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第１章 序  論 

 

 原子力発電所の保守管理に関する規程については，総合資源エネルギー調査会原子力安

全・保安部会「検査の在り方に関する検討会」（平成 14 年 2 月～）にて示された保守管理

についての基本的理念を受け，従来の「原子力発電所の設備点検指針」（JEAG4209-1996）

を，平成 15 年に規格化し，「原子力発電所の保守管理規程」（JEAC4209-2003）として制

定された。さらに，再開された「検査の在り方に関する検討会」（平成 17 年 11 月～）にて

示された検査制度に対する課題認識を受け，プラントごとの保全活動の充実及び保安活動

における安全活動の一層の徹底等を目指し，組織が行うべき保全に関する計画，実施，評

価及び改善（PDCA）の基本要件を盛り込み，JEAC4209-2007 として改定した。 

また，JEAC4209-2007 に記載の要求事項について，保守管理を実施する者の理解を助け

るために，「原子力発電所の保守管理指針」（JEAG4210-2007）を新たに制定した。 

 

［基本方針］ 

 2007年のJEAC4209の改定及びJEAG4210の制定は， 以下の基本方針を基に実施した。 

 

１．今後 10～20 年先の原子力発電所の保守管理を見据えたプロセスを規定した。このため，

「検査の在り方に関する検討会」での議論等を踏まえ，保守管理全体の PDCA の流れを

具体的に規程化，指針化した。 

 

２．保全活動を行う現場技術者が理解できて使いやすいものとした。すなわち，論理展開

がシンプルで平易な記述にした。 

 

３．JEAC4209-2007 では，保全の骨格に当たる要求事項を規定し，また，JEAG4210-2007

では要求事項の意図，目的などの理解促進のための例示等を明示した。これにより組織の

創意工夫を活かしつつ，標準的な考えによる保全の実証と成果を共有できるようにした。 

 

４．最新の技術的知見やこれまでの高経年化対策に関する議論を踏まえて保全活動の充実

を図ることとし，その考え方を盛り込んだ。 

 

2014 年の JEAC4209 及び JEAG4210 の改定では，新規制基準における要求事項の反映

や他の保全活動との連携，保全活動管理指標の更なる活用，状態監視の更なる活用の観点

で，改定を行った。 

 

2016 年の JEAC4209 及び JEAG4210 の改定では，重大事故等対処設備について，保全

対象範囲の明確化など保全に係る基本的な考え方の追加，海外規格等の調査結果を踏まえ

て，保全活動におけるリスクの検討・評価を積極的に活用することの観点で，改定を行っ

た。 
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 今回の JEAC4209 及び JEAG4210 の改定に関する基本方針は，以下のとおりである。 

 

2017 年 4 月の「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法

律第 166 号）」（以下，「原子炉等規制法」という。）の改正により，従来の検査制度を改め，

リスク・インフォームド，パフォーマンス・ベースの考え方を取り入れ，原子炉施設の安

全性を監視・評価する米国の原子炉監督プロセス（ROP：Reactor Oversight Process）を

参考とした原子力規制検査が導入されることになった。保守管理に係る新たな検査制度導

入のポイントは以下の 2 点であり，必要な反映を行った。 

 

［事業者検査化］ 

１．これまで国が実施していた検査（施設定期検査，使用前検査等）を事業者責任で実施

すること。 

 

［自主的安全性向上に向けた取組みを促進］ 

２．事業者が継続的な安全性向上を図るためにリスク情報を活用して，より安全性にフォ

ーカスした保安活動への改善を行うこと。 

 

  また，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則（昭和 53 年通商産業省令第 77

号）」（以下，「実用炉規則」という。）の改正により，供用開始前の設計及び工事から供用

開始後の保守管理までの一連が施設管理として定義された。このため JEAC4209-20XX で

は，「原子力安全のためのマネジメントシステム規程」（JEAC4111-20XX）（以下，

「JEAC4111-20XX」という。）で規定する設計管理を除いた施設管理のプロセスを，保守

管理のプロセスの対象範囲とした。 

 

［規程の基本構成について］ 

１．「実用炉規則」第 81 条（発電用原子炉施設の施設管理）に規定される事項及び「検査

の在り方に関する検討会」で示された理念は，全てJEAC4209-20XXで受けるのではなく，

JEAC4111-20XX及びJEAC4209-20XXで受けるとの考えでJEAC4209-20XXは構成した。 

 

２．JEAC4209-2016 と同様に，利用者が理解しやすくするため，JEAC4209-20XX と

JEAC4111-20XX で重複する事項の一部についても記載し，JEAC4111-20XX の要求であ

る旨，補足した。 

 

 (1) JEAC4111-20XX の第 5 章「経営者の責任」の「5.1 経営者のコミットメント」を受

けて，JEAC4209-20XX では第 7 章「業務の計画及び実施」の「7.1 業務の計画」「7.2.1

業務・原子力施設に対する要求事項の明確化」「7.5.1 業務の実施の管理」「7.5.2 業務

の実施に関するプロセスの妥当性確認」，第 8 章「評価及び改善」の「8.1 一般」「8.2.3

プロセスの監視及び測定」「8.2.4 検査及び試験」「8.3 不適合管理」「8.4 データの分析
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及び評価」「8.5.1 継続的改善」「8.5.2 是正処置」「8.5.3 未然防止処置」の要求事項のう

ち，保守管理に係る事項を具体化することを意識した構成とした。 

 

 (2) JEAC4111-20XX の第 6 章「資源の運用管理」の「6.2.2 力量，教育・訓練及び認識」，

第７章「業務の計画及び実施」の「7.3設計・開発」「7.4調達」に相当するJEAC4209-20XX

の記載は，保守管理上注意すべき点などの記載にとどめ，JEAC4111-20XX との重複記

載を極力少なくした。 

 

３．保全の有効性を評価するため，保全活動管理指標を設定，監視することを記載した。 

また，これに加え保全データ等も保全の有効性評価に活用し，保全を継続的に改善さ

せていくことを盛り込んだ。さらに，高経年化技術評価の知見の活用についても言及し

た。 

 

４．定期事業者検査に必要な事項は，規程の各項目に盛り込んだ。 

 

［JEAC4209-20XX 及び JEAG4210-20XX の構成について］ 

 上記の方針に基づき，JEAC4209-20XX 及び JEAG4210-20XX の構成は以下のとおりと

した。 

１．JEAC4209-20XX の構成 

  本文： 

    保守管理上の要求事項となるものを記載した。 

  解説： 

    (1) 法令，規程等（上位規程である JEAC4111-20XX 含む。）との関係を示した。 

    (2) 本文の要求事項の趣旨を理解するための説明を示した。 

      なお，解説は要求事項の一部ではない。 

 

２．JEAG4210-20XX の構成 

JEAG4210-20XX においては，JEAC4209-20XX の規程本文及びその解説を太枠で囲

い明示した上で補足するとともに，例示及び添付資料を記載した。 

例示： 

    具体的な運用事例として規程の要求事項を理解するために有用なものを示した。

実際の運用では，組織は例示を参照し，独自に具体的な運用を定めることになる。

詳細な方法等を記載している場合もあるが，他の方法等にて JEAC4209-20XX の要

求事項を満足する場合に，それらの方法等により運用することを妨げるものではな

い。 

添付資料： 

    JEAC4209 及び JEAG4210 の理解を深めるために，有用と思われる資料を参考情

報として掲載した。  
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第２章 要求事項 

 

MC-1 目  的 

 本規程は，原子力発電所の事業者（以下，「組織」という。）が実施する原子力安全の

ためのマネジメントシステムに基づく活動のうち，保守管理の計画，実施，評価及び改

善などの活動を通じて，発電用原子炉施設の安全性，電力の供給信頼性を確保するため

に，原子力発電施設の供用期間中に組織が実施するべき保守管理の基本要件を定めるこ

とを目的とする。 

 

MC-2 適用範囲【解説 1】 

 本規程は，原子力発電施設の供用期間中に組織が行う保守管理に適用する。保守管理

は，JEAC4111-20XX の要求事項及び本規程の要求事項に従い実施する。 

 また，本規程は，原子力発電施設の供用開始前又は廃止措置段階における保守管理に

ついて適用する場合は，経時的に変化するリスクと要求される機能を考慮した上で対象

とする構築物，系統及び機器を選定し適用することができる。 

 

MC-3 用語の定義 

 本規程における用語の定義は，次のとおりとする。 

(1) 原子力発電施設 

  原子力発電所を構成する構築物，系統及び機器の総称。 

(2) 発電用原子炉施設 

  「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（平

成 25 年原子力規制委員会規則第 5 号）」（以下，「設置許可基準規則」という。）に記載

される構築物，系統及び機器。 

(3) 供用期間 

  原子力発電施設に機能が要求される期間。 

(4) 保守管理【解説 2】 

  保全及びそれを実施するために必要な体制，教育等を含めた活動全般。 

(5) 保守管理の実施方針 

  トップマネジメントによって表明された品質方針に基づく，保守管理を実施する組

織の意図及び方向付け。 

(6) 保守管理目標 

  保守管理の実施方針に基づき，保守管理の活動単位に応じて達成すべき状態を具体

的に定めたもの。 

(7) 保  全 

  プラントの運転に関わる設備の機能を確認，維持又は向上させる活動。発電用原子

炉施設の安全確保を前提に，電力の供給信頼性を維持するとの観点から設備の重要さ

度合いに応じて，効率性，経済性を考慮しながら行われるもので，点検，補修，取替
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え及び改造工事（以下，「点検・補修等」という。）を含む。 

