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独立行政法人 原子力安全基盤機構 

平 成 １ ６ 年 度 事 業 報 告 書 

 

独立行政法人原子力安全基盤機構（以下、「機構」という。）は、原子力安全行政の基盤的業務を実施

する専門機関として、国が実施してきた検査の一部等を行うとともに、これまで公益法人に委託して実

施してきた安全審査の解析評価におけるクロスチェックや各種機器、設備の信頼性に関する試験研究等

の業務を一元的に実施するため、平成１５年１０月１日に発足した。 

事業の実施に当たっては、独立行政法人通則法第２９条に基づき経済産業大臣より指示のあった中期

目標（平成１５年度下期から平成１８年度の３年６か月）の内容に基づき、同法第３０条に基づき中期

計画を定め、その達成に向けて目下、努力しているところである。本事業報告書は、平成１６年度にお

ける事業実績を報告するものである。 

 

 

Ⅰ．独立行政法人原子力安全基盤機構の概要 

 

Ⅰ．業務概要 

（１）目的 

機構は、原子力施設及び原子炉施設に関する検査等を行うとともに、原子力施設及び原子炉施設

の設計に関する安全性の解析及び評価等を行うことにより、エネルギーとしての利用に関する原子

力の安全の確保のための基盤の整備を図ることを目的とする。（独立行政法人原子力安全基盤機構

法（以下、「機構法」という。）第４条） 

 

（２）業務の範囲（機構法第 13 条） 

①原子力施設及び原子炉施設に関する検査その他これに類する業務 

②原子力施設及び原子炉施設の設計に関する安全性の解析及び評価 

③原子力災害の予防、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止及び原子力

災害の復旧に関する業務 

④エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保（次号において「安全確保」という。）に

関する調査、試験、研究及び研修 

⑤安全確保に関する情報の収集、整理及び提供 

⑥①～⑤の業務に附帯する業務 

⑦原子炉等規制法第６８条第１項から第３項までの規定による立入検査、質問又は収去 

⑧電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第１０７条第１項から第３項までの規定による立入検

査 

⑨①～⑧の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の行政機関の求めに応じた、原子力の安全の確保

に関する業務 
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２． 事務所の所在地 

（１）本館 

〒１０５－０００１ 

東京都港区虎ノ門３丁目１７番１号 藤田観光虎ノ門ビル 

代表番号：０３－４５１１－１１１１ 

 

（２）別館 

〒１０５－０００１ 

東京都港区虎ノ門４丁目３番２０号 神谷町 MT ビル 

代表番号：０３－４５１１－１５００ 

 

（３）核燃料サイクル施設検査本部 

〒０３９－３２１２ 

青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附 1 番地 35 

むつ小川原ビル１０１号室 

代表番号：０１７５－７１－０８８１ 

 

 

３．資本金の状況  

資本金：なし 
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４． 役員の状況  

定数：６人（理事長１名、理事３名、監事２名） 

機構法第７条    機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 

機構法第７条第２項 機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。 

 

（平成１７年４月１日現在） 

役 職 氏 名 任期 主 要 経 歴 

理事長 成合 英樹 ４年 

昭和 42 年 4 月  運輸省 船舶技術研究所 原子力船部  

昭和 55 年 4 月  筑波大学構造工学系 助教授  

昭和 62 年 11 月 筑波大学構造工学系 教授  

平成 11 年 4 月  筑波大学機能工学系 教授  

平成 14 年 4 月  筑波大学 名誉教授  

平成 14 年 6 月  日本原子力学会 会長  

平成 14 年 7 月 （財）原子力安全研究協会 研究参与（非常勤）  

平成 15 年 7 月 （財）原子力発電技術機構 技術顧問（非常勤）  

平成 15 年 10 月 独立行政法人 原子力安全基盤機構 理事長 

 

理 事 曽我部 捷洋 ２年 

昭和 42 年 4 月  通商産業省 入省  

昭和 58 年 4 月  通商産業省 資源エネルギー庁 ガス保安課長  

昭和 61 年 2 月  福岡通商産業局 公益事業部長  

平成元年 4 月  通商産業省 資源エネルギー庁 発電課長  

平成 2 年 6 月  通商産業省 立地環境局 立地指導課長  

平成 3 年 6 月  科学技術庁 原子力安全局 原子力安全課長  

平成 4 年 6 月  通商産業省 通商産業検査所長  

平成 6 年 7 月  西部ガス株式会社 顧問  

平成 13 年 6 月  西部ガス株式会社 常務取締役  

平成 15 年 7 月 （財）原子力発電技術機構 参事  

平成 15 年 10 月 独立行政法人 原子力安全基盤機構 理事 

 

理 事 中野 賢行 ２年 

昭和 50 年 4 月  通商産業省 入省  

昭和 60 年 11 月  科学技術庁 原子力安全局 原子力安全課長補佐  

平成元年 3 月  通商産業省 資源エネルギー庁 公益事業部  

電源立地対策室長  

平成 4 年 7 月  宮崎県 商工労働部長、企画調整部長  

平成 7 年 4 月  通商産業省 環境立地局 立地政策課長  

平成 11 年 7 月  科学技術庁 原子力局 国際協力・保障措置課長  
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役 職 氏 名 任期 主 要 経 歴 

平成 12 年 7 月  科学技術庁 科学技術振興局 企画課長  

平成 13 年 1 月  石油公団 ワシントン事務所長  

平成 15 年 7 月  経済産業省 経済産業研修所長  

平成 15 年 10 月 独立行政法人 原子力安全基盤機構 理事 

 

理 事 安藤 弘昭 ２年 

昭和 36 年 4 月  通商産業省 入省  

昭和 63 年 4 月  通商産業省 資源エネルギー庁  

原子力発電安全管理課  総括電気工作物検査官  

昭和 63 年 10 月 通商産業省 資源エネルギー庁  

原子力発電安全審査課 統括安全審査官  

平成 4 年 4 月   科学技術庁 原子炉規制課 安全審査管理官  

平成 6 年 2 月  （財）発電設備技術検査協会技術基準室基準部長、 

総務室総務部長、法定業務室長  

平成 15 年 10 月 独立行政法人 原子力安全基盤機構 理事 

 

監 事 大和 顯治 ２年 

昭和 43 年 4 月  会計検査院  

昭和 58 年 12 月 会計検査院 第２局監理課長  

昭和 63 年 6 月  鉄道建設公団 監査室長（出向）  

平成 2 年 7 月  会計検査院 第５局通商産業検査課長  

平成 9 年 6 月  会計検査院 第３局長  

平成 11 年 8 月  （財）原子力発電技術機構 監事  

平成 15 年 10 月 独立行政法人 原子力安全基盤機構 監事 

 

監 事 荒井 徹 ２年 

昭和 46 年 7 月  日本航空株式会社  

平成 11 年 5 月  日本航空株式会社 整備企画部長  

平成 12 年 4 月  日本航空株式会社 整備本部副本部長（兼） 

成田整備事業部長  

平成 14 年 7 月  株式会社ＪＡＬ航空機整備東京 社長  

平成 15 年 10 月 独立行政法人 原子力安全基盤機構 監事 

 

 

 

５．職員の状況  

平成１６年３月末は３９４名、平成１７年３月末の職員数は４３３名。 
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６．設立の根拠となる法律名  

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）及び独立行政法人原子力安全基盤機構法（平

成１４年法律第１７９号） 

 

 

７．主務大臣  

経済産業大臣 

 

 

８．沿革  

原子力安全基盤機構は、平成１４年３月の閣議決定「公益法人に対する行政の関与の在り方の

改革実施計画」中で、これまで委託等により実施していた、国が行うべき原子力安全行政事務につ

いては、「原子力安全規制の被規制者からの独立性、中立性の確保を図りつつ、原子力安全規制の

さらなる効率的かつ的確な実施を図るため、原子力安全規制の実施を目的とする独立行政法人を設

置し、国の原子力安全行政部門の事務の一部及びこれに関連する公益法人への委託実施事務を当該

独立行政法人に移管して実施する。」とされたことを受けて、平成１５年１０月１日に設立された。 
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Ⅱ．業務の進捗状況 

 

Ⅰ．当該事業年度の業務の実施状況 

１．１業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置 

（１）組織運営 

①科学的・合理的判断に基づく業務の実施 

ａ）行動規範を踏まえた組織運営、業務の実施 

イ）機構の業務に関し科学的・合理的な判断に基づきこれを実施する旨を定めた行動規範につい

ては、平成１５年度に引き続き、イントラネットのトップページに常時掲載するとともに、額装

して各役員室及び各部に配布し、更に職員への周知徹底を図った。 

 

ロ）平成１６年度の組織及び業務運営については、理事長自ら機構の取組むべき重点課題として

ⅰ）機構内外の連携の拡充強化、ⅱ）業務の高度化と継続的改善の徹底、ⅲ）専門家集団として、

外部へのわかりやすい説明の強化の３点を挙げて職員訓示を行い業務を遂行した。 

 

ｂ）透明性を確保するための情報の公開、発信 

機構が行う業務の判断根拠の透明性を確保するために必要な情報の公開、発信を以下のとおり

行った。 

イ）機構のホームページにおける情報公開及び発信 

機構のホームページは、年間１０万件を超えるアクセスがあることから情報公開の重要なツー

ルの一つと位置づけており、次のような情報の公開、発信を積極的に実施した。 

ⅰ）機構の組織に関する法令、機構の業務に関する規程、役職員に関する規程、情報公開に関

する規程等の法令・規程 

ⅱ）中期目標、中期計画、年度計画、財務に関する報告書、評価に関する報告書 

ⅲ）試験研究等外部評価委員会、機構の事業実施のための検討会、技術研究会、国際会議の議

事概要等 

ⅳ）各種事業の成果報告書 

ⅴ）定期安全管理審査の結果等 

 

ロ）シンポジウム、セミナー、公開試験等を活用した情報公開及び発信 

機構の業務及びその成果等を原子力関係者及び一般公衆等に直接的に発信すべく、以下の活動

を実施した。 

・ＪＮＥＳ２００４シンポジウム「確かな息吹で安全確保」を開催（平成１６年１０月２８日、

於経団連ホール、約４２０名参加） 

・規格基準策定のための研究活動の成果を積極的に外部に発信するためのセミナーを開催。

(「応力腐食割れき裂進展評価と検出技術」等) 
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・有識者、プレス、一般国民を対象として、事業内容を理解してもらうために公開試験を実施。

(耐震公開試験 ２００５／２／２５) 

・原子力学会、機械学会をはじめとする国内外の学術協会に対して、積極的参加し、事業の成

果について発表。 

・海外への情報発信としては、美浜発電所３号機のトラブルについて、早期に１２の国及び機

関に情報を連絡。 

 

ハ）印刷物の発行等による情報公開及び発信 

機構の組織、業務等を紹介したパンフレット類、各種事業成果報告書の他、以下の資料を作成

し、情報の公開、発信に努めた。 

・機構の平成１５年度の活動実績についてまとめた「平成１５年度の事業活動」を作成し、関

係機関に配付するとともにＪＮＥＳシンポジウム時に参加者に配付。 

・原子炉施設のトラブルや運転実績を記載の運転管理年報（平成１６年度版）を機構として初

めて発行。 

・我が国の原子力施設におけるトラブルについて（平成１６年度版）を発行。 

・規格基準の制定・改定に資する技術レポート(ＪＮＥＳ－ＳＳレポート)の発刊。 

・安全情報に関する週報／月報を発行し関係者に配布。 

 

②責任の明確化と的確な業務処理 

組織運営の問題点等については、絶えず検討し、必要な組織の改善を図るとともに、職員の適材

適所への配置に努めた。 

また、組織改正をする場合には、機構の内部組織を簡潔でフラットなものとし、責任の明確化と

意志決定の迅速化を図った。（詳細については、「（１）④機動的かつ弾力的な組織運営」に記載し

ている） 

 

③部門間の情報の共有 

ａ）情報共有化のための会合の開催 

役員と各部の部長・本部長等を構成メンバーとする幹部会を、月１回、開催して、重要事項の

審議を行うとともに、機構の業務実施状況等に関する情報の共有を図った。（計１４回開催） 

また、理事長と幹部との情報交換会（毎週１回、計３８回開催）及び各部の筆頭グループ長に

よる会合（隔週、計１９回開催）により、業務の実施状況や課題等の情報を共有した。 

さらに、特別な議案の発生の都度、臨時に関係者が集まり部門間の情報共有を図った。 

各部長で構成する「規格基準連絡会」を設置して、機構が実施している国の指針、法令及び審

査基準の作成等の支援、並び学協会規格の作成等に関しての協力活動に関する機構内の情報共有

を進めた。  

規格基準策定に係る試験研究実施部門においては、技術分野毎に各部横割りの職員で構成する
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タスクチームを機構内に設置し、平成１５年度に引き続き、常に当該分野の現状認識を行い、成

果の活用先を念頭に置き、調査、試験及び研究の方向性を検討し、技術分野毎の情報を共有した。 

 

ｂ）イントラネットの活用 

機構内にイントラネットを配備し、全役職員を対象としてアクセス管理（電子メール、掲示板

による情報周知、連絡、会議室予約等）及び規程類の閲覧、帳票類の共通利用等を推進し、Ｗｅ

ｂの共通利用によるより一層の強化を図った。（詳細については、「（４）業務の効率化の推進①情

報化の推進」に記載している。） 

また、保安規定解説書、安全情報検討会、高経年化対策の作業の迅速化を図るため、安全情報

部のサーバに情報共有のためのホームページをテーマ毎に作成し、原子力安全・保安院（以下「保

安院」という。）や機構内関係部門が有効に利用した。 

月間計画、週間計画を部内イントラネットに公開し、部業務、グループ業務に係わる情報の共

有化を図った。 

安全規制に係る規格類の整備支援の一環として、海外規制情報に関する機構の調査・研究成果

等を学協会等一般へ提供するため、事業成果をデータベース化し、ウェブで閲覧するシステムを

開発し、機構内で利用できるようにした。 

 

④機動的かつ弾力的な組織運営 

原子力安全行政上の要請に応じて必要な業務を実施できるよう、以下のとおり、機動的かつ弾力

的な組織運営を行った。 

ａ）業務の円滑な立ち上げと業務運営の安定化を図るために、平成１６年９月に組織全体の運営

業務を実施する企画管理部を、企画部と総務部に分割し、業務の効率化と意思決定の迅速化を図

った。 

 

ｂ）当面の原子力安全規制の重点課題の一つである放射性廃棄物関連業務を強力かつ効率的に推

進するために、平成１６年９月に規格基準部内に放射性廃棄物評価室を設置し、専門家を集約す

るとともに関連する部署との連携を円滑に実施した。 

 

ｃ）高経年化対策への取り組みを強化するため、保安院が総合資源エネルギー調査会に高経年化

対策検討委員会を設置して検討に着手するとともに、担当課内に高経年化対策室を設置したこと

に対応して、機構内の高経年化関連業務の実施体制を整備するため、平成１６年１２月、規格基

準部に、現行の材料評価グループの所掌する高経年化関連業務を拡充の上、「高経年化評価室」を

新設した。 

 

ｄ）総合資源ネルギー調査会部会にリスク情報活用検討会が設置され、今後、原子力安全規制へ

のリスク情報の活用に関する業務が本格化することを踏まえ、本業務の実施体制の強化を図るた
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め、平成１７年１月、解析評価部に、現行の安全性評価グループを改組して、確率論的安全評価

グループと環境影響解析グループを設置した。 

 

ｅ）国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の策定した核物質防護ガイドラインに対応した防護措置等を講

じるため、平成１７年２月に、関連法律案が閣議決定されたされたことに伴い、平成１７年度以

降において、機構における核物質防護対策関連業務が増加することに対応し、また、同業務にか

かる情報管理の徹底を図ることを目的に、平成１７年４月に、防災支援部に「核物質防護グルー

プ」を設置するとともに現行の「防災研究グループ」を「防災研修訓練グループ」に変更するた

めの準備を行った。 

なお、核物質防護に関わる業務の増大に伴い、平成１６年１１月に、同情報の漏洩防止を狙い

とした職員の出入管理を強化した核物質防護対策専用室を設置した。 

 

