに対し、サンオノ

フレやバーモントヤンキーは様々なニュースメディアから非常に大きな関心が集まること

となった。サンオノフレについては、NRC を監督する上院委員会の委員長の選挙区に立地

していたこともあり、情報要求や公聴会での厳しい追及なども行われた。44,74 

連邦議会における関心の高まりや介入の背景には、サンオノフレやバーモントヤンキー

のようにメディア等で注目された事例を始めとして、市民／市民団体の声の高まりもある

と考えられる。表 2-5 に NEIMA に基づく CAB の設置・運営の改善検討に係る公開ミーテ

ィングの開催実績を示す。 

 
xxxvii サイトによって名称が異なるため、CAP や CAB の他に CEP などの呼び方がある。 
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導している76。エナジーソリューションズ社へのヒアリングによると、廃止措置段階におけ

る立地地域との対話は米国では重要視されており、運転段階からそのような対話を行って

いる電気事業者の支援は不可欠としている。例えばメインヤンキー原子力発電所で見られ

た施設の爆破解体では、NRC も公衆被ばくについて懸念していたが、入念な安全解析やコ

ストベネフィットを考慮することに加え、立地地域とのコミュニケーションがうまくいっ

たことによってなし得たものとしている。なお、NRC も公衆や NGO、州や地方政府等への

情報提供やステークホルダー関与を重要な課題と位置付けており、コミュニティフォーラ

ム、政府間（G2G）ミーティング、PSDAR ミーティング、LTP ミーティング、州・地方政

府担当者とのミーティングなどにより、コミュニケーションを図っている。 

2.3 廃止措置に伴い発生する廃棄物の処理・処分 

米国において、放射性廃棄物は高レベル放射性廃棄物、超ウラン（TRU）廃棄物、低レベ

ル放射性廃棄物、11e.（2）副生成物廃棄物に区分されている。これらのうち、廃止措置に伴

い発生する廃棄物は使用済燃料（高レベル放射性廃棄物に該当）と低レベル放射性廃棄物が

代表的である。 

使用済燃料の処分は、2002 年にネバダ州ユッカマウンテンが処分場として決定され、直

接処分する方針であったが、代替の解決策を開発するプロセスの開始する方針が政府の予

算教書に示されている77,xxxviii。 

原子力発電所の廃止措置で発生した低レベル放射性廃棄物は、民間の低レベル放射性廃

棄物処分場にて処分されることとなる。低レベル放射性廃棄物は、NRC 規則 10 CFR 61.55 

「廃棄物の分類」において処分の基本要件が定められている。この中で、発生する廃棄物に

含まれる長寿命及び短寿命核種の濃度に応じて、クラス A、クラス B、クラス C、クラス C

を超える（GTCC）の 4 区分に分類されている。 

  

 
xxxviii 連邦政府の予算教書に示されたものであり、教書に記載された事項が実行されるには連邦議会の承

認が必要である。 
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 以下では、廃止措置に伴い発生する大型廃棄物の処理・処分及び、クリアランス制度の動

向に焦点を当て、とりまとめた。 

2.3.1 大型廃棄物の処理・処分に関する規制と実態 

大型金属（原子炉圧力容器や蒸気発生器、原子炉ヘッド、加圧器、給水加熱器、タービン

ロータ等）は、他の放射性廃棄物と同様の NRC 規則に基づき、処理・処分される。米国で

は、施設の解体も含め、解体方法や除染方法といった手法は NRC では定めていないため、

許認可保有者が費用対効果の高い手法を選定することとなり、多くの廃止措置プラントで

は、これらの大型金属は、解体されることなく一体として処分されている。 

米国では、これら大型金属は、低レベル放射性廃棄物として区分され、汚染状況を調査・

分析、必要に応じて除染を実施した後に処分される。 

クライブ処分場では、クラス A の廃棄物として区別され、特別な仕様のトラック等で輸

送され、図 2-9 に示すように処分される。エナジーソリューションズ社によれば、処分の際

に盛り土などをして安定させ、最終的には、上部をコンクリートで固めているとのことだっ

た 2。また、処分価格については、廃止措置を行うサイトごとに異なっており、発電所の所

有者（電気事業者）と交渉して決めるとのことだが、一般的には、大型金属の処分には輸送

費も含めて 2～3 百万 USD が相場とのことである。 

大型廃棄物の処理・処分を実施しているエナジーソリューションズ社によると、大型廃棄

物の一体での処分は、輸送も考慮すると価格は高いという認識ではあるが、大型金属を解体

に要する時間、解体時の作業員の被ばくリスクの観点から、米国のほとんどのサイトでは大

型機器は解体しない選択がなされているという。 

 

 

図 2-9 クライブ処分場における大型機器の一体処分の様子 

（出典）エナジーソリューションズ社提供 
 

なお、米国で初めて大型プラント（100 万 kW 以上）の廃止措置で、大型機器（原子炉圧

力容器（RPV））を一体として処分した事例はトロージャン原子力発電所であるが、大型金

属が一体として処分できた背景には、小型の研究炉や軍事炉で一の実績があったことや、上

述したように、埋設廃棄物の大きさや重量に制限が課せられていないといった背景がある。 

なお、NEI を含む事業者サイド、規制サイドの双方のヒアリングから、廃止措置活動にお

いて最も重要なことは、被規制側と規制側の双方において、廃止措置活動はリスク低減活動

であるという認識を持っていることにあった。例えば、トロージャン原子力発電所の廃止措
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置（1990 年代に実施）では、大型機器の撤去を遅延させることは、廃止措置費用の徒な上

昇を招くだけであることを NRC は認識し、公衆や環境に与える影響に与える影響に有意な

差異もないことから、廃止措置計画の承認前に大型機器の撤去を認めている。 

2.3.2 クリアランス制度（フリーリリースを含む）の形成背景と現状 

(1) クリアランス制度制定に係る検討経緯 

米国では、クリアランス制度は存在せず、NRC によるケースバイケースの審査に基づい

て廃棄物の扱いが実施されているのが現状である。しかし、過去には複数回にわたってクリ

アランス制度の制定に係る検討がなされている。 

NRC は、1986 年に連邦議会で可決された、低レベル放射性廃棄物政策改正法（LLRWPAA）

において、初めてクリアランスレベルという概念を導入し、含有している放射性核種の濃度

または放射能が十分低い廃棄物を「規制上考慮しなくてよいもの（BRC： Below Regulatory 

Concern ）」として規制免除する意向があることを政策声明として発表した。BRC では、個

人の被ばく線量が 1mrem ／年、または集団被ばく線量が 1000 人・rem を超えない放射性

物質を規制免除とすることが提案されていたが、BRC 廃棄物が 1 ヶ所に集積される可能性

や 0.1mrem ／年以下の集団線量の裾切りの危険性など多くの問題点が指摘され廃案とな

った。 

1998 年には、DOE の国立研究所におけるクリーンアップ活動や、廃止措置プラントにお

ける廃止措置作業の本格化を背景に、クリアランス制度について検討を再開した。同年 12

月に NUREG-1640「原子力施設からの機器・物質のクリアランスに関する評価」を発行し、

線量換算係数を導出するために、NRC の認可施設から放出された物質・機器から公衆の構

成員が受ける可能性のある被ばく線量が評価された。この中では、鉄・鋼、アルミニウム、

銅、コンクリートについてシナリオ別に評価された。 

1999 年にはイシューペーパーを発行し、認可施設xliの種類と施設内での配置により汚染

物質を分類している。下記にその一例を示す。 

 

 大部分の認可施設では、密封線源が使用されているため固体物質は汚染されていない。

これらには小規模な研究・開発施設や測定装置、レントゲン装置などの様々な装置の産

業利用が含まれる。 

 密封線源が使用されていない認可施設（原子炉、製造施設、教育・医療施設、研究所）

では、一般に施設内での配置と用途により固体物質は下記の 3 つのグループに分類さ

れる。 

① 施設内のクリーンな区域、または放射能の影響を受けない（ unaffected ）区域に存

在する物質：これらの物質は認可活動による放射能汚染の影響を受けていない。こ

れらの区域には病院の待合室、大学の研究所の事務スペースまたは原子炉施設の

制御室の換気ダクトなどが該当する。 

② 認可物質（放射性物質）が使用・貯蔵されていた区域に存在する物質：これらの物

質は汚染している可能性があるが、NRC により汚染管理が要求されているため、

 
xli 医療施設等の放射性物質取り扱い施設全般を含む 
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極めて低いレベルであると考えられる（汚染していない場合もある）。これらの区

域には大学の研究室、病院及び原子炉施設の特定区域が該当する。 

③ 放射線関連業務に使用された物質、汚染区域に存在する物質及び放射化が発生す

る区域に存在する物質：これらの物質には一般に除染をしない限り放出できない

レベルの汚染が存在している。 

 

 NRC は上記のような技術的な根拠を提示する報告書を作成するとともに、公衆への説明

会を複数開催し、慎重な検討を進めていた。それでもなお、金属産業界等の利害関係者や公

衆から問題が提起された。例えば、金属産業界からは、出所不明の放射線源（orphaned source） 

を精錬所で溶融すると、溶融炉の除染費用や生産量の低下により 1,000 万～2,200 万ドルの

損失が発生することや、放射能汚染を懸念する公衆の“金属製品離れ”により産業界は大き

な損害を被る可能性がある、などの問題が提起された。また、原子力情報・資源サービス

（NIRS）、パブリック・シチズン及びグーリンピースをはじめとする 187 の環境保護団体

が NRC のクリアランスレベルの策定活動と現行のケースバイケースの慣行に反対する共同

声明を発表していた。このような動きに加え、2001 年 9 月の同時多発テロにより NRC 規制

活動の重点がシフトし、検討は中断された。その後も NRC による定期的な規則策定活動の

見直しの中でクリアランス基準の設定が含まれていたが、2016 年に検討中止が決定されて

いる79,xlii。 

(2) クリアランス制度に係る現状 

上述したように、米国には現時点でクリアランス制度は存在せず、個別の申請ごとにケー

スバイケースで NRC の承認を得て進めなければならない。 

米国におけるクリアランスの実績では、例えば、エナジーソリューションズ社のベアクリ

ーク処理施設における例がある80,81。テネシー州オークリッジにあるこの施設では、1994 年

からこれまでに廃止措置プラントか発生する 5 万トン以上の鉄系廃棄物処理を行い、主に

高エネルギー研究所向けの遮蔽ブロックを鋳造している。この施設では、米国だけでなく、

欧州やカナダの廃棄物の処理も行っており、溶融処理で発生した 2 次廃棄物は、同社が運営

する処分場（クライブ処分場、バーンウェル処分場）で処分され、原則として依頼者には返

却されない。 

 
xlii 定期的な規制策定の見直しでは、NRC の人員削減等も行うスリム化計画が並行して検討されており、

検討の実施/中止の背景には、規制策定の有効性だけでなく、長期的な効率性やスタッフの負荷等が考慮

されている。なお、クリアランス基準の設定以外にも、放射線防護規則の国際勧告への対応や ISFSI のセ

キュリティ要件更新など複数の案件が検討の延期、中止等行われた。 
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図 2-10 遮蔽ブロックを製造するために金属溶融物を注入している様子 

（ 出 典 ） エ ナ ジ ー ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 社 、 Bear Creek Processing Facility, 2020 年 1 月 7 日 ア ク セ ス , 

https://www.energysolutions.com/waste-processing/bear-creek-processing-facility/ 

 

米国では金属のクリアランスが部分的に実施されているものの、公衆や利害関係者から

の反対等により制度制定の検討すら進んでいないことが現状である。加えて、放射性廃棄物

の処分費用が他国と比較して比較的安価なために、金属リサイクルの費用便益が阻害され

ているとの見方もある82。実際、ザイオン原子力発電所の廃止措置では、汚染が想定される

廃棄物は細かく分離して測定・クリアランスなどを行わず、そのままクライブ処分場へ廃棄

物を輸送し埋設処分してしまうことで、廃止措置活動の迅速化、低コスト化が可能となると

していた。 

2.4 グレーデッドアプローチに係る考察 

これまでまとめたように、現行の廃止措置規制においてリスクに応じた規制要件の緩和

がなされている背景には、被規制側である事業者側と規制側である NRC 間の十分な信頼関

係を前提に、廃止措置がリスク低減活動であり、使用済燃料の取り出しなどで大きくリスク

が減少するというコンセンサスがとれていたことが背景にあった。これは、米国で近年見ら

れる、エナジーソリューションズ社のような廃止措置専門業者への原子力発電所の保有許

認可も移転した廃止措置体制が例として挙げられる。これは、安全を前提に、安く早く廃止

措置作業を完了させたい電気事業者のニーズに応えるものであった。NRC は、許認可も移

転した廃止措置の実施体制には、許認可移転先となる企業の技術的な実績や財務情報など

から許認可の移転を許可してよいものか懸念があり、チャレンジングなものであったとい

う認識を持っていた一方で、廃止措置専門業者に廃止措置を任せることで、公衆に対するリ

スクが早期に軽減されることなどを踏まえて承認したと語っている。 

グレーデッドアプローチなど廃止措置規則の策定・改定を巡る規制プロセスでは、NEI に

代表される産業界のステークホルダーが早期から深く関与している姿が見られ、基本的に

は現行の、規制要件の免除や許可条件の変更を申請することにより認められてきたものを、

あらかじめ規則に織り込むものとなる。この改定の動きは、事業者・産業界がこれを強く要

求していたものであり、許可変更や免除といった正式手続きは、手続きの負荷が非常に大き

いためであった。 
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一方で、グレーデッドアプローチの規則への織り込みには、規制者である NRC において

もメリットがある。廃止措置プロセスにおいて、NRC は各プラントに共通する規制要件の

緩和は前例を照合しつつプラント独自の条件等を考慮して審査することとなるが、個々の

事例において手続き的要件は省略・簡素化が難しく、NRC スタッフの工数を消費すること

もあり、人員削減等も迫られている NRC の厳しい組織事情への対応にも合致していたため

と考えられる。ただ、NEI をはじめとする産業界が重要な役割を果たし、影響力を持ってい

たことは確かであり、NEI らの同様な取組は他の規制検討プロセスにおいても見られる。 

グレーデッドアプローチの実現に向けて、米国における特徴として、下記が挙げられる。 

 

1. 規制側の高い透明性が確保されていること 

透明性の確保については連邦規則でも定められており、事業者・産業界とのミーテ

ィングも一般公衆が参加可能で、一定の制限の下で発言も認められる。高い開放

性・透明性が信頼性の向上に寄与していると考えられる。 

2. 被規制（産業界）側が規制をよく理解していること 

NRC スタッフのみでなく、NEI など提言を行う産業界側も高いレベルの専門性を

有していることに加え、NEI や産業界では NRC 規制の目標も共有されており、産

業界側の多くの提案や要求は、NRC が最終的に達成すべき安全目標等を効率的に

実現するものとして提案されている（必要に応じて NEI 指針の策定、NRC のエン

ドース取得も行われる）。 

3. リスク情報活用型の規制が被規制側・規制側で浸透していること 

米国ではリスク情報活用型の規制を取り入れ始めて久しく、リスク情報を重要な

判断基準として規制を検討する考え方が NRC、産業界で共有されていることが、

前提となっている。 

4. 原子力規制において経済性も考慮されていること 

原子力安全を確保するための原子力規制についても費用対効果、経済性の考慮を

行うことが原則であり、訴訟においてもこの基本的な考え方は確認されている。米

国では、公衆や批判的 NGO 等が NRC を提訴することも多いが、事業者や産業界

も NRC を提訴することがある。NRC は訴訟に耐えるためにも、検討プロセスでの

ステークホルダーからの情報入手、見解の取得は重要となる。 

5. NRC では効率的な規制の実現も原則としていること 

NRC では効率的な規制の実現も、原子力規制の 5 則の一つとして確立されている83,xliii。背

景として、NRC 活動費の多くが事業者からの許認可料等の収入で賄われていることも大き

いが、規制の効率化については、産業界のロビー活動の影響もあって連邦議会からの圧力も

大きく受けている。例えば、2019 年 1 月に成立した原子力イノベーション及び近代化法で

は、NRC の予算及び手数料を適正化することで、事業者の負担軽減等を求めているほか、

予算規模も NRC では毎年予算が縮小する傾向にあり、2020 会計年度予算は 2016 会計年度

よりも約 15%削減されている。 

 
xliii NRC がビジョンとして掲げるものであり、「独立性（Independence）」、「透明性（Openness）」、

「効率性（Efficiency）」、「明瞭性（Clarity）」、「信頼性（Reliability）」を掲げている。 
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3. 英国の廃止措置に関する安全規制 

本章では、英国における廃止措置規制について、グレーデッドアプローチの観点から調査

した結果をまとめた。英国では、原子力サイトに対する許可（NSL：Nuclear Site Licence）が

発給されるが、建設、運転、廃止措置等の供用期間中の各段階に関する許可条件（LC：Licence 

conditions）が設定されており、NSL と合わせて各 LC への適合性を事業者が証明しなけれ

ばならない。英国の規制要件（LC）は詳細要件を定めず、その解釈と対応を事業者の自主

性に委ねる部分が大きいことが特徴である。 

本調査では、上記のような規制制度の内容に加え、ステークホルダーコミュニケーション

や廃棄物処理に係る動向も含めて、公開情報の調査だけでなく、原子力廃止措置機関（NDA）、

原子力規制局（ONR）へのヒアリングも実施した84。 

3.1 英国の廃止措置に関する安全規制の現状 

3.1.1 法体系・ガイダンスの概要 

英国における法令は、主に Act（法）として制定される一次立法（Primary legislation）と

主に Order（政令）、Regulation（規則）として制定される二次立法（Secondary legislation）

によって構成される。 

一次立法としては、1965 年原子力施設法（NIA65）があり、発電炉を含む原子力施設の設

置と運転について規制する基本法である。同法では、原子力損害賠償についても規定されて

いる。また、独立した原子力安全規制機関である原子力規制局（ONR）の設置等を規定した

2013 年エネルギー法（EA13）も原子力安全規制に係る一次立法である。 

放射線防護に関しては、1974 年労働安全衛生法（HSWA74）が、環境規制に関しては、

1995 年環境保護法（EPA95）が制定されている。 

二次立法としては、1999 年電離放射線規則（IRR99）、1999 年原子炉（廃止措置の環境影

響評価）規則（EIADR99）、2017 年放射線（緊急時対応・情報公開）規則、1999 年労働安

全衛生管理規則（MHSW99）、英国とウェールズに適用される 2016 年環境許可規則（EPR16）

等が挙げられる。 

NIA65 に基づき発給される原子力サイト許可（NSL）について、ONR はサイトにおいて

建設・運転される原子力施設の供用期間を通じた様々な活動を規制するためのサイト許可

条件（LC）を策定する。また ONR は、法律・規則や LC に基づいて事業者が提出する安全

関連文書について評価を行う際に参照する安全評価原則（SAP）を策定している。さらに

ONR は、SAP の原則に基づく評価を補完するための指針として、技術評価指針（TAG）を、

LC に示された規制要件への適合状況の検査を実施する際の指針として、技術検査指針（TIG）

を策定している。SAP、TAG、TIG には事業者に対する法的拘束力はないが、ONR が規制・

監督活動を行う際の考え方を示すものとして捉えることができる。 
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以上のような英国の原子力安全に係る法体系は以下の図の通りである。 

 

 

図 3-1 英国における原子力安全法体系 

（出典）ONR ウェブサイト http://www.onr.org.uk/resources htm、2020 年 1 月 20 日閲覧より三菱総研作成  

 

上述の NSL と LC による規制は英国独特の方式である。主な原子力利用国では許認可は

個別の施設に対して発給されるが、英国では NIA65 に基づき、原子力施設に対してではな

く、サイトの利用に対して許可（NSL）が発給される。NSL のもと、同サイトで建設、運転

される原子力施設について、運転等の各フェーズや、様々な活動に関して ONR が策定する

LC に基づき、原子力施設の供用期間を通じて規制活動を行う方式をとっている。ONR は以

下の 36 件の LC を策定しており、これらの LC に基づき、ONR が規制活動を行うことにな

る85。 

 

LC 1 解釈 

LC 2 サイトの境界の表示 

LC 3 資産取引の管理 

LC 4 サイトにおける核物質についての制限 

LC 5 核物質の移送 

LC 6 文書、記録、許可者、及び証明書 

LC 7 サイトで発生する事象 

LC 8 警告表示 

LC 9 サイトにいる人たちへの指示 

LC 10 トレーニング 

LC 11 緊急時準備 

LC 12 正式に権限を与えられた者及び、その他の適切な資格と経験を有する者 

LC 13 原子力安全委員会 
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LC 14 安全に関する文書 