(8) 保全プログラム 

  組織が行う保全の計画，実施，評価及び改善の活動を行うために必要なプロセス及

びその内容を適切な単位ごとに具体的に定めたもの（プロセスの詳細は【解説 9】参照）。 

(9) 保全重要度 

  安全機能，リスク情報，供給信頼性，運転経験等を勘案して保全プログラムを実行

する際における構築物，系統及び機器の重要さ度合い。 

(10) 安全機能 

  「設置許可基準規則」にて定義される安全機能。すなわち，発電用原子炉施設の安

全性を確保するために必要な機能であって，次に掲げるもの。 

 ａ．その機能の喪失により発電用原子炉施設に運転時の異常な過渡変化又は設計基準

事故が発生し，これにより公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがある機能 

 ｂ．発電用原子炉施設の運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の拡大を防止し，

又は速やかにその事故を収束させることにより，公衆又は従事者に及ぼすおそれが

ある放射線障害を防止し，及び放射性物質が発電用原子炉を設置する工場又は事業

所（以下，「工場等」という。）外へ放出されることを抑制し，又は防止する機能 

(11) 供給信頼性 

  電力供給上要求される出力，電圧及び周波数で安定して発電を継続することができ

る能力。 

(12) 確率論的リスク評価（PRA：Probabilistic Risk Assessment） 

  原子力発電施設を対象として，発生する可能性がある事象（事故及び故障）を網羅

的かつ系統的に分析し，評価を行い，それらの事象の発生確率（又は頻度）と，万一

それらが発生した場合の被害の大きさとを定量的に評価する方法をいう。 

(13) リスク情報 

  PRA から得られる原子力発電施設のリスク〔炉心損傷頻度（CDF：Core Damage 

Frequency），格納容器機能喪失頻度（CFF：Containment Failure Frequency）等が

ある。〕の程度についての定量的な情報，構築物，系統及び機器のリスクへの寄与に

関する情報，それらの不確実さに関する情報，PRA の途中経過から得られる情報を含

めた様々な情報の総称。 

(14) リスク重要度 

  PRA から得られる原子力発電施設のリスクに対する寄与割合を用いて定めた構築物，

系統及び機器の定量的な重要度。特定の構築物，系統及び機器の故障を無くすことに

よるリスクの低減割合並びに特定の構築物，系統及び機器が故障した場合におけるリ

スクの増加割合等がある。 

(15) 保全活動管理指標 

  保全の有効性を合理的かつ客観性を持って評価し，保全を継続的に改善するための，

機能の健全性に係る指標。 
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(16) 予防可能故障（MPFF：Maintenance Preventable Functional Failure） 

  系統若しくはトレイン（冗長化されている系統において，その冗長性の１単位を構

成する一連の機器群）に要求される機能の喪失を引き起こすような機器の故障のうち，

適切な保全が行われていれば予防できていた可能性のある故障。 

  この故障には，設計上の問題，誤操作など，保全と係わりのない事象は含まない。 

(17) 非待機時間（UA 時間：Unavailable hours） 

  当該系統若しくはトレインに要求される機能が必要とされる期間内において，理由

によらず（計画的かそうでないかを問わず），その機能を喪失した状態になっている時

間。 

(18) 保全計画 

  構築物，系統及び機器の適切な単位ごとに点検・補修等の方法，実施頻度及び時期

を具体的に定めたもの。 

(19) 予防保全 

  構築物，系統及び機器の故障を未然に防止又は故障発生確率を低減するために行う

保全。 

(20) 時間基準保全（TBM：Time Based Maintenance）【解説 3】 

  暦時間の間隔，運転時間，供用時間などを基にして保全の時期，内容をあらかじめ

定めて行う保全形態。以下に具体的な例を示す。 

 ａ．動的機器について定期的に行う分解点検，消耗部品交換などの保全形態 

 ｂ．静的機器について定期的に行う開放点検，非破壊試験などの保全形態 

  なお，分解点検等による状態確認の結果，必要な場合には補修，取替えなどを実施

する。 

(21) 状態基準保全（CBM：Condition Based Maintenance）【解説 3】 

  構築物，系統及び機器の状態に基づいて保全の時期，内容を計画し，実施する保全

形態。以下に具体的な例を示す。 

 ａ．構築物，系統及び機器の状態を運転若しくは供用したままで常時又は定期間隔で

監視，測定して定量的又は定性的に把握し，この結果に基づいて保全の時期，内容を

計画し，実施する保全形態 

 ｂ．停止中又は待機中の機器をあらかじめ定められた頻度で起動若しくは作動させて

行う定例試験の結果又は巡視点検などの結果に基づいて保全の時期，内容を計画し，

実施する保全形態（日常行われる差圧によるフィルター取替えなど） 

 ｃ．構築物，系統及び機器を構成する部材の経年劣化の進展を監視し，予測を行い，

この結果に基づいて保全の時期，内容を計画し，実施する保全形態 

(22) 事後保全 

  構築物，系統及び機器の機能喪失発見後に要求機能遂行状態に修復させるために行

う保全。 

(23) 設備診断 

  設備の状態を定量的又は定性的に把握するためにその状態監視データを取得し，設
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備の状態を評価して対策を立案する一連の行為。 

(24) 高経年化技術評価 

  「実用炉規則」第 82 条に掲げる機器及び構造物に対して経年劣化に関する技術的な

評価を行い，この評価結果に基づき，実施すべき当該発電用原子炉施設についての保

守管理に関する方針（長期保守管理方針）を策定する行為をいい，発電用原子炉の運

転期間に応じて次のとおり実施する。 

 ａ．発電用原子炉の運転を開始した日以後 30 年を経過していない発電用原子炉に係る

発電用原子炉施設については，発電用原子炉の運転を開始した日以後 30 年を経過す

る日までに経年劣化に関する技術的な評価を行い，この評価結果に基づき，運転開

始後 30 年を経過する日から 10 年間に実施すべき当該発電用原子炉施設についての

保守管理に関する方針を策定する。 

 ｂ．発電用原子炉の運転を開始した日以後 30 年を経過した発電用原子炉に係る発電用

原子炉施設については，発電用原子炉の運転を開始した日以後 40 年を経過する日ま

でに経年劣化に関する技術的な評価を行い，この評価結果に基づき，運転開始後 40

年を経過する日から認可を受けた延長期間（延長期間が 10 年を超える場合）又は

10 年間に実施すべき当該発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針を策

定する。 

 ｃ．発電用原子炉の運転を開始した日以後 40 年を経過した発電用原子炉に係る発電用

原子炉施設については，発電用原子炉の運転を開始した日以後 40 年を経過した日以

降 10 年を超えない期間ごとに経年劣化に関する技術的な評価を行い，この評価結果

に基づき，運転開始後 50 年を経過する日から 10 年間（運転開始後 60 年以降も同

様）に実施すべき当該発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針を策定す

る。 

(25) 安全性向上評価 

  「原子炉等規制法」第 43 条の 3 の 29 に基づき，発電用原子炉施設における安全に

関する最新の知見を踏まえつつ，核原料物質，核燃料物質及び発電用原子炉による災

害の防止に関し，発電用原子炉施設の安全性の向上に資する設備又は機器の設置，保

安教育の充実，その他必要な措置を講ずる取組みの実施状況及び有効性について，発

電用原子炉設置者が行う調査及び評価であり，定期事業者検査が終了した日以降 6 ヶ

月以内に評価を実施する行為。 

(26) 劣  化 

  経時変化による構築物，系統及び機器に要求された性能の低下又は材料特性の低下。 

(27) 故  障 

  構築物，系統及び機器に要求された機能を達成できない状態。 

(28) 故障モード 

  故障の形態による分類。例えば，断線，短絡，折損，摩耗，特性の劣化などによる

故障の形態。 

(29) 偶発故障 
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  発生の時期又は部位が予測できない事象（事象そのものが不明な場合を含む。）によ

る故障。 

(30) 劣化故障 

  劣化の進展による故障。 

(31) 点検計画 

  保全計画のうち，点検の方法並びにそれらの実施頻度及び時期を具体的に定めたも

の。 

(32) 点  検 

  部位に劣化が発生若しくは進展していないこと又は部位の劣化が故障に至るおそれ

の有無を確認し，所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認及び評価（以下，「確

認・評価」という。）する行為。状態監視，設備診断，機器の分解点検，消耗品の交換

等の行為であり，検査及び試験として行うものを含む。 

(33) 検査及び試験 

  あらかじめ定めた手順により，構築物，系統及び機器が判定基準に定めた機能や品

質要求事項に適合していることを確認・評価し，合否判定を行う行為のうち，法令に

定められるもの又は組織が定めて行うもの。 

(34) 保全データ 

  保全活動に関する各種データを指すが，ここでは現場の保全活動で得られるデータ

であり，例えば，点検手入れ前データ，点検手入れ後データ，状態監視データ，運転

データ（定例試験データを含む。）をいう。 

(35) 点検手入れ前データ 

  機器の分解点検等において，劣化状態を修復する前の観察により得られる構成部品

に係る情報をいう。 

(36) 判定基準【解説 4】 

  技術基準への適合性又は所定の機能が維持されていることを確実にするための基準。 

(37) 目標基準【解説 4】 

判定基準に対し余裕をもった目安とするための基準。 

(38) 管理基準【解説 4】 

  所定の機能が維持されていることの確認・評価を効果的，効率的に行うために設定

する基準であり，判定基準と目標基準とを合わせたものをいう。 

(39) 大規模損壊 

   発電用原子炉施設を設置した工場等において，大規模な自然災害又は故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊。 