ｆ）年度計画に予定されていなかった以上のａ）～ｅ）に対応し、当初予定していた人事業務を

停滞させることなく、タイムリーな人員配置の見直しを行った。 

 

ｇ）保安院からの要請により実施した美浜発電所３号機事故の原因調査については、安全情報部

が関係各部の協力を得て責任部署としてとりまとめを行うという体制を早急に組み、保安院の要

請を的確に捉え、原研と協力し評価を実施する等機動的かつ弾力的な組織運営を行った。 

 

ｈ）米国における安全規制動向の迅速な把握等の原子力安全行政上の要請に応えるとともに、米

国規制当局との連携強化を図るため、米国ワシントンに駐在員２名を派遣した。 

 

⑤中立・公正な業務執行 

ａ）検査等の業務及びクロスチェック解析の業務については、中立・公正な業務執行を確保する

ため、昨年同様、電力会社等からの出向者を充てずに、機構のプロパー職員又は国からの出向者

で実施した。 

特に、保安院において、クロスチェック解析等の実施要領（内規）が定められ、クロスチェッ

ク解析について指示文書が発出されることになったことを踏まえ、中立公正な業務の実施に向け

クロスチェック解析等の指示文書に対応した処理要領を作成し、中立・公正な業務の執行に努め

た。 

 

ｂ）平成１７年２月に職員を対象に倫理研修を実施して具体的事例による対応等の認識を深め、

規律の維持に努めた。 

また、セクハラ防止についても同様に職員を対象に平成１７年２月に研修を実施し、セクハラ

防止のための認識等を深め、規律の維持に努めた。 
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ｃ）内部監査規程に従い、年度方針・年度計画を策定し、これに従い、６月、９月、１２月に計

３回の内部監査を実施した。 

平成１６年度は本格的内部監査実施の初年度であることから、機構の規程等の遵守状況、遵守

に際しての問題点を中心に内部監査を実施した。 

 

⑥機構業務の質の向上 

ａ）品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）構築 

機構業務の品質確保のための活動として今年度は、年度計画に従い各部門のＱＭＳ構築等に重

点を置き、以下を実施した。 

イ）ＱＭＳ整備委員会の開催 

昨年度発足した理事長を委員長とする機構のＱＭＳ整備活動を総括するＱＭＳ整備委員会を

３回開催し、平成１６年度活動計画の確認、平成１７年１月からのＱＭＳ試運用に際しての 整

備状況確認、平成１７年度の活動計画策定に向けての重点実施項目等の確認等を実施した。  

 

ロ）各部門におけるＱＭＳ構築活動 

各部門においては各部門の品質マネジメントシステム構築を推進するための体制を整備する

とともに、平成１６年度の品質目標、活動計画の策定を行った。 

また、各部門のＱＭマニュアル、主要業務について業務フローを作成するとともに要領書、手

順書等の二次文書の作成を進めた。 

 

ハ）ＱＭＳ連絡会等の開催 

各部と事務局の連携を円滑に行うため、ＱＭＳ連絡会を昨年度に引き続き、２週間に 1 回程度

の頻度で計１７回開催し、各部門のＱＭマニュアル等の策定についての議論、各部の活動状況の

確認等を計画的に実施した。 

また、外部コンサルタントを入れた各部門別のＱＭＳ構築のための個別会合を２回開催して、

各部門のＱＭＳ構築活動に役立てた。 

 

ニ）研修及び講演会等の実施 

各部門のＱＭマニュアルの整備、ＱＭＳの運用等に関する理解を深めるため、外部の専門家に

よる以下の研修及び講演会等を実施した。 

ⅰ）ＱＭＳに関する構築支援セミナーを２回開催 

第１回（６月）「業務プロセスの見直し」、第２回（１１月）「役に立つ品質マネジメントシス

テム構築 」 

ⅱ）ＱＭＳ内部監査員研修 

６月及び９月に２回実施（各回２４名、合計４８名、全員合格） 

ⅲ）ＱＭＳ全体研修の実施 
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平成１７年１月からのＱＭＳ試運用に先立ち、全役職員を対象に機構のＱＭＳに関する研修

を実施（４回実施、全員研修終了） 

 

ホ）ＱＭＳ試運用の開始 

各部門のＱＭＳマニュアルの作成、機構全職員へのＱＭＳ研修の実施を経て１７年１月より、

ＱＭＳの試運用を開始した。 

 

へ）ＩＳＯ／ＩＥＣガイド６５についての検討 

事務局において検査関連業務に適用すべく検討を進めるとともに外部専門家を招きガイド６

５の要件についての勉強会を実施した。 

また、機構のＱＭ規程に盛りこむガイド６５関連規程の素案の作成を進めた。 

 

ｂ）リスクマネジメントシステム構築の検討 

機構としての適切なリスクマネジメントシステムの構築に向け、以下の内容を実施した。 

イ）推進体制 

昨年度に引き続き、総括参事を主 査とし各部署の計画グループ長等を委 員とする「リスクマ

ネジメントシステム構築ワーキンググループ」を設置し、リスクマネジメントシス  テムの構築

に向けた検討を推進した。 

 

ロ）優先対応リスクの選択 

昨年度に抽出したリスクを参考に、コントロール（リスクを低減するための体制・プロセス）

の現状を踏まえ、今後対策を講じるべき優先対応リスクを各部署５個程度選択した。 

なお、優先対応リスクの選択に当たっては、 

ⅰ）各部署１０名前後の対象者へのアンケートにより、優先対応リスクの候補となるそれぞれ

１０個程度のリスクに対する残存リスク評価を実施。 

ⅱ）各部署長・計画グループ長へのインタビューにより、アンケートの集計結果への意見等を

確認し、各部署内における優先対応リスク選択の参考とした。  

 

ハ）個別リスク対策の整備 

選択した優先対応リスクに対するリスクマネジメントの方針を決定し、アクションプランを作

成すると共に、優先度の高い個別リスク対策の整備を行った。 

 

 

（２）効率的な事業の実施 

①第三者評価の導入 

ａ）平成１６年度の試験研究等の事業 
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平成１６年度に機構が行った試験研究等の事業については、試験研究等外部評価委員会におい

て、３回の本委員会、９回の分科会を開催して、評価を行い、結果をとりまとめ、ＪＮＥＳ部会

に報告書を提出した。 

なお、本評価委員会の意見については、以下のとおり、平成１６年度の事業に反映させている。 

イ）「放射性廃棄物管理及び処分」に関しては、体制の整備を行い、平成１６年度には放射性廃

棄物評価室を設置した。 

また、この分野の技術マップを整備し、他の研究機関と調整をしつつ、複数の自主事業を実施

して、規制ニーズに対応すべく事業を実施した。 

さらに、低レベル放射性廃棄物の埋設確認業務については、規格基準部と核燃料サイクル本部

が連携して確認要領を迅速に整備する体制を構築し、平成１６年度は事業者のヒアリングに基づ

き、優先順位の高い２件の案件について、検討会において専門家の意見を聴取しつつ確認要領を

作成してＪＮＥＳ－ＳＳレポートとして公開した。 

 

ロ）「地盤・構造物系の耐震性に関する試験等」においては、 初の２年間をフィージビリティ

評価として、計画を充実させることとした。 

 

ｂ）平成１６年度の試験研究等の事業 

平成１６年度は、ＪＮＥＳ部会の意見を踏まえ、安全解析コード整備事業等についても、試験

研究等外部評価委員会の評価を受けることとし、安全解析分科会を新たに設置した。 

平成１６年度中に、本委員会を２回、分科会を計３回開催して、評価を実施中である。 

さらに、今後、本委員会を１回、分科会を計１０回程度開催して、平成１７年５月下旬を目途

に、評価をとりまとめ、報告書を、ＪＥＮＳ部会に提出する予定である。 

 

②規制当局等との連携 

ａ）幹部クラスの連絡会 

保安院と当機構のトップを含む幹部クラスの連絡会を８回実施し、それぞれの懸案事項を説明

した上で、十分な意見交換を行い、保安院のニーズを適切に把握できるよう十分な連携をとった。 

 

ｂ）各部における連絡会 

業務実施部門では、以下に示すような会合をほぼ定期的に実施し、保安院のニーズを把握した。 

これ以外にも必要に応じて保安院と打合せを随時行い、ニーズの詳細確認を行った。 

イ）検査業務関連では、保安院の検査課との間で定期的（１回／月程度）に情報交換のための連

絡会を開催した。 

 

ロ）解析関連では、保安部会｢リスク情報活用検討会｣（保安院・機構共同事務局）において、リ

スク情報を活用した規制（ＲＩＲ）の基本的考え方（案）の改訂、ＲＩＲ実施計画の策定等を共
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同で進めている。 

また、ストレーナ閉塞問題に関する保安院、機構及び事業者間の打ち合わせを週一回実施しす

るとともに、原子力安全委員会の「耐震指針検討会」に技術検討成果を報告する等の技術支援を

実施した。 

 

ハ）防災関連では、定期的（１回／月）に保安院；原子力防災課との間で情報連絡会を開催する

とともに、必要の都度、原子力防災課を訪問し、先行的に防災支援部業務に係る情報を取得した。 

 

ニ）規格基準関連では、保安院との定期的な打合せを行い、ニーズを的確に把握することで、内

部流動等の効率的な組織運営を図り、効果的な業務を行うべき体制を整えた。 

具体的には、事業の実施計画の立案、実施に当たって、定期連絡会を実施するとともに必要の

都度、十分な連携を保った。 

保安院の原子力安全審査課、原子力安全技術基盤課と定例連絡会(1 回/月)を開催した。保安院

と「使用済み燃料貯蔵事業連絡会」を、１～２ヶ月に１度開催し計画の立案、実施を図っている。 

また、その他保安院各原課（原子力発電検査課、核燃料サイクル規制課、核燃料管理規制課、

放射性廃棄物規制課）と定期連絡会を設けるとともに緊急性のある案件及び重点課題等について

は個別に連絡会等を設け、規制当局等と十分な連携を図った。 

また、調査、試験及び研究の実施プロセスに関して、保安院と協議し、保安院が原子力安全規

制の観点から安全研究ニーズを取り纏め、機構が安全研究ニーズに基づく安全研究を計画・実施

し、規格基準等の整備を行う等、フレームワークを構築した。 

 

ホ）安全情報関連では、保安院と共催で安全情報検討会を原則月２回開催し、海外の安全問題に

関する情報提供を行い、我が国の安全及び安全規制等につき意見を交換するとともに、保安院の

ニーズも把握した。 

 

ｃ）美浜発電所３号機２次系配管破損事故 

事故発生直後から保安院と連絡を取り、初期対応、立入検査、原因調査等あらゆる面で保安院

と十分な連携を取り、大きな成果を上げた。 

 

各部門における保安院との連絡会実績 

検査関連連絡会 ９回開催 

解析関連連絡会 １２回開催 

防災関連連絡会 ９回開催 

規格基準関連連絡会 ２２６回開催 

（注）各グループにおけ

る回数 
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安全情報関連連絡会 ３４回開催 

 

③外部ポテンシャルの活用 

ａ）外部機関の活用 

調査、試験関連業務等の一部業務について、効率良く遂行するため、これらに も適した外部

機関を活用した。（契約件数２２３件、請負金額約９５億円） 外部機関の選定に当たっては、唯

一の機関しかない場合には随意発注とするが、原則、複数機関による一般競争入札により選定・

発注し、仕様書に対する見積仕様書を提出させ、その内容及び技術的能力を、総務部長を審査委

員長とする契約審査会等で審議し、契約を実施した。 

日本原子力学会に安全研究における産学官の役割分担の明確化を計るため安全研究ロードマッ

プの作成を依頼するとともに、美浜発電所３号機事故の際に原因調査のため、日本原子力研究所

「以下（原研）という。」に破損部の金属調査、減肉評価、配管内の流況評価等を依頼するなど、

大学・原研等の国内研究機関及び海外研究機関等の外部機関が得意とする分野については、積極

的にこれらを活用し、一層の業務効率化を図った。 

また、防災関連設備更新計画策定にあたり、情報通信システムを 新のものとすると共に他機

関のシステムの取込等の研究をコンサルタントに委託、緊急時の避難に係る判断の手引き作成に

ついて原研を活用する等、その他の業務においても外部ポテンシャルの積極的活用に努めた。 

 

ｂ）外部人材の活用 

試験研究関連業務及び解析評価業務等を実施するに当たり、技術的な助言を受けるため、外部

の専門家からなる３１の検討会と１２の分科会、２つの技術研究会を設置し、技術的な助言を受

けながら、検討会等を延べ１２９回開催した。 

また、機構役職員のポテンシャル向上のための研修、講演会等においては、必要に応じ講師と

して経験豊富な外部の専門家を招き、内容が的確かつ有益なものになるよう努めた。 

この他、技術系職員の業務軽減の目的で、資料作成補助及び旅費精算等の事務的作業について

は、派遣職員を積極的に活用した。 

 

 

（３）高い専門性のある人材の確保及び育成 

①専門的能力の確保 

ａ）人事委員会による検討 

役員等から構成される人事委員会を計１４回開催して、高い専門的能力と経験のある人材の確

保、適材適所の任用を含む人事全般に関する基本的事項等について検討を行った。 

 

ｂ）検査員の採用 

検査業務の増加に対応するため、平成１７年４月に新たに採用する２１名の検査員を内定する
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など、中途採用の積極的活用を図った。 

 

ｃ）組織変更に応じた人材面の対応 

組織変更に応じて専門的知識及び経験に富んだ人材を確保するため、移籍採用、新規出向、配

置換え、併任など、適切な任用を行った。 

 

ｄ）嘱託非常勤職員制度の創設 

再雇用制度を見直して新たに嘱託非常勤職員を設け、定年後の知識及び経験に富んだ人材の活

用の幅を広げた。（制度施行は、平成１７年４月から。） 

 

②職員の能力向上策の推進 

ａ）各種研修の実施 

（検査員研修、目標管理型の業績評価研修及び品質マネジメント研修については、別掲。） 

研修基本計画及び平成１６年度研修計画に基づく各種職員研修を積極的に実施した。 

専門実務研修としては、専門管理者資格研修（防火管理者及び衛生管理者計７名受講）等を開催

するとともに、業務遂行能力の開発に資する外部研修･セミナーへ参加する枠組を新たに創設し、

計２２名が受講した。 

また、緊急時対応技術等の能力向上を図る目的で運転技術センター等から講師を招聘し３回の

セミナーを実施し、計１０５名が参加した。 

一般基礎研修としては、技術顧問による講演会（毎月）、管理職研修、倫理研修、セクハラ研修、

メンタルヘルス研修等を開催し、計８８７名が受講した。 

一般技能研修としては、ビジネスコミュニケーション、簿記･会計、パソコン及び語学能力につ

いて、外部研修を積極的に活用する枠組みを新たに創設し、計７３名が受講した。 

また、経済産業研修所が開催する第Ⅰ期～第Ⅲ期（ＣＩＯ／ＣＴＯ）研修の各期に１名（合計

３名）が参加した。 

 

ｂ）学会活動等への参加 

日本原子力学会、機械学会、建築学会等において成果の発表や講習会への参加を行い情報収集

等技術力向上に努めた。（論文等の発表１２８件） 

また、各技術分野の 新動向の情報取得、職員の能力、専門的知識の維持向上等を図るため、

学協会等の講習会等へ出席した。（計３３名参加） 

なお、放射性廃棄物処分の分野では、スイスに本拠地のある国際研修組織（ＩＴＣ）が開催す

る２回の専門家向け研修に、計３名が参加した。 

 

ｃ）各種技術資格等の取得 

職員が機構に採用された後に学位を取得した場合の昇給制度を創設し(平成１６年６月)、学位
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取得を推奨し、機構設立後に学位を取得した３名の職員の昇給を行った。 