LC 15 定期レビュー 

LC 16 サイト計画、設計及び仕様 

LC 17 マネジメントシステム 

LC 18 放射線防護 

LC 19 新規プラントの建設・設置 

LC 20 建設中のプラントの設計変更 

LC 21 試運転 

LC 22 既存プラントに関する変更または試験 

LC 23 運転規則 

LC 24 運転要領 

LC 25 運転記録 

LC 26 運転の管理と監督 

LC 27 安全メカニズム、装置、回路 

LC 28 調査、検査、保守、試験 

LC 29 試験、検査、調査の実施義務 

LC 30 定期運転停止 

LC 31 指定された運転の停止 

LC 32 放射性廃棄物の蓄積 

LC 33 放射性廃棄物処分 

LC 34 放射性物質及び放射性廃棄物の漏洩と漏出 

LC 35 廃止措置 

LC 36 組織能力 

 

これらの LC では、それぞれの分野に関して事業者が行うべき活動が規定されており、そ

れらの活動に関して、ONR が 3.1.2(3)において詳述する一義的な権限（primary power）に基

づき、承諾（consent）、承認（approval）、指示（direction）、同意（agreement）、通知（notification）

または特定（specification）といった許認可を与える。 

 

廃止措置に関しては、原子力安全や放射線防護、環境保護等に関する基本法令に加えて、

LC35 に示された要件に基づき ONR が規制を行う。英国内において現在廃止措置が進めら

れている商用炉はマグノックス炉であるが、その廃止措置の基本的な流れは以下の図 3-2に

示す通りである。 
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図 3-2 マグノックス炉の廃止措置の基本的な流れ 

（出所）マグノックス社、Magnox Integrated Decommissioning and Waste Management Strategy、

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/730704/Magnox-IWS-May-

2016.pdf 

 

前述の通り、英国では NIA65 に基づく NSL は、供用期間を通じて一つ発給され、様々な

活動に関する LC に基づき、ONR による規制活動が行われる。廃止措置に関する LC は LC35 

であるが、上記のような流れで進められる廃止措置の過程で、例えば LC17：マネジメント

システム、LC18：放射線防護、LC33：放射性廃棄物処分といった複数の LC に基づき、事

業者による準備活動や ONR による規制活動が実施される。 

 

以下では、廃止措置に関する LC35 の内容を示す。 

 

LC35：廃止措置 

①許認可取得者は、安全に影響を及ぼす恐れのあるプラントやプロセスの廃止措置に関

する適切な準備活動（arrangements）を行い、これを実施しなければならない。 

②許認可取得者は、各プラントの廃止措置計画の立案・実施のための準備活動を行わなけ

ればならない。 

③許認可取得者が上記の準備活動や廃止措置計画について、ONR が特定（specify）した

部分について、ONR に提出して承認（approve）を得なければならない 

④許認可取得者は、一度承認された準備活動や廃止措置計画を、ONR の承認なしに変更

してはならない。 

⑤上記の準備活動の実施において、適切な場合には、廃止措置をいくつかのフェーズに分

割しなければならない。ONR が特定した場合、許認可取得者は ONR の承諾（consent）なし
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に、廃止措置のあるフェーズを開始したり、次のフェーズに進んだりしてはならない。また

準備活動では、許認可取得者が提案する廃止措置の安全性を証明する文書を作成し、適切な

場合には、ONR に当該文書を提出しなければならない。 

⑥ONR が安全性の観点から指示（direct）する場合には、許認可取得者は上記の準備活動

と計画に基づいて廃止措置を開始しなければならない。 

⑦ONR が指示する場合には、認可取得者は廃止措置を中断し、ONR の承諾なしに廃止措

置を再開してはならない。 

 

また、法律・規則や LC に基づき ONR の原子力施設検査官が規制活動を行う際に参照す

る SAP においては、廃止措置に関して、以下のような 9 つの原則が示されている86。 

 

DC1：設計と運転 

原子力施設は、安全に廃止措置を実施できるよう設計・運転されなければならないという

原則に基づき、新たな原子力施設の計画、設計、建設、運転段階において、あるいは、既存

の施設に変更を行う際にも、廃止措置が考慮されなければならない。 

 

DC2：廃止措置戦略 

廃止措置戦略は各原子力サイトについて準備・維持されなければならず、その他の関連す

る戦略に組み込まれていなければならない。 

 

DC3：廃止措置のタイミング 

セーフティケースは廃止措置期間中においても安全が確保できることを証明しなければ

ならない。適切な安全レベルが証明できない場合には、迅速な廃止措置が実施され、リスク

低減のための迅速な回復及び運用措置が実施されなければならない。 

 

DC4：廃止措置の計画 

廃止措置計画は各原子力サイトについて準備され、施設の廃止措置を安全に実施するた

めの計画を示さなければならない。 

 

DC5：受動的安全性 

原子力施設は安全貯蔵フェーズ（Care and Maintenance：C&M）に入る前に受動的安全性

が確保されなければならない。 

 

DC6：廃止措置の記録 

廃止措置に関する文書や記録は、必要なときに利用可能なように、特定、準備、更新、維

持、保持されていなければならない。 

 

DC7：廃止措置の組織体制 

安全で効果的な原子力施設の廃止措置のための組織体制が確立・維持されていなければ

ならない。 

 

DC8：マネジメントシステム 
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マネジメントシステムは、廃止措置に先立って、また、廃止措置期間中にも定期的にレビ

ューされ、必要に応じて変更されなければならない。 

 

DC9：廃止措置のセーフティケース 

廃止措置計画及び関連する活動の安全性の証明のために、セーフティケースが提供され、

また廃止措置作業の進捗に応じて最新化されなければならない。 

 

SAP の原則に基づき、ONR が事業者の安全関連文書の評価を行うための補完的な指針と

して ONR は TAG を策定しており、廃止措置に関する TAG も策定されている。同 TAG は

以下の内容から構成されているが、基本的にはすべて西欧原子力規制者会議（WENRA）が

2012 年に公表した廃止措置に関するレファレンスレベル（SRL）を踏襲している。 

以下に廃止措置に関する TAG の構成を示す87。 

 

安全マネジメントシステム 

 廃止措置期間中の責任（SRL D-01～04 を参照） 

 組織体制（SRL D-05～08 を参照） 

 記録と知識の維持（SRL D-09～10 を参照） 

 マネジメントシステムの実施（SRL D-11～14 を参照） 

 

廃止措置戦略と計画 

 設計、建設、運転フェーズにおける廃止措置円滑化の考慮（SRL D-15～16 を参照） 

 廃止措置戦略（SRL D-17～18 を参照） 

 廃止措置戦略のレビュー（SRL ではなく英国政府方針に基づく 5 年ごとのレビュー。

現在は、NDA が設置法に基づき義務付けられている 5 年に 1 度の戦略策定・見直しの

枠組みで、個別のサイトではなく、NDA が管理するすべてのサイトに関する戦略のレ

ビューとして実施されている） 

 設計、建設、運転フェーズにおける廃止措置計画（SRL D-19～25 を参照） 

 最終的な廃止措置計画（SRL D-26～28 を参照） 

 廃止措置実施中における計画のアップデート（SRL D-29 を参照） 

 

廃止措置活動 

 安全の分類（SRL D-30 を参照） 

 オンサイト緊急時対応（SRL D-31～34 を参照） 

 廃止措置経験のフィードバック（SRL D-35～37 を参照） 

 廃棄物管理（SRL D-38～40 を参照） 

 オンサイト及びオフサイトにおける放射線モニタリング（SRL D-41 を参照） 

 保守、試験、検査（SRL D-42～44 を参照） 

 廃止措置活動の監督（SRL D-45～47 を参照） 

 安全貯蔵期間（SRL D-48～49 を参照） 

 

安全性の検証 

 廃止措置のための安全関連文書の内容、レビューとアップデート（SRL D-50～56 を参



55 
 

照） 

 廃止措置の報告とサイト許可終了の条件（SRL D-57～62 を参照） 

 

さらに、LC35 に規定された要件に対する適合状況の検査に際して、ONR の検査官が参照

する指針である TIG においては、LC35 に基づいて事業者が実施する準備活動（arrangements）

に対する検査についてのガイダンスが示されている。事業者の準備活動に関するガイダン

スのうち、廃止措置戦略に関しては、以下のような内容が示されている88。 

 

LC35 では、許認可保有者が提案した施設あるいはプロセスの廃止措置を安全に実施し、

想定されるエンドステートを実現することを文書によって証明することを求めているが、

ONR はこれについて、包括的な廃止措置戦略及び廃止措置計画と同等であるとみなしてい

る。 
廃止措置戦略はサイトにおける廃止措置義務のある資産すべてを説明する進行中の文書

であり、廃止措置のスコープやとるべきアプローチを想定したものである。戦略は廃止措置

のオプションとタイムスケールを考慮し、廃止措置終了後に目標とするエンドステートを

特定するものである。戦略は定期的に見直され、原子力施設のライフサイクルのステージに

応じて最新化されるべきである。戦略に示される内容は、放射線インベントリに基づくハザ

ードに対応して詳細化されるべきであり、廃止措置の開始時期が近づけば詳細度は増す。 

 

なお、LC から ONR の指針についてまとめた内容からも分かるように、英国における規

制文書は、事業者が遵守すべき内容を詳細かつ具体的に示す規範的（prescriptive）アプロー

チではなく、達成すべき安全目標を設定し、事業者自らが環境に配慮しながら、安全にハザ

ードとリスクの低減に取り組み、これを規制・監督するというアプローチを採用しているこ

とが特徴的である。 

3.1.2 グレーデッドアプローチを含む規制の考え方・背景（経緯） 

(1) 英国における事業規制の基本的な考え方 

英国では、原子力事業の規制機関である ONR に限らず、規制機関が遵守すべき基準

（Regulators’ Code）が定められている。英国政府は 2012 年に規制改革の方針を打ち出し、

規制上の負担を軽減し、規制者と許認可取得者がオープンで建設的な関係を築くことで、規

制上の負担軽減やコンプライアンス事業の成長の支援に取り組む姿勢を示した。Regulators’ 

Code はこの規制改革の流れに沿って 2014 年 6 月に定められたものであり、ビジネスや他の

規制機関のニーズに最適な方法で、規制者がサービスや実施政策を策定するための支援と

実現に向けた規制策定のための、柔軟かつ原則に基づいた枠組みとなっている。2014 年の

Regulators’ Code の前にも同様の規制機関向けの基準は存在していたが、2014 年の Regulators’ 

Code は、より簡潔で分かりやすい形式でまとめられており、規制者と許認可取得者が、規

制対象となる事業をしっかりと理解し、この Regulators’ Code が規制機関によって遵守され

ていない場合は異議を唱えることもできるようになることが期待されている。 
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(2) Enabling Regulation 

ONR は 2018 年 4 月に「産業界に責任を持たせて改善を促す Enabling Regulation のための

実務ガイド」89を公表した。Enabling Regulation とは、事業者の成長を促す規制であり、事業

者と他の関連するステークホルダーが、効果的に安全やセキュリティ確保を実現できるよ

うに、建設的なアプローチをとるという考え方である。ただし、この考え方は、2018 年 4 月

のガイドの公表以前の旧来から、ONR の規制の考え方として培われてきたものであり、ガ

イドの公表のタイミングで新規に提唱されたものではない。 

ONR は同ガイドにおいて、規制当局としての自立や意思決定の独立性が絶対的なもので

あることを確認しつつも、Regulators’ Code において、非規制者が法令を遵守し、成長する

のを支援する形で活動を行うよう規定されていることも踏まえ、将来的な変化にも対応し、

効率的かつ効果的な規制当局であるためには、自身の活動から教訓を見出して学び、安全と

セキュリティの良好な結果を確実にもたらす事例や行動を絶えず採用する必要があるとし

ている。また、規制活動の透明性と確実性を向上することによって、事業者が規制指示等を

遵守することに対する信頼性を高める必要があること、事業者の活動に対する理解を深め、

経済的な過度の悪影響を抑えること、さらに、リスクバランスを考える上で、改善を実現す

るスピードが鍵となるという認識を高める必要があると指摘している。 

 

同ガイドでは、規制活動において適用する以下の 5 つの原則を挙げている。 

① 安全・セキュリティ上、明白な優先事項に重点を置き、それらを事業者及び主要なス

テークホルダーに伝える 

② ステークホルダーらと意見が一致した安全・セキュリティ上の優先事項の解決に向

け、前向きに取り組む 

③ 必要とされる安全性の確保という目的において一切妥協することなく、効率的でバ

ランスのとれた一貫性のあるアプローチを追求する 

④ 安全・セキュリティ面の監督管理においては、目標を絞った透明性の高い、定量的な

リスク評価に基づいた手法により国民の信頼を維持し、国民の利益のために法的権

限を適切に行使する 

⑤ 事業者が日常的に行う安全・セキュリティ上の自主的規制が成熟したものになるよ

う、積極的に奨励する 

 

ONR は同ガイドにおいて、効果的あるいは非効果的な行動と取組方法について、以下の表

のような例を示している。 
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ONR は法令、規則に基づいて規制活動を実施した結果、許認可に係る規制文書（Licence 

Instrument：LI）を発行するが、LIの発行に関してONRが内部向けに策定している指針（guide）

や指示書（instruction）においても、グレーデッドアプローチの考え方が表れている。 

以下では、LI の発行に関する指示書とフレキシブルな許認可の活用に関する指針の内容

についてまとめる。 

1) 規制文書の発行に関する指示書 

LI の発行に関する指示書の最新版は 2017 年 1 月に発行された「Preparation and Issue of 

License Instruments NS-PER-IN-001 Revision 8」である91。同指示書では、ONR が LC に基づ

き事業者が実施する活動等について、ONR が審査を行った結果、承諾等を与えるための規

制文書の発行に関する考え方がまとめられている。同指示書において ONR は、LI を以下の

2 種類に分類している。 

① ONR が一義的な規制権限（primary power）によって発給する LI 

LC において、承諾等の取得が明示的に義務付けられているもの、LC において ONR

が事業者の対応について特定（specify）を行うことが明示的に規定されているもの 

② ONR が LC からの派生的な規制権限（derived power）によって発給する LI 

LC に基づいて実施する準備活動等（arrangements）について、事業者からの要請に基

づき、ONR が承諾等の許認可を行うもの 

 

この LI について同指示書では、ONR の許認可は、一義的な規制権限と派生的な規制権限

の両方を活用するとされており、さらに、事業者があらかじめ設定したホールドポイント

（マイルストーン）について、後述するフレキシブルな許認可を活用して LI を発給するこ

とが適切な場合あるとされている。このような場合、事業者が事前に設定したホールドポイ

ントに関して、ONR が特定（specify）や承諾（consent）を与えることも可能であるとされ

ている。なお ONR は同指示書において、一義的な規制権限と派生的な規制権限の活用のバ

ランスは、プロジェクトごとに、安全面での重要度とその他の要素に基づき判断されるとし

ている。 

後述する通り、一義的な規制権限と派生的な規制権限の使い分けについては、安全面での

重要度が高いものは一義的な規制権限で許認可が行われ、逆に低いものは派生的な規制権

限によって許認可が行われるという基本的な整理がなされている。 

 

また、使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約 （廃棄物等合同条約）

の 2017 年 10 月の国別報告書では、primary power と derived power について、以下のように

説明されている92。 

 

許認可及び一次立法に基づく権限は、原子力安全規制を行う上で十分であると考えられ

るが、効果的な規制を実施するために、許認可保有者の取組（arrangement）の中においては、

derived power と呼ばれる措置が包含されている。許認可保有者が施設及びその運転・保守、

許認可保有者の組織体制に対して行う変更に関して安全上の重要度とカテゴリーを考慮し

なければならないという形で、この derived power の行使が頻繁に行われている。許認可保

有者の取組（arrangement）の力によって（by virtue of）、最も安全上の重要度の高いカテゴ
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リーに含まれる変更に関しては、許認可保有者は通常、変更の実施前に ONR からの承認

（agreement）を得るために変更提案を提出する。同様の規制監督は、ONR が primary power

によって、承諾（consent）が必要となる取組についての特定（specification）を行うことによ

っても達成できるものであり、derived power の活用は、primary power の行使を排除するも

のではない。許認可保有者の取組（arrangement）を通じた ONR の承認（agreement）を活用

することで、施設等に関するどの変更について ONR からの承認を得るかを特定する責任は

ONR ではなく許認可保有者に存在することになる。ただし ONR は、定期的に検査を行い、

変更の安全上のカテゴリー分けが適切であり、許認可保有者が適切に取組を実施している

かを確かめる。 

 

これらのことから、ONR においては、安全面での重要性、つまりはリスク度合いに応じ

たグレーデッドアプローチの考え方が採用されていると言える。 

2) フレキシブルな許認可の活用に関する指針 

フレキシブルな許認可の活用に関する指針の最新版は 2016 年 11 月に発行された「Use of 

Flexible Permissioning NS-PER-GD-001 Revision 2」である。 

同ガイドでは、フレキシブルな許認可（Flexible Permissioning）について、以下のように説

明されている93。 

 

許認可取得者は、様々な LC に基づき、準備活動（arrangements）を行い、実施することが

求められる。一部の LC に係る準備活動については、許認可取得者は ONR からの許認可を

得るかどうかを選択することができるxliv。 

特に LC19：新規プラントの建設・設置、LC20：建設中のプラントの設計変更、LC21：試

運転、LC22：既存プラントに関する変更または試験、LC35：廃止措置、LC36：組織能力に

関しては、許認可取得者は段階的なアプローチで活動を進める可能性があり、フレキシブル

な規制は、これらの活動を規制・監督するために活用される。 

 

フレキシブルな許認可の利点として、ONR は同ガイドにおいて、ONR が安全面での重要

度に比例した規制活動を行う柔軟性を得られるととともに、規制活動の効率化と負荷軽減

が期待できることを挙げている。また、事業者にとっても、ONR との協議を行った上で、

状況の進展に応じて、規制要件への適合対応を行うための柔軟性が確保されるとしている。 

本項において、ONR が発給する LI について一義的な規制権限によるものと、派生的な権限

によるものがあることを説明したが、これら異なる権限に基づくフレキシブルな許認可の

考え方にも、グレーデッドアプローチの考え方が表れていると言える。 

3.1.3 グレーデッドアプローチに基づいた規制活動事例 

以下では、3.1.2 に示した考え方に基づき、ONR が行っているグレーデッドアプローチに

相当する規制活動の事例を紹介する。事例については、3.1.2(2)でまとめたEnabling Regulation

に関するガイドにおいて紹介されていた内容を取り上げる 89。 

 
xliv このように ONR に与えられた規制権限を、derived power：派生的な規制権限と呼ぶ。 
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(1) ウィルファ原子力発電所の運転フェーズから燃料取出しフェーズへの移行 

求められる成果 

 ウィルファ原子力発電所における安全で効率的な燃料取出を行い、同サイトのハザー

ドを排除し、セラフィールドでのリスク及びハザード削減促進の戦略に従って、セラフ

ィールドでタイムリーな使用済燃料の再処理を行う。 

 

成果達成を妨げていたもの 

 発電期間中、同サイトの原子炉は ONR が運転規則に関する LC23 に基づき承認した運

転規則に従って運転された。ONR が承認した現行の運用規則に基づいて燃料取出を行

うには、当該規則の変更が必要となるが、ONR の一義的な権限（primary power）に基

づく許認可が必要となる。このような変更と ONR の許認可取得を行えば、燃料取出し

プログラムに遅延が生じ、最適な燃料搬出が阻害される可能性がある。 

 

問題解決に向けた取組 

 運転から燃料取出への移行の準備において、ONR は燃料搬出経路にフォーカスした。 

 ONR は他の複数のマグノックス炉からの燃料取出に関するエビデンスをレビューし、

許認可保有者がしっかりと確立され、再現可能なプロセスを運用していることを確認

した。 

 ONR は実践的なアプローチを採用することとし、燃料取出しのための運転規則変更に

ついて、一義的な権限に基づいて許認可を行うことは不適切であると結論した。その結

果、LC23 に基づき運転規則について行っていた承認を取り消し、ONR からの承認を得

ずに許認可保有者が運転規則を変更し、燃料取出作業を行えるようにした。 

 

結果とメリット 

 アプローチを変えたことで、ウィルファでは燃料取出しに注力し、燃料取出作業が遅

延するリスクを排除できる。またセラフィールドでのリスク及びハザードの削減が

促進される。 

 許認可保有者と ONR 双方が時間とリソースを節約できる。 

 このアプローチは ONR のガイダンスに反映され、今後改良型ガス冷却炉（AGR）が

運転停止した後の燃料取出に対する規制活動の参考になる。 

(2) マグノックス炉サイトにおける燃料取出から廃止措置への移行 

求められる成果 

 運転停止された原子炉サイトで燃料がサイトから搬出された後の、安全で法令に準

拠しつつ、バランスのとれた規制監督活動の実施 

 

成果達成を妨げていたもの 

 ONR の特定（specify）により、緊急時対応計画や運転規則等の変更等は、ONR の一

義的な規制権限（primary power）に基づく許認可が必要となっていた。また、派生的

な規制権限（derived power）に基づき、許認可保有者は組織体制の変更についても ONR

の承認を得るかどうか検討する必要があった。これら多数の許認可が存在している
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ことで、ONR の規制監督活動のバランスをとることが難しくなっている。 