(40) 重大事故等 

    重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除

く。）又は重大事故。 

(41) 重大事故等対処設備 

重大事故等に対処するための機能を有する設備。 



 

9 

(42) 改善措置活動（CAP：Corrective Action Program） 

原子力安全の維持向上のため，原子力安全に影響を及ぼす可能性のある問題を幅広

く収集し，事象発生前に兆候を把握して未然に防止する。又は不適合を検出した場合

は不適合を除去し，必要により是正処置し再発防止を図る。また，収集した全ての情

報から，自らの脆弱性を明確化し改善に取り込むこと。 

 

MC-4 保守管理 

 組織は，MC-5 から MC-16 の規定に基づき保守管理を実施する。【解説 5】 

 

MC-5 保守管理の実施方針及び保守管理目標【解説 6】【解説 7】 

 組織は，発電用原子炉施設の安全確保を最優先として，原子力安全のためのマネジメ

ントシステムに基づく活動のうち，保守管理の計画，実施，評価，改善などの活動を確

立し，継続的な改善を図るため，保守管理の現状，経営的課題，保守管理を行う観点か

ら特別な状態，高経年化技術評価の結果等を踏まえ，保守管理の実施方針を定める。 

 また，保守管理の実施方針に基づき，保守管理の改善を図るための保守管理目標を設

定する。 

 

MC-6 保全プログラムの策定【解説 8】 

 組織は，発電用原子炉施設の安全性，電力の供給信頼性を確保するために，保全プロ

グラムを策定する。【解説 9】 

 

MC-7 保全対象範囲の策定【解説 10】 

 組織は，原子力発電施設の中から保全を行うべき対象範囲として次の各項の設備を選

定する。ただし，消耗品，工具等の資機材は含めない。【解説 11】【解説 12】 

(1) 「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成 2 年 8 月

30 日原子力安全委員会決定）」（以下，「重要度分類指針」という。）において一般産業

施設よりも更に高度な信頼性の確保及び維持が要求される機能を有する設備 

(2) 「重要度分類指針」において一般の産業施設と同等以上の信頼性の確保及び維持が要

求される機能を有する設備 

(3) 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成 25 年原子力規

制委員会規則第 6 号）」（以下，「技術基準規則」という。）に規定される設備 

(4) 「設置許可基準規則」に規定される設備 

(5) その他組織自らが定める設備（上記以外で，重大事故等時の対応に有効な設備などを

含む。） 

 

MC-8 保全重要度の設定【解説 13】 

 組織は，保全の効果的な遂行のために，保全活動管理指標の設定及び保全計画の策定

に先立ち，保全対象範囲について系統ごとの範囲と機能を明確にした上で，構築物，系
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統及び機器の保全重要度を設定する。【解説 14】【解説 15】【解説 16】【解説 17】【解説

18】 

(1) 系統の保全重要度は，発電用原子炉施設の安全性を確保するため「重要度分類指針」

の重要度，「技術基準規則」の重大事故等クラス及び PRA から得られるリスク情報に基

づき設定する。 

なお，組織の判断により供給信頼性，運転経験等を考慮して定めることができる。 

(2) 機器の保全重要度は，当該機器が属する系統の保全重要度と整合するよう設定する。 

なお，機器が故障した場合の系統機能への影響，PRA から得られるリスク情報，運

転経験等を考慮して定めることができる。 

 

MC-9 保全活動管理指標の設定及び監視計画の策定【解説 19】 

(1) 組織は，保全の有効性を監視，評価するために保全重要度を踏まえ，「プラントレベ

ル」及び「系統レベル」の保全活動管理指標を設定する。【解説 20】【解説 21】 

(2) 組織は，運転実績等を勘案し，保全の有効性評価の結果を踏まえた上で，保全活動管

理指標の目標値を設定する。【解説 21】 

(3) 組織は，プラント又は系統の供用開始までに，保全活動管理指標の監視項目，監視方

法及び算出周期を具体的に定めた監視計画を策定する。 

 

MC-10 保全活動管理指標の監視【解説 22】 

(1) 組織は，策定した保全活動管理指標の監視計画に従い，保全活動管理指標に関する情

報の採取及び監視を実施する。 

(2) 組織は，保全活動管理指標の監視結果を記録する。 

 

MC-11 保全計画の策定【解説 23】 

(1) 組織は，保全の対象範囲に対し，以下の保全計画を策定する。 

 ａ．点検計画 

 ｂ．補修，取替え及び改造工事の計画 

 ｃ．特別な保全計画 

(2) 組織は，保全計画の策定に当たって関係法令，関係規格及び基準を遵守するとともに，

保全重要度を勘案し，保全の有効性評価の結果を踏まえた上で，必要に応じて次の事

項を考慮する。【解説 24】 

 ａ．運転実績，事故事例，故障事例などの運転経験【解説 25】 

 ｂ．使用環境及び設置環境 

 ｃ．劣化，故障モード 

 ｄ．機器の構造等の設計的知見 

 ｅ．科学的知見【解説 25】 

 ｆ．リスク情報 

ｇ．改善措置活動（CAP）のうち保全に係る情報 
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また，保全の実施段階での原子炉の安全性が確保されていることを確認するととも

に，安全機能に影響を及ぼす可能性のある行為を把握し，保全計画を策定する。【解説

24】 

(3) 原子力発電施設の高経年化技術評価又は安全性向上評価を行ったプラントについて

は，同評価結果から抽出された追加保全策を具体的に保全計画へ反映する。【解説 26】

【解説 27】 

 

MC-11-1 点検計画の策定 

 組織は，原子炉停止中及び運転中に点検を実施する場合は，あらかじめ保全方式を選

定し，点検の方法並びにそれらの実施頻度及び時期を定めた点検計画を策定する。【解説

28】 

 

MC-11-1-1 保全方式の選定 

 組織は，構築物，系統及び機器の適切な単位ごとに，法令要求，故障の検知性等を勘

案し，予防保全を基本として，以下に示す保全方式から適切な方式を選定する。【解説 29】 

(1) 予防保全 

 ａ．時間基準保全 

 ｂ．状態基準保全 

(2) 事後保全 

 

MC-11-1-2 保全方式ごとの点検計画の内容 

 組織は，選定した保全方式の種類に応じて，次の事項を定める。【解説 30】【解説 31】 

(1) 時間基準保全 

   点検を実施する時期までに，次の事項を定める。 

 ａ．構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価す

るために必要なデータ項目【解説 32】 

 ｂ．点検の具体的方法 

 ｃ．評価方法及び管理基準 

 ｄ．実施頻度 

 ｅ．実施時期 

 なお，時間基準保全を選定した機器に対して，運転中に設備診断技術を使った状態

監視データ採取，巡視点検又は定例試験の状態監視を実施する場合は，状態監視の内

容に応じて，状態基準保全を選定した場合に準じて必要な事項を定める。 

(2) 状態基準保全 

 ａ．設備診断技術を使い状態監視データを採取する時期までに，次の事項を定める。 

  ⅰ) 機器の故障の兆候を検知するために必要な状態監視データ項目 

  ⅱ) 状態監視データの具体的採取方法  

  ⅲ) 評価方法及び必要な対応を適切に判断するための管理基準 
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  ⅳ) 状態監視データ採取頻度 

  ⅴ) 実施時期 

  ⅵ) 機器の状態が管理基準に達した場合の対応方法 

 ｂ．巡視点検を実施する時期までに，次の事項を定める。 

  ⅰ) 構築物，系統及び機器の状態を監視するために必要なデータ項目 

  ⅱ) 巡視点検の具体的方法 

  ⅲ) 評価方法及び管理基準 

  ⅳ) 実施頻度 

  ⅴ) 実施時期 

  ⅵ) 構築物，系統及び機器の状態が管理基準に達するか又は故障の兆候を検知した

場合の対応方法 

 ｃ．定例試験を実施する時期までに，次の事項を定める。 

  ⅰ) 構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価

するために必要なデータ項目【解説 32】 

  ⅱ) 定例試験の具体的方法 

  ⅲ) 評価方法及び管理基準 

  ⅳ) 実施頻度 

  ⅴ) 実施時期 

  ⅵ) 構築物，系統及び機器の状態が管理基準に達した場合の対応方法 

(3) 事後保全 

事後保全を選定した場合は，機能喪失の発見後，修復を実施する前に，修復方法，

修復後に所定の機能を発揮することの確認方法及び修復時期を定める。【解説 32】 

 

MC-11-2 補修，取替え及び改造工事の計画の策定 

(1) 組織は，補修，取替え及び改造工事を実施する場合は，あらかじめその方法及び実施

時期を定めた計画を策定する。【解説 33】 

(2) 組織は，補修，取替え及び改造工事を実施する構築物，系統及び機器が，所定の機能

を発揮しうる状態にあることを，検査及び試験により確認・評価する時期までに次の事

項を定める。【解説 34】【解説 35】 

 ａ．所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な検査及び

試験の項目 

 ｂ．検査及び試験の具体的方法 

 ｃ．評価方法及び管理基準 

 ｄ．検査及び試験の実施時期 

 

MC-11-3 特別な保全計画の策定 

(1) 組織は，地震，事故等により長期停止を伴った保全を実施する場合などは，あらかじ

めその方法及び実施時期を定めた計画を策定する。【解説 36】 
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(2) 組織は，特別な保全を実施する構築物，系統及び機器が，所定の機能を発揮しうる状