 

③職員の業績評価制度 

前年度に引き続き、業績評価制度を含めた機構の人事制度全体の整備を進めるため、各部室長へ

のインタビューを元に人材体系の整理等を行うとともに、業績評価のための目標管理の研修及び一

部試行を部室長・グループ長を対象に実施した。 

目標管理型の業績評価研修は、１２月と２月に各３回に分けて（計６回）実施し、計７３名が受

講した。 

 

 

（４）業務の効率化の推進  

①情報化の推進 

ａ）イントラネットの整備と活用 

全役職員を対象としてアクセス管理されたイントラネット機能を利用して、各グループ及び部

門内の情報共有を容易にできるようにした。また、検査業務における出張先である各地の発電所

内事務所において本館と同様にイントラネットを利用できるようにネットワークを整備した。 

さらに、グループウェアの機能をより使いやすくすることを目指して、クライアントサーバ版

からＷｅｂ版に置き換えることとし、サーバを導入して移行の準備を進めた。 

 

ｂ）各種情報化システムの導入及び強化 

業務の一元化、省力化、迅速化を図るため、昨年度導入した会計システム、旅費システム、給

与計算システム等を改良するとともに、新たに人事情報システムを導入し、データ入力を開始す

るなど運用準備を行った。  

安全審査、工事認可データベースの拡充及びデータアクセスの改善を実施しするとともに、技

術計算支援・管理ソフトを導入して、解析技術の継承及び解析結果の品質向上を図った。 

 

ｃ）セキュリティの確保 

セキュリティ確保のため、ファイアウォールの設定を適切にして運用するとともに、ウィルス

検出ソフトのパターンファイルなどを 新状態にアップデートした。また、各役職員のＰＣに対

してもウィルス検出ソフトのアップデートを実施した。 

     情報漏洩や不正アクセスに係るリスク対策及び個人情報保護法への対応を考慮し、電子情報セ

キュリティ規程を制定し施行した。 

安全情報等に関するセキュリティポリシーについて職員への徹底を図るとともに、安全情報デ

ータベースシステムへの外部侵入の模擬抜き打ち検査を行い、問題ないことを確認した。 

 

②ｅ－ＭＥＴＩ計画への対応 
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オンライン化の対象となる行政手続の内、機構が申請を受ける検査業務について調査、検討を進

めるとともに、業務の 適計画に対する他独法の取り組み状況を調査し、機構における作業の進め

方及び民間の専門家の活用や民間への委託について検討した。 

また、業務の 適化手法（ＥＡ手法）に係る 新情報を収集、調査するとともに、経済産業研修

所の情報化統括責任者／技術統括責任者（ＣＩＯ／ＣＴＯ）研修に職員を参加させ、業務の 適化

に係る業務を担当する職員の能力向上に努めた。 

 

③調達等の効率化 

ａ）競争実施によるコストの削減 

物品及び役務の調達等については、業務の内容から１社への随意契約が必要なものを除いて、

一般競争入札又は一定金額以下の随意契約ができるものについても複数見積書の微取（見積合わ

せ）を行うこととし、契約件数１，７３１件中、一般競争入札及び見積合わせを６７５件実施し

て、予算に比し、約９億円のコスト削減を行った。 

  

ｂ）共通事務用品の調達事務の合理化 

共通事務用品の調達については、従来は毎月１回まとめて契約（約１３０品目）していたため、

数量調査から納入まで約１か月を要していた。 

これを改善すべく検討を重ね平成１６年９月より、単価契約（約１，３００品目）を定めて随

時発注を可能とし、発注から納入までの期間を大幅に短縮（ 大２日）できた。 

 

ｃ）契約事務の合理化 

請負内容が定型化しているオフサイトセンター設備の維持管理やＥＲＳＳの維持管理契約及び

パソコン等の情報機器のリース契約に関しては、本年度から３ヶ年契約を締結し毎年繰り返され

る契約事務の軽減を図った。 

 

④業務経費の削減努力 

ａ）事業費 

平成１６年度の事業費（検査等に係るものを除く）については、運営費交付金ベースで、平成

１５年度（通年ベース換算）に対して、約０．８９％の削減を行っており、中期目標の期間の

後の事業年度において機構設立時（通年ベース換算）比３％（物価変動を考慮して補正を行う）

を上回る削減を達成するという目標に向かって、概ね着実に経費を削減している。 

また、業務実施のために外部機関を活用する際には、随意契約が必要な場合を除いて、一般競

争入札を行うこととし、経費の削減に努めた。 

さらに、事業の実施に当たっては、部内に審査制度を設けて部長以下の職員により事業の実施

計画、発注方式(一般競争、随意契約)見積書等について、十分審査し事業費の効率的運用に努め

た。 
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ｂ）一般管理費 

平成１６年度の一般管理費については、運営費交付金ベースで、平成１５年度（通年ベース換

算）に対して、約１．５７％の削減を行っており、中期目標の期間の 後の事業年度において機

構設立時（通年ベース換算）比１０％（物価変動を考慮して補正を行う）を上回る削減を達成す

るという目標に向かって、経費を削減している。 

また、平成１５年度に引き続き、独法移行前の法人等から入手した備品類を活用するとともに、

新規購入分については、原則として競争入札によって購入することより経費削減を図った。 

 

 

１．２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

Ⅰ．２．１検査等に関する業務 

１．２．１．１検査等に関する業務（電源立地勘定事業） 

（１）検査制度の高度化検討支援 

①リスク情報に基づく検査制度の開発整備 

ａ）原子炉施設 

イ）米国プラントの運転実績に基づく信頼性データ（米国故障率データ）に加え、国内プラン

トの運転実績の信頼性データ（国内故障率データ）を用いたリスク重要度解析に基づき、炉心

損傷頻度の観点から定期検査の重点対象候補を検討した。 

その結果、国内故障率データによるリスク重要度は米国故障率データのみに基づく結果と比

較してＦＶ重要度は低下するが、ＲＡＷ重要度はほとんど変化しないことを把握した 

これら結果を踏まえ、今後の定期検査対象の重点化に係る詳細検討に資する。 

 

ロ）格納容器隔離系統の機能喪失を考慮したモデルに基づき、格納容器破損頻度に対するリス

ク重要度（ＦＶ重要度，ＲＡＷ）を解析し，格納容器破損に係る重要な機器を摘出した。 

この結果を踏まえ、今後の定期検査対象の重点化に係る詳細検討に資する。 

 

ハ）後述の②Ｃ）配管損傷事象の収集・調査で得られた配管損傷頻度を配管部位のリスク重要

度評価に基づき、各配管部位に対する検査方法（体積検査、表面検査又は検査免除）を検討し

た。 

その結果一部の検査は、簡便な検査方法に変更してもリスクへの影響が少ないことが分かっ

た。 

また、維持規格で規定されている現行の配管検査の周期及び頻度とリスク重要度の比較より、

リスク重要度の高い配管部位は検査周期が短く、頻度も多い傾向となっていることを把握した。 

 

ニ）停止時ＰＳＡ、内的事象レベル２ＰＳＡ及び火災ＰＳＡモデルを活用して、検査時発見事
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項のリスク上の重要度を評価するモデルを試作した。 

また、米国ＮＲＣの原子炉監視プログラム（ＲＯＰ）におけるアクションマトリクス及びイ

ンセンティブの考え方を分析し、国内の検査制度への適用を検討した。 

 

ホ）ＢＷＲを対象にして、リスクの観点から、非常用炉心冷却系及びそのサポート系の保全対

象機器の分解点検周期の妥当性を検討した。また、リスク評価手法のＢＷＲとＰＷＲの共通点

を踏まえ、ＰＷＲにおける分解点検周期の適用性を検討した。 

更に、人的過誤の影響評価方法を検討し、試解析を行うとともに、状態監視保全に係る評価

手法、評価データ及び実施状況等を調査分析した。 

また、ＰＷＲ及びＢＷＲの代表的な機器の経年劣化モードを調査・分析した。 

 

ｂ）原子力施設 

国外（米、英、仏）の核燃料施設の検査制度に関する情報を調査した。 

検査に関する、法令、検査の種類、検査項目、検査頻度、判定基準、リスク情報の活用等につい

て現状を整理した。 

なお、「保安規定」、「高経年化対策」、「寿命評価」等については、調査したが有益な情報は得

られなかった。 

 

②検査技術及び手法の調査 

ａ）国内外の原子力の検査関連情報の収集・分析を行った結果、以下のことが判った。 

イ）国内における原子力の検査関連規格 

・日本工業規格（ＪＩＳ）では、ＩＳＯ規格に基づいた磁粉探傷試験の制定、ヘリウム漏れ試

験方法、鋼の貫通コイルによる渦流探傷試験方法の改定が進められている。 

・日本非破壊検査協会基準（ＮＤＩＳ）では、放射線透過試験方法における精密試験方法、端

部エコー法による傷高さの測定方法、液体漏れ試験方法の制定、非破壊試験技術者の視力、色

覚及び聴力の試験方法の改定が行われた。 

・ＪＥＡＣ等では、軽水型原子力発電所用蒸気発生器伝熱管の効用期間中検査における渦流探

傷試験指針の改定案が審議過程にある。 

・機構の検査マニュアルは、従来国や発電技検が行っていた要領書をベースに整備中である。 

 

ロ）国外の原子力の検査関連動向 

・米国では、米国原子力規制委員会（ＮＲＣ）の指示により事業者が行っている拡大検査に

ついて調査した。拡大検査には流動加速腐食（ＦＡＣ）、ＩＧＳＣＣ、ＭＩＣ（微生物腐食）

等が含まれる。 

また、シュラウドの検査についてはＡＳＭＥ規格による通常のＩＳＩに加えて拡大検査プロ

グラムに従った検査が実施されている。 
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・ＦＡＣは美浜発電所３号機２次系配管破損事故の原因であり、同事故調査委員会の動向を確

認しつつ調査を行った。 

米国におけるＦＡＣによる事故防止（減肉管理）システムであるＥＰＲＩのＣＨＥＣＫＷＯ

ＲＫＳを調査に加え、その結果は保安院；原子力発電検査課へ提示した。 

・米国試験認証（ＰＤ）は超音波探傷検査（ＵＴ）の性能認証制度として実施されており、検

査の信頼性が高い部位から始まって、検出精度の低い異種金属溶接部、鋳造オーステナイト鋼

の検査までＰＤを実施する計画であったが、鋳造オーステナイト鋼の検査はあまりにも困難な

ため、中止される可能性がある。 

異種金属溶接部の検査も困難なため、事業者からＮＲＣに緩和申請が多く提出されている。 

・ＡＳＭＥの検査関連規格として、Ｄａｖｉｓ Ｂｅｓｓｅの炉容器上蓋の劣化事象を反映し

て、同部に関する検査要件がクラス１機器に関する要件に追加された。 

 

ハ）保安院への提言等のまとめ 

上記の調査結果に基づいて、保安院に対して効果的な検査に対する以下の提言及び情報提供

を行った。 

米国では、安全上重要な事象が発生した場合、全発電所に拡大検査が要求され、ＡＳＭＥ規

格にも反映される。異常状態の拡大、分析の進展に伴って検査の内容も改定されるので定常的

に動向を把握し、わが国の検査への反映について検討する必要がある旨提言した。 

米国ではＰＤの対象が時と共に広がってきているので、定常的に動向を把握し、わが国のＰ

Ｄ制度への反映について検討するための情報を提供した。 

 

ニ）経済協力開発機構／原子力機関（ＯＥＣＤ／ＮＥＡ）検査実務に関するワーキンググルー

プ（ＷＧＩＰ）における各国の検査情報の収集及び意見交換 

各国の検査活動の報告及び原子力発電所の検査業務量の調査方法等について意見を交換した。 

また、平成１６年４月にワークショップを開催した。 

さらに、平成１７年１月東京で開催されたＮＥＡ／ＩＡＥＡジョイントワークショップにＷ

ＧＩＰメンバーが参加し、サポートした。 

 

ｂ）施設検査データベースソフトの構築 

検査業務部の業務効率向上に役立てるため、保安院向けのシステムを機構の検査員も使用可能

なように整備を実施した。 

 

ｃ）配管損傷事象の収集・調査 

ＯＰＤＥに参加し、各国の配管損傷データを調査した。その配管損傷データの中から故障モー

ドと影響解析（ＦＭＥＡ）手法を用いた分析により軽水炉の系統別／劣化メカニズム別に抽出し

たデータにより事前確率分布を求め、更に我が国の損傷実績を用いたベイズ更新に基づく事後確
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率分布から、我が国の軽水炉向け配管損傷頻度を求めた。 

次に、これら配管損傷頻度を用い、ＢＷＲ５及び 4ループＰＷＲの系統配管に配管の使用環境

等を考慮し、配管部位の損傷頻度を算出するとともに、前述の①ａ）ハ）の配管部位リスク重要

度評価の解析条件とした。 

 

③保安院からの求めなし 

 

 

１．２．１．２ 法令に基づく検査等業務（電源利用勘定事業） 

（１）法令に基づく検査等業務 

機構は、原子炉等規制法及び電気事業法に規定される以下の検査等について、経済産業大臣から通

知の有った日以降、事業者の検査等工程を勘案して、厳格に実施した。また、検査員等の指定、検査

要領書の策定等を機構が定める標準処理期間内に適切に実施するよう努めた。 

なお、その検査等の結果は検査等の終了後速やかに経済産業大臣に通知した。 

具体的には、申請（通知）件数として、全種類（本項以外の検査等も含む）合わせて１，００８件

あり、これに対して検査員の延べ出張件数は３，５１７人・回にも上ったが、資源を活用し適正な検

査等業務を実施するとともに、標準処理期間内にその結果を経済産業大臣に通知するよう努めた。 

 

①原子炉等規制法第１６条の３第１項、第２８条第 1 項、第４３条の９第１項、第４６条第１項

及び第５１条の８第１項に規定する使用前検査に関する事務の一部 

・経済産業大臣から通知のあった件数 ２２件 

・経済産業大臣へ結果通知を行った件数 ２２件 

 

②原子炉等規制法第１６条の５第１項、第２９条第１項、第４３条の１１第１項、第４６条の２

の２第１項、第５１条の１０第１項に規定する施設定期検査に関する事務の一部 

・経済産業大臣から通知のあった件数 １０件 

・経済産業大臣へ結果通知を行った件数 １０件 

 

③原子炉等規制法第５１条の６第１項に規定する廃棄物埋設施設確認に関する事務の一部 

・経済産業大臣から通知のあった件数 １１件 

・経済産業大臣へ結果通知を行った件数 １３件 

 

④電気事業法第４９条第１項に規定する使用前検査に関する事務の一部 

・経済産業大臣から通知のあった件数 １３６件 

・経済産業大臣へ結果通知を行った件数 １１４件 

（残り２２件は平成１７年度以降に通知予定） 
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⑤電気事業法第５１条第１項及び第３項に規定する燃料体検査に関する事務の一部 

・経済産業大臣から通知のあった件数 ５３件 

・経済産業大臣へ結果通知を行った件数 ５４件 

 

⑥電気事業法第５４条第１項に規定する定期検査に関する事務の一部 

・経済産業大臣から通知のあった件数 ７２件 

・経済産業大臣へ結果通知を行った件数 ５８件 

（一部の検査等について、通知のあった件数と結果通知を行った件数に乖離があるが、年度

をまたいで検査等を実施しているもの等の理由による。） 

以上、述べてきたとおりこれら検査等業務については、着実かつ適切に実施した。 

このほか、平成１６年度においては、以下の事項について実施し、かかる業務の一層の充実を図

った。 

・検査員で構成する連絡会を設置し、月２回程度の頻度で開催した。 

・全ての原子力発電所の保安検査官室内に保安院との連絡ポストを設置した。 

・原子力安全委員会が実施した規制調査において、当機構が実施する検査等の制度運用・実

施状況は概ね妥当との評価を受けた。 

・平成１５年１０月以降の新しい検査制度の趣旨を踏まえた検査等を適正、効率的に実施し

ていく観点から、検査等業務担当理事を委員長とした内部調査委員会を設置し、検討した。 

・各発電所における当機構検査員の執務室を確保し、当該執務室の執務環境を整備した。 

 