 

問題解決に向けた取組 

 各サイトでの燃料取出後から廃止措置フェーズ（安全貯蔵：Care and Maintenance： 

C&M の準備フェーズ）への移行プロセスがしっかりと構築され、再現可能なものと

するため、後続のサイトで燃料取出から廃止措置フェーズへの移行が行われる際に

は、先行するサイトと同様のプロセスが開始・進捗し、同様の結果を得られるように

ONR と許認可保有者が連携した取組を行った。 

 

結果とメリット 

 最初に移行に関する許認可申請が行われた際には、先行するモデルケースを作るた

め、ONR は多大な労力を投じて審査を行った。これにより、後継の申請に関しては、

許認可保有者が ONR の期待事項を事前に理解しており、審査にかかる ONR の労力

は減少した。 

 多大な時間と資源が費やされる移行プロセスは、より迅速に完了し、規制上の諸経費

も削減された。 

(3) ブラッドウェル A 原子力発電所における安全貯蔵期間移行時の ONR の規制 

(1)及び(2)にまとめた事例は、リスク度合いに応じて ONR が規制を緩和する方向で、グレ

ーデッドアプローチを適用した例であるが、以下では、逆に不確実性が高いことで、規制を

厳格化する形で ONR がグレーデットアプローチを適用したブラッドウェル A 原子力発電

所の事例を紹介する。 

 

英国内の商用炉で廃止措置が先行しているブラッドウェル A 原子力発電所は、国内で初

めて、安全貯蔵フェーズ（C&M）の準備フェーズから、C&M フェーズへの移行する炉とな

った。 

3.1.1 でまとめた通り、LC35 では、廃止措置をフェーズに分割することを事業者に認めて

いる。この過程で、ONR が特定（specify）する場合には、事業者はあるフェーズから次のフ

ェーズに移行する前に、ONR の承諾（consent）を得る必要がある。当初マグノックス社は、

準備フェーズから C&M フェーズへの移行に関して、ONR からの承諾を得るための申請を

行っていなかった。しかしONRは2017年7月、同社に対し、移行に関する特定（specification）

を提示し、移行に関する承諾（consent）の取得をマグノックス社に義務付けた94。この結果、

マグノックス社は ONR の承諾を得るための申請を改めて行い、ONR は 2018 年 11 月に、

準備フェーズから C&M フェーズへの移行を承認した95。 

 

今回の事例においては、許認可保有者からの要請もなく、ONR が派生的な規制権限

（derived power）を行使することもなく、準備フェーズから C&M フェーズに移行する可能

性もあった。しかし ONR は、ブラッドウェルが、準備フェーズから C&M フェーズに移行

する初の炉であるため、この移行に関して ONR の承諾（consent）が必要であると特定（specify）

し、一義的な規制権限（primary power）に基づく規制を行った。ブラッドウェルが初の炉で

あるということに起因する不確実性が考慮された結果、グレーデットアプローチが、規制を



62 
 

より厳格化する方向で適用されたと言える。しかし、(2)に示したマグノックス炉における

燃料取出しフェーズから廃止措置フェーズへの移行に関して、初の申請は時間をかけて審

査し、その後の申請に関しては、ONR の期待を許認可保有者側もよく理解をしていること

で規制のコストが低減された良好事例が報告されていることを考えれば、ブラッドウェル

でより厳格に許認可保有者の活動に対する規制対応を行った結果、これに続くマグノック

ス炉の準備フェーズから C&M フェーズへの移行に係る規制対応は、スムーズに進められる

と考えられる。 

3.2 規制策定時、規制適用に関するコミュニケーション 

3.2.1 規制策定におけるコミュニケーション 

3.1.1 でまとめた法律・規則の策定に関しては、英国政府は事前にパブリックコンサルテ

ーションを実施し、そこで寄せられた意見等を踏まえて法律・規則の内容を最終化する。 

また、法律・規則や LC に基づいて事業者が提出する安全関連文書について ONR が評価

を行う際に参照する SAP については、2014 年版（2020 年 1 月に一部改定）が最新である。

その前の版である 2006 年版からのアップデートは、2011 年の福島第一原子力発電所事故の

経験から得られたフィードバックを反映する形で実施されたが、このアップデートに際し

て ONR は、事業者や NGO 等からの意見募集を実施している96。 

また TAG や TIG に関しては、ONR の検査官が参照する文書であり、策定に先立って事

業者に対する意見聴取等は行われていないが、許認可保有者も含めて、公開されている TAG

や TIG に関するフィードバックを送付することが可能となっている97。 

3.2.2 規制適用におけるコミュニケーション 

(1) 原子力事業者と規制当局間のコミュニケーション 

3.1.3(3)において、ブラッドウェル A 原子力発電所における燃料取出しフェーズから C&M

フェーズへの移行に際して、ONR からの承諾（consent）を得ることをマグノックス社に義

務付けた事例を紹介した。この承諾の付与に向けて、ONR は同発電所における対応状況に

対して通常よりも多く現地における介入（intervention）を行っている。例えば、同発電所の

C&M フェーズへの移行に関して実施された介入回数は、2017 年には 3 回であったが、2018

年には 4 月～9 月の半年間に 6 回にのぼる。これらの介入に際しては、ONR、環境当局（EA）、

マグノックス社とのミーティングも開催されており、ONR によるセーフティケースの評価

結果とその対応についての議論等が行われている98。 

(2) 国民（立地地域を含む）とのコミュニケーション 

英国では原子力施設の立地地域において、原子力事業者、関係機関、立地自治体等のステ

ークホルダーコミュニケーションの場が設置されており、原子力廃止措置機関（NDA）が所

有する廃止措置中のサイトでは、サイトステークホルダーグループ（SSG）と呼ばれる組織

が設置され、地元住民、事業者、ONR 等の関係機関との間のコミュニケーションの場とし
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て運営されている。SSG には、立地地域の代議士、環境保護団体等のサイトに関心を持つ地

域のコミュニティグループ、ビジネスやその他ボランティア団体等、地域における利害関係

を有する組織の代表が参加し、活動資金は NDA から拠出されている。 

例えばヒンクリーポイントサイトに設置されている SSG では、年に 2、3 回程度会合が開

催されており、ヒンクリーポイント A 原子力発電所の廃止措置を実施しているマグノック

ス社から、廃止措置作業状況に関する報告が行われるとともに、ONR からも同発電所サイ

トの廃止措置作業に対する規制活動について報告が行われている99。 

ONR は自組織の規制活動について公衆向けに情報提供するため、四半期に一度の頻度で

規制活動についてとりまとめた報告書を SSG に送付し、 ONR ウェブサイト

（http://www.onr.org.uk/llc/index.htm）上で公表している。 

3.3 廃止措置に伴い発生する廃棄物の処理・処分 

3.3.1 大型廃棄物の処理・処分に関する規制と実態 

(1) 英国における放射性廃棄物管理政策 

英国では、民生、国防含めて、様々な事業活動に伴い放射性廃棄物が発生するが、発生量

の 90％超は NDA のサイトから発生するものである。英国においては、大型廃棄物も含め

て、放射性廃棄物は、放射能の特性、放射能レベル、廃棄物が発する熱に基づき以下のよう

に分類される100。 

 高レベル放射性廃棄物（HLW）：放射能により高温になることを、貯蔵施設または処

分場の設計に際して考慮する必要がある廃棄物。ただし英国内で HLW が存在してい

るのはセラフィールドサイトのみである。なお、英国において使用済燃料は廃棄物に

分類されておらず、HLW とは区別する必要がある。 

 中レベル放射性廃棄物（ILW）：低レベル放射性廃棄物（LLW）の放射能レベルを上

回る廃棄物であるが、貯蔵施設や処分場の設計において考慮する必要があるほどの

熱を発しない廃棄物である。 

 低レベル放射性廃棄物（LLW）：α核種濃度が 4GBq/t、β核種濃度が 12GBq/t を超

えない廃棄物である。 

 極低レベル放射性廃棄物（VLLW）：LLW のサブカテゴリーであり、放射能レベル

によっては、産業廃棄物等と合わせて安全に処分、あるいは、特別な埋立サイトへの

埋立処分が可能な廃棄物である。 

 

 なお、上記の放射性廃棄物については、以下のような区分が使われる場合もある。 

 放射能レベルの高い放射性廃棄物（HAW）：HLW、ILW 及び極一部の LLW 

 放射能レベルの低い放射性廃棄物（LAW）：LLW 及び VLLW 
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図 3-4 低レベル放射性廃棄物の管理戦略と環境への影響に応じた分類（ヒエラルキー） 

（出典）LLWR、National LLW Programme and Strategy 2016 Strategic Review 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/695195/NWP REP 147-

Strategic-Review-2016-Issue-2.pdf 

 

2007 年の政策とその後の戦略が策定されるまでは、低レベル放射性廃棄物はすべて処分

場に処分されていたが、これらの政策や戦略の策定を受けて、低レベル放射性廃棄物の管理

方針が見直された結果、処分場に廃棄物として処分される廃棄物量は減少している。低レベ

ル放射性廃棄物計画（NWP）の最新のレビュー（2016 年）では、2009 年時点では低レベル

放射性廃棄物の 95％は LLWR で処分されていたが、2015～2016 年時点では、リサイクルや

減容化処理により、処分される廃棄物は発生量の 12％まで削減されたとの評価がされてい

る。 

放射性廃棄物の大半を処分する方針を続けていた場合、現在ドーンレイに立地する低レ

ベル放射性廃棄物処分場（LLWR）に加えて、第 2 の処分場が必要となる見通しであったが、

上記の政策と戦略が奏功し、第 2 の処分場は当面建設を想定しなくても問題ない見通しと

なっている。 
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図 3-5 低レベル放射性廃棄物の処分量の低減状況 

 

LLWR に処分される廃棄物の処分量は大きく減少しているが、その内訳としては、以下の

図 3-6 に示される。青い折れ線で示されているのは、転用等を行わずすべて LLWR に処分

した場合の低レベル放射性廃棄物の量であり、紫色の折れ線は、実際の処分量となっている。

実際の処分量が減った原因として、棒グラフで転用等の内訳が示されており、青色の棒グラ

フが金属のリサイクル、赤色の棒グラフは焼却による減容化、緑色の棒グラフが極低レベル

放射性廃棄物としての産業廃棄物処分場への埋設処分xlvである。グラフに示されるように、

極低レベル放射性廃棄物として処分されるものが増えているのが減少へのインパクトとし

ては最大である。次いで、処分量の減少に寄与しているのは金属廃棄物のリサイクルである

が、2013 年以降は焼却による減容化も寄与が大きくなっている。 

 

 
xlv NWP の戦略レビュー（National LLW Programme and Strategy 2016 Strategic Review）には、英国における

（低レベル）放射性廃棄物管理政策の変遷の中で、LLWR 社が VLLW 処分サービスの提供を開始したの

が 2012 年とあり、これを契機として 2013 年以降の VLLW 処分量が増えているものと考えられる。ま

た、2012 年には、LLWR 社が VLLW 処分サービスだけでなく輸送や特性評価サービスも開始した旨記載

されており、これも併せて、焼却による減容化や再利用よりも、VLLW 処分が進んだものと考えられる。

なお、同戦略レビュー内にはコスト削減に係る記載として、LLW ではなく VLLW として処分することに

よるコスト低減効果が大きい旨についても言及されている。 
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図 3-6 LLWR に処分される低レベル放射性廃棄物量の減少とその他の管理方策への転換 

（出典）LLWR、National LLW Programme and Strategy 2016 Strategic Review 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment data/file/695195/NWP REP 147-

Strategic-Review-2016-Issue-2.pdf 

(2) 英国における放射性廃棄物管理に係る規制 

放射性廃棄物の管理について、原子力安全や放射線防護の観点からは、原子力施設法

（NIA65）や 1974 年労働安全衛生法（HSWA74）、これらに基づく規則や LC に基づき、

ONRが規制を行っている。環境規制に関しては、イングランドとウェールズにおいては 2016

年の環境許可規則（ERP16）に基づく規制が行われており、イングランドの管轄当局は環境

当局（EA）、ウェールズの管轄当局は天然資源ウェールズ（NRW）である。一方でスコッ

トランドにおいては、1993 年放射性物質法に基づき、環境保護局（SEPA）が規制を行って

いる。 

原子力安全に係る規制に関しては、原子力サイトにおける放射性廃棄物管理に係る LC と

して、LC32：放射性廃棄物の蓄積、LC33：放射性廃棄物処分が存在している。 

 

LC32：放射性廃棄物の蓄積 

①許認可取得者は、合理的に実施可能な範囲で、サイトに蓄積される放射性廃棄物の発生

頻度や総発生量を最少化し、記録するための取組に係る計画を立て、実行しなければならな

い。 

②許認可取得者は上記の取組に関して、ONR が特定（specify）する場合には、ONR の承

認（approval）を得なければならない。 

③許認可取得者は ONR から一度承認が得られた取組については、ONR が承認しない限

りは、いかなる変更も行わない。 

④許認可取得者は、本 LC の①に影響を与えない範囲で、サイトにおいて蓄積・貯蔵され
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る放射性廃棄物について、ONR が特定（specify）する量、種類、形状の制限を確実に遵守す

る。 

⑤許認可取得者は、ONR が特定した場合には、サイトにおいて放射性廃棄物を蓄積しな

い。ただし、これを ONR が承認（approve）する場合は除く。 

 
 

LC33：放射性廃棄物処分 

①許認可取得者は、ONR が指示（direct）する場合には、ONR が特定（specify）する形で、

また、EPR16 に基づき発給された環境許可に基づき、サイトに蓄積・貯蔵された放射性廃

棄物を確実に処分しなければならない。 

 

(3) 大型廃棄物の処理・処分に関する実態 

英国における発電炉の廃止措置はマグノックス炉で進められている状況である。処理・処

分される大型金属としては、熱交換器があるが、以下では、バークレー原子力発電所の熱交

換器の処理・処分の例について紹介する。 

 

同発電所の 15 基の熱交換器について、2001 年時点では、サイトの最終的なクリアランス

完了まで、サイト内で貯蔵することが、環境面から見て実施可能な最適なオプション Best 

Practicable Environmental Options （BPEO）とされていたが、前述の低レベル放射性廃棄物管

理に関する 2007 年の政策や 2010 年の戦略立案後、このオプションは見直され、サイト外に

熱交換器を搬出し、処理を行うオプションに転換されたxlvi。 

サイト外への輸送・処理オプションへの転換にあたり、フィージビリティ・スタディが実

施された。最終的にスウェーデン国内での処理契約を受注することになる Studsvik 社は、重

機器の輸送の専門会社である ALE 社の支援を受けて、このフィージビリティ・スタディを

実施した。同社は、熱交換器の移動とスウェーデンへの輸送に関して様々なオプションを検

討したが、オプションの評価に際して、選択するオプションの信頼性を向上するために、

ONR、環境規制機関、サイトステークホルダーグループ（SSG）、スウェーデン規制機関 SSM、

地方議会、高速道路管理当局、港湾管理当局、海洋警備隊等の関係機関の意見を聴取した。

フィージビリティ・スタディの結果、熱交換器をそのまま輸送可能であること、SCO-I 輸送

物のクライテリアに適合することについてxlvii、規制当局との協議において肯定的な評価が

得られた。 

入札の結果、スウェーデンの Studsvik 社が同国内の施設で溶融処理を行う契約を受注し、

2012～2013 年にかけて、バークレー原子力発電所からスウェーデンに向けて熱交換器が陸

 
xlvi 2001 年に BPEO を検討した時点では、オフサイトで廃棄物を処理するというオプションが存在しなか

ったが、2007 年や 2010 年の政策・戦略変更を踏まえて、廃棄物をリサイクルする産業基盤が整ってきた

こと（LLWR 社が一括で廃棄物処理サービスを提供するようになったこと等）により、サイト貯蔵は

BPEO とは言えず、海外処理が適切として BPEO の判断が変更された。 
xlvii その後、Studsvik 社が実際に輸送作業に着手した後、放射能レベルのシミュレーションと実測定が実

施され、熱交換器を SCO-I 輸送物として輸送可能であることが確認され、ONR もこの調査結果を確認し

ている。 



69 
 

路及び海路を使って輸送された。 

スウェーデンの Studsvik 社サイトにおける大型機器の処理、リサイクルの流れは以下の

図 3-7 に示す通りである105。 

 

図 3-7 Studsvik 社の大型機器の処理・リサイクルの流れ 

（出典）Studsvik 社、Treatment of Berkeley boilers in Studsvik – Project description and experiences 

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/ Public/46/062/46062908.pdf 

3.3.2 クリアランス制度（フリーリリースを含む）の形成背景と現状 

3.3.1(2)に示した通り、英国における放射性廃棄物管理については、原子力施設法（NIA65）

や 1974 年労働安全衛生法（HSWA74）、関連する規則や LC に基づく原子力安全規制、2016

年の環境許可規則（ERP16）に基づく環境規制の対象となっている。 

クリアランスに関しては、英国においては、放射性物質または放射性廃棄物を規制管理の

対象から除くことと定義されている。また、免除（exemption）については、規制機関によっ

て放射性物質や放射性物質を扱う活動による被ばくが、規制管理の対象とするには小さす

ぎるため、これらの物質あるいは活動が、規制管理の対象となる必要がないと規制機関が判

断することと定義されている。 

クリアランス及び免除が判断されるレベルについては、IAEA が改訂した国際基本安全基

準 （ BSS ） を 踏 ま え 、 2013 年 に 制 定 さ れ た 基 本 安 全 基 準 指 令 （ European 

Directive2013/59/EURATOM）に準拠している106。同指令の Annex Ⅶにおいて、クリアラン

スや免除の考え方が示されているが、規制機関が考慮する必要がないほど、個人の放射線被

ばくリスクが低いことを評価するための基準としては、免除やクリアランス対象となる活

動による公衆の被ばくが 10μSv/y 以下のオーダーであることとされている107。 

前述の通り、英国ではヒエラルキーの考え方を採用し、特に低レベル放射性廃棄物は再利

用等が進み、処分量が減少している。前述の LC32 に示した通り、原子力サイトにおける廃

棄物蓄積に関しては、許認可保有者が発生量を最少化することが第一に定められているが、

法律・規則や LC に基づいて許認可保有者が提出する安全関連文書について評価を行う際に
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参照する SAP においても、原子力施設の供用期間中のあらゆるフェーズにおいて、廃棄物

発生量を最少化することを考慮すべきであるとしている。さらに、SAP の原則に基づく評

価を補完するための指針として、TAG のうち、原子力サイトにおける放射性物質及び放射

性廃棄物管理に関する TAG では、放射性廃棄物管理最少化するために、許認可保有者がヒ

エラルキーの考え方を採用していなければならないこと、また、環境当局が放射性廃棄物管

理に関して義務付ける要件を遵守しつつ、ヒエラルキーの考え方を採用した廃棄物発生量

の最少化の方策として、廃棄物の発生の流れの隔離、汚染の拡大防止、リサイクルや再利用

等と合わせて、クリアランスや免除を行っていることを期待しているとしている。 

3.4 グレーデッドアプローチに係る考察 

英国の原子力規制は、規制要件（LC 等）は詳細を規定せず、事業者の主体的な原子力安全

の実証を促しているという点で特徴的である。これまでまとめたように、現行の廃止措置規

制においてリスクに応じた規制活動がなされている背景には、原子力安全の実証の一元的

な責任は、事業者側（NDA 等）にあるという精神・考え方が、規制側である ONR 及び被規

制側である NDA 等の事業者側に深く根付いていること、加えて、Regulator’s Cord や Enabling 

Regulation の考え方に現れているように、規制機関側に「過度に事業者の活動を妨げること

は禁忌である」との考え方が存在することがある。特に、廃止措置に関しては、NDA から

「発電炉の運転が継続的な安全確保・向上の活動である一方、廃止措置はリスクの低減活動

である」という意見が得られており、ONR からは「廃止措置のリスクは、使用済燃料のサ

イト外への搬出と廃棄物マネジメントによって大きく低減され、使用済燃料がサイト外に

搬出されてしまえば、もはやプラントは“原子炉”ではない。」との意見が得られている。

規制側である ONR と廃止措置実施者側である NDA との間で、廃止措置に対する考え方・

リスクの認識についてコンセンサスがとれていることが読み取れる。実態としては、一義的

な規制権限（Primary Power）と、派生的な規制権限（Derived Power）の 2 つのアプローチに

よる規制活動の運用が実現されていることがよい例である。NDA からは、「事業者は様々

な規制要件を遵守しようと対応するが、もしもその規制に従っていたにも関わらず事故や

トラブルが発生してしまっては、“規制が悪い”ということになる。」との意見が得られて

おり、規制要件さえ守っていれば原子力安全は達成されるという考え方自体が存在せず、事

業者自らが考え、原子力安全のリスク低減に努める姿勢が上記 2 つのアプローチの実現に

寄与しているものと考えられる。同国で初めて燃料取出しフェーズから C&M フェーズに移

行した、ブラッドウェル A サイトにおける Primary Power の行使についても、事前の規制側

（ONR）と実施者側（NDA）のすり合わせ等は存在せず、共通認識のもと、特段の NDA か

らの反対もなく進められたとされている。 

グレーデッドアプローチの実現に向けて、英国と我が国とで比較を行う場合には、以下の

ような点について留意することが必要と思われる。 

 