態にあることを，点検により確認・評価する時期までに次の事項を定める。【解説 37】 

 ａ．所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価するために必要な点検の項目 

 ｂ．点検の具体的方法 

 ｃ．評価方法及び管理基準 

 ｄ．点検の実施時期 

 

MC-12 保全の実施【解説 38】 

(1) 組織は，あらかじめ定めた保全計画に従い，点検・補修等の保全を実施する。 

(2) 組織は，保全の実施に当たって，以下の必要なプロセスを実施する。 

 ａ．工事計画【解説 39】【解説 41】 

 ｂ．設計管理 

 ｃ．調達管理 

 ｄ．工事管理【解説 40】【解説 41】 

(3) 組織は，点検・補修等の結果について記録する。 

 

MC-13 点検・補修等の結果の確認・評価【解説 42】 

(1) 組織は，あらかじめ定めた方法で，保全の実施段階で採取した構築物，系統及び機器

の点検・補修等の結果から所定の機能を発揮しうる状態にあることを，所定の時期まで

に確認・評価し，記録する。【解説 43】【解説 44】【解説 45】 

(2) 組織は，最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合には，定めたプロセ

スに基づき，点検・補修等が実施されていることを，所定の時期までに確認・評価し，

記録する。【解説 44】【解説 46】 

 

MC-14 点検・補修等の不適合管理及び是正処置【解説 47】【解説 48】 

(1) 組織は，点検・補修等を実施した構築物，系統及び機器が所定の機能を発揮しうるこ

とを確認・評価できない場合には，不適合管理を行った上で，是正処置を講じる。【解

説 49】 

(2) 組織は，最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合にあって，定めたプ

ロセスに基づき，点検・補修等が実施されていることが確認・評価できない場合は，不

適合管理を行った上で，是正処置を講じる。【解説 50】 

(3) 組織は，不適合管理及び是正処置について記録するとともに，他プラントへの注意喚

起，トラブル未然防止の観点で有益と考えられる情報については，その情報を共有する

ため「原子力施設情報公開ライブラリー」（注）に登録する。【解説 51】 

 

（注）「原子力施設情報公開ライブラリー」とは，原子力施設の事故，故障等の情報及び

信頼性に関する情報を共有し活用することにより，事故，故障等の未然防止を図る

目的として，「一般社団法人原子力安全推進協会」が運営しているデータベースで
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ある。 

 

MC-15 保全の有効性評価【解説 52】 

組織は，あらかじめ定めた時期及び内容に基づき，保全活動から得られた情報等から，

保全の有効性を評価し，保全が有効に機能していることを確認するとともに，継続的な

改善につなげる。【解説 53】【解説 54】【解説 55】【解説 56】【解説 57】 

(1) 保全活動管理指標の監視結果を踏まえた保全の有効性評価 

  組織は，発電用原子炉施設の安全性を確保する観点から，体系的に監視・評価を行

うため，保全活動管理指標の監視結果から保全の有効性を評価する。 

(2) 設備の劣化状態等を踏まえた保全の有効性評価 

  組織は，以下の保全活動から得られた情報等を適切に組合せて，保全の有効性を評

価する。 

ａ．保全データの推移及び経年劣化の長期的な傾向監視の実績 

ｂ．トラブルなど運転経験 

ｃ．高経年化技術評価及び安全性向上評価結果 

ｄ．他プラントのトラブル及び経年劣化傾向に係るデータ【解説 58】 

ｅ．科学的知見 

ｆ．リスク情報【解説 59】 

ｇ．改善措置活動（CAP）のうち保全に係る情報 

(3) 組織は，保全の有効性評価の結果とその根拠及び必要となる改善内容について記録す

る。 

 

MC-16 保守管理の有効性評価【解説 60】 

(1) 組織は，保全の有効性評価の結果，保守管理目標の達成度，保守管理に係るマネジメ

ントシステムの変更及び恒久的な構成変更を実施した場合の施設構成情報と物理的構

成の管理状況から，定期的に保守管理の有効性を評価し，保守管理が有効に機能してい

ることを確認するとともに，継続的な改善につなげる。 

(2) 組織は，保守管理の有効性評価の結果とその根拠及び必要となる改善内容について記

録する。【解説 61】 
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〔解 説〕 

 

【解説 1】本規程の内容及び適用範囲 

 原子力発電所では，定期的なプラント停止時等に，構築物，系統及び機器ごとに設

計条件及び運転経験を基に，計画的な点検を実施している。 

 また，経年劣化対策，国内外にて発生した事故及び故障の再発防止対策並びに最新

知見の導入のために，必要に応じて補修，取替え及び改造工事を実施している。本規

程では，構築物，系統及び機器の保全を中心とした保守管理の基本要件を定めている。 

 なお，研究開発段階発電用原子炉施設，原子燃料サイクル施設等本規程の適用範囲

に記載のない施設における保守管理に係る業務に事業者の判断で適用することを妨げ

るものではない。 

 

【解説 2】保守管理と施設管理 

保守管理とは，保全及びそれを実施するために必要な体制，教育等を含めた活動全般

を指す。一方，施設管理に関しては，「原子力事業者等における使用前事業者検査，

定期事業者検査，保安のための措置等に係る運用ガイド(令和元年 12 月 25 日 原子力

規制委員会決定)」の「Ⅵ．施設管理」の章の第 1 項において，以下のとおり記載され

ている。 

原子力事業者等は施設の保全のために構築物，系統，機器等の状態を把握する各種の

保安活動を実施する必要があり，当該保安活動を各原子力施設の事業規則において「施

設管理」を意味している。施設管理には，「設計」，「工事」のほか，施設の状況を日常

的に確認する「巡視」，設備等の劣化進展等の状態を把握するとともに正常な状態に保

つための計画的な手入れ，潤滑油取替，部品交換等を含めた「点検」，設備等が所定の

機能を有しているかを確認する「試験」，要求事項に適合しているかどうかを判定する

「検査」などが含まれる。 
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【解説 3】時間基準保全と状態基準保全との関係 

(1) 運転中に監視するか，停止して点検するかは保全の計画を立案する上で重要な要素

である。分解点検などに基づく保全は状態基準保全とも考えられるが，あらかじめ時

期を定め，停止した上で点検する行為であるため，本規程では状態基準保全ではなく

時間基準保全として整理する。 

  また，時間基準保全と状態基準保全の両方の要素（時間依存か状態依存か）があ

る点検については，基本的に，より重点をおいている方に区分するのが一般的な考え

方である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 状態監視は，種々の方法，場面で構築物，系統及び機器の状態を監視（モニタリン

グ）する行為であり，傾向監視は，状態監視で得られた結果から，傾向を把握（予測）

する行為である。 

(3) JIS Z 8115:2019「ディペンダビリティ（総合信頼性）用語」では，「時間計画保全」

と「状態監視保全」という用語を定義している。「時間計画保全」，「状態監視保全」

も保全の用語として一般的に使用されているが，本規程では「時間計画保全」，「状態

監視保全」と同義である「時間基準保全」，「状態基準保全」を使用する。 

 

 

 

 

 

 

予防保全 

事後保全 

時間基準保全 

状態基準保全 

 

保 全 方 式 

 

構築物，系統及び機器の状態に基づいて 
保全の時期，内容を計画し，実施する保 
全形態。 

 

（停止しての状態監視） 

・非破壊試験 

・分解点検など 

（運転中の状態監視） 

・設備診断 

・定例試験など 

（状態監視 → 傾向監視） 

暦時間の間隔又は運転若しくは供用時間な
どを基にして保全の時期，内容をあらかじめ
定めて行う保全形態。 

（部材の劣化予測） 

・高経年化技術評価 

・維持規格に基づく健全性評価など 

【時間基準保全】 【状態基準保全】 

(注) 時間基準保全か状態基準保全かは基本的に機器ごとに区分する。 
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【解説 4】判定基準，目標基準と管理基準との関係 

 

その他，評価に用いる基準との関係を示す。 

評価用基準：管理基準を逸脱した場合において，その劣化兆候又は故障が機器等の

機能に及ぼす影響を考慮し，必要な是正処置等の判断等を行うための

基準 

評 価 基 準：管理基準と評価用基準を合わせたもの 

  

評価値 

判定値 

目標値 

評価用基準 

判定基準 

目標基準 

管理基準 

【基準】    【絶対値】    

評価基準 
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【解説 5】保守管理の実施フロー 

 以下に，「保守管理の実施フロー」を示す。保守管理には，以下のような計画，実施，

評価及び改善（PDCA）のサイクルが含まれている。 

(1)「MC-13 点検・補修等の結果の確認・評価」に基づき，「MC-14 点検・補修等の

不適合管理及び是正処置」を行う PDCA サイクル 

(2)「MC-10 保全活動管理指標の監視」の結果等から，「MC-15 保全の有効性評価」

を行い継続的な改善を図る PDCA サイクル 

(3)「MC-16 保守管理の有効性評価」を行い継続的な改善を図る PDCA サイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保守管理の実施フロー 

マネジメントシステム 

文書管理 
記録の管理 
力量，教育・訓練 
     及び認識 

設計・開発 

調 達 

・ 

・ 

・ 

MC-5 
 保守管理の実施方針及び保守管理目標 

 

MC-7 
 保全対象範囲の策定 

 

MC-8 
 保全重要度の設定 

 