 

（２）立入検査  

経済産業大臣から機構に対し立入検査を行うよう指示があり、これに基づき立入検査を実施した。

当該立入検査の結果については、完了後速やかにその結果を経済産業大臣へ報告した。 

・原子炉等規制法の規定に基づき指示のあった件数  なし 

・電気事業法の規定に基づき指示のあった件数 １件 

 

経済産業大臣から機構に対し、平成１６年８月９日に発生した関西電力㈱美浜発電所３号機２次

系配管破損事故への対応措置として立入検査を行うよう指示があり、これに基づき立入検査を実施

した。  

同年８月１３日に保安院職員とともに同機に対する立入検査を実施し、現場において当機構職員

が超音波肉厚測定器を操作して破損した配管の肉厚測定などを行った。 

当該立入検査の結果については、完了後速やかにその結果を経済産業大臣へ報告した。 
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（３）検査員の研修  

検査等業務が多忙であるなか、検査員等の資格研修を引き続き実施し、有資格者となる人材を育

成することができた。また、高度な専門的知識を習得させるため、各種能力向上研修を積極的に実

施することを重点に研修計画を立案し、実施した。 

当該計画に基づき、検査員等資格研修を積極的に実施した結果、延べ６４４名に資格を付与し、

各種検査・審査・確認業務を支障なく実施することができた（機構発足当初からみると約７５％の

増加）。 

また、平成１６年度の業務従事時間における研修の割合は、約５.７％であった 

 

検査員等の業務内容及び専門性を踏まえ、資格研修、能力向上研修など研修計画、研修コースを

策定し、以下の通り実施した。 

 

①検査員等資格研修を以下の通り実施し、原子力施設検査員６１名、定期安全管理審査員２９名、

溶接安全管理審査員６２名、溶接検査員９名を新たに認定した。 

ａ）原子力施設検査員資格研修（４８名） 

（平成１６年６月７日～２８日） 

（平成１６年７月２６日～８月３日） 

（平成１６年１２月６日～２２日） 

 

ｂ）定期安全管理審査員資格研修（４名） 

（平成１６年８月２日～６日） 

 

ｃ）溶接安全管理審査員資格研修（２３名） 

（平成１６年５月２４日～２７日） 

（平成１６年９月６日～９日） 

（平成１６年１１月８日～１１日） 

 

ｄ）品質保証（安全管理審査員資格）研修（１３名） 

（平成１６年４月１２日～１６日） 

（平成１６年６月７日～１１日） 

（平成１６年７月５日～９日） 

（平成１６年８月２日～６日） 

（平成１６年９月１３日～１７日） 

（平成１６年１１月２９日～１２月３日） 

（平成１７年３月７日～１１日） 
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ｅ）溶接検査員資格研修（８名） 

（平成１６年７月１２日～１６日） 

 

②―１検査員等の更なる技能向上を図るため以下の通り能力向上研修を実施した。 

ａ）原子力安全のための品質保証（ＪＥＡＣ４１１１―2003）研修（３５名） 

（平成１６年４月２１日～２３日） 

（平成１６年５月１９日～２１日） 

 

ｂ）ＢＷＲ訓練研修（１１名） 

       （平成１６年５月１０日～１４日） 

        （平成１６年７月５日～９日） 

 

ｃ）品質管理研修（４０名） 

         （平成１６年５月１０日～１４日） 

         （平成１６年８月１６日～２０日） 

         （平成１６年９月２７日～１０月１日） 

         （平成１６年１１月１５日～１９日） 

         （平成１６年１２月１３日～１７日） 

         （平成１７年３月１４日～１８日） 

 

ｄ）ＩＳＯ９０００ｓ2000 年版規格解説研修（６０名） 

   （平成１６年６月２１日～２２日） 

         （平成１６年８月３０日～３１日） 

         （平成１６年９月９日～１０日） 

         （平成１６年１０月２８日～２９日） 

         （平成１６年１１月２９日～３０日） 

         （平成１７年１月２７日～２８日） 

   （平成１７年２月７日～８日） 

      （平成１７年３月３０日～３１日） 

 

ｅ）ＰＷＲ訓練研修（５名） 

         （平成１６年５月１７日～２１日） 

 

ｆ）超音波探傷試験技術研修（４６名） 

      （平成１６年６月１４日～１８日） 

（平成１６年７月２６日～３０日） 
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         （平成１６年８月３０日～９月３日） 

         （平成１６年９月２７日～１０月１日） 

         （平成１６年１０月１８日～２２日） 

         （平成１６年１２月１３日～１７日） 

         （平成１７年２月１４日～１８日） 

         （平成１７年２月２８日～３月４日） 

 

ｆ’）超音波探傷試験溶接欠陥検出技術研修（１５名） 

         （平成１６年１０月２５日～２６日） 

         （平成１６年１１月４日～５日） 

         （平成１６年１１月２４日～２５日） 

 

ｇ）行政行為事務の実施に係る法的環境について（５４名） 

         （平成１６年６月２４日） 

 

ｈ）原子力発電設備における機器の補修・取替え技術に関するシンポジウム（３名） 

        （平成１６年６月２９日） 

 

ｉ）放射性廃棄物管理講座研修（２名） 

         （平成１６年７月５日～１６日） 

 

ｊ）安全を支える技術―欠陥評価、非破壊検査、維持基準（セミナー）（６名） 

         （平成１６年７月９日） 

 

ｋ）ＦＢＲ技術（基礎講座）研修（６名） 

         （平成１６年７月１３日～１５日） 

 

ｌ）ＦＢＲナトリウム技術研修（４名） 

  （平成１６年８月１０日～１１日） 

 

ｍ）ＰＳＡ研修（３５名） 

   （平成１６年７月２３日） 

   （平成１６年８月１７日） 

         （平成１６年８月２４日） 

         （平成１６年９月６日） 

         （平成１６年９月１３日） 
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ｎ）放射線管理研修１名） 

         （平成１６年９月２７日～１０月８日） 

 

ｏ）溶剤除去性浸透探傷試験技術研修（４２名） 

         （平成１６年１０月２７日～２８日） 

         （平成１６年１１月８日～９日） 

         （平成１６年１１月１８日～１９日） 

         （平成１６年１１月２５日～２６日） 

         （平成１６年１２月２０日～２１日） 

         （平成１７年１月１３日～１４日） 

         （平成１７年１月２７日～２８日） 

   （平成１７年３月２２日～２３日） 

 

ｐ）ＲＩ・放射線初級コース（１名） 

         （平成１６年１１月８日～１８日） 

 

ｑ）特別シンポジウム「原子力発電の安全管理、安全教育の徹底へ向けて」（６名） 

         （平成１６年１１月１８日） 

 

ｒ）メンテナンス・ソリューション展２００４（１名） 

         （平成１６年１１月１８日） 

 

ｓ）材料科学シンポジウム（２名） 

         （平成１６年１２月７日） 

 

ｔ）ＩＳＯ９００１規格入門コース（1名） 

         （平成１６年１２月１５日） 

 

ｕ）原子炉等規制法関係確認員実務研修（６０名） 

         （平成１７年１月１１日～１２日） 

         （平成１７年１月２０日～２１日） 

         （平成１７年２月２２日～２３日） 

         （平成１７年３月１０日～１１日） 

         （平成１７年３月２４日～２５日） 
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ｖ）ＱＭＳ審査員スキルアップ研修（３９名） 

   （平成１７年１月１７日～１８日） 

         （平成１７年２月１日～２日） 

         （平成１７年２月３日～４日） 

         （平成１７年３月２８日～２９日） 

 

ｗ）応力腐食割れき裂進展評価と検出技術セミナー（４名） 

         （平成１７年１月３１日） 

 

ｘ）放射性物質安全輸送講習会（基礎コース）（３名） 

         （平成１７年２月４日） 

 

ｙ）実務講座「原子力施設のクリアランス制度化と検認」（３名） 

         （平成１７年２月４日） 

 

ｚ）原子力発電設備高経年化シンポジウム（４名） 

         （平成１７年２月９日） 

 

α）放射性物質安全輸送講習会（専門コース）（２名） 

         （平成１７年３月４日） 

 

②―２電離放射線障害防止規則に基づく特別の教育として、以下の通り実施した。 

ａ）電離則ａ教育（２５名） 

         （平成１６年４月１日） 

         （平成１６年６月１８日） 

         （平成１６年９月３日） 

   （平成１６年１１月１５日） 

 

③平成１６年度に実施した各種研修受講レポートにおける要望事項を踏まえ、平成１７年２月１

５日～１７日の３日間１９名の検査員との意見交換を行った。 

 

 

１．２．１．３機構が行う検査等業務（一般勘定業務） 

原子炉等規制法又は電気事業法の規定に基づき機構が行う以下の検査等について、事業者より申請

が有った日以降、事業者の検査等工程を勘案して、厳格に実施した。また、検査員等の指定、検査要

領書の策定等を機構において定める標準処理期間内に適切に実施するよう努めた。 
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なお、その検査等の結果は検査等の終了後速やかに経済産業大臣に報告等を行った。 

（具体的な申請件数等については、Ａ２項で既に述べていることから本項では割愛する。） 

 

①原子炉等規制法第６１条の２４第１項に規定する溶接検査 

・事業者から申請のあった件数 １０４件 

・事業者へ確認証を交付した件数 ８０件 

（残り２４件は平成１７年度以降に交付予定） 

 

②原子炉等規制法第６１条の２５第１項に規定する廃棄確認 

・事業者から申請のあった件数 ７件 

・事業者へ確認証を交付した件数 ７件 

 

③原子炉等規制法第６１条の２６第１項に規定する運搬物確認 

・事業者から申請のあった件数 １７３件 

・事業者へ確認証を交付した件数 １７８件 

 

④電気事業法第５２条第３項に規定する溶接安全管理審査 

・事業者から申請のあった件数 ３７６件 

・経済産業大臣へ結果通知を行った件数 ２３４件 

 

⑤電気事業法第５５条第４項に規定する定期安全管理審査 

・事業者から申請のあった件数 ３８件 

・経済産業大臣へ結果通知を行った件数 ２５件 

（一部の検査等について、通知のあった件数と結果通知を行った件数に乖離があるが、年度

をまたいで検査等を実施しているもの等の理由による。） 

以上述べてきたとおり、これら検査等業務については、着実かつ適切に実施した。 

このほか、平成１６年度においては、以下の事項について実施し、かかる業務の一層の充

実を図った。 

  ・定期安全管理審査の審査結果の客観性を担保するための品質保証に関する外部の専門家を含め

た判定会議を設置した。 

 

・定期安全管理審査の審査結果について、当機構ホームページに掲載した。 

 

・関西電力㈱美浜発電所３号機２次系配管破損事故への対応措置として同社の原子力発電所に対

する特に厳格な定期安全管理審査を実施した。 
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Ⅰ．２．２原子力施設又は原子炉施設の安全性に関する解析及び評価に係る業務 

１．２．２．１原子炉施設等の安全性に関する解析及び評価（電源立地勘定業務）  

(１)事業者の自主保安活動等に関する安全性評価 

①定期安全レビュー（ＰＳＲ）に係る評価業務 

ａ）原子炉施設 

ＰＳＲに関しては、日本原子力学会の標準委員会の発電炉専門部会に設けられた定期安全レビ

ュー分科会に参画し、実施手順の内容検討及び手順書作成の作業に寄与している。 

 

ｂ）原子力施設 

（平成１７年度以降スタ－ト） 

 

②アクシデントマネジメント（ＡＭ）のレビューに係る評価業務 

ａ）平成１５年度の作業に継続して、電気事業者より提出された５２基の国内の全軽水型原子力

発電所のＰＳＡ評価書について、保安院からの要請により、事業者とは独立に分析、評価を行い、

保安院にＡＭレビューに係る検討報告書を提出した。 

保安院「軽水型原子力発電所におけるＡＭ整備後確率論的安全評価に関する評価報告書」は、

上記の機構の報告書に基づいて作成された。同評価報告書は、原子力安全委員会に受理された（平

成１６年１０月）。 

さらに、原子力安全委員会；安全目標専門部会・性能目標分科会で、当機構がまとめた５２原

子力施設の炉心損傷頻度と格納容器損傷頻度を紹介した。 

 

③「安全目標」に係る評価業務 

ａ）安全目標に係る性能目標の検討 

代表的なＢＷＲ及びＢＷＲ原子炉施設を対象にして、性能目標を策定する上で課題とされてい

る原子炉周辺の公衆個人の範囲、複数基立地における個人リスクの非線形性、サイトの気象条件

及び人口分布条件の影響、避難の影響に対して、炉心損傷頻度及び格納容器破損頻度と個人リス

クとの相関をまとめた。 

 

ｂ）ＢＷＲ及びＰＷＲを対象とした安全目標との比較検討 

国内ＰＷＲ及びＢＷＲプラントの定格出力時の地震時及び内的事象並びに停止時の内的事象

を対象にして、代表的な事故シ－ケンスに対してレベル３ＰＳＡを実施し、定格出力運転時及び

停止時の内的事象の個人リスクは、安全目標と比べて小さい等の特徴をまとめた。 

 

ｃ）レベル２ＰＳＡの検討 

早期大規模放出に至る可能性がある事故シ－ケンスを対象にして、発生頻度とソ－スタ－ムを
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評価した。 

イ）停止時内的事象レベル２ＰＳＡ手法の検討 

４ループＰＷＲドライ型格納容器プラントの停止時における代表的な炉心損傷事故シーケン

スを対象にして、ＭＥＬＣＯＲコードを用いて事故進展及び放射性物質挙動を解析し、炉心損

傷後の運転員の操作余裕時間及び放出カテゴリごとのソースターム（環境への放出放射性物質

の種類、性状、放出量、放出時期、放出期間）を求めた。 

これらの解析結果をもとに、停止時の格納容器イベントツリーの分岐確率を分析して設定し、

ミッドループ、燃料交換等の停止時全運転状態から放射性物質の大規模放出に至る放出カテゴ

リの発生頻 度を算出した。 

また、ＢＷＲ－５ ＭａｒｋⅡ型格納容器プラントを対象に PWR プラントの成果を踏まえ、停

止時内的事象レベル２ＰＳＡ手法の検討を開始した。 

具体的には、発生頻度の大きい上位３種類のプラント損傷状態を対象にして、事故進展及び

ソースタームを評価した。これらの解析結果をもとに、停止時格納容器イベントツリーを整備

して、放射性物質の大規模放出に至る放出カテゴリの発生頻度を算出した。 

 

ロ）定格出力時内的事象レベル２ＰＳＡ手法の検討 

２ループＰＷＲドライ型格納容器プラント、３ループＰＷＲドライ型格納容器プラント及び

４ループＰＷＲアイスコンデンサ型格納容器プラントを対象に、早期大規模放出を招く可能性

がある（ａ）炉心損傷事故後の蒸気発生器伝熱管誘発破損、（ｂ）格納容器隔離失敗の事故シー

ケンスについて、ＭＥＬＣＯＲコードを用いて放射性物質挙動を解析し、ソースタームを評価

した。 

これにより、特殊な格納容器バイパス事故のソースタームが明らかになった。 

 

ハ）シビアアクシデント解析手法の検討 

放射性物質の現実的ソースターム評価の解析精度を高めるために、ＯＥＣＤ／ＮＥＡ及びＮ

ＵＰＥＣ等の国内外の既存のシビアアクシデント試験研究成果や 新の技術的知見を分析・検

討し、解析モデルを作成して，ＭＥＬＣＯＲ１.８．５コードに組み入れ、プール水中でのスク

ラビング、格納容器の過圧・過温破損時の温度圧力依存型のＦＰ放出、貫通口からのＦＰ漏え

い、化学吸着等、約１０項目について、放射性物質挙動を詳細に解析できるようにした。 

また、改良したＭＥＬＣＯＲ１.８．５コードをを用いた解析により、よう化セシウムのソー

スタームなどの放出低減効果を定量的に把握した。 

これらの成果は、日本原子力学会標準委員会のレベル２ＰＳＡ標準（案）に反映された。 

 