1. ONR と NDA の間で廃止措置のリスクに対するコンセンサスがとれていること 

前述の通り、「廃止措置はリスク低減活動である」、「使用済燃料のサイト外への搬出後

は、プラントはもはや“原子炉”ではない」との意見の通り、廃止措置（燃料取り出し後）

はリスクを段階的に低減していく作業であるとの共通認識を有することで、運転段階との

リスクの違いを認識したグレーデッドアプローチに基づく規制・廃止措置活動が実現され
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ている。 

 

2. 被規制側が一元的な原子力安全の実証責任を理解していること 

「規制に従っていたにも関わらず事故やトラブルが発生してしまっては、“規制が悪い”

ということになる」との意見の通り、被規制側が「規制遵守するだけでは原子力安全は達成

できない」との考え方を有しており、Derived Power 等の活用により、自らリスクを低減す

る活動に主体的に取り組む姿勢であることがグレーデッドアプローチに相当する規制・廃

止措置活動の実現に寄与しているものと考えられる。規制側及び被規制側の相互及び外部

（公衆等）からの信頼獲得につながり、 

 

3. 規制側と被規制側の相互の信頼関係及び公衆からの信頼確保 

グレーデッドアプローチを実現するにあたって、留意すべきことは、規制機関が被規制側

の“虜“にならないようにすることである。NDA は、「グレーデッドアプローチが行き過

ぎると、規制機関は公衆から”事業者の言いなり“と思われてしまうことになる。NDA も

ONR も長い歴史の中で継続的な安全確保・実証を行ってきたことが、公衆の NDA 及び ONR

に対する信頼につながっており、グレーデッドアプローチの実現が可能になっている。」と

語っており、公衆を含めた事業環境もグレーデッドアプローチの実現に影響すると考える

必要がある。 
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4. ドイツの廃止措置に関する安全規制 

本章では、ドイツにおける廃止措置規制について、グレーデッドアプローチの観点から調

査した結果をまとめた。ドイツでは、連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）の「廃止

措置ガイドライン」に基づき運用されている。廃止措置の進展に応じ、ガイドラインや技術

規則の適用範囲や要件の緩和を行うほか、構造物・機器・系統の供用状況、放射線リスクに

応じて各種仕様書・手順書を順次、当局の承認を受けて改訂し、当局もこうした文書に基づ

き監督を行うなどのグレーデッドアプローチに相当する規制対応が行われている。 

本調査では、上記のような規制制度の内容に加え、ステークホルダーコミュニケーション

や廃棄物処理に係る動向も含めて、公開情報の調査だけでなく、技術支援機関（TSO）xlviii

の一つである TÜV NORD へのヒアリングも実施した108。 

4.1 ドイツの廃止措置に関する安全規制の現状 

ドイツにおける原子力分野の行政（監督・許認可発給）は、連邦の最高監督官庁である連

邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）の監督のもと、原子力施設の立地する州当局が担

うxlix。多くの州で州環境省が原子力規制の担当当局となっている。 

BMU の傘下には専門官庁として連邦放射性廃棄物処分安全庁（BASE）、連邦放射線防護

庁（BfS）が置かれている。また、連邦政府の諮問機関として原子炉安全委員会（RSK）、

放射線防護委員会（SSK）、廃棄物管理委員会（ESK）があり、専門家の見地から BMU に

対して助言を行うとともに、各種の指針勧告を発出する。 

連邦当局である BMU と州当局はそれぞれ、外部専門組織と技術支援契約を結んでおり、

研究や検査業務等、幅広い活動を委託している。現在、BMU の原子力 TSO は設備・原子炉

安全協会（GRS）、州当局については州により異なるが、各地域の技術検査協会（TÜV）が

TSO として活動しているケースが多い。 

上述の通り、ドイツでは各州が原子力規制を担うが、各州の当局と連邦の合議体として

「原子力に関する州間委員会（LAA）」が設置されており、ここでの情報交換や協議、方針

決定を通じて、規制や基準、専門家指針の斉一的な運用を行う等、連邦レベルで調和を図っ

ている。ドイツにおける原子力規制体制の概要図を図 4-1 に示す。 

 
 

 
xlviii 技術支援機関（TSO）は、専門技術的立場から当局の規制監督活動を支援する。ドイツでは各地の

TÜV（テュフ、第三者認証機関としても知られる）、フランスでは放射線防護・原子力安全研究所

（IRSN）が代表的な TSO として知られる。ドイツでは州や連邦が専門機関と TSO 契約を締結し、これら

の TSO は書類の確認の他施設原子での検査立会いなどさまざまな業務を行う。 
xlix 放射性物質の輸送や貯蔵など、一部連邦が許認可権限を持つものもある。 
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図 4-1 ドイツの原子力規制体制 

（出典）BMU ウェブサイト情報ほかより三菱総合研究所作成 

4.1.1 法体系・ガイダンスの概要 

(1) 法体系の概要 

ドイツの原子力法令体系は、米国、英国と同様、図 4-2 に示すような階層構造になってい

る。最上位の基本法（連邦基本法）は憲法に相当し、原子力に係る連邦及び州の立法・行政

権限等を定めている。基本法では原子力に関する立法権限を連邦のみに付与している。 

こうした連邦基本法の規定に基づき、原子力分野の基本法である原子力法が連邦法とし

て制定され、その下に施行令として各種の政令が制定される。主な政令としては、原子力法

手続令、原子力法安全責任者。報告令、原子力法費用令、原子力法補償準備令、カリウムヨ

ード令、処分場前払金令、放射性廃棄物輸送令などが挙げられる。 

さらに連邦政府は、連邦法を全国で統一的に執行するため、州当局に対し一般行政規則を

発行することができる。この文書は、行政当局に対して法的拘束力を有する。一般行政規則

には、原子力施設等から排出される空気や水からの被ばくを評価する際のパラメータ等を

定める文書などが含まれる。直接的な法的拘束力を有する規制図書はこの階層までである。 

以下法的拘束力を持つこれらの文書を補足・補完するものとして、複数の図書類が策定さ

れている。これらには、BMU が発する通達（原子力発電所安全要件、廃止措置ガイドライ

ン等）、政府の原子力関連専門諮問委員会としてBMUを支援する「原子炉安全委員会（RSK）」

「放射線防護委員会（SSK）」「放射性廃棄物管理委員会（ESK）」による指針、勧告、技

術規則である「原子力技術委員会（KTA）規則」、その他規格類、仕様書類、マニュアル類

などが含まれる。 
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図 4-2 ドイツの原子力法令・規制図書体系 

（出典）連邦・州原子力安全ポータルサイト情報より三菱総合研究所作成 

 

これらの中で、廃止措置に特化した規制図書類としては、BMU 通達「廃止措置ガイドラ

イン」、ESK の「廃止措置指針」が挙げられる。BMU 通達「廃止措置ガイドライン」が複

数の法令、指針類、規則類に分散する廃止措置に関する規定の参照先、運用方法の方針を整

理して示す文書であるのに対し、ESK の廃止措置指針は、バックエンドの専門諮問委員会

が発出する技術的指針であり、運転停止後、廃止措置への移行に際しての運転手順書の変更

や原子力施設のシステム・機器等の分類変更など、より具体的な手順についての考え方を示

している。 

また上記に示した原子力法体系に加え、原子力施設における活動には、放射線防護法及び

その施行令である放射線防護令も強く関係する。とりわけ廃止措置においては施設解体に

伴い、極汚染度の低い物質について大量のクリアランスが発生するが、クリアランスに関す

る要件、基準等は放射線防護令に規定されている。なお、同令については、ドイツで放射線

防護法令体系の刷新がなされたことに伴い、 EU 基本安全指令（ BSS 指令）

（2013/59/EURATOM）等国際基準の採り入れを併せて行う形で、2018 年に旧令を置き換え

る新放射線防護令が制定され、2019 年に全文が発効した。109 110 111 

以下、廃止措置に関する規制活動に関する情報をとりまとめた BMU 通達「廃止措置ガ

イドライン」について報告する。 

(2) BMU 通達「廃止措置ガイドライン」 

本ガイドラインは正式名称を「原子力法第 7 条に基づく原子力施設あるいは施設部分

の廃止、安全貯蔵及び解体に関するガイドライン」という。現在の版は 2016 年版である。
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従来、2009 年策定版が参照されてきたが、ドイツでは 2011 年の原子力法改正に伴い、同

年 8 月に 8 基が一斉閉鎖され、その後 2022 年までに全炉閉鎖することが規定された。こ

れにより、今まで以上に多数の炉が多くの州で同時並行的に廃止措置を行うことになっ

たことから、同ガイドラインも改定が行われた。同ガイドラインは、原子力発電所の廃止

措置に対する許認可発給、監督活動を行うにあたり、「許認可発給と監督活動に関係する

様々な局面を（一つの文書に）とりまとめること」「廃止措置手続きの目的に沿って、連

邦と州が共通理解を形成すること」「既存の考え方と手続き手順の調和を図ること」の 3

点を主たる目的として策定され、2016 年 6 月 17 日に連邦と州の原子力担当当局の合議体

である LAA で採択された。 

本ガイドラインの構成は以下の通りである。 

 

1 はじめに 

2 枠組条件 

2.1 原則 

2.2 法的根拠 

2.3 規制図書（規則類） 

2.4 国際法令、基準、勧告 

3 廃止措置の計画及び申請書類 

3.1 廃止措置戦略 

3.2 廃止措置計画 

3.3 運転後フェーズ 

3.4 申請書類 

3.5 安全への配慮 

3.6 除染・解体技術の確定 

3.7 従業者への配慮 

3.8 原賠補償準備 

4 許認可手続き 

4.1 許認可前提条件の確認 

4.2 運転認可から廃止措置許可への移行 

4.3 複数段階での許認可手続き（部分許可） 

4.4 環境影響評価及び第三者の関与 

5 監督 

5.1 廃止措置の個々の作業承認 

5.2 文書化 

6 廃止措置に伴い発生する放射性及び非放射性物質の取り扱い 

6.1 原子力法規制免除 

6.2 計測及びサンプリング 

6.3 クリアランス 

6.4 排出（管理区域外からの放射性物質の影響を受けない排出物） 

6.5 放射性物質の処理・貯蔵 

7 参考文献 

8 補遺 1：用語定義 
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9 補遺 2：廃止措置における規制図書類（BMU 通達、原子力技術委員会（KTA）

規則）の適用カテゴリー（※廃止措置における運転時との取り扱いの差異に応

じカテゴリー1～3 に分類） 

10 補遺 3：規制図書を防護目標に応じて調整して適用あるいは部分的に適用する

場合（補遺 2 のカテゴリー3）の注釈 

11 補遺 4：ドイツ国内の原子力施設廃止措置における許可申請書類一覧 

 

以下、上掲の構成項目のうち、ドイツにおける廃止措置の原則、及び主にグレーデッド

アプローチとの関連が注目される部分について概要を整理する。 

 

＜2.1 原則＞ 

原子力法や国際基準に基づきドイツにおける廃止措置の原則がとりまとめられている。 

これによるとドイツにおけるすべての廃止措置の最終目標は、原子力法第 1 条の防護目

標、及び各種国際基準に基づき、原子力施設を原子力法に基づく規制から解放することであ

るとしている。またこのほか、クリアランスされていない残置施設を原子力法・放射線防護

法管理下の別の用途に転用することによっても、廃止措置完了とすることが可能としてい

る。原子力法第 7 条第 3 項に基づき、プラントの全体あるいは一部の廃止措置には許認可

が必要である。また廃止措置の際に発生する放射能を帯びた物質、放射化されたあるいは放

射能に汚染された可動物体、建屋、地表面、施設あるいは施設の一部分を規制から解放する

には、放射線防護令（旧令 29 条、現行令 31～42 条）に基づくクリアランス、すなわち行政

手続きを経ることが必要である。なお、管理区域外由来であって放射化・汚染されていない

ものについてはクリアランス手続きを経ずに排出することが可能である。 

廃止措置の安全評価は当該施設の放射性物質のインベントリ、システムの技術的状況等

によって決まるリスクポテンシャルに応じて判断される。廃止措置における安全評価にお

いては、建設・運転時に適用していた設計要件を限定することなくそのまま使うことはでき

ない。恒久停止された施設についてはその時々の施設状態ごとに、法令に基づき予定される

措置の安全評価を行う。事故想定においては、申請した廃止措置活動に紐付いてまだ施設内

に残っている放射性物質の種類や量、分布を考慮した事象シーケンスを想定する。廃止措置

中であっても、原子力法で定められた一定量を超える核燃料が残っている限りは、引き続き

関連する必要要件を満たす必要がある。 

上述の「リスクポテンシャルに応じた安全評価」もグレーデッドアプローチの一つと見る

ことができる。 

 

＜2.3 規制図書（規則類）＞ 

2.3 規制図書の項目では、法令以外の規制図書の種類、及びそれらの廃止措置フェーズに

おける適用について整理している。 

規制図書の種類としては原子力規制に適用される規制図書類として、BMU 通達、ESK、

RSK、SSK といった原子力関連の諮問委員会勧告、技術規則である KTA 規則、工業規格で

あるドイツ工業規格（DIN）などが上げられている。その上で、原子力全般を対象とする BMU

通達と KTA 規則に関して、廃止措置フェーズにおける適用に応じて、以下の 3 つのカテゴ

リーに分類するとしている。 
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 カテゴリー1：全体に適用される図書。廃止措置においても考慮される 

 カテゴリー2：廃止措置手続きとは直接的に関係がない規制図書。ただし廃止措置の

過程で行われる構造物設置あるいは構造物の根本的な変更に際しては、防護目標に

照らして、後述のカテゴリー3 の意味合いで適用される 

 カテゴリー3：廃止措置においてはリスクポテンシャルの変化や、建設運転時と比較

した際の必要要件の変更、縮小を踏まえ防護目標に適合する範囲で変更適用する 

 

こうしたカテゴリー分け、特にカテゴリー3 の運用は、原子力法等にも定められているグ

レーデッドアプローチの適用を踏まえたものと理解することができる。 

各文書個別の分類については、本ガイドラインの補遺 2 にリストアップされている。列記

された BMU 通達は 2016 年時点で約 80 件、うち約 30 件がカテゴリー3 に分類されている。

また KTA 規則は約 100 件が挙げられ、うち約 40 件がカテゴリー3 に分類されている。ま

た、上記カテゴリー3 に該当する文書を運用する際の各文書における注意点については、補

遺 3 で注釈が加えられている。なお、これらの注釈はあくまで変更適用する際の考え方を示

すものであり、具体的な要件の変更・除外を指示するものではない。 

このほか、DIN 規格については廃止措置で対象となる規格は少ないが、廃止措置される施

設に応じて適用し、他の手段で安全性が確保される場合は規格の規定内容からの逸脱も許

容されるとしている。 

 
 

＜3 廃止措置の計画及び申請書類 及び 4 許認可手続き＞ 

「3 廃止措置の計画及び申請書類について」では、廃止措置計画が建設・運転段階から策

定され、運転認可条件として定期的に更新されることが示されている。また、「4 許認可手

続き」では原子力法手続令に基づいて進められる許認可手続きについて説明しており、この

中で部分許可について触れている。ドイツでは、規模の大きな施設・建造物の建設や解体に

際し、許認可を複数のフェーズに分けて発給する「部分許可」が以前から想定されており、

原子力施設に関しても建設・廃止措置について部分許可をとるオプションが認められてい

る。初回の許可「第 1 次廃止措置・解体許可」では事業者が廃止措置計画の最新版を申請書

類の必要書類の一つとして提出し、廃止措置計画全般に対する許可及び第 1 フェーズの解

体許可を受ける。後続の部分許可（第 2 次以降）については、施設の廃止措置計画により段

階の分け方、数はそれぞれである。 

BMU の廃止措置ガイドラインでは、この部分許可について、許可発給を分けることによ

り、新技術や廃止措置開始以降の実施経験の反映が容易になると説明している。 

この部分許可のシステムは、原子力規制の分野でグレーデッドアプローチという概念が

明確化される以前からドイツの建設関連許可で一般的に運用されてきた仕組みであるが、

施設システム・機器の安全技術上の分類や、規制図書の適用をリスクポテンシャルに応じて

事業者が見直し、規制当局がその適切性をレビューする上での手続き上のマイルストーン

とすることができることから、原子力規制におけるグレーデッドアプローチ概念との親和

性が高いと考えられる。 

なお、運転認可から廃止措置許可へのフェーズ移行についても 4.2 項で考え方が示されて

いる。同項によれば、廃止措置許可発給とともに運転認可が完全に失効する場合には、廃止

措置フェーズでも必要な活動を、廃止措置許可にも明示的に盛り込んでおくこととしてい
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る。一方で、廃止措置許可発給後も運転認可が一部継続し完全に失効しない場合は、条件に

変更がない要件については運転認可の記載内容が継続して適用されるとしている。なお、ド

イツでは各州当局が原子力法に基づく許認可発給・監督を行うため、詳細な手続き、手順が

州により異なることがある。いずれの場合でも、運転認可から廃止措置許可へのフェーズ移

行に際して、安全確保に必要な要件が脱落せず、常に一義的かつ完全性を保つよう留意する

こととされている。 

以下の図 4-3 に参考として、ドイツ原子力産業会議資料に示されたドイツにおける原子

力発電所廃止措置の一般的な流れを示す。 

 

図 4-3 ドイツにおける原子力発電所廃止措置の流れ 

（出典）ドイツ原子力産業会議「Stilllegung und Rückbau von Kernkraftwerken 2013112」、https://www kernd.de/kernd-

wAssets/docs/service/060rueckbau-von-kkw.pdf より三菱総合研究所作成 

 

なお、第 6 節には後述のクリアランスに係る法令等での規定、及び進め方等がまとめられ

ているが、本ガイドラインは放射線防護法令が新たに制定される前の旧令に基づいて無条

件クリアランスの基準値の説明等が行われており、こうした部分を含め、今後本ガイドライ

ンの改訂が行われるものと推測される。 

4.1.2 グレーデッドアプローチを含む規制の考え方・背景（経緯） 

ドイツでは、原子力・放射線防護の基本法である原子力法並びに放射線防護法において、

廃止措置を含むバックエンドや放射線防護において、グレーデッドアプローチを適用する

ことを、法的な要件として位置付けている。ドイツで 2019 年に 4 月に実施された国際原子

力機関（IAEA）による総合的規制評価サービス（IRRS）ミッションの報告書においても、

グレーデッドアプローチの適用を原則とする方針を規定する法令条文として、放射線防護

法第 180 条第 1 項と、原子力法第 2d 条が挙げられている。放射線防護法第 180 条第 1 項で
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は、放射線防護に係る規制監督をグレーデッドアプローチに基づいて実施することを定め

ており、原子力法第 2d 条の 4 では、廃止措置を含む原子力バックエンドの原則の一つとし

て、グレーデッドアプローチに基づくことを規定している。それぞれ、条文は以下の通りで

ある（下線は MRI による強調）。 

 

＜放射線防護法＞ 

第 180 条 監督計画、政令策定権限 

(1) 放射線防護法に基づく計画内被ばくの規制監督の枠組みにおいては、当局は規制検査

について、当該活動に関連するリスクの範囲と性質を可能な限り考慮した計画を策定する

こと（監督計画）。連邦政府は連邦評議会の同意を要する政令により、監督計画の構成に関

する要件を定めることができる。この政令には次の内容が定められる  

1. 活動に関連するリスクの範囲と性質の特定に関する基準 

2. 放射線防護責任者のもとで当局が実施する現地検査の間隔 

 

＜原子力法＞ 

第 2d 条 原子力バックエンドの原則 

§2c による国家バックエンド計画においては、次の原則を考慮すること： 

(ア) 放射性廃棄物の発生については、適切な設計と、発生する物質の継続利用・再利

用を含む運転・廃止措置手順を通じ、合理的に実現可能な範囲で、その放射能レ

ベルと発生量を抑制すること 

(イ) 使用済燃料及び放射性廃棄物の発生及び処理における個々の段階における相互

依存性を考慮すること 

(ウ) 使用済燃料及び放射線廃棄物は長期安全の観点に加え受動的安全性の局面も考

慮した上で安全に処理処分すること 

(エ) バックエンドはグレーデッドアプローチに基づいて（nach einem abgestuften 

Konzept）実施すること 

(オ) 使用済燃料及び放射性廃棄物のバックエンド費用は、バックエンド基金令を含

む関連法令規定に基づき、廃棄物発生者が負担すること 

(カ) 使用済燃料及び放射性廃棄物のバックエンドの各段階において、事実情報に基

づき、文書化を伴う意思決定プロセスを適用すること 

 