MC-11 
 保全計画の策定 
 ・点検計画の策定 
 ・補修，取替え及び 
  改造工事の計画の策定 
 ・特別な保全計画の策定 

MC-9 
保全活動管理指標の設
定及び監視計画の策定 

評価及び改善 

 監視及び測定 

 不適合管理 

 データの分析 

 改善 

  継続的改善 

  是正処置 

未然防止処置 

MC-12 
 保全の実施 

MC-15 
 保全の有効性評価 

MC-16 
 保守管理の有効性評価 

MC-6 
 保全プログラムの策定 

 

業務の計画 

業務・原子力施設
に対する要求事項
に関するプロセス 

業務の実施 

経営者の責任 
品質方針 

 

MC-14 
点検・補修等 
の不適合管理
及び是正処
置 

保守管理 

 

保 全 

MC-10 
 保全活動管理指標の監視 

MC-13 
 点検・補修等の結果
の確認・評価 
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【解説 6】JEAC4111 との関係 

 本項では，「実用炉規則」第 81 条及び JEAC4111-20XX「7.1 業務の計画」の要求

事項を，保守管理に係る要求事項として具体化している。 

 

【解説 7】保守管理の実施方針と保守管理目標 

 保守管理の実施方針とは，トップマネジメントによって表明された品質方針に基づ

く，保守管理を実施する組織の意図及び方向付けである。例えば，品質方針を受けて

保守管理の実施方針を定める場合や品質方針に保守管理の実施方針を含める場合など

がある。 

保守管理を行う観点から特別な状態については，例えば長期停止を行う場合がある。 

高経年化技術評価の結果については，高経年化技術評価を行った際に策定する長期

保守管理方針が該当する。 

 保守管理目標は，その達成度を確認できるように可能な限り定量的な目標値を設定

する。 

 保守管理目標は定期的にその達成度を評価し，目標を見直し，保守管理活動の改善

につなげるものであり，例えば保守管理部門で設定する品質目標のうち保守管理に係

るものが該当する。 

 なお，保守管理目標の達成度を評価する手段の一つとして，保全活動管理指標を活

用できる。 

 

【解説 8】JEAC4111 との関係 

 本項では，JEAC4111-20XX「7.1 業務の計画」「7.2.1 業務・原子力施設に対する

要求事項の明確化」の要求事項を，保守管理の要求事項として具体化している。 
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【解説 9】保全プログラムの内容 

 以下に，「保全プログラムの内容」を示す。 

 

保全プログラムの内容 

プロセスの名称 内  容 策定単位 

保全対象範囲の策定 

（MC-7） 

本規程に基づき実施する保全の対
象範囲の策定方法 

原子力発電所ごと 

保全重要度の設定 

（MC-8） 

安全機能，リスク情報，供給信頼
性，運転経験等を考慮して定める
重要度の設定方法 

構築物，系統及び機器ご
と 

保全活動管理指標の設定及び監
視計画の策定     

（MC-9） 

保全活動管理指標の設定と監視項
目，監視方法及び算出周期 

プラント及び系統ごと 

保全計画の
策定 

（MC-11） 

点検計画の策定 

（MC-11-1） 

点検の方法並びにそれらの実施頻
度及び時期 

構築物，系統及び機器ご
と 

補修，取替え及び
改造工事の計画の
策定 

（MC-11-2） 

補修，取替え及び改造の方法並び
にそれらの実施時期 

特別な保全計画の
策定 

（MC-11-3） 

地震や事故により，長期停止を伴
った保全を実施する場合等の方法
及び実施時期 

保全活動管理指標の監視 

（MC-10） 

（MC-9 で策定した計画に従い実
施） 

－ 

保全の実施 

（MC-12） 

（MC-11 で策定した計画に従い
実施） 

－ 

点検・補修等の結果の 

確認・評価      

（MC-13） 

点検・補修等の結果を基に，所定
の機能を発揮しうる状態にあるこ
とを確認・評価する方法及び最終
的な機能確認では十分な確認・評
価ができない場合における定めた
プロセスに基づき点検・補修等が
実施されていることを確認・評価
する方法 

・機能の確認・評価は，
原子力発電施設の適切
な単位ごと 

・プロセスの確認・評価
は，適切な単位ごと 

点検・補修等の不適合管理及び
是正処置       

（MC-14） 

不適合管理及び是正処置の方法 

 

不適合管理及び是正処
置の適切な単位ごと 

保全の有効性評価 

（MC-15） 

保全の実施結果，保全活動管理指
標の監視結果等を基に，保全対象
範囲，保全重要度，保全計画，保
全活動管理指標の設定及び監視計
画等の有効性を評価し，必要な改
善を行う方法 

・原子力発電施設の適切
な単位ごと 

・保全プロセスの適切な
単位ごと 

 

【解説 10】JEAC4111 との関係 

 本項では，JEAC4111-20XX「7.1 業務の計画」「7.2.1 業務・原子力施設に対する

要求事項の明確化」の要求事項を，保守管理の要求事項として具体化している。 
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【解説 11】具体的対象範囲の抽出 

(1)  本規程に定める保全の対象範囲は，以下の図に示す原子力発電施設のうち，

JEAC4209-20XX として示す範囲である。 

なお，原子力発電所の敷地外に設置又は保管したものも含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 発電用原子炉施設の安全性を確保するためには，原子力発電施設のうち，「重要度

分類指針」におけるクラス 1 及びクラス 2 を対象範囲とすることは必須であり，これ

にクラス 3 の設備も含めて保全の対象範囲とする。 

(3)「技術基準規則」の要求事項には，同規則第 31 条，第 48 条及び第 78 条において

準用されている，原子力発電所に施設する蒸気タービン，補助ボイラー，ガスタービ

ン，内燃機関及びそれらの附属設備に係る，「発電用火力設備に関する技術基準を定

める省令（平成 9 年通商産業省令第 51 号）」の要求事項及び電気設備に係る，「原子

力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令（平成 24 年経済産業省

令第 70 号）」の要求事項も含まれる。 

(4) その他組織自らが定める設備とは，MC-7(1)から(4)で規定される設備に該当しない

設備で，プラントの運転を継続する上で必要な機能を有する設備及び発電用原子炉施

設の安全性向上に資する設備が該当し，例えば以下のものが対象となる。 

ａ．電力の供給信頼性を維持する上で必要な設備 

保全の対象範囲 

・その他組織自らが定める設備 
 （重大事故等時の対応に有効な設備などを含む。） 

技術基準規則，設置許可基準規則 

JEAC4209-20XX 

定期事業者検査 

原子力発電工作物に係る電

気設備に関する技術基準 

原子力発電施設 
・事務棟，道路及び歩道，埠頭 等 

・日常的な点検で機能を確認している設備：塀，柵 等 

・他法令により点検を要求される設備：消火設備 等 

 

・容器 

・管 

・ポンプ 

・弁 

・支持構造物 

発電用火力設備に

関する技術基準 

・蒸気タービン 

及びその附属設備 

・補助ボイラー 等 ・非常用 

電源設備 
・タービン発電機 

・変圧器  等 
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ｂ．トラブル情報に基づき設置した設備 

ｃ．大規模損壊発生時の対応に有効な設備 

ｄ．その他重大事故等時の対応に有効な設備 

 

【解説 12】資機材 

   ここでいう資機材とは，保全によって機能を維持又は向上させるものではなく，定

期的な交換等を前提とする消耗品（マスク，乾電池，通信設備の子機等），工具等をい

う。 

 

【解説 13】JEAC4111 との関係 

 本項では，JEAC4111-20XX「7.1 業務の計画」「7.2.1 業務・原子力施設に対する

要求事項の明確化」の要求事項を，保守管理の要求事項として具体化している。 

 

【解説 14】構築物の保全重要度 

構築物の保全重要度は，系統の保全重要度の設定方法に準じて設定する。 

 

【解説 15】保全重要度の設定 

(1) 系統の保全重要度は，「重要度分類指針」での重要度，「技術基準規則」の重大事故

等クラス及び PRA から得られるリスク情報を勘案して，発電用原子炉施設の安全性

を確保する上で重要と判断された系統の保全重要度を高く設定することを要求して

いる。 

具体的には，「重要度分類指針」のクラス 1 及びクラス 2 並びに「技術基準規則」

の重大事故等クラス 1からクラス 3に分類される機能を有する系統が保全重要度の高

い系統に該当するが，PRA から得られるリスク情報を考慮して，個別の系統ごとに設

定することができる。 

また，必ずしも定量化されていない工学的な判断に基づき，供給信頼性，運転経験，

作業安全，環境影響等を組織の判断により考慮する場合がある。 

(2) 機器の保全重要度は，保守的に系統の保全重要度と整合させ，重要度が高い系統の

機器は重要度を高くするが，過度に保守的にならないように，当該機器の故障による

系統機能への影響，PRA から得られるリスク情報，運転経験等を考慮して，具体的

な個別の機器等に対して，要求される機能を確保する上で保守管理の果たす役割の程

度を検討し設定できる。例えば，保全重要度が高い系統に属する機器であっても，事

故時に作動要求のない弁など，系統機能への影響が低い機器は，保全重要度を低く設

定することができる。 

 

【解説 16】リスク情報の活用 

(1) 保全重要度の設定に当たって活用するリスク情報としては，PRA から得られるリ

スク（炉心損傷頻度等）に対する寄与割合を用いて求めたリスク重要度がある。 
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  安全性向上評価における PRA では，炉心損傷頻度，格納容器機能喪失頻度等をリ