ｄ）レベル３ＰＳＡの検討 

放射性物質の現実的ソースターム評価の解析精度を高めるために、ＯＥＣＤ／ＮＥＡ及びＮＵ

ＰＥＣ等の国内外の既存のシビアアクシデント試験研究成果や 新の技術的知見を分析・検討し、
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解析モデルを作成して，ＭＥＬＣＯＲ１．８．５コードに組み入れ、プール水中でのスクラビン

グ、格納容器の過圧・過温破損時の温度圧力依存型のＦＰ放出、貫通口からのＦＰ漏えい、化学

吸着等、約１０項目について、放射性物質挙動を詳細に解析できるようにした。 

また、改良したＭＥＬＣＯＲ１．８．５コードをを用いた解析により、よう化セシウムのソー

スタームなどの放出低減効果を定量的に把握した。 

これらの成果は、日本原子力学会標準委員会のレベル２ＰＳＡ標準（案）に反映された。 

 

④耐震設計審査指針改訂等に係る評価業務（平成１６年度以降スタ－ト） 

設計用地震動の策定に関し、震源が特定できる地震と特定できない地震の組合せは、両者の包

絡で定めることを提案した。 

また、震源が比較的近い場合には断層モデルによる時刻歴波形を直接用いる方法も示した。さ

らに、上記の包絡スペクトルから模擬地震波を作成する方法として、群遅延時間を考慮した位相

を用いる手法も確立した。 

耐震安全性に関するバックチェック手順の原型版確立を目的として、フランスのバックチェッ

ク情報等を反映して、原型版におけるバックチェック判定レベルの高度化を図った。 

 

⑤原子炉施設等の安全性評価業務 

ａ）１１００ＭＷｅＢＷＲプラントの過渡事象の一つである「負荷の喪失」事象を対象に、スク

ラム、ＲＰＴ(再循環ポンプトリップ)システム、逃し安全弁等の作動・不作動を考慮した場合に

おけるプラント安全余裕を安全評価の判断基準パラメータ（圧力、ＭＣＰＲ( 小限界出力比)）

の余裕と故障確率を指標として評価し、過渡時のプラント安全余裕の定量化を行った。 

また、仮想的な増出力プラントデータを作成して同様の評価を行い、増出力前の結果と比較す

ることにより、増出力時におけるプラント安全余裕の定量評価の技術情報を蓄積した。 

 

ｂ）３ループＰＷＲ炉の炉内構造物を対象に、二次元解析モデルを用いて応力解析、温度分布解

析及び応力評価を実施し、告示第５０１号に照らして構造健全性を確認した。 

 

ｃ）六ヶ所再処理施設のプルトニウム精製建屋一時貯留処理設備における臨界事故を仮想して解

析を行った結果、設備の破損等は生じず、一般公衆及び従事者の被ばく線量も十分小さいことを

確認した。 

不溶解残渣中のプルトニウムによる臨界事故の可能性を検討するため、高レベル廃液貯蔵施設

の不溶解残渣廃液貯槽を対象に解析を行い、水分の蒸発や沈殿の生成によるプルトニウム濃度の

上昇という異常状態を仮想しても臨界事故に至らないことを確認した。 

更に、六ヶ所再処理施設の使用燃料受入れ・貯蔵建屋を対象に、複数の模擬地震波を作成し、

地盤・建屋の物性値のばらつきを考慮した確率論的地震応答評価手法により、建屋の各耐震要素

の長辺方向の揺れに対する損傷確率曲線を算定した。 
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また、海外再処理施設における火災・爆発事故例について、その発生経過、並びにその原因、

対策等を体系的に調査・整理・分析し、実証解析のモデル化及び解析条件へ反映すべき事項を取

りまとめた。 

 

⑥原子炉施設関連デ－タベ－スの整備 

ａ）安全審査関係データベース 

原子炉設置（変更）許可申請書、工事計画認可申請書等の安全審査関係資料を電子ファイルと

して入力し、安全審査関係データベースを拡充した。また、データベースの閲覧場所の拡張等に

より、システムの操作性を更に向上させた。 

 

ｂ）安全審査指標データシステム 

原子炉設置許可申請書の完本発行に対してデータ更新が遅れている３９プラント(ＢＷＲ；２

４プラント・ＰＷＲ；１５プラント)を対象に 新申請書の完本を基にしたデータ更新登録作業

を実施し、 新情報を利用できるように整備した。 

 

ｃ）電気事業法施行規則に規定されている工認申請書の目次体系を基に、プラントを構成する機

器を機能により分類し、検索ツリー体系を作成した。つぎに、分割申請されたすべての申請回に

わたるプラントの工認申請書の添付資料を含めた全資料を、プラントごとに検索ツリーに割り付

けてプラント別検索ツリーを作成した。 

さらにこれらのツリーをＰＷＲとＢＷＲごとに統合したプラント間比較用検索ツリーを作成

した。二つの検索ツリーにより、個別プラントの機器データと、複数プラントの類似機器のデー

タが迅速に検索できるようになった。 

また、図面資料内の多数の機器名のキーワード検索機能を４プラントについて整備し、図面資

料の検索機能が大幅に向上できることを確認した。 

 

ｄ）取替炉心の安全性に係る評価業務 

事業者がＣＡＳＭＯ－４／ＳＩＭＵＬＡＴＥ－３コードシステムを取替炉心の安全性評価に

適用するに当たり、その妥当性を評価するため、ＰＷＲ及びＢＷＲを対象とした実機炉心解析を

当機構のＣＡＳＭＯ－４／ＳＩＭＵＬＡＴＥ－３コードシステムにより独自に実施し、実測値及

び事業者の結果と比較した。 

両コードによる主な核特性の計算値は共に実測値と良く一致しており、両コード間の結果の差

異も小さいことから、事業者コード及びその取替炉心安全評価への適用は 妥当であることを確

認した。 

この結果に基づき保安院は、事業者が当該コードを使用することを承認した。 
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（２）解析コ－ド及び評価手法の開発又は改良 

①解析コ－ドの開発・改良 

ａ）核特性解析コードＣＡＳＭＯ－４が、ＭＯＸ炉心の実効増倍率を過大評価する要因を把握す

るため、ＥＮＤＦ／Ｂ－Ⅳベースの専用核データライブラリについて、実効増倍率への寄与が大

きいと考えられる５核種の核データをＪＥＮＤＬ３．３ライブラリの核データと置換し、実効増

倍率への影響を評価した。 

その結果、Ｐｕ２３９の核分裂効果及びＡｍ２４１の吸収効果を過小評価していることが分か

った。また、核断面積に摂動を与え、実効増倍率の変動量を把握した。 

 

ｂ）三次元動特性解析コードＳＫＥＴＣＨ－ＩＮＳの過渡解析機能の妥当性を確認するため、Ｏ

ＥＣＤ／ＮＥＡとＮＲＣが主催する「ＭＯＸ／ＵＯ２炉心トランジェントベンチマーク問題」の

解析を実施した。 

解析結果（実効増倍率、出力分布、炉出力の時間変化等）は、参照解であるＤｅＣＡＲＴコー

ド及びＰＡＲＣＳコードによる結果とよく一致しており、ＳＫＥＴＣＨ－ＩＮＳコードの検証実

績を拡充できた。 

 

ｃ）機構論的サブチャンネル解析コードＴＣＡＰＥ－ＩＮＳ／Ｂの実機解析への適用性評価の一

環として、計算アルゴリズムの高速化、液膜やボイド関連の相関式の改良、熱的余裕評価方法の

適用性限界等について検討した。また成果の一部を２００４秋の大会（原子力学会主催）、国際

会議（ＮＵＴＨＯＳ－６）で発表した。 

ポストＢＴ評価技術に関しては、三次元解析コードを含め、原子力学会推奨の相関式を組込み

実機解析のための予備評価を実施した。 

 

ｄ）数値流体力学手法（ＣＦＤ：ＣｏｍｐｕｔａｔｉｏｎａｌＦｌｕｉｄ Ｄｙｎａｍｉｃｓ）

の事故解析への適用性を検討するためにＯＥＣＤ／ＮＥＡのタスクグループ活動に引き続き参

画した。 

これまで保守的評価になりがちな二相流熱流動現象を現実的に評価するためにＣＦＤコード

による二相流熱流動解析手法の整備を実施した。 

今年度は、ＶＥＳＵＶＩＵＳ、ＡＣＥ－３Ｄ、ＣＨＡＭＰＡＧＮＥ、ＣＡＰＥの４つのコード

で内部発熱を伴う沸騰プール挙動の解析を実施し、それぞれのコードの特徴及び二相流解析機能

を把握した。 

 

ｅ）ＯＥＣＤ／ＮＥＡ主催の安全余裕作業タスクグループ(ＳＭＡＰ)のメンバーとして会議に出

席し、ＮＲＣ等の安全余裕評価の 新情報を得るとともに、機構が貢献を求められている安全余

裕の定義や評価手法について機構の検討結果を報告した。 
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ｆ）ＰＷＲ３ループプラントの大破断冷却材喪失事故（ＬＯＣＡ：Ｌｏｓｓ ｏｆ Ｃｏｏｌａｎ

ｔ Ａｃｃｉｄｅｎｔ）解析用のＴＲＡＣＥコードの入力データを作成して基本ケースの解析を

実施し、プラント挙動を妥当に解析できることを確認した。 

また、上部プレナム注入設備を有する２ループプラントのＬＯＣＡ評価に必要なＴＲＡＣＥコ

ードの解析機能の検証のため、原研で実施された大型再冠水試験装置による実験解析を実施した。 

 

ｇ）工事計画認可申請書に係る審査のための解析評価を迅速化するため、機器応力解析評価支援

システムに運転条件データベース作成機能等を追加し、データ作成効率や信頼性を向上した。 

また、既設ＢＷＲ及びＰＷＲの主要機器を対象として、上記システムで使用する解析モデルデ

ータベースを作成した。 

さらに、並列構造解析システム、溶接解析コード、構造解析業務支援システムを導入整備し構

造解析の高速化を図るとともに、配管系の工認クロスチェック解析の迅速化を図るため配管系解

析コードの改良整備を実施している。 

 

ｈ）耐震解析コードの機能整備 

・津波解析コードＳＡＮＮＡＭＩの改良整備 

南海トラフ沿岸地域の海底地形データを整備し、津波解析を行い、既往津波の波高と解析結

果を比較し、近地津波解析機能及び整備した地形データを検証した。 

１７０７年宝永東海地震に対する河川での津波遡上解析を行い、波高を求め、遡上解析機能

を確認した。また、遡上範囲を地図上に描けるようにビジュアル機能を強化した。 

スマトラ島沖地震の大津波の観測された到達時間と解析結果を比較し、遠地津波解析機能を

検証した。 

 

・岩塊の転動解析コードの整備 

実例の斜面崩壊をシミュレーションし、解析コードの機能を検証した。また、モデル斜面を

対象に岩塊転動のパラメトリック解析を行い、原子力サイトの斜面が崩壊した場合の二次的影

響評価に有用な岩塊挙動の情報を得た。 

 

・断層モデルによる地震動解析コードＳＡＮＦＡＬＴの改良整備 

断層モデルによる地震動解析コードＳＡＮＦＡＬＴを対象とし、 新の地震動解析手法のハ

イブリッド波形合成法と統計的グリーン関数法内の断層パラメータの変動を考慮した多数の解

析ケースに迅速に対応できるような機能を整備した。 

また、解析結果の画像処理等の効率化のために、ＰＣ化を行い、鳥取県西部地震に関する公

開文献の結果との比較等により正常に動作することを確認した。 

 

・地盤安定性解析コードＳＡＮＮＯＳの改良及び機能追加 
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地盤安定性解析コードＳＡＮＮＯＳに対して初期応力解析や局所安全係数算定機能等の高度

化を図るとともに、地盤や地中構造物のクロスチェックあるいは耐震安全評価をより詳細に効

率良く実施するための機能整備を行った。 

また、原子力発電所原子炉建屋背後斜面を対象に地盤安定性解析を行い、機能整備したコー

ドの有効性を確認した。 

 

・三次元ＦＥＭ解析コードＳＡＮＲＥＦの改良・整備 

ＳＡＮＲＥＦに対して、 新の非線形モデルの追加、大規模モデルの解析に対応するための

高速化を図る等、原子炉施設のクロスチェックや耐震安全評価をより詳細に精度良く実施する

ための機能整備を行った。 

また、鉄筋コンクリート耐震壁の振動台試験のシミュレーションや原子力施設建屋の三次元

モデルの解析を行い、動作を検証した。 

 

・断面設計コードＳＡＮＢＡＮＥの改良整備 

厚肉ＲＣ円筒部材の断面算定法、ひび割れ幅算定法、及び建屋側面ばねの算定法等の必要な

機能を追加した。 

 

・機器免震有効性評価コードＥＢＩＳＡの改良整備 

ＥＢＩＳＡコードに高減衰積層ゴムの復元力特性及び水平２次元ばね（ＭＳＳ）モデルを追

加整備し、建屋免震解析を可能とした。 

高減衰積層ゴムの復元力特性を用いて、実験のシミュレーション解析を行い、せん断ひずみ

について実験結果と比較して機能を確認した。 

また、２方向入力の応答における解析例と比較して ＭＳＳモデルの機能を確認した。 

 

②ＰＳＡ手法の整備に係る業務（原子炉施設） 

ａ）ＯＥＣＤ／ＮＥＡ ＣＳＮＩ ＷＧＲＩＳＫに設置されたＯＥＣＤ／ＮＥＡ ＣＳＮＩが作成

したＰＳＡに係るデータベース（ＩＣＤＥ、ＯＰＤＥ、ＯＥＣＤ－Ｆｉｒｅ等）をいかにＰＳＡ

に活用するかのタスクに委員として参加し貢献している。 

 

ｂ）安全余裕評価方法、バックチェック及び安全重要度分類に関する調査・分析を行った。 

また、バックチェックに関する要求水準を検討するため、保安規定や設置許可申請書で要求し

ている安全水準を検討した。 

具体的には、保安規定に記載された待機除外時間まで許容した場合及び設置許可申請書に沿っ

て単一故障や外部電源喪失を前提とした場合の炉心損傷頻度の増加を解析した。 

さらに、地震リスクの観点から機器重要度を解析して、内的事象から得られる重要度と比較し、

ＦＶ重要度の高い機器が少ない等の特徴を把握した。 
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ｃ）シビアアクシデント現象の詳細解析コードの検証と性能把握 

・ＯＥＣＤ／ＮＥＡ国際標準問題４７番（ＩＳＰ－４７）に参加し、機構で整備しているＤＥ

ＦＩＮＥコードを用いて、ＩＳＰ－４７のＳＴＥＰ－２（ＴｈＡＩ試験）の水蒸気及びヘリウ

ムガスの混合現象を解析した。 

このために、過飽和状態への対応モデル、壁面熱伝達モデルを追加すると共に、数値解法を

改良し数倍の高速化を実現した。 

その結果、実験での大域的な流動挙動を模擬しつつも、温度及び凝縮挙動をより精度良く再

現するための追加モデルの更なる改良点を抽出した。 

 

・米国パデュー大学で実施された格納容器雰囲気直接加熱実験を対象に、デブリ（炉心溶融物）

飛散挙動モデルを有するＰＨＯＥＮＩＣＳコードの検証解析を実施し、実験の液膜厚さ及び液

滴径分布を模擬することを把握した。 

ついで、ドライ型４ループＰＷＲの原子炉キャビティ区画室を三次元で模擬した解析を実施

し、１次系内圧力が低圧で原子炉容器破損にいたる事故シーケンスでは、原子炉キャビティ区

画室内にデブリが全量捕獲されることを確認した。 

これによって、低圧の事故シーケンスでは、格納容器雰囲気直接加熱現象の発現可能性が著

しく小さいことが明らかに なった。 

この結果は、日本原子力学会確率論的安全評価標準に活用された。 

 