このように、ドイツでは原子力安全、放射線防護の基本法においてグレーデッドアプロー

チの採用を基本原則として定めている。従って、各種政令以下、これらの条文に関連して作

成・策定される各種文書や実施される活動は、グレーデッドアプローチの適用を前提とする

ことになる。 

また、4.1.1(2)の BMU「廃止措置ガイドライン」で報告した通り、ドイツでは伝統的に、

原子力を取り扱う以前から大規模な建造物等の建設・解体許可について、フェーズに分けて

「部分許可」が発給されてきている。原子力法においては 1959 年に最初の原子力法が制定

された後、1969 年の第 2 次改正において、許認可について定める第 7 条の後に 7a 条及び 7b

条が追加され、部分許可の場合の補足事項が加えられており、初めて「部分許可」という語

が条文中に明示されている。この改正以前にドイツでは 1966 年に最初の商用原子力発電所

であるグンドレミンゲン A、1969 年にリンゲンが運開している。1969 年運開のリンゲンに
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ついては、1968 年に第 1 次運転許可が発給されたことが、ニーダーザクセン州当局が 2015

年に発給した廃止措置許可文書に記載されており113、1969 年の原子力法改正以前の、原子

力利用の初期段階の頃から、部分許可の手続きが運用されていたことが確認できる。 

4.1.3 グレーデッドアプローチに基づいた規制活動 

ドイツでは原子力法、放射線防護法といった基本法令においてグレーデッドアプローチ

を原則とすることが規定されている。その運用については例えば 4.1.1(2)項の BMU「廃止措

置ガイドライン」で報告した通り、規制図書を、廃止措置フェーズにおける適用範囲・要件

項目の変更の有無に応じて分類、及びそれらの各種規制図書をグレーデッドアプローチを

含む各種原則に基づいて運用し規制判断に適用する際などの指針、考え方などをとりまと

めている。 

実際の各州当局の規制活動におけるグレーデッドアプローチについては、例えばドイツ

南西部のバーデン・ビュルテンベルク州の原子力規制・監督当局である同州環境省が規制機

関としてのマネジメントシステムの一部を成す文書群の一つとして策定している「バーデ

ン・ビュルテンベルク州の原子力施設に対する州規制監督方針」の「8.1.1 節 規制監督措

置適用におけるグレーデッドアプローチ」等に記載が見られる。ここでは、規制当局が許認

可取得者に対し是正措置や制裁措置などの介入を行う際に、まずは最も軽い是正措置から

はじめて、その措置が奏功しない場合、成果が出るまで段階的に措置を重くしていく対応を

グレーデッドアプローチの一つとして示すとともに、施設の種類（原子力発電所、研究炉、

貯蔵施設その他等）や施設のステータス（許認可発給前か、運転中か、運転終了後フェーズ

か、廃止措置中か）によって、場合によっては措置及び措置の内容の選択肢が狭まることも

考慮に入れるべきとし、こうした対応もグレーデッドアプローチとして捉えられている。114 

このほか、BMU 通達「廃止措置ガイドライン」の節において報告した通り、ドイツでは

原子力施設の建設・廃止措置許可について複数のフェーズに分けて許可を発給する「部分許

可」というオプションが選択可能であり、これまでほとんどの原子力発電所の廃止措置にお

いて、この部分許可が発給されているl。115 

例えば 2005 年に閉鎖されたオブリッヒハイム原子力発電所に対しては、2008 年 8 月に第

一次廃止措置・解体許可が発給された後、2018 年 5 月に同発電所廃止措置における最後の

許可となる第 4 次解体許可が発給されている。116 

4.2 規制策定時、規制適用に関するコミュニケーション 

4.2.1 規制策定におけるコミュニケーション 

法律レベルの文書に関しては、基本的に所管省などの起草に基づき内閣が案を閣議決定

し、議会での審議を経て官報公示され発効する。政令に関しては同じく所管省起草に基づき

 
l バーデン・ビュルテンベルク州環境省は 2019 年 12 月 19 日に、同年末に閉鎖予定のフィリップスブルク

2 号機に対する廃止措置許可を発給した。同機に対する許可は部分許可ではなく、廃止措置終了までの全

体を対象とした許可であり、このときのプレスリリースにおいて同省は、ドイツの原子力発電所において

一括で廃止措置許可を発給する初のケースと説明している。すなわち、これまでに廃止措置許可を受けた

商用原子炉は全て、部分許可の形式で許可を受けていた。 
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内閣が閣議決定し、連邦州に大きな影響を与えるものについては各州政府代表者により構

成される連邦参議院（議会上院）の同意が必要である。こうした法令制定の過程で、事業者

等は意見書の公開等や議会委員会審議におけるヒアリング等を通じて意見を出すことはあ

るものの、策定過程で直接的に事業者の見解を採り入れる仕組みとはなっていない。 

一方で、4.1 節で示した通り、ドイツでは法令に定める規制監督の基本原則、及び最新の

科学技術水準を実現するための具体的な要件や実施手段、方針、規則等の規制関連図書を、

専門諮問委員会の勧告や技術規則として策定する。これらの文書策定においては、事業者サ

イドの代表者が直接的に策定に関わる仕組みとなっている。以下、これらの規制関連図書策

定時における事業者の関与の状況を示す例として、BMU の諮問委員会である放射性廃棄物

管理委員会（ESK）、及び技術規則の策定組織である原子力技術委員会（KTA）の構成や意

思決定プロセスについて整理する。 

(1) BMU の諮問委員会勧告：放射性廃棄物管理委員会（ESK） 

放射性廃棄物管理委員会（ESK）は、原子力関連の諮問委員会の中でも特にバックエンド

を専門とする。BMU の「廃止措置ガイドライン」を技術的見地から補足する勧告「廃止措

置指針」をはじめとする、複数の廃止措置関連の勧告が発出されている。なお、2008 年に

同委員会がバックエンド専門の委員会として設置されるまでは、原子力施設の廃止措置や

廃棄物安全に関するテーマは、原子炉安全委員会（RSK）で取り扱われていた。 

ESK の会合は原則非公開である。ESK の本委員会の委員は通常 11 名であり、BMU によ

り任命される。任期は通常 3 年である。規約により、委員の構成は、放射性廃棄物処分、貯

蔵、輸送、廃止措置分野に直接関係する専門分野の代表者を含め、バランスのとれた助言が

得られるよう、最新技術に照らして幅広い見解が得られるように構成することとされてい

る。委員は会合の内容について機密保持の責任を持ち、原子力法などに基づく許認可手続き

や監督手続きの対象となっている事項に関して、委員として知り得たことについても守秘

義務を負う。 

ESK の本委員会の下には、以下の 3 つの小委員会が設置されている。 

 

 廃棄物コンディショニング、輸送、中間貯蔵（AZ） 

 最終処分（EL） 

 廃止措置（ST） 

 

ESK の勧告は、まずテーマ別の小委員会で案が策定され、ESK の本委員会で決定される。

すべての委員は平等に議決権を持つ。議決には原則として、任命されたメンバーの過半数の

賛成が必要である。なお、原子力施設の立地、設計、試運転に係る勧告については、2／3 の

賛成が必要とされている。117 

以下に、ESK 本委員会の委員構成、及び ESK「廃止措置指針」策定に関わる小委員会で

ある廃止措置（ST）小委員会の 2020 年 1 月現在の委員構成を示す。以下の表 4-1 及び表 

4-2 の通り、委員の所属は国際機関や州の TSO、学識経験者、原子力事業者に加え他国の規

制当局者などで構成されている。なお、政府当局の諮問委員会という性格上、ドイツの連邦・

州の規制当局者はメンバーには入っていない。118 119 
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その技術により影響を受けうるステークホルダー（保険会社や労組など）も含めた委員会に

おけるコンセンサスに基づき、技術規則の策定を行っている。 

4.2.2 規制適用におけるコミュニケーション 

(1) 原子力事業者と規制当局間のコミュニケーション 

バーデン・ビュルテンベルク州環境省が公表している「バーデン・ビュルテンベルク州の

原子力施設に対する州規制監督方針」の「4 節 州規制当局の責務」では、廃止措置を含む

原子力規制・監督活動における州の規制活動を①法令遵守の監督、②危険防止の監督、③さ

らなる監督に分類している。①は原子力法令条文との適合性の監視、②は法令条文との齟齬

がなくとも起こりうる危険を回避、最小化するための監視である。①②は原子力法において

も規制当局が違反・逸脱の際に強制力のある措置をとる監督義務として規定されているが、

このほか同法では、規制当局の責任の一つとして、法令規則等の閾値を超えない活動に対し

ても監視監督を行うことを規定している。こうした監督活動に関しては、公式（formal）な

措置命令の形ではなく、非公式な対話や「協力に基づく行政行為」の形で行われるとされて

いる。 

協力に基づく行政行為に関しては、「8.2 節 協力（cooperation）に基づく規制監督行動」

で説明されている。同節では、規制当局と許認可取得者の協力関係のあり方として、事前交

渉、合意、あるいは公法上の契約、対話といった形で行われていることが示されている。な

お公法上の契約とは、例えば規制料金に関して規制項目ごとの積算ではなく発電所等施設

単位の定額パッケージで支払う際などに当局と許認可取得者が結ぶ契約などが該当する。

同節では、この規制料金に関する取決めのように、行政手続き関連の合理化に関する協力や、

上述の規制活動のうち③さらなる監督に係る活動においてはこうした規制側と被規制側の

協力が行われる一方で、上述の規制活動のうち②危険防止の監督に係る規制活動に関して

は、規制側と被規制側の上記に挙げたような協力の形はあまりとられないと説明されてい

る。  

同文書には明記されてはいないが、当局による強制力のある措置を伴う法令遵守や危険

防止の監督においては、規制の独立性を確保する観点から明示的な原子力事業者との協力・

コミュニケーションを行わないとする一方で、「さらなる監督」については、規制当局の監

視監督の介在を通じて違反・逸脱の防止や安全性の向上・改善を促す効果が期待されており、

こうした局面では規制当局側と被規制側の対話等のコミュニケーションが行われるものと

考えられる。 

ただし、規制当局による強制力のある措置・手続きの一環であっても、行政手続きの中で

の意見聴取といったプロセスは踏まれている。バーデン・ビュルテンベルク州環境省が 2017

年にネッカー1 号機に対して発給した第 1 次廃止措置・解体許可文書には、州の実施する行

政手続きの一環として、同州行政手続法の規定に基づき、同省が 2016 年 12 月 23 日に許可

申請者である EnBW 社に対し、許認可文書草案を示して意見聴取の機会を設けたことが記

載されている。なお、ドイツでは州が連邦環境省の監督の下で原子力規制を実施する体制と

なっており、この許認可文書草案は BMU にも提示され、BMU はこれを放射性廃棄物管理

委員会（ESK）などの専門委員会に諮問したとされている。この ESK には、4.2.1 でも示し

た通り、各種専門家や国際機関、他国の規制当局に加えて原子力施設の運転者やメーカーな
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どの被規制側関係者も委員として参加しており、直接許可申請者が当局とコミュニケーシ

ョンを行うものとは異なるとはいえ、事業者側が客観的な立場から州当局の規制活動に関

与する一つの形として捉えることができる。122 

(2) 国民（立地地域を含む）とのコミュニケーション 

ドイツでは、英国のサイトステークホルダーグループ（SSG）のような、原子力施設立地

地域等を対象とした公衆コミュニケーションの枠組みは設置されていない。廃止措置規制

に係る公衆とのコミュニケーションは、許認可手続き含む行政手続きの一部として行われ

る意見聴取手続きやウェブサイトでの情報発信など、関心を持つ公衆がその都度参加・アク

セスするタイプのものが中心である。 

廃止措置許可手続時における意見聴取手続について、原子力法手続令では廃止措置許可

においても公衆による関連文書縦覧を行い、さらに縦覧期間中に異議を提出した者を対象

とした公聴会を開催することを義務付けている。上述のバーデン・ビュルテンベルク州によ

るネッカー1 号機第 1 次廃止措置・解体許可文書においても、2015 年 1 月 7 日に連邦官報、

9 日に州官報、地元新聞に公示後、2015 年 1 月 19 日から 3 月 18 日（2 ヶ月間）にかけて州

環境省や地元自治体庁舎でネッカー1 号機廃止措置・解体に係る許可申請書、安全報告書、

計画概要書、環境影響評価報告書の公衆縦覧が実施された。この期間内に約 2500 の個人・

団体から異議が提出されたが、多くは一つの意見書コピーに様々な人が署名し提出したも

のであったとされている。その後、異議提出者に対する意見聴取を行う公聴会（非公開）が

2015 年 6 月 16 日と 17 日に立地自治体のホールで州環境省主催により実施された。 

このほか、州環境省のウェブサイトでは各原子力サイトにおける運転・廃止措置状況や許

認可関連文書等が公開されていることに加え、廃止措置において州当局が行う規制活動

についても、Q&A ページなどで解説を示している。 

また同州では上述の原子力法令に基づく許認可手続における公衆参加に加え、州環境管

理法において、事業者が早期に公衆に対する情報提供機会を設けることを義務付けており、

この州法に基づき EnBW 社は廃止措置許可申請前にパンフレットの作成や市民との対話集

会を行うといった対応を行っている123。同様の対応は他の州でも各州の行政手続法や環境

関連法に基づいて行われている。 
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4.3 廃止措置に伴い発生する廃棄物の処理・処分 

4.3.1 大型廃棄物の処理・処分に関する規制と実態 

(1) ドイツにおける原子力施設管理区域由来の排出物分類 

ドイツでは管理区域由来のものは一旦すべて放射性物質として取り扱い、その上で原子

力法第 9a 条「放射性残留物（radioactive residue）liの利用と放射性廃棄物処分」において、

これらを「無害に再利用等が可能なもの」と、「放射性廃棄物として処分されるもの」に分

類することを定めている。 

「放射性廃棄物として処分されるもの」は発生する熱によって以下の 2 種類に分類され

る。 

 発熱性放射性廃棄物（heat-generating waste）：廃棄物から発生する熱による処分場の

壁面の温度上昇が 3℃以上となる廃棄物で、再処理により発生するガラス固化体や使

用済燃料のほか、ハル、エンドピース等の一部コンポーネントが相当し、IAEA の分

類における高レベル放射性廃棄物（HLW）と、中レベル放射性廃棄物（ILW）の一部

が相当する。 

 非発熱性放射性廃棄物（waste with negligible heat generation）：廃棄物から発生する熱

による処分場の壁面の温度上昇が 3℃未満の廃棄物で、配管やポンプ等のコンポーネ

ントや排水及び排気浄化に用いたフィルタ、汚染された工具、防護服、除染及び洗浄

剤、実験室廃棄物、密封線源、スラッジ、油等が含まれる。 

 

ドイツではこれらの放射性廃棄物をすべて地層処分する方針であり、非発熱性放射性

廃棄物についてはコンラート処分場が 2027 年に操業開始予定である。発熱性放射性廃棄

物については、従来ゴアレーベンを候補サイトとして計画が進められていたが、2011 年

の福島第一原子力発電所事故後の原子力政策見直しの一環で白紙化され、サイト選定法

が新たに制定され、同法の規定に基づき複数候補から絞り込みを行い、2031 年までに処

分場サイトを確定する方針となった。 

いずれも処分場が操業していないため、廃棄物はサイト内外の貯蔵施設において中間

貯蔵されている。 

 

一方、管理区域由来だが「無害に再利用等が可能なもの」、すなわち放射性廃棄物とし

ての取り扱い対象外となるものには以下のものが含まれる。 

 クリアランスされるもの：測定・クリアランス手続きを経て原子力・放射線防護法

令の規制から解放されるもの。クリアランスについては、クリアランス後の取り扱

いに関する指定がないクリアランスのほか、クリアランス後の取り扱いが埋立処

分（リサイクルせず産業廃棄物として処分することを確約）、金属溶融など指定さ

れているクリアランスなど、複数のカテゴリーに分類されている 

 
li ドイツ原子力法、放射線防護法上では、さまざまな処理後もリサイクルされず最終的に処分対象物とし

て残る物のみを「放射性廃棄物（waste）」としている。原子力施設で不要となってサイトから排出され

るもの（処理・リサイクル等の前）は radioactive residue であり、厳密には廃棄物と呼んでいない。 
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 原子力・放射線防護法の規制を受ける原子力産業内で再利用（廃棄物として扱われ

ない） 

 

上記のうち 2 点目に関しては、廃棄物とはならないものの、放射性物質として取り扱い、

原子力産業内で再利用されるものであり、BMU の廃止措置ガイドラインでは、こうした対

象物についてはクリアランスの手続きは必要ないとされている。こうした対象物が他のサ

イトで利用され、原子力施設外のエリアを通って輸送される場合には、放射性物質の輸送と

して所定の対応、許可等の手続きが必要となる。 

以下図 4-4 に、IAEA とドイツの放射性廃棄物分類比較を示す。この図は主に処分・サイ

ト外排出に着目しているため、金属溶融特定クリアランスや、原子力産業内での再利用には

言及していない。図中灰色破線の区切りが IAEA 分類、赤色の部分がドイツにおける発熱性

放射性廃棄物、オレンジが非発熱性放射性廃棄物、黄色が埋立処分指定のクリアランス、白

が無条件クリアランスを示す。124 125 

 
 

 

図 4-4 IAEA とドイツの放射性廃棄物分類比較 

（出典）廃棄物合同条約ドイツ第 6 回国別報告書、2018 年 

 

なお、ドイツでは特にクリアランスに係る根拠法令である放射線防護令について、2019 年

に旧令を新令に置き換える改正が発効したばかりである。従って、上掲の図を含め、ドイツ

のクリアランスに関連して実績として報告している内容は、いずれも旧放射線防護令に基

づく情報である。現行の放射線防護令では、クリアランスの種別区分の概念を EU 基本安全

基準指令（BSS 指令）（2013/59/EURATOM）に合わせたことにより、区分及び区分の名称

に変更が出ているが、具体的なクリアランスの区分として、上掲の図にも示されている「埋

立処分指定」といった規制解放後の取り扱いの指定を伴うクリアランスと、こうした指定の

ないクリアランス（いわゆるフリーリース）がある状況には変わりはない。放射線防護令に
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放射性廃棄物管理・処分に関する主な連邦法としては以下のものが挙げられる。 

 原子力法 

 放射線防護法 

 サイト選定法（高レベル放射性廃棄物処分場選定について定める法律） 

 アッセ法（アッセ旧処分場閉鎖に向けた廃棄物回収等について定める法律） 

 

主な政令は以下の通りである。 

 放射線防護令 

 原子力法手続令 

 放射性廃棄物輸送令 

 処分場前払金令 

 原子力補償準備令 

 原子力法安全責任者及び報告令 

 

また、これら法令文書を保管する規制図書として、これまでに以下のような BMU 通達が

発出されている。 

 鉱山における放射性廃棄物最終処分の安全基準 

 発熱性放射性廃棄物最終処分に係る安全要件 

 原子力施設からのエミッション/イミッションガイドライン 

 放射性残留物及び放射性廃棄物の検査ガイドライン 

 廃止措置ガイドライン 

 人体線量特定に係る管理のための物理的放射線防護ガイドライン（第 1 部、第 2 部） 

 原子力施設従事者の保守、変更、廃棄物管理、解体時における放射線防護に係るガイ

ドライン第 2 部 

 

 このほか、諮問委員会である放射性廃棄物管理委員会（ESK）の勧告・指針類のうち、

放射性廃棄物管理と廃止措置において特に重要なものとして、以下の文書が挙げられる。 

 使用済燃料及び発熱性放射性廃棄物の乾式貯蔵指針 

 非発熱性放射性廃棄物貯蔵指針 

 原子力施設廃止措置指針 

 

＜クリアランス＞ 

なお、原子力法では、用語・概念の定義を示す第 2 条第 2 項において、以下に該当する物

質については同法に基づいて制定された政令（すなわち放射線防護令：）の規定に従い以下

の条件を満たす場合、放射性物質としての取扱対象外とすることが規定されている。 

1. 測定値が免除レベルを下回る場合 

2. 原子力法等の規制下の活動により発生した物質の測定値が、クリアランス基準値を

下回り、クリアランスされる場合 

3. 原子力法等の規制対象とならない放射能レベルの天然起源の物質である場合 

 

クリアランス物は上掲の 2 に相当する。クリアランスに関する具体的な要件は、2001 年

制定の放射線防護令第 29 条に規定され、この規定に基づき運用されてきたが、これまでに
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も述べてきた通り、新たに原子力法体系から独立して放射線防護法令体系が整備されたこ