スクとして考慮している。 

  リスク重要度の評価に当たっては，これらのうち最も活用実績があり，リスク重要

度の評価事例が豊富な「炉心損傷頻度」を少なくとも考慮する。 

(2) リスク重要度としては，組織が実施した PRA から得られた情報のうち，ファッセ

ルベズレイ重要度（FV 重要度：Fussell-Vesely 重要度）（注１），リスク増加価値（RAW：

Risk Achievement Worth）（注２）等があり，FV 重要度又は RAW が高い構築物，系統

及び機器をリスク重要度が高いとするなどの方法がある。 

（注１）FV 重要度：対象としている安全設備等の故障を無くした場合に，炉心損傷頻

度，格納容器機能喪失頻度等がどの程度低減するかを表す指標 

（注２）RAW   ：対象としている安全設備等が故障した場合に，炉心損傷頻度，格

納容器機能喪失頻度等がどの程度増加するかを表す指標 

(3) 今後，福島第一原子力発電所事故の反省と教訓等を踏まえ，自主的かつ継続的な安

全性向上を実現していくために，保守管理においてはリスク情報を活用することに

より，プラントの安全確保上重要な設備や相対的に脆弱な箇所を把握することで，

リソースを適正に配分したメリハリの利いた安全性向上を行うことができる。 

 

【解説 17】設計変更の反映 

設計変更によってプラント変更が発生し，それが保全プログラムに影響を与えるこ

とがある。設計変更を行った場合は，当該の構築物，系統及び機器に加えて波及的影

響も考慮した上でリスクを評価し，必要に応じて保全重要度，保全活動管理指標及び

保全計画に反映する。 

 

【解説 18】施設管理の重要度 

保全対象範囲について，系統毎の範囲と機能を明確にした上で，構築物，系統及び

機器の施設管理の重要度として，点検に用いる重要度（保全重要度）と設計及び工事

に用いる重要度を設定する。 

 

【解説 19】JEAC4111 との関係 

 本項では，JEAC4111-20XX「7.1 業務の計画」「7.2.1 業務・原子力施設に対する

要求事項の明確化」の要求事項を，保守管理の要求事項として具体化している。 

 

【解説 20】保全活動管理指標の設定の目的 

 保全の有効性を体系的かつ客観的に監視し，評価することにより，保全活動の弱点

を見出すとともに，更なる適正化を図り，継続的に保全を改善していく手段として活

用する。 
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【解説 21】保全活動管理指標の設定の考え方 

(1) 保全活動管理指標の設定の着眼点 

 保全活動管理指標を設定するに当たっては，特に発電用原子炉施設の安全性の観点

から体系的に整備する。そのために，保全活動管理指標は，発電用原子炉施設の安全

性に関係する機能に着目して設定する。 

(2) 保全活動管理指標の設定の対象及びレベル 

 プラント全体の保全の有効性が確保されていることを監視し評価する観点から，プ

ラントレベルの保全活動管理指標を設定する。また，(1)において着目した機能の保

全重要度の高い系統については，より直接的に発電用原子炉施設の安全性と保全活動

とを関連付けて監視する観点から，その系統機能に対して系統レベルの保全活動管理

指標を設定する。 

 なお，単体で機能を発揮するもの（重大事故等対処設備等を含む。）については，

当該機器に対して保全活動管理指標を設定することもできる。 

 また，組織の判断により供給信頼性等の観点から保全重要度が高いとした系統につ

いても，系統機能に対して系統レベルの保全活動管理指標を設定できる。 

(3) 保全活動管理指標の設定 

 プラントレベルの保全活動管理指標としては，計画外スクラム回数，計画外出力変

動回数，工学的安全施設の計画外作動回数等を設定する。保全重要度の高い系統につ

いては，その機能と故障を明確化し，系統機能に対して，保全により予防可能な故障

（MPFF：予防可能故障）回数又は機能を期待できない時間（UA 時間：非待機時間）

等を保全活動管理指標として設定する。 

(4) 保全活動管理指標の目標値の設定 

 プラントレベルの保全活動管理指標の目標値は，運転実績等を踏まえて設定する。

MPFF 回数の目標値は，PRA の国内故障率データを含む運転実績，「重要度分類指針」

のクラス，「技術基準規則」の重大事故等クラス，リスク重要度等から設定する。UA

時間の目標値は，点検実績，原子炉施設保安規定の許容非待機時間（AOT：Allowed 

Outage Times）等を参照して設定し，リスクとの関連を示す。 

 なお，目標値の設定に当たっては，多くの米国発電所で用いられている統計手法等

が参考となる。 

 

【解説 22】JEAC4111 との関係 

 本項では，JEAC4111-20XX「7.1 業務の計画」「8.2.3 プロセスの監視及び測定」

の要求事項を，保守管理の要求事項として具体化している。 

 

【解説 23】JEAC4111 との関係 

 本項では，JEAC4111-20XX「7.1 業務の計画」「7.2.1 業務・原子力施設に対する

要求事項の明確化」「8.1 一般」「8.4 データの分析及び評価」「8.5.1 継続的改善」の要

求事項を，保守管理の要求事項として具体化している。 
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【解説 24】保全計画策定時の考慮事項 

 点検・補修等の方法並びにそれらの実施頻度及び時期を具体的に定める際には，発

電用原子炉施設の安全性，供給信頼性をより高いレベルで確保するために，組織の工

学的判断に基づき，科学的知見及び運転経験を踏まえるとともに，使用環境及び設置

環境（点検・補修等による作業員の被ばくの観点も含む。），劣化，故障モード，機器

の構造等の設計的知見（耐震設計も含む。）も適切に考慮することが重要である。 

 また，保全の実施段階では，原子炉の安全を確保するための措置が取られている必

要があるため，保全計画の策定に当たり，原子炉の運転モードに応じた系統，機器の

隔離による運転上の制限を遵守した上で，系統，機器の多重性又は多様性及び独立性

に応じた作業条件等を設定することになる。 

 なお，安全機能に影響を及ぼす可能性のある行為とは，「止める」「冷やす」「閉じ込

める」に係る安全機能を阻害する可能性のある作業等をいう。例えば，安全機能を有

する設備を許容される範囲で除外して行う点検並びに検査及び試験のために，一時的

に系統，回路を構成する場合等をいう。 

 

【解説 25】科学的知見，運転経験 

 ここでは，材料データ等ハードに関するもの及び評価方法等ソフトに関するものを

総称して科学的知見という。これら科学的知見については，最新の技術的（又は工学

的）知見及び手法のみならず，基礎的な知見についても積極的に評価，活用していく

ことが重要である。 

 また，科学的知見，運転経験及び経年劣化情報は，具体的な保全方法，点検頻度等

を適切に決定するためのみならず，より効果的かつ信頼性の高い保守管理を実施して

いくために，体系的に蓄積して活用することが重要である。 

 

【解説 26】高経年化技術評価の結果 

 高経年化技術評価を行っていないプラントにあっては，有意な劣化，故障モードを

選定する方法として，先行して行われたプラントの高経年化技術評価の知見を参考に，

その劣化，故障モードの発生又は進展を確認できる保全内容（注）とすることが重要であ

る。 

（注）高経年化技術評価の知見を参考とした保全内容 

(1) 運転初期からの継続的な劣化進展傾向監視 

  経年劣化による構築物，系統及び機器の構成部材の機能喪失を未然に防止するた

め，使用材料，運転環境，使用環境，応力条件等に応じ，運転初期から劣化進展特

性を継続的に把握することが必要な経年劣化事象を明確にし，安全研究成果等の最

新の技術的知見，運転経験等を反映して適切に傾向監視する。 

(2) 運転開始後 30 年以降の劣化進展傾向監視 

経年に伴い構築物，系統及び機器に性能低下を生じさせる事象を経年劣化事象と

し，これによる性能低下が，構築物，系統及び機器の長期間の供用に伴い，①急速
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に進展する，②発現頻度が高まる（これまでの性能低下の発現が面的，量的に高ま

る状態），③新たに顕在化するなど，性能低下の予測からの乖離の発生が否定できな

いものがある。 

このように予測からの乖離の発生が否定できない経年劣化事象を高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象と位置付け，運転開始後 30 年以降の劣化進展傾向監視につ

いては，30 年時点で実施した高経年化技術評価の検証結果等を参考に有効性評価を

行い，必要に応じ(1)に追加して傾向監視する。 

さらに，40 年時点以降 10 年を超えない期間ごとに実施する高経年化技術評価の

検証結果等についても同様に活用する。 

なお，実用発電用原子炉に関する高経年化技術評価の実施及び見直しに関する要

求事項が，「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド（平成 25 年 6

月 19 日原子力規制委員会決定）」に規定されている。 

 

【解説 27】安全性向上評価の結果 

安全性向上評価は，規制基準の枠組みにとどまらず，原子炉施設の安全性を自主的

かつ継続的に向上させることを目的とし，原子炉施設のリスクを，合理的かつ実行可

能な限り除去，低減することを目標としている。安全性向上評価のうち，確率論的リ

スク評価及び安全裕度評価は 5 年毎の実施が必須であるが，5 年経過前であっても前回

の評価以降に，大規模な工事を行うなど，各々の評価結果が変わることが見込まれる

場合は，再評価を行う。 

なお，安全性向上評価の結果は，「原子炉等規制法」に基づき，原子力規制委員会へ

届出されるとともに，事業者が公表している。 

また，具体的な評価項目及び評価時期は，以下のとおりであり，「実用発電用原子炉

の安全性向上評価に関する運用ガイド（平成 25年 11月 27 日原子力規制委員会決定）」

で定められている。 

(1) 定検毎の評価 

・法令適合性が確認された範囲を示す書類の調査 

・保安活動の実施状況 

・最新知見の反映状況 

(2) 5 年毎の評価 

・確率論的リスク評価 

・安全裕度評価 

(3) 10 年毎の評価 

・安全性向上に係る活動の実施状況に関する中長期的な評価 

 