ｄ）美浜発電所３号機の２次系配管破損事象を炉心損傷の観点から分析し、当該事例を評価する

モデルを作成した。 

また、ＢＷＲプラントを対象に、冷却材喪失事故時のＥＣＣＳ機能の劣化に対して、炉心損傷

までの時間余裕を評価し、それに基づく代替注水の効果を考慮した炉心損傷頻度の評価方法を検

討した。 

 

ｅ)ドライ型４ループＰＷＲプラントを対象に、溢水ＰＳＡ手法の整備の一貫として、溢水シナ

リオを作成した。 

具体的には、大規模な溢水源となりうる設備を特定するとともに溢水容量を特定し、代表的な

区域を対象として機器、配管及び溢水源等の配置情報に係るデータベース（溢水位置特性表）を

作成し、その溢水位置特性表に基づき溢水シナリオを作成した。 

 

ｆ）平成１５年度の国内の民間機及び軍用機の航空機落下事故に関するデータを公開資料から調

査し、昨年度までに作成した航空機落下確率評価のための２０年間のデータベースを更新した。 

 

ｇ）平成１６年１１月に日韓ＰＳＡワークショップを原研と共同で開催した。我が国のリスク情
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報活用に関するキーノートアドレス（基調講演）を行い、地震ＰＳＡや火災ＰＳＡ手法開発に関

する発表等を行い、情報交換を行った。 

また、安全上重要な機器を免震化した場合の炉心損傷頻度低減効果について発表し、発表結果

に対し、韓国原子力研究所から詳細な評価情報の提供依頼を受け、情報を提供した。 

 

③ＰＳＡ手法の整備に係る業務（原子力施設） 

・代表的な事象のＰＳＡについては、手順整備のため、六ヶ所再処理施設の設計情報等を参考

に溶液沸騰及び水素爆発事象について施設全体を対象としたＰＳＡを実施し、事故シーケンス

の摘出及び定量化を行った。 

本作業により、両事象のＰＳＡ手順を明確にした。 

起因事象の検討については、施設で発生する事象と起因事象の関係の分析として、六ヶ所再

処理施設のＢＡＴ（Ｂｅｙｏｎｄ Ａｎｔｉｃｉｐａｔｅｄ Ｔｒａｎｓｉｅｎｔ）候補事象の

うち約１６０件（同施設の全ＢＡＴ候補事象の約３５％）について、起因事象、検知手段、防

止対策、発生条件及び緩和対策を摘出・整理した。 

 

・ウラン加工施設 

米国ＮＲＣの手順書等を参考に、我が国の法令、基準類及び作業の目的等を考慮し、ＩＳＡ

実施手順書（案）を作成した。 

国内ウラン加工事業者の協力を得て、ＩＳＡ実施手順書（案）の改定を行い、平成１６年度

版を作成した。 

今後の重点課題として、ＩＲＯＦＳ（Ｉｔｅｍｓ ｒｅｌｉｅｄ ｏｎ ｆｏｒ ｓａｆｅｔｙ）

の重要度評価方法の検討及び頻度評価の定量性向上を摘出した。 

また、頻度評価の定量性向上のために、米国サバンナリバーサイトの機器故障等に関するデ

ータを調査し、整理した。 

さらに、ＩＳＡ手順を効率的に行える枠組みを用意することを目指し、ＩＳＡ支援システム

の概念設計(全体構想、全体フロー、必要機能の検討、既存ソフトの調査等)を終了した。 

 

・その他共通項目 

国内の学識経験者及び専門技術者の協力を得て、ⅰ）核燃料施設のリスク評価に関する知見

の集約・整理・分析、ⅱ）性能目標及びリスク情報の適用方策検討のための活動を開始した。 

核燃料施設のリスク評価に関する米国文献の調査をほぼ終了すると共に性能目標検討に当っ

ての課題を摘出した。 

 

 

(３)トラブル事象等の安全解析・評価 

①事象評価に係る業務 
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ａ）トラブルにつながる事象の安全評価 

イ）美浜発電所３号機２次系配管破損事故原因解明のための解析評価 

・美浜発電所３号機の２次系配管破損事故原因調査の一環としてオリフィス下流の流況と事故

後の調査で判明した配管内壁の減肉量分布との関係の調査分析及び配管破損挙動やエネルギー

放出評価について保安院から緊急要請された。 

・二次系配管のオリフィス前後の直管部分を対象に３次元乱流解析を実施し、壁面乱流エネル

ギーの 大値から換算した減肉量分布予測を実機での減肉測定値と比較した結果、オリフィス

下流直後の急激な減肉傾向及び減肉が 大となる位置（オリフィスから下流側約７００mm）が

計算で良く再現された。 

続いて、実機Ａ系とＢ系との間で見られた周方向の減肉傾向の相違を分析するために、二次

系配管全体を対象に３次元乱流解析を実施し、オリフィス入口流速分布として、Ａ系配管では

上流側から見て反時計回りの強い旋回流が、Ｂ系配管では上流側から見て時計回りの弱い旋回

流が計算で得られた。 

この違いは事業者側で実施した再現試験においても確認され、これがＡ 系とＢ系での周方向

の配管減肉挙動の違いに影響を与えていると結論付けられた。 

・減肉に伴う破損メカニズム解明を目的とし、原研で実測した破損配管の肉厚データを用いて

汎用大変形弾塑性構造解析コードＡＢＡＱＵＳによりひずみ分布の静解析行うと共に、汎用動

解析コードＡＵＴＯＤＹＮ (２Ｄ／３Ｄ)により配管の挙動の解析を行い、配管破損直後の配

管の挙動を良好に模擬できた。 

また、開放エネルギー評価として高温の水・蒸気が噴出する挙動評価及び架構の変形等の評

価を実施し、妥当な結果を得た。 

これらの検討結果を平成１６年９月下旬及び１２月の事故調査委員会で詳細に報告し、その

結果は有用情報として審議され、事故原因解明に活用された。 

また、その概要は、平成１７年３月に経済産業大臣に提出された 終事故調査報告書に記載

された。 

 

美浜発電所３号機の２次系配管破損事故を炉心損傷に至る可能性のある観点から分析し、Ｂ

１（２）②ｄ）で作成したモデルを用いて条件付炉心損傷確率を算出し、公衆リスクへの影響

が小さいことを確認した。 

ロ）ストレーナ閉塞事象に関する検討 

保安院からの要請により、ＢＷＲプラントの格納容器内ストレーナ閉塞事象に関する報告徴

収指示に関連して、配管破断時の異物閉塞によるストレーナ有効性評価手法の検討を行い、保

安院を支援した。 

具体的には、米国及び欧州で実施された検討報告書を調査・分析して国内プラント評価に必

要な技術情報を整理した。非常用炉心冷却設備（ＥＣＣＳ;Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ Ｃｏｒｅ Ｃｏ

ｏｌｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）ストレーナの有効ポンプ水頭を評価するための簡易評価コードを作
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成し、また米国ＮＲＣが開発したＢＬＯＣＫＡＧＥコードを整備して、これらをベースに実機

プラントを想定した大ＬＯＣＡ発生時のＥＣＣＳストレーナの有効性の予備解析を実施した。 

また、米国で実施しているＰＷＲ評価に関わる懸案事項の検討を実施した。 

また、ＢＷＲ３、４、５及びＡＢＷＲを対象に、冷却材喪失事故時のＥＣＣＳ機能の劣化に

対して、炉心損傷までの時間余裕を評価し、それに基づき代替注水策を立案し、適切な運転操

作により、炉心損傷頻度の増大を抑制することが可能であることを示した。 

 

ｂ）上記①ａ）のイ）及びロ）の 後尾に記載 

 

ｃ）原研で開発した地震情報緊急伝達システムを導入すると共に、地震情報、地理情報、プラン

ト情報等を迅速に収集し、プラント及び周辺地域の構造物の健全性を評価し、リアルタイムで伝

達できる環境の整備に着手した。 

 

②原子炉施設を構成する設備等の機械的強度の評価に係る業務 

ａ）内的事象ＰＳＡによる炉内構造物及び配管等損傷の影響評価 

原子力プラントの主要な設備を対象に想定されるトラブル事象及びそのトラブル事象を緩和す

る設備の機能喪失等を勘案し、内蔵する放射性物質の環境への放出の可能性からクラス１、２、

３及びＭＣ機器の重要度を評価する手法を検討した。 

また、系統（ＰＷＲ１８系統、ＢＷＲ１８系統）を構成する機器（ＰＷＲ２７機器、ＢＷＲ２

５機器）の機能喪失又は性能劣化に至る故障の要因を調査・分析した。  

 

ｂ）ＢＷＲ代表プラントの１次系配管について確率論的破壊力学評価コードＰＲＡＩＳＥを用い

て配管き裂を考慮した地震時ＬＯＣＡ発生頻度の予備評価を行った。 

 

ｃ）維持規格等の技術基準の運用に関する情報の整備 

炉内構造物を対象とした重要度評価の結果と維持規格の個別検査の対象機器とを比較し、個別検

査の対象機器は、リスクの観点からも重要な機器が選定されていることを確認した。 

 

③研究開発段階炉開発炉のＰＳＡ 

ａ）停止時レベル１ＰＳＡ 

高速増殖炉もんじゅにおける停止時レベル内的事象１ＰＳＡ手法の整備を行うために、停止時

におけるプラント情報の整理、停止時における起因事象の選定を行ったうえで、停止におけるイ

ベントツリー、フォルトツリーを作成した。 

 

ｂ）レベル１ＰＳＡの活用 

平成１５年度までに実施した内的事象出力運転時レベル１ＰＳＡの試解析結果を用いて機器の
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重要度評価（ＦＶ重要度、ＲＡＷ重要度）を行い、重要となる機器として補助冷却系の電動弁及

びメンテナンス系の電動弁等を摘出した。 

また、プラント過渡熱流動解析コードＮＡＬＡＰを用いた成功基準解析を行った。この結果、

崩壊熱除去機能喪失事象の場合はバウンダリ破損が、流量喪失型ＡＴＷＳではナトリウム沸騰に

よる被覆管破損が、過出力型ＡＴＷＳではホットチャンネルでの燃料溶融が炉心損傷の原因とな

るなど、起因事象に依存した炉心損傷判断条件を体系的に整理した。 

 

ｃ）もんじゅレベル２ＰＳＡ 

レベル２ＰＳＡによるもんじゅＡＭの有効性評価の準備のために、以下を検討した。 

イ）炉心損傷事象の特徴の摘出とレベル２ＰＳＡの評価レベルの検討 

代表的な炉心損傷事象である崩壊熱除去機能喪失事象（ＰＬＯＨＳ）、液位喪失事象（ＬＯＲ

Ｌ）、スクラム失敗事象（流量喪失型（ＵＬＯＦ）、反応度挿入型（ＵＴＯＰ）、除熱喪失型（Ｕ

ＬＯＨＳ）などに着目し、再臨界挙動など高速炉特有の事故シナリオを分析した。 

現象イベントツリーや事象相関ダイヤグラム（ＰＲＤ）を用いて格納容器破損確率や放射性物

質の放出割合などを概略定量化して、もんじゅのリスク評価上の特徴を摘出した。 

この結果、ＰＬＯＨＳや炉外燃料貯蔵設備の除熱機能喪失については、バウンダリの多重破損

に起因した格納容器バイパス事象（ＣＶＢＰ）に着目した定量的なレベル２ＰＳＡ が必要であ

るが、ＵＬＯＦなどＡＴＷＳでは、定量評価は必ずしも必要ではないとの見通しを得た。 

検討結果を原子力学会（平成１７年春の大会）で報告した。 

ロ）冷却材バウンダリの破損判断条件の検討 

ＰＬＯＨＳを対象として、高速炉の事故時冷却材バウンダリ破損の考え方を整理する目的で、

配管や円筒容器など典型形状を対象として、ＡＢＡＱＵＳコードを用いた大変形クリープ弾塑性

解析を行った。 

この結果、ＰＬＯＨＳ事象では、８００℃以上の温度領域において、ナトリウムの熱膨張によ

る内圧増加に起因したクリープ変形によって構造破壊が生ずる可能性が大きいなど、高速炉特有

のバウンダリ破損に関する知見を整理した。 

 

ハ）炉外燃料貯蔵設備（ＥＶＳＴ）のリスク要因分析 

ＥＶＳＴを対象として、除熱機能喪失時の事故シナリオ分析を行い、事象相関ダイヤグラム（Ｐ

ＲＤ）等を用いて、現象イベントツリーを概略定量化した。 

この結果、ＰＬＯＨＳと同様に、ＥＶＳＴの除熱機能喪失事象についても限定的ではあるが定

量的なレベル２ＰＳＡが必要と判定した。 

 

ｄ）もんじゅ地震ＰＳＡ 

もんじゅ地震ＰＳＡの手法を整備するため、地震時における起因事象を選定し、イベントツリ

ー、フォルトツリーを作成した。 
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この作成したもんじゅ地震ＰＳＡモデルに、核燃料サイクル開発機構（ＪＮＣ）が実施した機

器損傷度解析結果を入力データとして定量化検討を行った。 

 

 

１．２．２．２原子炉施設等の安全性解析及び評価（電源利用勘定業務） 

(１)クロスチェック解析 

①許可申請に係るもの 

イ）大間原子力発電所のクロスチェック解析 

・世界初の全ＭＯＸ燃料装荷炉心である電源開発株式会社大間原子力発電所の立地評価（仮想

事故の被ばく評価）に関するクロスチェック解析を行った。 

今回のクロスチェックでは、Ｐｕの核種判別法が初めて適用され、機構で整備した安全解析コ

ードを用いて解析した結果、(１)プルトニウムが決定核種にならないこと及び(２)「原子炉立

地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」に示された判断基準を満足すること

を確認した。また、プルトニウムの相対的シビアリティや全身線量の人口積算値の算出方法等

について確認と提言を行った。 

さらに、本解析と申請書記載の解析を比較し、申請書解析の妥当性を確認した。また、配置

計画の変更により敷地内に買収除外地が存在することから、同地点における線量の影響を確認

した。さらに、ＩＣＲＰの９０年勧告に伴う指針改訂の影響も解析評価した。 

・大間原子力発電所のＭＯＸ燃料及びウラン燃料（Ａ型）の健全性に関するクロスチェック解

析（通常運転時及び異常な過渡変化時の応力・ひずみ・疲労評価）を行い、燃料の設計基準を

満足することを確認した。 

また、本解析と申請者解析の比較により、両者の相違の主たる要因がペレット熱伝導率の燃

焼度依存性の取扱い及びＦＰガス放出モデルの差にあることが分かったが、その影響を評価し

た結果、申請者解析は妥当であることを確認した。 

 