とに伴い、旧令を置き換える新たな放射線防護令が制定され、2019 年に全文発効した。現

行の放射線防護令では、旧令第 29 条で規定していたクリアランスに係る内容を項目別に整

理・充実化し、第 31～42 条の 12 条構成で規定している。核種別のクリアランス基準値につ

いては、同令の補遺に規定されている。クリアランスの区分、基準値については 4.3.2(2)に

後述する。 

(3) 大型廃棄物の処理・処分の状況 

ドイツではこれまでに複数の発電所の廃止措置で原子炉容器や蒸気発生器等の大型機器

の解体、処理を行ってきた。取り扱いのオプションは様々で、以下のような事例がある。 

 

 建屋内切断解体：ドイツでは 2009 年のヴュルガッセンを皮切りに、複数のプラント

で AREVA 社等の技術による原子炉容器本体の建屋内切断解体が実施されている。

ヴュルガッセンでは原子炉容器本体が最終的に 252 個に細断され 200 リットルドラ

ム缶に封入され、低レベル放射性廃棄物として保管されている。また、同プラントで

は 2001 年に原子炉容器の上蓋（74 トン）が切断解体後、除染され、無条件クリアラ

ンスされた。126 127 

 一体撤去・サイト内保管：ユーリッヒ原子力研究所（現在のユーリッヒ研究所）に隣

接して建設された発電用実験炉 AVR（ペブルベッド型）では、圧力容器の汚染度が

高いため、建屋内で解体せずユーリッヒ研究所内に中間貯蔵施設を建設して減衰貯

蔵。70 年の貯蔵後解体し、中低レベル放射性廃棄物として処分予定である。128 

 一体撤去・外部保管（施設共用）：オブリッヒハイム原子力発電所では、蒸気発生器

（SG）を一体撤去し、2008 年に EWN 社のノルト中間貯蔵施設（ZLN）に搬入した

（図 4-5）。EWN 社は旧東独の原子力発電所廃止措置のために設立された 100％国

有企業であり、現在は研究所の廃止措置等を含め、広く事業を行っている。ZLN に

は主に旧東独のラインスベルク、グライフスバルト原子力発電所の大型コンポーネ

ント（図 4-6）のほか、研究所由来の廃棄物が貯蔵されている。129 

 一体撤去・外部で溶融：シュターデ原子力発電所の SG は一体撤去され、溶融処理の

ため 2007 年にスウェーデンの Studsvik 社に送られた。2009 年 2 月時点の情報によれ

ば 660 トンの SG の金属のうち約半分の溶融処理が完了し、同時点までに 240 トンが

クリアランス可能なインゴットに加工され、このほかドイツへ返還される分として、

6.5 トンの汚染度の高いインゴット及び約 30 トンの放射性廃棄物が発生したとされ

ている。130 

 

このようにドイツでは、大型機器の建屋内細断による容量の低減に加え、ノルト中間貯蔵

施設の共用実績がある。また、欧州ではスウェーデンのスタズビックやドイツの

Siempelkamp など、原子力産業由来の金属溶融を事業化している企業があり、こうした企業

に委託しての溶融処理も、処理設備共用の一類型として捉えることができる。 
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図 4-5 ZLN に搬入されるオブリッヒハイムの SG（2008 年）  

（出典）EWN 社ウェブサイトより抜粋、https://www.ewn-gmbh.de/unternehmen/?L=0&L=1 
 

 

 

図 4-6 ZLN で減衰貯蔵される大型コンポーネント（SG、原子炉容器） 

（出典）廃棄物合同条約ドイツ第 6 回国別報告書、2018 年（写真：EWN 社提供） 

4.3.2 クリアランス制度（フリーリリースを含む）の形成背景と現状 

(1) クリアランス制度の形成背景 

ESK による 2018 年のインフォメーションペーパー「原子力発電所解体から発生する放射

性物質のクリアランス及び非放射性物質の排出」によれば、ドイツではすべての放射性廃棄

物を地層処分する方針であり、クリアランスをせずに管理区域からの排出物をすべて放射

性廃棄物として処分した場合、適地が限定される中で多くの地層処分場容量を確保する必

要が生じるとし、最終的に放射性廃棄物として処分される廃棄物の物量を低減する目的で、

クリアランスが運用されてきた。 

同ペーパーによれば、1960 年に初めて放射線防護令が定められた時点から、半減期 100

日以下の放射性核種と 100 日を超える放射性核種を区別し、特定の廃棄物を放射性廃棄物

でない廃棄物として処分することを認める規定（第 4 条「許認可が不要な取り扱い」）が盛
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り込まれていた。クリアランスが法令レベルで共通制度化されてはいなかったが、ドイツで

は廃棄物・線量最小化の原則に基づき上記の放射線防護令第 4 条に依拠する形で廃止炉ご

とに個別にクリアランスの条件が設定され、運用されていた。 

発電用プロトタイプ炉として短期間運転したバイエルン州のニーダーアイヒバッハ（重

水減速炭酸ガス冷却、電気出力 10 万 kW）では、発電炉初の廃止措置許可（安全貯蔵）が

1975 年に発給されているが、この許可書において、同炉におけるクリアランスについての

規定が盛り込まれている。その後 1977 年の放射線防護令改正により、「許認可が不要な取

り扱い」について核種別の線量上限が定められ、さらに 1979 年には原子力産業からの排出

物への規制適用に際し、排出物の種類、量、排出頻度を考慮すべきとする連邦内務省（BMI）

通達liiが発出された。 

上述のニーダーアイヒバッハは 1980 年に安全貯蔵から解体に戦略を変更し、1986 年に解

体許可が発給された。また、SSK は同年に、同プラントの解体に特化した勧告「ニーダーア

イヒバッハ原子力発電所の解体撤去」を発出し、10μSv/y 概念に基づくクリアランス基準

等を示した。こうした基準に基づき同プラントの解体廃棄物のクリアランスが実施された。 

放射化の度合いが高いコンクリートや金属は放射性廃棄物として処分するため処理され

たが、クリアランス基準を下回るコンクリートについては、建屋のクリアランス後従来工法

で解体され、ニーダーアイヒバッハのサイトの埋め戻しのほか、近隣自治体の林道路盤材な

どに再利用された。一方、金属については原子力法の監視下から解放された金属については

スクラップ業者に引き渡された。低度の汚染された金属（そのままではクリアランス基準を

満たさない）については、原子力発電所からのこうした金属のリサイクルの経験がドイツに

なかったことから、まずカールスルーエ研究所内の溶融炉EIRAMでの処理方針が示された。

なお、1987 年の連邦議会文書によれば、処理後クリアランスレベルを下回ったインゴット

についてはスクラップ業者に引渡し、溶融処理をしても低度の汚染が残る金属については

原子力産業内で再利用が考えられるとの政府答弁が見られる。131 132 

なお、低汚染の金属溶融処理については、詳細と真偽の程度は不明だが 1986 年当時の新

聞報道等において、市中の小規模事業所ヘッシュ社で低汚染の金属溶融処理可能な溶融炉

の設置申請が新聞に出たことで溶融計画が取り沙汰され、地元で反対が起こり、実際の溶融

等は行われなかった事案が確認されている。週刊新聞 ZEIT 紙の 1986 年 10 月の記事では原

子力施設由来の金属廃棄物が他のスクラップとの希釈を通じて腕時計やフライパンなどに

利用可能、といった記述が見られる。金属の出所について同社は明らかにしなかったが、ち

ょうど廃止措置を行っていたことから、ニーダーアイヒバッハからの金属の溶融が疑われ

た。ただし同発電所は、溶融する金属はカールスルーエ研究所の EIRAM に送るとしてこの

推測を否定した。133 

ニーダーアイヒバッハからの低汚染金属溶融は、カールスルーエ研究所、そして後には

Siempelkamp 社の CARLA 炉（1989 年建設）でも行われた。Siempelkamp 社も私企業である

が、同社については欧州共同体（EC）の共同研究の枠組みで実証プロジェクトなどの段階

を踏んでおり、前述のヘッシュ社のように、新聞公告により計画の詳細が不明なまま、原子

力発電所由来の金属溶融の可能性が知られることになったケースとは技術面での信頼性、

透明性の点で異なっていると考えられる。 

 
lii 1986 年に BMU が設置されるまで、原子力規制に関する連邦監督、法整備等は連邦内務省（BMI）の管

轄であった。 
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ドイツでは 1980 年代半ば以降、上述のような実際の廃止措置・クリアランスの進行・実

情に歩調を合わせる形で、連邦の諮問委員会である放射線防護委員会（SSK）によって、以

下のようなクリアランスに関する勧告・勧告案が発出された 137。 

 1987 年 10 月：「原子力発電所から発生する低放射性鉄鋼の無害な再利用に関する

放射線防護原則」 

 1992 年 12 月：「原子力発電所から発生する低放射性非金属の無害な再利用に関す

る放射線防護原則」 

 1994 年 12 月：「通常の廃棄物として処分する低放射性廃棄物のクリアランス基準

とクリアランス手続の確定」（勧告案） 

 1995 年 12 月：「低放射能汚染を伴う建造物の解体または再利用のためクリアラン

スの手続きと基準」 

 1997 年 7 月：「低放射能汚染を伴う土壌表面に関する許認可を要する取り扱いから

のクリアランス原則」 

 

その後ドイツでは 2000 年に入って脱原子力政策が開始され、原子炉の廃炉、クリアラン

ス対象物の物量の増加が予想されることを受けて、それまでの複数の勧告文書等を統合す

る形で、2001 年の放射線防護令改正において第 29 条を中心に統合的なクリアランス規定が

整備され、現在のクリアランス制度の形となった。 

その後 2019 年に旧令を置き換える新しい放射線防護令が全文発効した。は放射線防護令

とレントゲン令に重複、分散していた放射線防護関連の規定を統合整理するとともに、EU

基本安全基準指令（2013/59/EURATOM）を国内法化した新たな放射線防護法体系の全法令・

条文が発効し、放射線防護令も完全に新令に置き換えられた。134 135 

(2) ドイツにおけるクリアランス基準値について 

本項では、特に廃止措置に際して多量に発生する解体がれきのクリアランスを念頭に、市

中での再利用も含めて用途を制限しないクリアランス（フリーリリース）を行う場合と、市

中での再利用を行わず産業廃棄物として埋設処分する前提でクリアランスを行うケースに

おける放射線防護令上の規定、及びクリアランス基準値について報告する。 

既に述べてきたように、2019 年に発効した現在の放射線防護令では、EU の BSS 指令の

採り入れが行われ、クリアランスに関しても、用語定義や区分の概念を同指令の定義に適合

させる変更が行われた。 

EU の BSS 指令の第 30 条第 2 項には、以下の通り規定されている。 

 

「2. 放射能濃度が以下の条件を満たす場合、物質を規制による監視から解放し廃棄処分、

リサイクル、再利用することができる： 

(a) 固体物質が補遺Ⅶの表 A に示すクリアランス基準値を超えない あるいは 

(b) 特定の物質及び特定の種類の活動に由来する物質について、特定クリアランス基準値

及びこれに係る要件を満たすこと;これらの特定クリアランス基準値は各国法令あるいは各
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国規制当局により設定するものとし、補遺Ⅶの免除・クリアランス基準値に準拠するととも

に、EU の技術指針を考慮すること」 

つまり EU の BSS 指令では、区分の基準がクリアランス後の取り扱い（フリーリリース

か否か）という、いわば出口側の観点からではなく、対象物の出自、すなわち入口側の観点

で区分がなされている。 

BSS 指令では上記のように規定した上で、補遺Ⅶの表 A「あらゆる量・種類の固体物質に

初期値として適用される放射能濃度の免除・クリアランス基準」において核種別の基準値を

示している136。 

 

ドイツではこれまで、旧放射線防護令において、出口側の観点から、いわゆるフリーリリ

ースを行うものについて「無条件クリアランス」、取り扱いに指定があるものを「限定クリ

アランス」とする区分をとっていた。これに対し、現在の放射線防護令では、上記の EU の

BSS 指令国内法化にあたり、同指令 30 条第 2 項の(a)に相当するジェネリックなクリアラン

スを「無条件クリアランス」、(b)に相当し特定の物質や由来に適用するクリアランスを「特

定クリアランス」と呼称している。現行の放射線防護令では、附属書Ⅳ第 1 表として核種別

の規制免除・クリアランスレベルの一覧表が示されている。以下に同表からの一部抜粋を示

す。 
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トンを超える解体がれきに関して、対象物がこれに相当し、かつフリーリリースしようとす

る場合、この第 6 列と第 3 列の無条件クリアランスの基準値の小さい方の値をクリアする

必要がある（第 3 列と第 6 列の値のどちらが大きいかは、核種により異なる）。一方、年間

1000 トンを超える量のがれきを埋設処分（リサイクルしない）する場合、第 8 列や第 10 列

の値は適用できず、第 6 列の値が基準値となる。 

個々の数値に注目すると、例えば H-3（トリチウム）は無条件クリアランスの第 3 列の

1E+2 Bq/g に対し、クリアランス後、リサイクルせず埋設処分する想定（年 1000 トン以下）

の第 10 列は 6E+3 Bq/g とされており、第 3 列より大きな値であることが確認できる。H-3

については、年間 1000 トン以上のがれきについて定める第 6 列の値は 6E＋1 Bq/g であり、

第 3 列より小さい。つまり廃止措置等に伴い、一度に大量の解体がれきをクリアランスする

場合は、当該核種については埋設処分する場合であっても、一般的なフリーリリースよりも

厳しい基準値をクリアする必要があるということになる。一方、別の核種 C-14（炭素-14）

においては、第 3 列が 1 Bq/g、第 6 列が 1E+1 Bq/g であり、1000 トン以上のがれきをフリ

ーリリースしようとする場合は、第 3 列の値を適用、埋設処分する場合は第 6 列の値が適

用されることになる 134 135。 

具体的な測定手順等については法令で指定されてはおらず、上記の基準値の確認を行う

に際し、クリアランス許可手続きの中で申請、承認される。 

(3) クリアランスの実績 

ドイツでは既に長期にわたりクリアランスが実施されてきたが、脱原子力政策により商

用炉の廃止が相次ぎ、現在も複数のプラントで解体が行われ、クリアランスが行われている。 

これまでに報告された実績は、改正前の放射線防護令に基づく実績である。旧令第 29 条に

基づき、クリアランスは無条件クリアランスと、用途が埋設処分、金属溶融等限定される限

定クリアランスに分類されてきたが、その大部分は無条件クリアランスされている。 

ESK による 2018 年のインフォメーションペーパー「原子力発電所解体から発生する放射

性物質のクリアランス及び非放射性物質の排出」によれば、以下図 4-7 の通り、原子力発電

所の管理区域から発生する物質総量約 20 万 t のうち、重量比にして約 92％が無条件クリア

ランス、5％が限定クリアランスされ、最終的に放射性廃棄物として処分が必要な排出物（除

染により二次的に発生する廃棄物を含む）はわずか 3％であるとされている。なお、前述の

通り、ドイツでは管理区域内の物質をすべて放射性物質とみなされ、放射性物質でない取り

扱いをするためには、すべてクリアランスの手続きを経る必要がある。137  
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図 4-7 ドイツの原子力発電所管理区域から発生する限定クリアランス対象物、無条件ク

リアランス対象物、放射性廃棄物の比率と物量 

（出典）ESK "Freigabe radioaktiver Stoffe und Herausgabe nicht radioaktiver Stoffe aus dem Abbau von Kernkraftwerken 

INFORMATIONSPAPIER – Langfassung mit ausführlichen Erläuterungen"、より三菱総合研究所作成 
 

クリアランスされたものの一般的な再利用用途としては、廃棄物合同条約の第 6 回ドイ

ツ国別報告書において、以下の例が挙げられている138。 

 

 工具、旋盤、工具キャビネット、シールドブロック、鋼桁などを土木事業で再利用 

 放射性廃棄物キャスクへのリサイクル（原子力産業内）、及び通常のリサイクル（ス

チール、アルミニウム、銅など） 

 道路、埋立におけるがれき利用 

 その他それぞれのリサイクルルートで再利用（ケーブル等） 

 機器、コンポーネントを他の原子力発電所に転用 

 

なお、無条件クリアランスされたものについては市中でのリサイクルが可能だが、すべて

再利用されるわけではなく、次の用途が見い出されない場合には廃棄処分される可能性も

ある。 

無条件クリアランスについては原子力・放射線防護法令の監視下から外れるため、一般の

リサイクル物・廃棄物として取り扱われ、原子力当局として一次排出先以降の利用先のトレ

ースは行われない。 

なお、州当局が行うクリアランス手続きは一般的に「標準手続き」と「個別手続き」に分

けられる（呼称は異なることがあるが、他州でも同様の仕組みが運用されている）。バーデ

ン・ビュルテンベルク州のクリアランス規制に関するガイドラインでは、以下のように説明

されている。 

 標準手続き：特定の物質を対象に、排出の期間や容積、重量に関わりなくクリアラン

ス決定を発給するもの。原子力施設運転者は当該クリアランス決定書に指定された

対象物が発生した場合、同決定書を適用することができる。標準手続きは主に一定の

条件の下で繰り返し発生する物質において用いられる。 

 個別手続き：個々の具体的な排出ケース、すなわち特定の物質の特定容量、重量を対

象に、あるいは個別特定のクリアランス手順を都度、個別のクリアランス決定書にお
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いて定めるもの。 

 

バーデン・ビュルテンベルク州では、州当局が対象物をクリアランスすること、またそ

の種別（無条件〔標準/個別〕あるいは限定）を決定する「クリアランス決定書」を発出

し、さらに各決定書に応じた測定ルールなどが決定される。 

標準手続きは、基本的に無条件クリアランス（フリーリリース）される解体がれきなど、

同じ条件下で繰り返し排出されるものが対象となる。対象物について標準クリアランス

決定書が出されると、当該決定書に対応する測定ルール等が決定される。決定書に定めら

れた要件やこれに係る測定ルールは、その後この標準クリアランス決定書に基づいて排

出されるすべての排出ロット（バーデン・ビュルテンベルク州ではこの 1 回の排出を「チ

ャージ」と呼んでいる）に対して繰り返し適用可能である。事業者は排出に際して「チャ

ージ通知」を州当局と TSO に提出し、要件遵守の確認を受けて対象物が排出される。「標

準化」とはあくまで所定の「標準手続きによるクリアランス決定書」の対象物に対して、

その決定において認められた同じ手順を適用するというものであって、例えば州の標準

プロセスとしてあらかじめ指定の検認プロセスが設定されているというものではない。 

一方、個別手続きについては手順を標準化できない個別の対象物、個別のチャージにつ

いて都度クリアランス決定を受けるもので、タービンのクリアランス等が該当する。また、

埋設処分や金属溶融等を想定する限定クリアランスに関しては、埋設処分場や溶融施設

等特定の受け入れ先別のクリアランスを行い、容量など物量の特定等を伴うことから、標

準手続きの適用は行われず、個別の枠組みでクリアランスが行われる 139。 

以下に、バーデン・ビュルテンベルク州環境省における「標準」「個別」クリアランス

のフロー図（※図中で言及されている放射線防護令条項は旧令に基づくもの。現行令では

第 31～42 条に相当する）を示す。図 4-8 は排出物発生から無条件・標準クリアランスま

での流れ、図 4-9 は無条件・個別クリアランスの流れ（図 4-8 の F2 の続き）を表してい

る。また参考として、図 4-10 に限定クリアランスのフロー図を示す。139 
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図 4-8 排出物発生から無条件・標準クリアランスまでの流れ 

（出典）BW 州環境省「クリアランスガイドライン」、2007 年、より三菱総合研究所作成 
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図 4-9 無条件クリアランス（個別）の流れ〔左：測定前申請 右：測定後申請〕xliiix 

（出典）BW 州環境省「クリアランスガイドライン」、2007 年、より三菱総合研究所作成 
 

 

 
xlx この図に示すように、測定ルールの正当性の確認が測定の結果と共に「測定後」一括で行われるパター

ンもある。埋設処分場への解体がれき排出など、無条件クリアランスではないものの、同条件での排出に

前例があるものについて適用される可能性が推測される。 
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図 4-10 限定クリアランス（個別決定）の流れ 

（出典）BW 州環境省「クリアランスガイドライン」、2007 年、より三菱総合研究所作成 
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上述の通りドイツでは、手続きが定式化できるものについては、手順・手続きをパッケー