【解説 28】点検計画の策定 

(1) 原子力発電施設においては，巡視点検などの状態監視が頻繁に行われている。点検

計画の策定では，これら日常的な保全を勘案の上， MC-11 の要求事項を満たした点
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検を行うことで，効果的な保全を実施することを意図している。 

(2) 構築物，系統及び機器を新たに設置し，点検の方法並びに実施頻度及び時期を定め

る場合は，火力及び原子力発電所における類似機器の実績，設計的知見，メーカ推奨

等を踏まえて組織の工学的判断に基づき決定する。 

なお，点検計画を変更する場合は，保全の有効性評価の結果を反映する。 

 

【解説 29】保全方式の選定 

(1) 保全方式の選定の考え方 

構築物，系統及び機器の故障の原因は，経年に伴い発生する材料劣化，疲労，腐

食，摩耗等の劣化事象によるもののほか，発生の時期又は部位が予測できない偶発

事象によるものがある。 

点検計画は，これら両方の要因を勘案して策定するが，保全重要度を踏まえた上

で，組織の保全実績，一般産業での保全実績，劣化，故障モード等を考慮して，効

果的かつ効率的な保全方式を選定することが重要である。 

なお，保全重要度の低い構築物，系統及び機器に故障があった場合においても，

発電用原子炉施設の安全性，供給信頼性への影響が小さいと判断される場合は，予

防保全としなくてもよい。 

(2) 時間基準保全の選定の考え方 

  ａ．関係法令，関係規格及び基準で時間基準保全が要求されている場合 

  ｂ．消耗品の取替えを定期的に実施する必要がある場合 

  ｃ．運転経験，劣化の進展予測等から，定期的な保全が妥当と判断する場合 

  ｄ．定期的な開放点検等で劣化の進展状況を把握することを決めた場合 等 

(3) 状態基準保全の選定の考え方 

構築物，系統及び機器の運転中の状態監視又は傾向監視により，主要な劣化，故

障モードに対応した状態監視データを適切に採取及び評価でき，故障の兆候を捉え

られると判断し，適切な時期に点検・補修等の処置ができる場合 等 

 

【解説 30】点検計画の内容 

 点検計画は，状態監視結果を踏まえた部材の劣化予測，高経年化技術評価等を反映

した内容とすることが重要である。 

 また，点検計画の内容は，あらかじめ実施の前に組織が文書（要領書等）で明確に

すべき事項であるが，必ずしも全てを同時期に定めることを要求するものではない。 

 

【解説 31】定期事業者検査 

 検査及び試験のうち，原子力発電所が供用期間中において「原子炉等規制法」 第 43

条の 3 の 16 に基づき，「技術基準規則」に適合していることを組織が定期に確認・評

価する行為が，定期事業者検査である。 

 組織は，各原子力発電施設の特徴，系統構成の相違等を考慮して定期事業者検査の
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範囲を定め，立会又は記録の確認により，検査する必要がある。 

また，検査の独立性確保の観点から，検査の判定に係る実施体制も含めて，検査の

体系を具体的に整理する必要があり，要求事項に適合している状態が維持されている

ことを体系的に確認できるよう構成される必要がある。特に検査に係る責任者及び要

員は，当該検査対象となる機器等を所管する者又は検査対象の施設管理に係る保安活

動を行う部門から判定に関して影響を受けないよう配慮する必要がある。また，思い

込みによる確認漏れや人手不足などの資源不足による不十分な確認を是正できるよう

留意して体制を整備し，実施していく必要がある。 

 

【解説 32】所定の機能 

 ここでいう所定の機能とは，「技術基準規則」等の技術基準，原子炉施設保安規定等

を踏まえた上で，組織が定める構築物，系統及び機器に要求される機能のことである。 

 

【解説 33】補修，取替え及び改造工事の計画 

 補修，取替え及び改造工事の計画の対象には，不適合による是正処置，最新知見又

は点検結果による未然防止処置，高経年化技術評価に伴う長期保全計画からの処置等

が考えられるが，補修，取替え及び改造工事の計画の内容に応じ，JEAC4111-20XX に

基づきあらかじめ設計・開発の計画を適切に策定することが重要である。 

 なお，ここでいう補修，取替え及び改造工事には，定常的な部品の補修，取替え及

び日常点検による消耗品の取替えは該当しない。 

 

【解説 34】補修，取替え及び改造工事の計画のうちの検査及び試験 

 検査及び試験についての具体的方法，評価方法，管理基準及び実施時期については，

あらかじめ組織が文書（要領書等）で明確にすべき事項であるが，計画の内容は，全

てを同時期に定めることを要求するものではない。 

 

【解説 35】使用前事業者検査 

「原子炉等規制法」第 43 条の 3 の 11 に基づき実施される使用前事業者検査は，以

下に示す方法により行うものとする。 

(1) 構造，強度及び漏えいを確認するために十分な方法 

(2) 機能及び性能を確認するために十分な方法 

(3) その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたもの

であることを確認するために十分な方法 

使用前事業者検査の実施に当たっては，あらかじめ，検査の時期，対象，方法その

他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて実施するものであるが，計画の内容は，

全てを同時期に定めることを要求するものではない。 

また，組織は，以下に示す事項（注）を法令要求に基づき記録する必要がある。したがっ

て，必要に応じ使用前事業者検査要領書又は成績書の様式に盛り込む。 
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(1) 検査年月日 

(2) 検査の対象 

(3) 検査の方法 

(4) 検査の結果 

(5) 検査を行った者の氏名 

(6) 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは，その内容 

(7) 検査の実施に係る組織 

(8) 検査の実施に係る工程管理 

(9) 検査において役務を供給した事業者がある場合には，当該事業者の管理に関す

る事項 

(10) 検査記録の管理に関する事項 

(11) 検査に係る教育訓練に関する事項 

（注）「実用炉規則」第 14 条の 3 に該当する記録事項を示す。 

【解説 36】特別な保全計画 

 特別な保全計画についても，保全の実施に先立ちあらかじめ策定するが，突発的な

事象によりプラントの安全確保等のために緊急に処置した場合においては，事後速や

かに計画を文書化することになる。 

 また，長期停止中の全ての計画を一度に策定することができない場合は，機器の状

態，点検等の進捗に応じて計画を順次策定することになる。 

 

【解説 37】特別な保全計画のうちの点検 

 点検についての具体的方法，評価方法，管理基準及び実施時期については，あらか

じめ組織が文書（要領書等）で明確にすべき事項であるが，計画の内容は，全てを同

時期に定めることを要求するものではない。 

 

【解説 38】JEAC4111 との関係 

本項では，JEAC4111-20XX「7.1 業務の計画」「7.5.1 業務の実施の管理」の要求

事項を，保守管理の要求事項として具体化している。 

なお，保全を実施する場合において必要となるプロセス，記録等においては，

JEAC4111-20XX「7.2 業務・原子力施設に対する要求事項に関するプロセス」「7.3 

設計・開発」「7.4 調達」「7.6 監視機器及び測定機器の管理」により定められる品質

要求事項を遵守することとなる。 

 

【解説 39】工事計画 

 工事計画とは，保全計画に基づく工事を実施するために必要な一連の検討及び計画

行為をいい，具体的には予算措置，工程及び仕様の策定等を指す。この工事計画の詳

細は，組織ごとに適切に策定される。 

 なお，工事計画においては，必要に応じ JEAC4111-20XX「7.5.2 業務の実施に関

するプロセスの妥当性確認」を適切に取り込むことが必要である。 
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【解説 40】工事管理 

 工事管理とは，構築物，系統及び機器に対して行われる点検・補修等の実施状況を

管理することをいい，具体的には工程管理，現場施工管理，協力事業者の管理，要員

の確保，配置及び体制管理，必要資機材の確保等を指す。また，工事管理の中には，

実施者の要件についての確認を行うことが含まれる。 

 

【解説 41】工事計画及び工事管理における工程の策定，管理及び変更並びにリスクの管理

活動 

 工事計画及び工事管理における工程の策定，管理及び変更においては，発電用原子

炉施設の安全確保の観点から，原子炉施設保安規定，リスク情報等を基に，工事の実

施に起因するリスクを考慮した上で，同様な機能を有する系統の同時停止の回避など，

工事の工程において異常の発生防止と異常の影響緩和手段が確保されていることを確

認することになる。また，リスクの管理活動によって，工事の実施に伴うプラントの

安全性への影響を，リスク情報により定量的あるいは時間的変化も併せて把握するこ

とで，プラントの安全性を確保するために必要な措置の効果を把握し，継続的な改善

につなげることができる。また，リソース不足やプラント工程の変更等による工事の

遅れによりプラントの安全確保に影響が出ないようにする。 

 

【解説 42】JEAC4111 との関係 

 本項では，JEAC4111-20XX「7.1 業務の計画」「7.5.2 業務の実施に関するプロセ

スの妥当性確認」「8.2.3 プロセスの監視及び測定」「8.2.4 検査及び試験」の要求事項

を，保守管理の要求事項として具体化している。 

 