ロ）日本原子力発電㈱敦賀発電所３，４号機のクロスチェック予備解析 

解析は審査スケジュールの都合により平成１６年度は実施しないことになった。クロスチェッ

ク解析の迅速な対応に備え、 初の改良型ＰＷＲ（ＡＰＷＲ）である敦賀発電所３号機及び４号

機のクロスチェック予備解析等を実施した。 

・ＡＰＷＲで採用された金属製リングブロック型中性子反射体の熱変形によるブロック間隙流

れを熱変形解析コードＦＥＬＩＯＳとを組み合わせて解析可能となるようｕ－ＦＬＯＷ／Ｉ

ＮＳコードを整備し、ブロック間隙を通過する流れを考慮した反射体変形の予備解析を実施し

た。 

・上記金属製リングブロック型中性子反射体の 高温度解析及び熱変形解析に必要な中性子反

射体の発熱分布を二次元輸送計算コードにより評価可能となるよう整備し、予備解析を行った。 

・ＡＰＷＲプラントの特徴（高出力化、蒸気発生器の改良等）に関する事象として、「蒸気発



 - 45 -

生器伝熱管破損」事故を対象に予備的解析を実施し、解析コード・手 法の適用性を確認した。 

また、破損位置や蒸気発生器伝熱特性等に関する感度解析等を行い、それらが結果に大きな

影響を与えないことを確認した。 

・原子炉熱流動三次元解析コードＴＲＡＣＥをＡＰＷＲの大破断ＬＯＣＡ事象に適用するため

に、入出力機能の拡張、ＡＥＳＪ崩壊熱モデルの導入、燃料温度評価コードＴＯＯＤＥＥとの

連結等、ＴＲＡＣＥの整備を実施した。 

さらに、再冠水過程の炉心熱流動の多次元性について、そのメカニズムの検討を行った。 

・実機相当の燃料集合体を用いた中性子反射体の流動振動解析を行い、実機解析を支障なく行

えることを確認した。また、中性子反射体ブロック間のギャップ量に対するガンマ発熱及び中

性子反射体冷却孔への冷却材の入り口流量分布の感度解析を実施し、それぞれの項目に対する

ギャップ量への寄与度を把握した。 

上記の各評価結果は、今後の安全審査における技術情報として利用できるものである。 

 

ｂ）原子力施設 

イ）ＪＮＣ加工事業許可申請に係る、臨界安全解析、冷却性能解析、耐震解析及び被ばく解析に

つき、クロスチェック解析を実施中。 

臨界安全解析については、核的制限値等の妥当性の評価（予備解析を一部完了）を、冷却性能

解析については、プルトニウム貯蔵庫及び燃料集合体貯蔵庫の冷却性能の評価を、耐震解析につ

いては、解析ケースを検討中（評価対象は、基準地震動の妥当性確認からグローブボックス等の

耐震健全性評価までを含む）、被ばく解析については、平常運転時及び事故時の被ばく評価の全

てを対象にした評価を行っている。 

 

ロ）（Ｈ１６年度中には貯蔵事業許可申請なし） 

 

②各種認可申請に係るもの 

イ）日本原燃（株）再処理事業所廃棄物管理施設ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟の崩壊熱の除去性能

及び耐震安全性に関するクロスチェック解析を実施している。 

崩壊熱の除去性能解析については、冷却空気出入口迷路構造部の圧力損失の評価において申請

者の解析結果が不適切であることを保安院に報告した。 

その結果、保安院より申請者に対し、当該建屋に加えて類似の迷路構造部を有する３建屋につ

いて崩壊熱の除去解析の再評価の指示が行われた。申請者が再評価を行った結果、当該建屋及び

類似の迷路構造部を有する３建屋とも、迷路構造部の圧力損失が過小評価されており、所期の設

計目標が満足できていないとし、これら４建屋の設計を一部変更、あるいは建設済みの建屋につ

いては改造工事を実施するとの方針が保安院へ報告された。 

保安院では、これを受けて、見解を公表し、今後、上記各建屋について設計及び工事の方法の

変更認可申請がなされた場合には、機構の協力を得てクロスチェック解析を行いつつ、冷却機能、
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遮へい機能とともに、建物の健全性についても、厳正に審査していくこととした。 

このように、本クロスチェック解析では、４建屋の設計の不具合に係る特筆すべき成果を挙げ

た。 

耐震安全性解析については、収納管、通風管の固有振動数の検討を行ったが、上記のように設

計変更が決まったので中断している。 

 

ロ）もんじゅの二次系ナトリウム漏えい床ライナクロスチェック解析に関する集中ひずみ評価を

定量的に明らかにするために感度解析を実施し、従来評価してきた床ライナ構造健全性の妥当性

を確認した。 

 

ハ）関西電力㈱高浜発電所４号機の蒸気発生器の１０％施栓に係る届出申請の妥当性に関し、構

造健全性に係わるクロスチェック解析を行い技術基準に照らし健全であることを確認した。 

また、蒸気発生器の１０％施栓による安全性への影響について評価を行い、申請者の評価が妥

当であることを確認した。 

 

ニ）北海道電力㈱泊発電所３号機工事計画認可申請に係る原子炉格納施設の健全性に係るクロス

チェック解析を行い、原子炉格納施設のうち、原子炉格納容器及び機器搬入口の応力解析書にお

ける申請者の解析及び評価手法等の妥当性を検討するとともに、内圧荷重による応力として、機

構が実施したＦＥＭ解析による応力を用いて応力分類及び評価を行い、構造健全性を確認した。 

 

③届出に係るもの（平成１６年度以降スタート） 

 

 

(２)安全解析コード及び評価手法の開発又は改良 

①安全解析コードの開発、改良整備 

ａ）原子炉施設に対する安全解析コード 

イ）炉物理及び過渡・事故事象解析コード 

ⅰ)ＰＷＲ用の三次元プラント動特性解析コードＳＫＥＴＣＨ－ＩＮＳ／ＴＲＡＣ－Ｐの実機

解析への適用性を検討するため、３ループＰＷＲの主蒸気管破損事象の過渡解析を実施した。 

主蒸気管破断後、一次冷却材温度の低下に伴い正の減速材反応度が添加され、原子炉の反応

度停止余裕は減少するが、現実的な三次元手法による解析の結果、原子炉停止余裕は充分な余

裕があり、臨界に至るほど炉心温度は低下しないことを確認した。 

 

・ＢＷＲ用の三次元プラント動特性解析コードＳＫＥＴＣＨ－ＩＮＳ／ＴＲＡＣ－ＢＦ１の

核熱結合モデルに対し燃料間水ギャップの減速材密度変化を考慮できるように修正し、ピー

チボトム２号炉のタービントリップ試験を対象に再現解析を実施した。 
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その結果、燃料間水ギャップの減速材密度変化による反応度フィードバックへの寄与はわ

ずかであることを確認した。 

 

・原子力学会の炉心安定性標準に対応して、周波数領域安定性コードＬＡＰＵＲ５．２を導

入し、圧損、ボイド等チャンネル安定性に関する実験データを解析し、コードの妥当性を確

認した。 

 

ⅱ) 反応度投入事象（ＲＩＡ）時の安全評価へ減速材ボイド反応度フィードバックを反映する

ためのボイド挙動詳細解析モデルとして、システム熱流動 適評価コードＴＲＡＣ－ＢＦ１か

ら受け渡す境界条件に基づいて三次元二流体モデルコードＡＣＥ－３Ｄによる三次元流動解析

を実施するように両コードを結合した。 

詳細解析モデルの検証として単管による定常サブクール沸騰ボイド実験及び原研が実施した２

×２管群試験体による大気圧条件でのＲＩＡを模擬したボイド実験を対象に実験解析を実施し、

ＲＩＡ時ボイド挙動解析への適用性を確認した。 

 

ⅲ) 米国とのＣＡＭＰ(Ｃｏｄｅ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ 

Ｐｒｏｇｒａｍ)協定を通して熱水力 適評価コード（ＴＲＡＣＥ）を導入し、ＰＣ（Ｐｅｒｓ

ｏｎａｌ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）ベースで評価解析ができるように環境の整備を行った。 

導入したＴＲＡＣＥコードで追加検証解析を実施してＰＷＲプラントのＬＯＣＡ事象評価性

能を検討するとともに、当機構でこれまで使用してきたＴＲＡＣ－Ｐコードより計算時間も短

くより安定した解析結果が得られることを確認した。 

 

ⅳ）ＰＷＲのほう素希釈事象を対象とするＯＥＣＤ／ＳＥＴＨ計画の試験計画を拡張したＰＫ

Ｌ計画に参画し、平成１６年度に実施された２試験の事前解析を新バージョンＲＥＬＡＰ５／

ＭＯＤ３．３で行い、試験内容を把握するとともにデータの収集分析を行った。 

また、ＳＥＴＨ計画で実施され、ベンチマーク解析の対象となっているＥ３．１試験解析を

行った。 

さらに、実機下部プレナム部でのほう素の混合効果の定量的評価手法を整備するため、同効

果を模擬した国際標準問題ＩＳＰ－４３を多次元ＣＦＤコードｕ－ＦＬＯＷ／ＩＮＳにより解

析し、実機解析モデルへの反映を検討した。 

 

ⅴ）熱水力 適評価コードＴＲＡＣＥに、統計手法の不確かさパラメータ組み込みのための修

正をして、ＬＯＦＴ Ｌ２－５の解析を行い、不確かさ評価手法適用性及び実機解析適用への見

通しを得た。 

また実機の大破断ＬＯＣＡ手法整備の一環として、数十～数百回の計算が必要となる不確か

さ評価を効率的に行うため、統計手法に有効な解析環境を整えた。 
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さらに、入力パラメータの不確かさを効果的に設定することを目的として、入力パラメータ

のランダムサンプリング手法の検討を行った。 

 

ロ）構造解析コード 

・燃料ふるまい解析コードに高燃焼度組織化（ＨＢＳ）モデル、プルトニウム（Ｐｕ）スポッ

トモデル等を組み込むとともに、ＯＥＣＤ／ＮＥＡ国際燃料ふるまい試験（ＩＦＰＥ）燃料デ

ータベース中の高燃焼度燃料等を用いた検証解析を実施し、モデルパラメータ等の 適値を設

定し、照射後試験結果との比較による検証を通して解析精度の向上を確認した。 

 

・機器応力評価コードの規格計算入力データ作成等の効率性と視認性向上のため、データ作成

等のＧＵＩを作成している。 

また,汎用解析コード等の解析結果も応力分類できるように機能を改良した。 

 

ハ）被ばく評価解析コード 

ⅰ)平常運転時及び想定事故時の周辺公衆の被ばく線量計算に用いる放出源の有効高さを求め

る解析コードの調査・検討を行った。 

具体的には、風洞実験を数値流体力学法等による数値解析手法で解析するために、気象数値

シミュレーションコードを対象にして、敷地境界近辺の濃度評価への適用例、適用限界、学会

標準で整備された風洞実験等に関する課題への適用性を分析した。 

これにより、開発母体にする解析コードの候補と改良点を抽出した。 

 

ⅱ)相対濃度及び相対線量の累積出現頻度を出力並びに分析できるように、事故時の被ばく評価

解析コードを整備した。また、気象指針、安全評価指針等に対応して、気象データ、人口デー

タの前処理が行えるように、解析モデルを整備した。 

さらに、原子炉施設からのγ線による線量評価コードシステムについては、ユーザーインタ

ーフェイスの改良及び線源強度計算に用いるデータベースの整備等を行った。 

これにより、被ばく評価のクロスチェック解析が、効果的且つ迅速に行える機能が整備され

た。 

 

ニ）耐震解析コードなし。 

（規格基準部所掌） 

 

ホ）ＰＳＡ手法 

ⅰ）地震ＰＳＡ 

・地震ハザード評価手法 

＊距離減衰式を用いた地震ハザードの試解析 
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サイト４の敷地前面にある中央構造線のセグメント,活動度,距離減衰式等の設定に関するア

ンケート調査等による専門家からの意見聴取を行い、それらを反映した地震ハザード解析を

実施した。 

その結果、海域断層群の 近の地震発生時期が地震ハザードに大きな影響を及ぼすことが

わかった。また、本ハザード評価用に収集･整理・分析したデータは、中央構造線に関する情

報を網羅し、体系化されていることが専門家から認められた。 

 

＊地震動のばらつきや上限値設定等の地震ハザードへ及ぼす影響 

新の距離減衰式(内陸補正した耐特委式)についてばらつきを詳細に評価し、地震ハザード

解析を行った。 

その結果、地震動の振幅に因らず一定のばらつきを設定している従来の方法と比べ、地震

ハザードが小さくなることが確認できた。また、距離減衰式による地震動の上限値(対数正規

分布の上限設定)について、サイト３を対象に断層モデルによる解析結果と比較することによ

り、対数標準偏差(ζ)２～２．５ζで打ち切った場合に断層モデルの結果とほぼ対応するこ

とが確認された。 

 

＊断層モデルを用いたサイト３の地震ハザード曲線と距離減衰式を用いた地震ハザード曲線

を比較することにより、 大加速度値７００ｇａｌ付近より両者の差が大きくなり、地震動

が頭打ちとなる傾向を確認した。 

 

・応答・耐力・損傷確率評価手法 

＊代表２ループＰＷＲ プラントを対象に、一様ハザードスペクトルに対する入力地震動の作

成時に２価の減衰定数（５％、２％）にフィット適合させた模擬地震波を用いることにより、

建屋・機器応答のばらつきの精緻化に対する影響を検討した。 

その結果、特に低減衰の床応答スペクトルのばらつきが低減されることが分かった。 

 

＊機器系と地盤建屋のばらつきを考慮した応答解析を個別に行い、得られた地盤建屋系と機

器系の応答（応答のばらつき）を２乗和平方根法（ＳＲＳＳ）により合成することで地盤建

屋－機器系の応答（応答のばらつき）を簡易的，かつ精度よく求められることを確認した。 

 

＊ＢＷＲ４及び４Ｌ－ＰＷＲプラントを対象に、建屋に機器を連成させた解析モデルを用い

た地震応答解析を行い、建屋及び機器の地震応答をより精緻化させた。 

これにより、炉心損傷頻度の解析精度を向上させることができた。 

さらに、建屋・主要機器の損傷確率について本解析結果をもとにした詳細法と安全係数法

について検討評価し、安全係数法の精度向上に寄与した。 
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＊岩盤埋込形式の取水ピットの損傷確率評価 

４Ｌ－ＰＷＲ及び２Ｌ－ＰＷＲに見られる岩盤に埋込まれた取水ピットの損傷確率を評価

し、損傷確率が無視できる程度に小いことを確認した。また、周辺地盤を埋戻し土とした場

合についても評価し、周辺地盤の影響で損傷確率が増大することを確認した。 

さらに、これまでの検討結果を整理して、地盤条件や構造物の損傷モード(曲げ破壊,せん

断破壊)に応じた損傷確率の評価手法と、それらの条件の違いが地中土木構造物の損傷度に及

ぼす影響について纏めた。 

 

＊原子炉施設周辺斜面が崩壊した場合の評価手法を検討し、同手法を用いて、崩壊した岩塊

が建屋に及ぼす衝撃力を試算した。 

 

＊主要な機器の耐力値の見直しを行うと共に、建屋機器連成解析結果を反映した地震応答デ

ータも作成した。 

これらを機器耐力データ一覧表及び地震応答データ一覧表としてまとめた。 

これらの機器耐力･応答一覧を事故シーケンス解析に活用した。 

こられらにより、炉心損傷頻度評価の精度が大幅に向上すると共に炉心損傷頻度に大きな

影響を及ぼす機器を明確化することができた。 

 

＊ＢＷＲⅤ、ＢＷＲ４、４ループＰＷＲ及び２ループＰＷＲを対象に、地震ＰＳＡ手法を用

いて炉心損傷頻度の観点から地震時の機器重要度解析を行い、重要度の高い弁類と配管系等

の機器を抽出し、次期振動台機器限界耐力試験の候補となる機器を選定した。 

 

＊ＢＷＲⅤ、ＢＷＲ４、４ループＰＷＲ及び２ループＰＷＲを対象に、（財）原子力発電技術

機構（ＮＵＰＥＣ）多度津振動台機器限界耐力試験結果や建屋・構造物・機器連成解析結果

等に基づく機器応答及び耐力の見直しを反映した地震ＰＳＡを実施し、主要な事故シーケン

ス及び炉心損傷頻度に寄与する機器を抽出した。 

さらに、機器同時損傷評価及び複数基立地サイトの地震ＰＳＡ手法の整備と適用を行い、

レベル２、３ＰＳＡと統合することで、現在原子力安全委員会で審議されている性能目標の

検討の参考とした。 

 

＊ＢＷＲ４及び４ループＰＷＲを対象に、原子炉を停止し待機状態に移行させている時の地

震発生を想定した地震ＰＳＡ手法の検討及び整備を行った。 

 

