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保安院通達と製作時検査項目の比較及び検査区分

検査項目 検査実施区分 検査実施者

保安院通達による
検査項目

製作時検査項目
製作時
記録確認

実測

ＪＡＥＡ

請負業者定期自主検査
として実施

容器承認書再
取得の際に実施

1.材料検査 1.材料検査 〇 ←

2.寸法検査 2.寸法検査 〇 〇 〇 ２月

3.溶接検査 3.溶接検査 〇 〇 － ２月

4.外観検査 4.外観検査 〇 〇 － －

5.耐圧検査 5.耐圧検査 〇 〇 －

6.気密漏えい検査 6.漏洩検査 〇 〇 － －

7.遮蔽性能検査 7.しゃへい検査
（性能検査・寸法検査）

〇 ←

8.遮蔽寸法検査 〇 ←

9.伝熱検査※１ －

※１：ロ章B（熱解析）に示すとおり、一般の試験条件下の最大崩壊熱量が175Wと微小であるため熱的平衡に達するまでに
長時間を要し、温度計測が不可能に近いこと、また、解析結果が基準値を大幅に下回っていることより、本解析結果の
みで十分安全性が確認できるが、伝熱性能に影響を与えるような変形、異物の付着などがないことを確認するために、
上記「2.寸法検査」及び「4.外観検査」を代替検査として実施したい。

10.吊上荷重検査 8.荷重検査 〇 － ２月

11.重量検査 9.重量検査 〇 〇 －

12.未臨界検査※２ －
※２：本輸送容器に収納する試料は最小臨界量を十分下回っており、ロ章E（臨界解析）により十分安全性が確認できる。ま

た、中性子吸収材を使用しないこと、幾何学的配置も特に考慮していないことから、従来より未臨界検査実施していな
いが、臨界に至るくぼみ等のないことを確認すべく、上記「2.寸法検査」及び「4.外観検査」を代替検査として実施したい。

13.作動確認検査 10.作動確認検査 〇 〇 － －

14.取扱い検査 11.取扱検査 〇 〇 －

12.バルサ材充填確認検査 〇 ←

13.溶接施工法確認試験 〇 ←

14.溶接士技量試験 〇 ←
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補正申請までのスケジュール

検査対象物 日 25 31 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 29 5 10 15 20 25 31

密封容器 JAEA
格納容器 請負業者

緩衝体 JAEA
試料ｽﾍﾟｰｻｰ JAEA
試料容器 JAEA
架台 JAEA

請負業者

JAEA
吊上荷重検査 請負業者

密封容器 JAEA
格納容器 JAEA※1

緩衝体 JAEA※2

試料ｽﾍﾟｰｻｰ JAEA
試料容器 JAEA
架台 JAEA※2

取扱い検査 JAEA

検査項目

重量検査

寸法検査
補
正
申
請
に
係
る
検
査

定
期
自

主
検
査

健全性評価（40年）、報告書作成等

他

溶接検査
耐圧検査

外観検査
気密漏えい検査
吊上げ検査
作動確認検査

月

年 令和元年 令和２年

10 11 12 1 2 3

契約
契約手続き 要領書等作成、教育、指定登録

校正期間更新～11/22

年
末
年
始
休
暇

※1：重量計は請負業者が準備。
作業はJAEAが実施。

※2：重量計校正期間更新期間
（11/22）まで作業不可。

補正申請

実績 今後の予定

給排気停止
（設備点検
業務のため）

現在

核燃料取扱作業に係る緊急時対応訓練 2
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						試料スペーサー シリョウ		JAEA

						試料容器 シリョウ ヨウキ		JAEA

						架台 カダイ		JAEA

				溶接検査 ヨウセツ ケンサ				HITZ

				耐圧検査 タイアツ ケンサ		格納容器 カクノウ ヨウキ		JAEA
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				吊上荷重検査 ツリア カジュウ ケンサ				HITZ
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振替休日

文化の日

勤労感謝の日

天皇誕生日

成人の日

建国記念の日

春分の日

廃棄物管理課の重量計校正期間
～11月22日（金）まで

架台引き出し作業（フォークリフト：廃棄物管理課から貸与）

査察

棚卸

片付け

検査対象物および実施者

給排気停止　風量計の校正作業

給排気停止
（プロセス計装設備点検調整作業）

IAEA査察対応

検査装置
更新作業

監査、契約手続き

契約

教育、指定登録、要領書等作成
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契約

契約手続き

要領書等作成、教育、指定登録

校正期間更新～11/22

年末年始休暇

※1：重量計は請負業者が準備。
　  　作業はJAEAが実施。
※2：重量計校正期間更新期間
　　（11/22）まで作業不可。


補正申請

実績

今後の予定

給排気停止
（設備点検
業務のため）

現在

核燃料取扱作業に係る緊急時対応訓練
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まとめ

〇令和元年7月4日（木）の審査会合において、容器承認の有効
期限が失効したことについて、指摘された内容は、「製作されて
から40年が経過した輸送容器の健全性を示す」こととなった。

〇現在までに原子力機構で寸法検査、重量検査の一部及び耐圧
検査を実施した。

〇今後の予定としては、年内を目途に定期自主検査項目の一部
検査（外観検査、吊上げ検査）を実施し、令和２年２月迄にセル
内で行う定期自主検査項目（作動確認検査、気密漏えい検査）
、請負業者による寸法検査、溶接検査、吊上げ荷重検査、重
量検査及び輸送容器の健全性評価（40年）を実施する。

〇補正申請は令和２年３月を予定。
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