ジ化することで、クリアランスを円滑に行う対応がとられている。139 なお、TueV NORD か

らは、標準手続きであれば、小径金属配管や除染済のコンクリート等について、クリアラン

スの申請から検認完了（クリアランス完了）までは数週間程度である一方、個別手続きとな

る、原子炉容器（RV）のような大きく発生がまれな機器をクリアランス検認する場合は 1

年程度の多くのリソースと時間がかかるとの意見が得られている。 

ドイツでは、前項で報告した通り、長期にわたりクリアランスが運用され初期の 1980 年

代に一部で公衆受容を巡る問題が発生したものの、その後は特に問題が顕在化することな

く進んできた。しかし近年、脱原子力の進展もあいまって解体がれきが増え、とりわけ放射

線廃棄物でない一般の廃棄物の埋設処分場での処分を行う特定クリアランスに関連して、

公衆の関心が集まるようになってきた。例えばシュターデ原子力発電所（ニーダーザクセン

州）は、では、排出がれきの増大に合わせて発電所側も住民向けの集会などを開いたものの、

2011 年に運営主体である郡の議会が受入拒否の決定を下し、これまでの郡営処分場への排

出ができなくなった。結局シュターデでは、州内で処分場の手配が付かず、正規の手続きを

経た上で、「隣の隣」にあるザクセン州の処分場と契約を締結したが、今度は 2014 年のザ

クセン州への搬入に際し、他州の原子力施設由来の廃棄物受入に不服を訴える反対運動が

起きたことから、同州政府でも問題視されるといった事態が生じた。結局、シュターデ原子

力発電所と契約していたザクセン州の民間処分場操業者は、2015 年の途中になって、契約

を解除する意向を示した。 

こうした他州での公衆受容上の問題発生を受け、バーデン・ビュルテンベルク州では 2015

年に埋設処分施設の所有・操業者である州内の郡・自治体及び原子力発電所運転者共同で

「バーデン・ビュルテンベルク州内の埋設処分施設へのクリアランス廃棄物処分における

取扱ガイド」を策定し、技術支援機関（TSO）による原子力施設からの排出時のチェックを

従来より厳格化する自主的運用（法令上の義務ではない）を決定するなどの対応が見られる。

この取扱ガイドでは、従来行っていなかった新たな措置として、州当局の委託を受けた TSO

が検査測定後、埋設処分施設に発送される全パッケージに TSO が封印をすることとされて

いる。さらに、これらのパッケージを処分施設に輸送する車両についても、TSO が封印を施

し、処分施設への到着時、処分施設操業者がこの封印を確認するとされている。処分施設操

業者は封印の健全性が確認されたパッケージのみを受領する。また、埋設処分施設への発送

は、可能な限り年間の限られた日程に限定して集中して行うこととされている。140 

4.4 グレーデッドアプローチに係る考察 

ドイツの原子力規制は、憲法に相当する基本法が最上位の規制・法令として存在し、原子

力・放射線防護関連の基本法として「原子力法」及び「放射線防護法」が制定されている。

これらの法律では、廃止措置を含むバックエンドや放射線管理に関して、「グレーデッドア

プローチに基づいて実施すること」や「リスクの範囲と性質を可能な限り考慮した～（中

略）」として、グレーデッドアプローチに基づく規制監督を行う旨が明示されている。規制

監督の体制としては、我が国のように原子力規制委員会による一元的な規制監督体制と異

なり、連邦環境・自然保護・原子炉安全省（BMU）の監督の下、州当局（主として州環境

省）が規制を行う。規制監督の原則としては、前述の基本法に基づいた規制監督が行われる

が、実務として規制監督を実施する際には、技術支援機関（TSO）等の支援を受けながら、
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各種諮問委員会等により策定された指針類を参照し、規制の遵守状況を監督する。 

指針類は法的拘束力を有する規制図書には位置付けられないが、規制当局が規制活動の

際に参照するものとして、間接的な法的拘束力を有する。多数の指針類が存在するものの、

これらはいわゆる“チェックリスト”の形でなく、規制適合の“考え方”を示した文書であ

り、事業者の活動を詳細なレベルで規定する形とはなっていない。特に廃止措置に関しては、

指針類が 3 つのカテゴリーに分類されており、このうち第 3 カテゴリーは、廃止措置にお

けるリスクポテンシャルの変化や、建設運転時と比較した際の必要要件の変更等の適用に

関する指針類として運用され、廃止措置におけるグレーデッドアプローチの適用を踏まえ

ていることが読み取れる。技術支援機関の一つである TÜV のヒアリングでも、「リスクに

応じた規制活動となるよう、廃止措置活動と運転・建設段階とはリスク及びリスクのスコー

プが異なることを踏まえた規制でなければ廃止措置段階で過度に保守的な規制となる」旨、

意見が得られている。 

なお、指針類は諮問委員会等の場で策定されるが、この諮問委員会のメンバーは事業者や

TSO 機関等で構成されており、多様なステークホルダーの意見が反映される形で策定され

る。 

こうした指針類のレベルで読み取れる廃止措置のグレーデッドアプローチ適用の考え方

は、具体的な規制監督活動にも表れており、規制当局による事業者の是正措置や制裁措置へ

の介入について段階的に措置内容を重くしていく運用や、廃止措置を複数のフェーズに分

割し、フェーズごとの許認可発給（部分許可）が行われている。部分許可は特に、特定のフ

ェーズで作業を分割できることになるため、次フェーズの運用や作業計画が定まらない段

階でも一定の廃止措置作業を進めることができるという点で、廃止措置活動を着実に進め

る上ではポイントとなる運用であると考えられる。また、フェーズに分割することで、時世

に応じた指針の変更等に伴う、運用・作業の変更を反映しやすくなるとともに、規制当局と

の間で一定のマイルストーンを共有しながら進められることもポイントである。 

一方、TÜV のヒアリングでは、廃止措置活動の運用や作業の変更は“セーフティケース”

の変更申請及び規制当局の承認が必要になることから、運用・作業の変更の際には事業者側

には規制対応として相応の負荷がかかる旨、意見が得られており、規制がグレーデッドアプ

ローチの考え方を適用するだけでなく、実務と結びつけた制度・運用を整備していくことが

重要であると考えられる。 

また、ドイツはクリアランスのフリーリリースの運用が先行しているという点で、クリア

ランス制度に関してもグレーデッドアプローチの考え方が反映されている。特に、クリアラ

ンスの検認プロセスにおいて、標準手続きと個別手続きが存在することが特徴的である。前

者は同一条件下で頻回発生するクリアランス物（例：フリーリリースするコンクリート等）

について、1 回の「標準手続き」において検認手順を設定し、これを繰り返し適用できるよ

うにするとすることで検認プロセスを効率化するものである。汎用的でないと判断される

クリアランス物（例：タービン）や、埋設処分限定クリアランスなど受け入れ先や物量等が

特定されるクリアランスについては、個別に検認プロセスを設定する必要があり、検認プロ

セスにリソースがかかることになる。 

グレーデッドアプローチの実現に向けて、独国と我が国とで比較を行う場合には、以下の

ような点について留意することが必要と思われる。 

 

1. 運転・建設段階と廃止措置段階のリスクレベル及びリスクのスコープの違いを踏ま
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えた規制であること 

前述の通り、ドイツでは“リスクポテンシャルに応じた”規制とすべく、建設・運転段

階と廃止措置段階ではリスク及びリスクのスコープが違なることを明確にしている。また

TÜV は、リスクの違いとともに、設備規制の面でも「運転段階では重要度が高かった機能

でも、廃止措置段階では安全上重要とは言えない設備として分類されるものもあるだろう。」

と述べており、解体作業が主となる廃止措置活動において、プラントの状況（設備等含む）

が日々変化する中で、リスクポテンシャルを適切に管理するためにも、設備・機器の適切な

管理が必要であることがうかがえる。 

 

2. 法令では詳細を規定せず、間接的な法的拘束力を有する指針類にて実運用の考え方

を定める 

法令では詳細な規制要件を定めず、加えて、グレーデッドアプローチを適用する旨を明

示している。詳細要件を定めないことで、被規制側の規制対応はプラント固有の状況やス

テージに応じて検討・決定することができるため、被規制側の対応に柔軟性・固有性が与

えられる。これにより、被規制側は状況に応じた廃止措置活動を進められるとともに、被

規制側の安全確保に対する主体性を促すことができる。 

 

3. 廃止措置を着実に進めるため、フェーズごとの部分許可が可能である 

部分許可により、フェーズを分割した上での許認可を発給することで、廃止措置活動が着

実に進展するとともに、最新知見や運用変更の反映が容易となっている。 

 

4. クリアランス検認における標準手続きの設定 

ドイツのクリアランス検認は標準手続きと個別手続きに分けられているが、これは州

のクリアランス規制に関するガイドラインの中にも言及されている。標準手続きであれ

ば、特定の物質を対象に、排出の期間や容積、重量に関わりなくクリアランス決定（我が

国の測定及び評価方法の認可と同等）が発給されるため、将来的に同物質が発生した場合、

同じクリアランス決定を利用して濃度の測定評価が可能である。 

なお、我が国のクリアランス制度では規制当局による測定及び評価方法の認可と、測定

及び評価結果の確認の 2 段階方式によりクリアランス手続きが完了する。放射能濃度の

確認対象物単位で測定及び評価方法の認可が行われることから、測定及び評価方法が認

可された確認対象物と同様の対象物であっても、認可時に確認対象物として含まれてい

なかったものは、都度、確認対象物として測定及び評価方法の認可を取得する必要がある。 
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5. 国際機関における廃止措置に関する検討動向 

5.1 廃止措置に関する安全規制のあり方について 

IAEA、SSG-47 では、GSR Part 6 に記載されている廃止措置におけるグレーデッドアプロ

ーチを参照（下記ボックス内に引用）した上で、グレーデッドアプローチを実行するにあた

り考慮すべき要素として以下を挙げている。 

 

 施設の現状段階（立地、設計、建設、試運転、運転、閉鎖、廃止措置等） 

 施設の複雑さと運転履歴 

 施設の物理的な状態（SSC の状態等） 

 放射線インベントリ（ソースターム）、生物学的インベントリ、化学インベントリ、

等の廃止措置に関連するハザード 

 プロジェクトの範囲（施設の一部 or 施設全体等） 

 情報の不確実性とサポート情報の入手可能性 

 計画された廃止措置活動に関連する複雑さとリスク 

 

我が国において、さらなるグレーデッドアプローチ規制を確立するための分析・提言を行

うにあたり上記の視点・フレームが参考になるものと考えられる。 

5.2 規制策定時、規制適用時における事業者と規制当局とのコミュニケーション 

OECD/NEA は、“The regulatory challenges of decommissioning nuclear reactors”の中で、「事

業者と規制機関の両方が定期的に公開討論を行い、廃止措置計画と活動、規制監督活動を説

明し、国民の懸念に耳を傾けることが重要であるとともに、そのような公開討論は、廃止措

置プロセスの透明性を大いに高めるだろう。（中略）。効率的な規制のために、放出基準、

サイト解放基準、廃棄物処理または貯蔵サイトの利用可能性などの重要な公共政策の問題

は、廃止措置が始まる前の段階で解決することが最善である。」等としており、規制当局と

事業者間での透明性の高いコミュニケーションが必要であること、効率的な廃止措置の遂

行のためには、関連規制基準の策定を前もって作成しておくことの必要性等を訴えている。

我が国における、規制当局と事業者等の間でのコミュニケーションの参考となるものと考

える。 

5.3 大型金属の処理・処分方法、処理設備の共用化 

IAEA、RS-G-1.7、Application of the Concepts of Exclusion, Exemption and Clearance では、ク

リアランス基準の濃度推奨値が示されており、各国は同指針を自国内の環境に適切な形で

カスタマイズした上でクリアランス基準を作成している。また、クリアランス基準をサイト

解放基準の参考とする国もあり、我が国において進みつつある、クリアランス検認手続きの

合理化やサイト解放基準の策定等に関し、さらなる合理化や具体基準の策定の参考になる

ものと考えられる。 
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6. 廃止措置に関する海外諸国との比較・示唆 

2 章～5 章で整理した海外諸国の廃止措置関連規制に基づいて、我が国の廃止措置関連規

制の課題の明確化、及び施策検討に関する提言を次に示す。 

示唆・提言については、我が国の廃止措置を円滑かつ効率的に実施するという目標を前提

とし、現状の廃止措置関連規制により円滑かつ効率的な廃止措置の妨げになりうるポイン

トを課題・示唆として抽出し、その改善に必要な取組について記載する。 

なお、廃止措置規制に関する海外諸国との比較の概要は、添付資料 1 に示す。 

6.1 廃止措置に関する安全規制について 

我が国の廃止措置規制は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（炉

規法）」及び関連規則や内規にて定められており、原子炉の建設から運転、廃止に至るまで

一貫して規制されている。「一貫」の具体的な意味合いとしては、原子炉の設置・運転に関

する設備規制にあたる「原子炉設置許可」が、廃止措置の完了をもって失効するという点で

ある。これはすなわち、我が国の「廃止措置」が「原子炉設置許可」を失効させる過程であ

ることを意味する。 

廃止措置が完了するまでは、廃止措置プラントについても設置許可が効力を有すること

になる。例として、設置許可対象である設備等については、設置許可が効力を存続するため

に、工事計画認可申請（届出含む）やその後の使用前検査の必要性・取り扱いについて議論

が行われている状況にある141。 

また、廃止措置期間中維持管理する設備については、「廃止措置期間中に機能を維持すべ

き設備等（維持管理対象設備）」等として廃止措置計画の審査書類に明記・添付されている。

ここに列挙された設備は、運転中に維持管理が必要な設備と同等な設備であり、かつその性

能もまた運転中と同等に維持管理しなければならない。 

加えて、我が国では 2020 年 4 月から本格運用が開始される新検査制度において、廃止措

置プラントも対象となる方針が示されている。新検査制度では、これまで核燃料物質が存在

する場合のみ実施されることとなっていた廃止措置段階の施設定期検査が、核燃料物質の

存在有無によらず定期事業者検査が必要となる等の変更がなされる予定である142。 

品質管理の強化に伴い、2019 年 9 月 25 日の原子力規制委員会において、廃止措置計画認

可申請書本文に維持管理対象設備に係る記載充実と品質保証計画の記載が追加される案が

示された。この案では、これまで、廃止措置における保安規程審査基準（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）では「核燃料物質の存在」の有無によって、

火災防護や内部溢水対策、重大事故対策等の体制整備については審査基準から除外されて

いたが、新たな品質管理の強化に伴い、核燃料物質の存在有無にかかわらず、火災や重大事

故、大規模損壊等の対策に関しても保安規定の審査対象とするよう変更することが示され

ている143。 

すなわち、我が国の廃止措置関連規制については、核燃料物質の存在有無によらず、基本

的に運転中と同等の規制要件等が求められるという方向性で議論が進められており、グレ

ーデッドアプローチに基づいた規制の浸透が求められる状況にある。 

グレーデッドアプローチに基づく規制を浸透させていくために、海外調査から得られた

知見から、以下のように情報を整理した。 
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●規制‐被規制間での廃止措置のリスクについての共通認識の構築 

廃止措置の規制にあたり、グレーデッドアプローチの考え方を適用することにおいて、規

制当局及び廃止措置事業者間での、廃止措置の位置付け・リスクの考え方について共通認識

を構築することが必要であると考えられる。 

海外調査結果によると、原子炉の運転は継続的な安全確保活動である一方、廃止措置は

「リスクの低減活動」であり、この認識が規制当局と廃止措置事業者間で共有され、浸透し

ている。米英の規制当局に対するヒアリング結果では、特に燃料の取り出し・搬出が終了し

た後については、リスクが大きく低下するため「原子炉として扱う必要がない」との見解も

得られている。こういった廃止措置のリスクの認識の共通認識の構築により、海外諸国では、

運転段階と廃止措置段階を切り分けた規制や廃止措置段階での規制要件の緩和等が行われ

ている（2～4 章参照）。 

加えて、米国においては「廃止措置活動全体を通じたリスクの最適化が重要」という認識

が規制当局と廃止措置事業者間で共有されていることも明らかとなっている。米国の廃止

措置専門業者に許認可の移転も含めて廃止措置を進める例が現れたことについて、米国

NRC は廃止措置専門業者に許認可の移転も承認した理由として、財務保証や技術的な面も

含めて懸念はあったが、これまで電気事業者がマネジメントして実施する例と比較して公

衆の安全を守る上で、早急に廃止措置活動がなされることは合理的と判断したと語った。 

 

我が国においても、各方面にて廃止措置段階のリスクの指標、及びそのリスクレベルが低

いことは概ね共通的に理解されているものと考えられる。しかし、具体的な規制活動や要求

水準まで落とし込んだ検討を進めるにあたっては、廃止措置段階のリスクとリスクレベル

を定量的に評価し、他の尺度（例えば運転中プラント）との比較等を通じた差異を示すこと

が必要であるものと考えられる。 

米国 NEI へのヒアリングの際、廃止措置におけるリスクの具体的な評価方法や指標の設

定について議論を行った際には、確率論的リスク評価（PRA）手法の直接的な適用は難しい

にせよ、リスクトリプレット（シナリオ、発生確率、影響度）の考え方は適用できることか

ら廃止措置段階におけるソースターム評価、線量評価を適切に行うことで廃止措置プラン

トにおける定量的なリスクの評価が可能であるとの意見が得られている。なお、廃止措置プ

ラントへの新検査制度の適用については、発電炉とはリスクレベルが大きく異なるととも

に、リスクの重要度を測る閾値の設定等が難しくチャレンジングであるとの見解を示して

いた。 

また、米国 NRC と廃止措置プラントの新検査制度の適用について議論した際には、リス

ク源は基本的に燃料に集約されていることから、燃料の所在（プールに保管されているのか、

乾式貯蔵に移行済か等）により、対象施設のリスクは大きく異なる。従って、燃料の所在に

よって、新検査制度を廃止措置プラントに適用する試みに対して一定の理解を示していた。 

これらの議論は、規制の枠組みや規制要件を適切に設定する上で、リスクベースでの詳細

検討が不可欠である旨を表しているものと考えられる。 

 
 

●グレーデッドアプローチの浸透のための検討・対話 

事業者と規制当局の間において、廃止措置のリスクに関する共通認識が構築されたこと
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を前提として、実際の規制活動の運用のあり方についての議論を行っていくことで、グレー

デッドアプローチが浸透した規制運用が実現できるものと考えられる。廃止措置のリスク

に基づいて、規制要件として免除が可能なもの、リスク上重要な要件へのリソース配分の見

直し等、具体的な規制活動における運用をリスクベースで構築していくことが必要である。 

海外諸国における規制活動におけるグレーデッドアプローチの例としては、下記に示す

ように、規制要件の免除項目の設定や、規制介入の簡易化（届出のみとし規制当局の承認を

必要としない要件の設定等）等が存在し、こういった具体事例を用いて規制当局への具体運

用の提案活動を実施していくことが必要である。 

米国は規制要件自体、廃止措置段階では不要とする要件は除外するとともに、運転許可

（テックスペック）に付帯しない規制要件は NRC の認可が不要で変更を行うことが可能で

あること、テックスペックについても燃料除去後テックスペック（PDTS）等にて再定義す

ることができるなど、リスクの低下に応じて必要な規制要件を削減しながら廃止措置を実

施している。 

英国は規制要件がサイト許可条件（LC）として各種整備され、廃止措置は主として LC35

に基づいて実施される。その他の LC（例として放射線防護やマネジメント等）も廃止措置

作業中に関連するものは適用されるが、運転中や建設中等と廃止措置に関する要件を分け

ていること、また、各種規制要件は詳細な規定を定めず、多くを許認可取得者のリスクに基

づく主体的な対応に委ねているという点で、我が国とは異なる様相である。なお、規制活動

の運用としても、規制機関（ONR）の主体的な規制活動（一義的な規制権限）と、被規制側

が自発的に実施する許認可活動（派生的な規制権限）で実施されるなど、あくまで許認可取

得者側の自主性を尊重した規制活動となっている点は、プラント固有の状況、段階に応じた

規制遵守活動を実施するための基盤となっている。 

ドイツは、運転認可が廃止措置時に失効する場合と失効せず継続されるもの等に分けら

れたり、事故想定等が考慮されていたりと我が国と近しい規制が行われているが、いずれも

廃止措置段階のリスクポテンシャルに応じた検討、見直しが必要とされている点で、運転中

と廃止措置段階のリスクの違いを考慮した規制となっている。 

6.2 規制策定に関するコミュニケーションについて 

廃止措置関連規制に限らず、我が国における規制とのコミュニケーションという観点で

は、個別プラントの審査等を除いて、事業者共通の課題や事業者全体に適用される規制等に

ついては、ATENA が、事業者を代表して規制との対話を実施する枠組みがある。 

各種新規制等の策定検討における行政プロセスを見ると、原子力規制委員会の下に設置

された各種審議会やワーキンググループにおいて、有識者を混ぜた検討が行われ、許認可取

得者は「意見聴取」の形で会議体に参画することが多い。なお、各種新規制等の施行にあた

っては、パブリックコメントの募集等によって公衆意見の取り込みが実施される。 

上記のような規制策定に係る行政プロセスは、海外諸国と比較して、特段大きな差異は見

られなかった。海外諸国の調査結果より、規制策定の検討を働きかけるための規制当局との

コミュニケーションのあり方、及び、廃止措置を円滑に進める上での立地地域とのコミュニ

ケーションにおいて、次の 2 点が参考になる。 
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●民意への積極的な働きかけを行うこと 