【解説 43】点検・補修等の実施と確認・評価 

 点検・補修等の結果の確認･評価は，MC-11 に規定する保全計画の策定段階で，あら

かじめ方法を定め，MC-12 に規定する実施段階で実施するとともに記録し，MC-13 の

規定で確認・評価し記録する。このうち，MC-12 の実施段階と MC-13 の確認・評価は，

ほとんどの場合に連続した一連の行為として実施されることから，手順は一つの要領

書にまとめられ，記録についても同一様式の中に実施状況，合否判定，処置等がまと

めて作成される場合がある。 

なお，点検・補修等の結果の確認・評価は，定期事業者検査，使用前事業者検査等

の検査及び試験結果による合否判定行為を含んでいる。 

 

【解説 44】所定の時期 

 ここでいう所定の時期には，以下の時期がある。 

(1) 所定の機能が要求される時 

(2) あらかじめ計画された保全の完了時 
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【解説 45】所定の機能を発揮しうることの確認・評価の方法 

 所定の機能を発揮しうることの確認・評価には，点検･補修等の実施結果を基に，管

理基準を用いて行う方法がある。ただし，構築物，系統及び機器の組合せで総合して

機能を発揮できることを確認することが妥当な場合もあり，全ての機器，部品単位で

機能を発揮できることの確認を求めているわけではない。 

 また，所定の機能を発揮しうることの確認・評価として，一定期間経過後の技術基

準の適合性の確認が必要になる場合がある。例えば，クラス 1 機器の非破壊試験で「一

般社団法人日本機械学会発電用原子力設備規格：維持規格（JSME S NA1-2012）」等

に基づき検査を実施した結果，欠陥が存在すると確認された場合においては，維持規

格（JSME S NA1-2012）等を参照し，まず評価不要欠陥であるかどうかの評価を行い，

この結果，確認された欠陥が評価不要欠陥以上であれば，更に亀裂進展評価及び破壊

評価を行い，健全性を確認することとなる。 

 

【解説 46】最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合 

最終的な機能確認では所定の機能が確認・評価できない場合とは，例えば溶接や熱

処理等のプロセスが該当し，全ての点検・補修等に係るプロセスを確認・評価するも

のではない。 

なお，定めたプロセスに基づき点検・補修等が実施されていることの確認・評価は，

点検・補修等の方法を定めた文書（要領書等）に基づき作業が実施されたことを示す

工事の記録等により行う。 

 

【解説 47】JEAC4111 との関係 

   本項では，JEAC4111-20XX「7.1 業務の計画」「8.2.3 プロセスの監視及び測定」

「8.3 不適合管理」「8.5.2 是正処置」の要求事項を，保守管理の要求事項として具

体化している。 

 

【解説 48】JEAC4111 との関係     

 不適合管理及び是正処置は，JEAC4111-20XX の規定に基づき実施されるが，保全の

実施に係る PDCA の A に当たる重要な部分であることから本項でも記載している。 

 

【解説 49】構築物，系統及び機器の機能に係る是正処置 

 ここでいう是正処置とは，不適合の原因を究明し，再発防止の処置の必要性を評価

し，必要な処置の決定及び実施を行い，当該構築物，系統及び機器がその機能を発揮

するように処置することであり，通常は必要に応じ補修，取替え，改造等の処置が講

じられる。 

 なお，これらの処置を講じなくても所定の機能が発揮され，維持できることが確認

された場合においては，監視強化等の処置を講じ，そのまま継続使用することも可能

である。 
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また，保全データの評価に基づき行う予防的活動（状態監視頻度の見直し，消耗品

の取替え等）は是正処置には含まない。 

  

【解説 50】プロセスに係る是正処置 

   最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合のプロセスは，原子力発電

施設の品質維持に直接的に係る極めて重要なものであり，定めたプロセスに基づいた

点検・補修等が実施されていることが確認・評価できない場合には，その原因を究明

し，適切な是正処置の計画を定めてこれを講じることが必要である。 

 

【解説 51】保全情報の蓄積・共有 

 原子力施設の事故，故障等の情報及び信頼性に関する情報は，保全活動だけでなく

PRAでも活用されることから，PRAに必要な保全情報は確実に蓄積・共有することが

重要である。 

 また，重大事故等対処設備のうち，これまで原子力発電所での使用実績が少ない設

備については，保全情報の蓄積・共有が特に重要である。 

 

【解説 52】JEAC4111 との関係 

 本項では，JEAC4111-20XX「7.1 業務の計画」「8.1 一般」「8.4 データの分析及

び評価」「8.5.1 継続的改善」「8.5.3 未然防止処置」の要求事項を，保守管理の要求

事項として具体化している。 

 

【解説 53】保全の有効性評価 

(1) 保全活動管理指標の監視結果等から，発電用原子炉施設の安全性，供給信頼性に影

響を与える故障がなければ，組織が実施している保全は有効に機能していると評価で

きる。評価結果に基づく保全活動の更なる改善の具体例として，実績が目標値を達成

している場合に保全の実施頻度，実施時期，保全方式等の見直しを行うことがある。 

(2) 保全活動の更なる改善を図ることを目的に，以下の評価を行う際には，保全活動か

ら得られた情報等を適切に組合せて行う。 

ａ．点検間隔又は頻度を変更する場合には，保全データの推移等から評価する。（変

更する場合の詳細評価は【解説 56】参照） 

ｂ．時間基準保全から状態基準保全に移行する場合には，設備診断技術等により故

障の兆候が検知できることを評価する。 

ｃ．状態基準保全適用機器又は設備診断技術を適用している機器について，設備診

断技術により故障の兆候が検知できたかどうか評価する。 

ｄ．経年劣化事象の傾向管理が適切に行われていることを評価する。 

ｅ．高経年化技術評価及び安全性向上評価の結果が保全計画に適切に反映されてい

ることを評価する。 
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【解説 54】点検・補修等の結果の確認・評価と保全の有効性評価との相違 

 点検・補修等の結果の確認・評価が，所定の機能を発揮しうる状態にあることを判

定基準に照らして合否判定することを主眼とするのに対し，保全の有効性評価は，点

検等の結果及び各種技術情報から保全計画の策定段階であらかじめ定めた内容の妥当

性確認及び見直しを主眼とするものである。 

 

【解説 55】保守管理の有効性評価との相違 

 保全の有効性評価は保全プログラムに着目し，保全データの分析を含めた技術的評

価から，これを継続して改善していこうとするものであり，保守管理に着目し全体的

な評価を行う保守管理の有効性評価とは意味合いが異なっている。 

 

【解説 56】点検間隔又は頻度（以下，本解説では「点検間隔」という。）の変更 

構築物，系統及び機器の点検間隔を変更する場合には，保全重要度を踏まえた上で，

以下の評価方法を活用して技術評価を行う。 

(1) 点検及び取替結果の評価 

点検間隔を決定する主要部位について，想定される劣化事象に対して，過去の点検

又は取替実績で有意な劣化の有無について評価する。 

なお，想定される劣化事象に対する設計上の考慮がなされており，過去の点検又は

取替実績で有意な劣化が認められない場合においては，当該部位に対するこれ以上の

評価は不要である。 

(2) 劣化トレンドによる評価 

点検間隔を決定する主要部位について，設計上特定の劣化事象の発生を想定してい

る場合，あるいは過去の運転実績若しくは点検又は取替実績で有意な劣化傾向が認め

られている場合においては，従来の点検間隔における劣化トレンドから劣化の進展を

評価する。 

(3) 類似機器等のベンチマークによる評価 

類似機器等において，変更後の点検間隔以上の点検間隔での運転実績があり，かつ，

点検間隔を決定する主要部位の劣化に起因する故障が生じていないことを評価する。 

なお，評価に当たっては使用材料及び使用環境を適切に考慮する。 

(4) 研究成果等による評価 

点検間隔を決定する主要部位について，耐久性評価などの研究成果，メーカ推奨等

により，変更後の点検間隔以上の使用に対して耐久性があるとの知見が得られている

ことを評価する。 

 

【解説 57】重大事故等対処設備に関する有効性評価の結果の反映 

これまでに運転経験が少ない重大事故等対処設備に関する有効性評価の結果は，保

全計画等への反映だけでなく，設計や配置計画にも反映し，重大事故等対応時の当該

設備の信頼性をより向上させることに努めることが重要である。 
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例えば，定期試験等の保全結果を踏まえて，重大事故等時に確実かつ円滑に対応す

るために設備改造，予備品保有，遮へい等のハード対策を実施する等の継続的改善を

行うことが重要である。 

 

【解説 58】トラブル情報の反映 

「原子力施設情報公開ライブラリー」情報，海外トラブル情報，調達先の有する情

報等を活用して，自プラントにおけるトラブル発生防止に努めることが重要である。 

 

【解説 59】リスク情報の活用 

大規模な工事等の改造によりPRAから得られるリスク情報に有意な影響があると見

込まれる場合には，改造内容を PRA モデルに反映する。 

 

【解説 60】JEAC4111 との関係 

 本項では，JEAC4111-20XX「7.1 業務の計画」「8.1 一般」「8.4 データの分析及

び評価」「8.5.1 継続的改善」「8.5.3 未然防止処置」の要求事項を，保守管理の要求

事項として具体化している。 

 

【解説 61】保守管理の継続的改善 

 継続的に改善する項目としては，要員の確保，配置及び体制，更には作業員及び監

督者の力量等があり，これらの項目は改善措置活動（CAP）のインプット情報とする

ことで更なる改善を図ることが有効である。 