米国 NEI は規制の策定検討に向けて、国民（議会議員を含む）に対する情報発信を積

極的に実施している。これは、NRC に対し、規制改定や業界意見の反映検討を促すため、

NRC が連邦政府機関であるという立場を利用し、効率的な規制活動が実施されているか

どうかを監督する議会（ひいては国民）からの圧力・指摘等を利用するためである。 

我が国においても、新検査制度自体の仕組みを含め、事業者からの審査手数料の徴収の

仕組み等、国民への説明とコミュニケーションを図っていくことは民意の巻き込みの一

つの例であると考えられる。こういった、民意の巻き込みを通じて、訴求力を高めた上で

規制当局とのコミュニケーションを実施していくことは、米国のコミュニケーションの

事例から得られた示唆の一つであると考えられる。 

 

●より有効な立地地域とのコミュニケーション手段の検討 

 我が国では、廃止措置となったプラントはあるものの、廃止措置を実施した実績は少な

い。従って、廃止措置を円滑に進める上での立地地域とのコミュニケーションのあり方に

ついては、海外事例が参考になりうる。 

 例えば、米国では、連邦政府も廃止措置段階の立地地域とのコミュニケーションを重視

している。多くの廃止措置中サイトにおいて、立地地域住民とのコミュニケーションパネ

ルが設けられ、立地地域住民の廃止措置活動に対する不安（建屋の耐震性や解体方法の安

全性など）を払拭する動きがある。これらの活動は、電気事業者がスポンサーとなって行

われるべきか、自治体のような中立的な組織がスポンサーとなって運営されるべきかな

どの議論がある。加えて、米国 NEI は 2013 年に、廃止措置プラントの増加を迎えるにあ

たり、ほぼ同時期に廃止措置プロセスを経験する事業者のために「廃止措置コミュニケー

ション・タスクフォース」を設置し、90 年代に先行した廃止措置プラントの立地地域と

のコミュニケーションの教訓をとりまとめ、共有する取組も実施している。これらの取組

は、今後、我が国における立地地域とのコミュニケーションのあり方やその立て付けの参

考になると考えられる。 

6.3 大型金属等の処理・処分方法・処理設備の共用化について 

我が国では、青森県六ケ所村に位置する六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターにお

いて、運転に伴い発生する L2、L3 相当の放射性廃棄物が埋設されている。また、日本原子

力発電株式会社は解体によって発生するL3相当の放射性廃棄物の埋設施設（東海発電所用）

の事業許可を申請中である。 

その他の放射性廃棄物を対象とした処分場が現時点で確保されていない中、廃止措置を

実施している事業者は各種廃止措置により発生した廃棄物を敷地内に保管している状況で

あり、廃止措置に限らず運転中に交換された蒸気発生器等の大型金属についてもこれらの

処理実績が乏しいことなどから発電所敷地内に保管が続いている。こういった放射性廃棄

物の取り扱いがボトルネックとなり、廃止措置作業が停滞する可能性があることも課題の

一つである。 

加えて、大型金属を含む放射性廃棄物（低レベル放射性廃棄物）の物量を削減するという

点で、クリアランス物を一般廃棄物として処分及び再利用できることが重要となる。クリア

ランスの再利用にあたっては、原子力業界内での再利用等は実績が存在し、また、市中再利
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用を促進するための国民理解の醸成活動の一環として、クリアランス制度に関する情報発

信や再利用品の展示といった PR 活動等を実際されているものの、現状として市中での再利

用の実績はない状態である。 

 

以下に我が国における大型金属等の処理・処分方法に対して必要な取組を記載する。 

 

●廃棄物の処理・処分に係る方針の設定とオプションの総合的な評価に基づく意思決定 

大型廃棄物の取り扱い（保管・処理・処分・クリアランス等）を進めるにあたっては、保

管施設や処理・処分場の確保が大きな課題である。保管施設や処理・処分場の確保に向けた

検討を進める中で、大型廃棄物の処理・処分の方針を定めた上で、具体的なオプション（一

時保管、一体廃棄、解体・処分、一部を海外企業に委託する、クリアランスとする等）を評

価・決定していく取組が一案として挙げられる。 

例えば、英国では廃棄物戦略が NDA から公開されており、この廃棄物戦略に基づいた各

種廃棄物の処理・処分が進められる。廃棄物の取り扱いに関するオプションは、BPEO 評価

によって、技術的、社会的、経済的観点等から合理的だと判断されたオプションが選択され

る。 

大型廃棄物としての具体的な事例としては、英国内で廃止措置が進められているマグノ

ックス炉の熱交換器の処理・処分に関して 3.3.1 で紹介した例が挙げられる。マグノックス

炉であるバークレー原子力発電所の熱交換器の処理・処分に関しては、2001 年時点では、

サイトの最終的なクリアランス完了まで、サイト内で貯蔵するオプションが、BPEO とされ

ていたが、低レベル放射性廃棄物管理に関する政策や政府戦略を踏まえ、英国とスウェーデ

ンの規制当局等の関係機関への意見聴取も行った結果、サイト外に熱交換器を搬出し、スウ

ェーデンにおいて処理を行うオプションに転換されている。 

適切な廃棄物戦略の策定による方針の設定と、具体的な廃棄物の取り扱いオプションを

決定する BPEO 評価により、大型廃棄物の取り扱いに関する最適解を導出することが必要

であると考えられる。 

 

●クリアランスを含む総合的な廃棄物戦略の策定に基づくクリアランスの理解醸成 

クリアランスの再利用は、資源の再利用、廃棄物の減容化の観点から重要な取り組みであ

り、その再利用技術についての実証事業等が既に実施されている。今後廃炉が増加するにつ

れて、クリアランス制度の対象となる廃棄物も増加する見通しである。 

さらなるクリアランス物の再利用の拡大のためには、クリアランスの業界内再利用による

実績を積み重ねることで国民への理解醸成を進めるとともに、クリアランスを含む総合的

な廃棄物戦略の策定において民意を取り込み、合意形成を図ることが一案として挙げられ

る。 

前述の通り、英国 NDA の廃棄物戦略には、ステークホルダー意見の反映についての明示

的な記載が存在する。これにより、ステークホルダーの理解は得られたものとして、戦略に

基づく円滑な廃棄物処理・処分が進めることができる。これは、クリアランスに関しても同

様である。 

なお、ドイツは、クリアランス物の市中再利用の実績が多く、国民への説明・理解醸成と

いう点で、市中リサイクルの具体的なオプションを検討する際の参考になる。 
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7. まとめ 

本事業では、米国、英国、ドイツを主な対象に、文献調査及び各国原子力規制当局や事業

者代表組織等へのヒアリング等を通じて、廃止措置に関連する規制に焦点を当てた調査を

行った。また、海外諸国との比較に基づいて、廃止措置に関連する各種課題を抽出し、我が

国に必要な取組としてとりまとめた。 

我が国の廃止措置規制は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（炉

規法）」及び関連規則や内規にて定められており、原子炉の建設から運転、廃止に至るまで

一貫して規制されている。「廃止措置」とは「原子炉設置許可」を失効させる過程であるこ

とから、廃止措置が完了するまでの間、設置許可が継続的に効力を有することになる。これ

により、特に設置許可対象とされている設備等については、廃止措置段階における工事計画

認可や使用前検査の必要性・適用範囲等について議論が行われている。 

加えて、我が国では 2020 年 4 月から本格運用が開始される新検査制度において、廃止措

置プラントも対象となる方針が示されている。これに伴い、核燃料物質の存在有無によらず

定期事業者検査が必要となることや、品質管理の強化に伴う、維持管理対象設備に係る記載

の充実や保安規程審査基準（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）における審査対象項目を変更する旨が示されている。 

このように、我が国の廃止措置関連規制については、核燃料物質の存在有無によらず、基

本的に運転中と同等の規制要件等が求められるという議論がなされている。原子力規制委

員会は現在、2020 年 4 月以降（2025 年 3 月末まで）の第 2 期中期目標の策定に向け検討を

進めている。第 2 期中期目標の骨子案には新たに、「リスク情報を活用したグレーデッドア

プローチの積極的な適用により、安全上の重要度に応じて規制要件などを見直す」と記載さ

れており144、今後、規制にグレーデッドアプローチを積極的に取り込んでいく意思を示して

いる。 

海外諸国では、米国では、「公衆の健康と安全を第一に考える」という大前提のもと、「効

率性」にも配慮した上で廃止措置のリスクに合わせた、規制要件の免除等を実施している。

英国は Regulators’Code や Enabling Regulation の考え方に基づき、許認可取得者の活動を極

力妨げないという前提の下、許認可取得者側に規制対応の主体性を委ねた規制を実施して

いる。ドイツは、連邦法にてグレーデッドアプローチの適用を明示した上で、廃止措置のリ

スクに基づいた規制および規制対応が可能となるよう、各種指針等にて具体運用の考え方

を示している。このように、グレーデッドアプローチに相当すると考えられる規制および規

制対応の様相は様々であるが、いずれも廃止措置の各国が考える「リスク」に基づいた規制

要件や規制対応の運用方法が整備されている。 

廃止措置を円滑かつ効率的に実施するには、グレーデッドアプローチに基づく廃止措置

規制の実現は言うまでもなく、必要な取組としてとりまとめた規制当局とのコミュニケー

ションや立地地域とのコミュニケーションの改善、廃棄物管理の課題解決に向けた最適な

廃棄物戦略の構築といった廃止措置を取り巻く環境の総合的な課題解決が必要となる。今

後より一層、グレーデッドアプローチの考えに基づいた議論が進められていくことが望ま

れる。 
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9. 添付資料

9.1 添付資料 1 海外諸国との比較の概要 

大項目 小項目 日本 米国 英国 ドイツ

規制（グレーデッドアプローチを
含む）の考え方・背景

・炉規法にて、運転から廃止措置まで一貫して規制され
る。（設置許可は廃止措置の完了をもって失効する）
・2020年4月から開始される新検査制度にて、廃止措
置プラントにも新検査制度を適用する方針が示されてい
る。

・規制の考え方としては、公衆の健康と安全を第一に考え
ることが大前提として存在する。また、NRC規則の5原則
の一つに「効率」が掲げられている。
・廃止措置はリスク低減活動であり、90年代のリスク情報
活用の流れ、廃止措置プラントの増加を背景として規制
が見直されてきた。
・リスクの低減に合わせた規制活動でなければ、早期にリ
スクは低減しない（リスクに見合わない過剰な規制をして
しまうことで、早期の廃止措置が完了せず、公衆の健康と
安全に悪影響を及ぼす）と考えている。

・Regulatorsʼ CodeやEnabling Regulationの考え
方に基づき、環境や公衆の保護を目的としつつも、事業
者の活動を妨げることなく、合理的な規制活動を行うのが
基本姿勢である。
・各種規制文書についても、詳細項目は規定せず、細か
な規制対応は事業者にゆだねる方針であり、「原子力安
全を実証する責任は事業者にある」との認識を示してい
る。
・廃止措置は運転プラントと異なり、リスクの低減活動であ
るとの認識を事業者と共有している。

・連邦法である、放射線防護法および原子力法におい
て、グレーデッドアプローチの適用を要求している。
・直接的な法的拘束力を有する法令や規則に詳細な規
定はなく、原則が示される。法令・規則に下に位置する
BMU通達や諮問委員会による各種指針（ガイドライ
ン）にはこれら原則を運用する際のより具体的な考え方
が示され、規制適合の際に参照されることから、間接的な
法的拘束力を有する。
・廃止措置と建設・運転は切り離して考えらえれており、
廃止措置中の安全評価も、建設・運転時の設計要件
等を用いた評価でなく、施設の状態に応じた評価が必要
となっている。

廃止措置リスクの認識

・新検査制度における廃止措置プラントの扱いは明確に
されていないが、発電炉のコーナーストーンを準用する形
で運用されるものと考えられる。
・2020年2月時点の原子力規制委員会HPでは、廃止
措置では「閉じ込め機能」が安全確保のための主な機能
として記載されている。
https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/rea
ctor/haishi/haishi0.html

・燃料の取り扱い次第（使用済燃料プールでの保管、
乾式貯蔵への移行等）でリスクが大きく変化すると考えて
いる。
・廃止措置活動で段階的にリスクが低減していくという認
識を持つことが規制側と被規制側双方にとって重要との認
識を示している。

・燃料を取り出した後のプラントは、”原子炉”として認識し
ておらず、燃料取り出し後は大きくリスクが低減されると考
えている。
・燃料取り出し以外で、廃止措置活動で主要なリスクは
「廃棄物管理」であると認識している。

・使用済燃料と放射性物質の環境放出といった原子力
安全は基本としつつ、最も重要なリスクは労働安全である
と認識している。
・廃止措置中の設備規制については、運転段階と切り離
して考える必要があるとしている。運転中プラントのSSCの
考え方と廃止措置中の安全上重要な設備は異なること
を考慮した設備規制を行っている。

グレーデッドアプローチの実現方
法

・令和元年関連内規では、核燃料物質が存在しない場
合に保安規定の一部（内部溢水防護体制や重大事故
対策体制の整備等）を審査対象外とする措置が存在し
たものの、新検査制度への移行に伴う品質管理の強化
に伴い、燃料の存在有無にかかわらず外部事象対策など
への備えについても記載が必要となる。
・また、新検査制度移行後は、核燃料物質の存在有無
によらず定期事業者検査が必要になり、性能維持施設
の検査対象範囲の具体化・すり合わせの議論が行われて
いる。

・規則レベルで要件緩和を規定、テックスペックに抵触しな
いCFR50.59に基づく変更等、CFR50.12に基づく免除
の申請、テックスペックの変更など許可変更による要件緩
和の5つに分けられる。
・検査においては、廃止措置段階や方式に応じて、廃止
措置が進むにつれて、検査時間が減少するよう整備され
ている。

・事細かに規制要件を示すのではなく、安全確保に一義
的な責任を負う事業者の対応を、リスク等に応じてフレキ
シブルな規制活動を行っている。
・規制機関（ONR）はPrimary Power（一義的な規
制権限）とDerived power（派生的な規制権限）の
2つの権限により規制を行っており、燃料の取り出し等、リ
スク上重要な作業ポイント以外は、事業者側から廃止措
置活動の許認可を申請し、ONRの承認を得て進める形
である。
・コミュニケーションの観点としては、現場レベルでは毎日、
上層部間では数か月に1回程度の頻度で規制と事業者
が議論を行っている。

・廃止措置活動においては、各種通達や指針類を3つの
カテゴリに分類している。3つ目のカテゴリの文書類は廃止
措置のリスクレベルに応じた運用の変更に関する文書カテ
ゴリとされ、廃止措置中の規制対応活動の参考となって
いる。
・なお、廃止措置活動の際の各種作業計画や運用変更
は、”セーフティケース”の変更によって行われる。セーフ
ティーケースの変更は許認可活動であるため、規制当局
の承認が必要である。
また、廃止措置に限らず「部分許可」が認められており、
廃止措置を複数フェーズに分けて許認可発給できる。部
分許可は、廃止措置の最新知見の反映や規制当局の
レビューのマイルストーンとして、柔軟な廃止措置活動の
実現に有効であると考えられる。

規制策定過程での規制とのコ
ミュニケーション

・規制とのコミュニケーションについては、ATENA等の事業
者代表組織もしくは事業者個別に面談（意見聴取）や
審査会合を実施し、検討が行われる。
・規制文書や内容については、学識経験者を招いた審議
会・WG等で検討。

・規制策定におけるステークホルダーの関与は連邦法でも
規定されている。
・NRCは行政プロセス上のステークホルダとのコミュニケー
ション以外にも、○○を実施している。これは、規制の策
定にはより多くの情報が必要となるため。
・NEIは規制の策定検討に向けて、民意（議会議員を
含む）にホームページやパブリックミーティング、メディアを通
じた情報発信を行っている。これは、米国における行政的
な立て付け上非常に重要とのこと。
・原子力事業者-規制当局間は文書のやり取りや、常駐
検査官とのコミュニケーションを行うが、これは運転中と変
わらない。

・法律・規則の策定に関しては、英国政府は事前にパブ
リックコンサルテーションを実施し、そこで寄せられた意見等
を踏まえて法律・規則の内容を最終化する。
・ONRが検査官向けに策定し、事業者も参照する指針
等は事業者からONRにフィードバックを送付することが可
能である。

・法令等については、各種委員会等の場で規制当局や
事業者、TSO機関等が議論している。ただし、事業者や
TSO機関の意見が規制案や法体系に取り込まれることは
ほとんどなく、あくまで技術的な視点での確認（意見聴
取）といった視点が強い。
・一方、法令等の具体的な運用方針を示す指針等の文
書については、事業者や外国規制機関、TSOによる専門
家組織が策定主体となっている。

規制適用における国民（立地
地域を含む）とのコミュニケーショ
ン

・規制内容の原案をパブリックコメントに付す形で公衆意
見を取り入れる。

・立地地域に対しては、市民関与パネルが設けられ、住
民の不安払拭等に向けたパブリックミーティング等を行う。
これは、連邦議会も重要と認めており、NRCがパネルの運
用や効果について報告を取りまとめている。

・パブリックコメントの実施はもちろんのこと、原子力に関す
る意思決定に多様なステークホルダーを巻き込む目的
で、各種文書や規制案に関する詳細さ・専門レベルを段
階的に変化させた説明文書を公開・発信している。

・行政手続きの一環で意見聴取などが行われるが、法令
に基づくステークホルダーグループなど特定の常設組織の
設置はない。
・ドイツでは2011以降、クリアランスの再利用等に対して
各種自治体や活動団体が反対運動を実施しており、こ
れらによって廃止措置の進捗に影響が出る場合も存在す
る。

大型廃棄物の処理・処分の実
態

・埋設可能な処分場が現時点で確保されていないことや
処理実績が乏しいことなどから、事業者は交換後の蒸気
発生器等をサイト内に保管している状況にある。

・大型金属等の解体方法や除染方法についてNRCは定
めていないため、許認可保有者が費用対効果の高い手
法を選定し、実施する。実態として、費用、作業員の被
ばくリスクを考慮し、解体せずに処分されることがほとんどで
ある。
・蒸気発生器等の大型廃棄物は低レベル放射性廃棄
物として処分されている。

・放射性廃棄物管理は、環境への影響と戦略的な優先
度に応じた分類（ヒエラルキー）に基づき、最適な管理
方針を選択するのが基本方針
・廃棄物の処理・処分についてはあらゆるオプションを検
討。意思決定の際にはBPEO（Best Practicable
Environmental Option）の評価を実施する。

・ヴュルガッセン発電所の圧力容器上蓋をクリアランスする
等の事例が存在する。ただし、大型機器をクリアランスする
場合、検認プロセスにリソースがかかることから再利用され
ることはまれである。

クリアランスの制度・理解醸成

・クリアランス検認プロセスの合理化に関する規制改正が
実施された。
・クリアランス物のPRやクリアランス制度の紹介といった情
報発信活動が実施されるとともに、クリアランス実証事業
も実施されている。

・クリアランス制度は法としては整備されていない。1986年
より制度の検討はなされたものの、金属業界等含む利害
関係者等による強い反発を背景に、検討は中止された。
近年ではNRCの定期的な規制策定活動の見直しの中
でクリアランス基準の設定が含まれていたが検討は中止さ
れている。
・一部金属に対しては、エナジーソリューションズ社が遮蔽
ブロックを鋳造するなどの動きはある。

・クリアランスレベルについては、IAEAが改訂した国際基本
安全基準（BSS）を踏まえ、2013年に制定された基本
安全基準指令（European
Directive2013/59/Euratom）に準拠している。
・クリアランスの検認プロセスの中に”不確かさ”の考慮も含
まれている。不確かさを含めた評価を行うことで、公衆受
容の観点での信頼性を担保している。
・廃棄物マネジメント戦略の策定にパブリックを巻き込んだ
検討結果が盛り込まれている。ゆえに、廃棄物の扱いに
関しては公衆とも合意形成済みとの前提で事業者や
ONRが廃棄物処理・処分を進める。

・無条件クリアランスと条件付きクリアランスが存在し、それ
ぞれ対象物や利用用途別に細かな規定が存在する。
・検認プロセスには、標準的な検認プロセスと、個別の検
認プロセスが存在し、前者はプロセスが定式化されている
ことから、事業者の負担は大きくない。一方、後者（例え
ばタービンのクリアランス等）は個別で検認プロセスを検討
し評価を行わなければならないことから、事業者は多くのリ
ソースを割くことになる。
・なお、”不確かさ”についても評価・考慮した上でクリアラン
スが実施される。（対応するSSK指針が存在する）
・クリアランス物は高速道路や廃棄物コンテナ等に再利用
されている実績が存在する。

廃止措置
関連規制の

内容

規制策定に
関するコミュ
ニケーション

廃棄物の処
理・処分
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