・余震を考慮した地震ＰＳＡ手法 

断層モデルを用いた余震ハザード評価方法について検討するとともに、プレート境界地震を対

象として、距離減衰式を用いた余震による地震ハザードへの影響の試算を行った。 
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その結果、上記評価手法の成立性を確認した。 

 

・地震ＰＳＡマニュアル整備 

これまでの成果を整理し、規制側として用いる機構地震ＰＳＡマニュアルを作成した。 

事業者が許認可がらみで地震ＰＳＡを実施した場合、本地震ＰＳＡマニュアルに従って、そ

の結果の妥当性を評価することが可能となった。 

機構マニュアルを原子力学会で策定中の地震ＰＳＡ標準（案）に反映した。 

 

・免震構造化による地震リスクへの影響評価 

機器を免震化することによる地震リスクの影響を検討するために、非常用ディーゼル発電機、

起動変圧器、ＲＣＣＷポンプ及びメタルクラッドスイッチギア（メタクラ）等の機器を免震化

した場合のＣＤＦ低減効果を試算した。 

その結果、複数の重要機器を組み合わせて免震化することによってＣＤＦを大幅に低減でき

るとの評価結果を得た。 

 

ⅱ)耐震設計審査指針高度化等の支援にかかわる評価業務 

・地震・地震動の不確定性の明示 

＊地震ハザードに関するワークショップ 

平成１６年４月１７日に国内外の専門家１９０名の参加を得て、地震ハザード評価に関す

るワークショップを開催しした。 

米国専門家と機構による講演やパネルディスカッションを通じて、地震や地震動における

不確定性の存在とロジックツリーによる評価手法の有効性が再確認された。 

それらの知見は原安委の耐震審査指針高度化や原子力学会の地震ＰＳＡ標準（案）に活用

されている。 

 

＊地震ハザードワークショップの内容をＯＥＣＤ／ＮＥＡワークショップに発表し、ＯＥＣ

Ｄ／ＮＥＡの報告書に反映された。 

 

＊米国の不確定性評価の手順書であるＳＳＨＡＣレポートを分析し、その手順に従い欧米で

実施されたプロジェクトの状況を分析して、我が国に適した手順書の骨子を作成した。 

 

＊断層モデルを用いた地震ハザード評価手法の不確定性について検討し、断層パラメータに

係わる不確定要因を明らかにした。 

 

・耐震安全確保の枠組みの確認 

＊目標Ⅰ（設計用地震動を設定し、その発生を仮定しても周辺の公衆に放射線災害を与えな



 - 52 -

いように設計すること）の達成のために、耐震重要度分類と設計用地震動（Ｓｓ地震動）／

許容基準の対応等を明確にし、耐震設計体系を確認した。 

 

＊目標Ⅱ（設計用地震動を超える地震動を考慮しても、それによる公衆の放射線災害のリス

クが小さいこと）は現行の耐震設計の概念にはなく、耐震設計審査指針の高度化項目として

新たに検討されているが、その達成のための評価手法として地震ＰＳＡ手法が有効であるこ

とを確認した。 

 

＊耐震指針検討分科会において、地震ＰＳＡ技術の成熟度や余震を考慮した地震ＰＳＡの取

り扱いについて機構の考え方を説明した。 

 

・震源を特定しにくい地震による地震動の確率論的評価手法の高度化 

＊平成１５年度成果の反射法物理探査による断層の検知率の検討内容をＯＥＣＤ／ＮＥＡワ

ークショップで発表し、ＯＥＣＤ／ＮＥＡの報告書に反映された。 

 

＊「震源を特定しにくい地震による地震動」に関し、日本国内の地震環境の地域性を反映し

た地震動と超過発生頻度の関係を定量化するとともに、地震発生上限層が浅い場合について

も検討し、各種パラメータ変動の影響を把握した。 

 

＊設計用地震動の策定に関し、震源が特定できる地震はシナリオ地震より、また震源が特定

できない地震は（財）日本電気協会提案の既往の震源近傍の地震記録の包絡から確定論的に

定める方法を用いるが、いずれも地震発生頻度の観点から年発生頻度１０‐4 程度の地震動

であることを確認することを提案した。 

 

＊地震発生様式毎の地震動のばらつき及び上限値等の検討 

北日本及び西日本の地震発生様式毎の地震動のスペクトル特性を解析し把握した。 

また、地震発生様式毎の観測地震動記録と既往の距離減衰式を用いて評価した地震動の差

を統計分析し、距離減衰式の評価誤差のばらつきを算定し、対数標準偏差を把握した。 

 

＊深部地盤速度構造同定に基づく地震動特性評価に関する検討 

２００４年新潟県中越地震による地震動の観測点の深部地盤速度構造を同定し、地震基盤

表面(Ｖｓ３,０００ｍ／ｓ程度)及び解放基盤表面(Ｖｓ７００ｍ／ｓ程度)の地震動特性を

求めた。 

この地震動特性を用いて距離減衰    式(耐特委式)の内陸地殻内地震の補正方法(既往提

案式の０．６倍)がほぼ妥当であることを確認した。 

平成１６年１０月に起きた中越地震は、縦ずれ逆断層地震であり、震源が出現していない



 - 53 -

という当時の情報から、震源近傍での観測地震記録と上記の縦ずれ断層のシミュレーション

結果を比較し、超過確率を把握した。 

 

＊クラスＡの機器損傷時とクラスＢの機器損傷時の被ばく評価を実施し、原子炉施設周辺の

公衆の実効線量リスクを試算した。 

その結果、クラスＢの機器損傷時の実効線量リスクは、クラスＡの機器損傷時の実効線量

リスクよりも十分小さいことを確認した。 

 

・耐震安全性のバックチェック等の取り扱いの検討 

フランスのバックチェック情報の収集のため、仏規制担当者と討議を行い、仏におけるバッ

クチェック・バックフィットの考え方を整理・分析した。 

 

ⅲ)火災ＰＳＡ 

・ＢＷＲ５及びドライ型４ループＰＷＲの出力運転時を対象に、主要建屋の機器及びケーブル

の配置情報に係るデータベースの作成及びその火災シナリオ作成への適用を行った。 

作成した火災シナリオを定量化し、スクリーニングを行い、安全上重要な火災シナリオを摘

出した。摘出した火災シナリオを対象に詳細評価を行い、火災時のリスクを把握した。 

また、地震時に考慮すべき火災源を整理し、特定火災区域を対象に地震時により発生した火

災時のシオリオ作成手法を検討した。 

 

・ＯＥＣＤ／ＮＥＡの火災データベースプロジェクト（ＯＥＣＤ－ＦＩＲＥ）では、平成１４

年以前に国内プラントで発生した火災事例をデータベースに登録した。また、当該プロジェク

トの運営会議に出席し、その運営に貢献した。 

 

ⅳ）溢水及びその他の ＰＳＡ 

溢水ＰＳＡについては、Ｂ１(２)②e)に併せて記載したように溢水シナリオを作成した。 

また、ＯＥＣＤ／ＮＥＡ ＷＧＲＩＳＫ及びＣＯＯＰＲＡの委員として、｢停止時ＰＳＡ｣や｢受

動的安全システムの信頼性｣等のタスクに参加し、 新技術の導入をはかっている。 

 

v）レベル２ＰＳＡ手法整備 

原子炉施設周辺の公衆の個人リスクと国制定する「安全目標」との整合性を検討できるよう

に、下記のプラントの格納容器破損頻度及び環境への放射性物質の放出時期及び放出量を分析

し、その結果を大気拡散及び線量解析に利用できるようにまとめた。 

４ループＰＷＲドライ型格納容器プラント及び２ループＰＷＲドライ型格納容器プラントを

対象に地震による格納容器破損の観点から重要な中破断冷却材喪失で安全注入失敗の事故シー

ケンス、全交流電源喪失の事故シーケンス等を含む炉心損傷事故シーケンスについてＭＥＬＣ
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ＯＲコードを用いて事故の進展挙動を解析した。 

これらの解析結果を基に格納容器イベントツリーを定量化し、格納容器破損の条件付発生頻

度の試算値として４ループＰＷＲドライ型格納容器プラントでは約０．７、２ループＰＷＲド

ライ型格納容器プラントでは約１．０を得た。 

また、ＢＷＲ－４ＭａｒｋⅠ型及びＢＷＲ－５ＭａｒｋⅡ改良型原子炉施設を対象にして、

新のレベル１ＰＳＡ成果を基に地震時のプラント損傷状態の発生頻度を分類して格納容器破

損の条件付発生確率を試算した結果、はいずれも約１．０を得た。 

放射性物質の環境への放出割合を精度よく解析するため、原子炉建屋での拡散沈着モデルを

フロア毎に分割した場合の影響をＢＷＲ－４ＭａｒｋⅠ型原子炉施設を対象に試解析した。 

これらの成果は、原子力安全委員会安全目標専門部会性能目標検討分科会、保安院のリスク

情報活用検討会での討議に活用され、また、日本原子力学会標準委員会レベル２ＰＳＡ標準（案）

の内容に反映された。 

 

ⅵ）レベル３ＰＳＡ手法の整備 

安全目標に対する適合性は、内的事象のみならず外的事象によるリスクも考慮して総合的に

判断する必要がある。特に、地震時のリスクでは、多数基立地による影響の取扱いが問題とな

る。 

このため、複数基立地サイト用に、異なる放出源位置からの同一のソースタームの重ね合せ

に対応できるように確率論的環境影響評価コードＭＡＣＣＳ２を改良整備し、検証解析を実施

した。 

その結果、敷地近傍におけるリスクの多数基立地による影響が解析できるようになった。 

これらの成果は、保安院のリスク情報活用検討会での討議に活用され、また、日本原子力学会

標準委員会レベル３ＰＳＡ標準策定の討議に活用された。 

 

ヘ）研究開発段階炉のプラント過渡熱流動解析コ－ド及びＰＳＡ手法整備 

i）プラント過渡熱流動解析コードの整備 

プラント過渡熱流動解析コードＮＡＬＡＰを対象として、原型炉もんじゅＡＭ策の有効性評

価機能を整備した。 

ここでは、主要なＡＭ策であるメンテナンス冷却系や一次主冷却系でのサイホンブレークに

着目し、カバーガス圧や液面変動、および炉心燃料での低熱流束沸騰挙動等を解析できる機能

を整備した。 

また、検証を目的として、もんじゅを用いた自然循環模擬試験や部分負荷時タービントリッ

プ試験の解析を進めるとともに、実験炉常陽ＭＫ－ＩＩ炉心の自然循環除熱試験解析のための

入力データを整備した。 

ＮＡＬＡＰの検証結果及びもんじゅレベル１ＰＳＡで実施した成功基準解析結果を、原子力

学会（平成１６年秋の大会、２件）、ＮＴＨＡＳ４（平成１６年１２月）で発表した。 
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ⅱ）レベル２ＰＳＡ簡易評価手法の整備 

レベル２ＰＳＡ に適用する目的で、複雑な事象推移を分かり易く記述できる現象イベントツ

リー展開手法（ＭＭＣＳ）、および現象イベントツリーの分岐点確率をより客観的に評価できる

現象相関ダイヤグラム法（ＰＲＤ）を整備した。 

ＭＭＣＳをＰＬＯＨＳにおける一次系と２次系バウンダリで生ずる多重破損過程に適用した

結果、格納容器バイパス事象（ＣＶＢＰ）など、複雑な事故シナリオを適切に分析できること

を確認した。 

ＰＲＤ法をＰＬＯＨＳでの炉心損傷過程に適用した。この結果、ＰＲＤは、燃料膨張係数や

ドップラー係数などの損傷炉心特有の反応度係数が即発臨界超過限界に及ぼす影響など、再臨

界現象を構成する多数の要因の相互関係を体系的に記述できる機能を有し、現象イベントツリ

ーの分岐点確率を客観的に評価するために有効な手法である事を確認した。 

 

ⅲ）レベル２ＰＳＡ簡易評価で用いるリスク指標評価手法の整備 

レベル２ＰＳＡに適用する目的で、冷却系内での核分裂生成物（ＦＰ）の移行挙動解析コー

ドＡＣＴＯＲを整備すると共に、格納施設応答解析手法の調査に着手した。 

ＡＣＴＯＲは、ＰＬＯＨＳ事象など燃料溶融以前に生じた被覆管破損以降のＦＰ移行挙動を

対象として、希ガス気泡に随伴したＦＰの冷却材とカバーガス系内の移行挙動や壁面沈着挙動

に対する解析機能を有する。 

今年度は、プログラミングを完了すると共に、コード検証の準備を行う目的で、高速炉燃料

でのＦＰ蒸発試験（ＪＮＣ）、希ガス気泡移行試験(原電)などの調査を行い、分子軌道法（ＤＶ

Ｘ‐α）を用いてＦＰＬ－Ｉ試験で得たＦＰの壁面沈着速度定数の分析を行った。 

格納施設応答解析手法については軽水炉の格納容器応答解析コードＭＥＬＣＯＲの調査に着

手し、ナトリウム-コンクリート反応による水素生成や、水素の誘導拡散燃焼など、高速炉特有

の現象を考慮した格納施設応答解析手法の基本概念を検討し、コード設計に着手した。 

 

ⅳ）高速増殖炉の安全解析コード群の整備 

炉心損傷に至る可能性のある集合体事故として、集合体入口大規模閉塞事象に着目し、国内

外の研究結果を体系的に分析した。 

炉心損傷の起因事象として、統計的ピン破損や冷却材中への異物混入（ルースパーツ、オイ

ル、酸化物など）を摘出し、現象イベントツリーを展開することによって重要な事故シナリオ

を把握した。 

この結果、機構が行うレベル２ＰＳＡ  では、簡易手法も含み定量的評価が必要と判定した。 

これらの結果に従い、集合体事故評価手法の整備方針について検討を進めた。 

 

ｂ）再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設等に対する安全解析コ－ド 
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イ）臨界・遮へい解析コード 

ⅰ）解析コード・核データの維持更新  

核燃料施設臨界安全評価支援システムの改良として、既存の連続エネルギーモンテカルロ法

コードＭＶＰに加えて、昨年度導入した連続エネルギーモンテカルロ法コードＭＣＮＰ－５の

支援機能を整備した。 

これらシステムを用いて、ＪＮＣのＭＯＸ加工施設の臨界に関するクロスチェック解析を実

施中である。 

また、 新の遮へい解析コードと中性子－ガンマ線結合断面積等をＰＣ上に統合し、核燃料

施設遮へい評価支援システムとして整備した。 

この一環として、基本的な遮へい関連データを収集整理すると共に、大型遮へい解析のため

に、ＭＣＮＰコードの並列処理環境を整備した。 

さらに、随伴線束による分散低減手法について、３次元に拡張したモンテカルロ法コードＡ

３ＭＣＮＰについて、中性子による２次ガンマ線も含めて分散低減の自動化が行えるように改

良整備した。 

第１０回遮へい国際会議（５月、ポルトガル）で、２次元の随伴線束による分散低減手法に

ついて発表した。 

 

ⅱ）使用済燃料中の核種組成評価コードＭＶＰ－ＯＲＢＵＲＮに対して、昨年度摘出した解析

精度向上や時間短縮に効果的な方法を適用して改良整備した。 

併せて、軸方向を多領域に分割燃焼可能なＭＶＰ－ＯＲＢＵＲＮ－Ｘコード、隣接燃料の影響

を考慮できる径方向９燃料集合体モデルによる燃焼計算可能なＭＶＰ－ＯＲＢＵＲＮ－Ｒコー

ドを作成し、使用済燃料の核種組成の検証解析を実施した。 

今年度（平成１６年度）整備した臨界安全評価支援システムを用いて、プルトニウムを含む

燃料系の 新の臨界実験例を対象に、ＭＶＰコードとＪＥＮＤＬ－３．３ライブラリーによる

検証解析を行ない、燃料体系毎の推定臨界下限増倍率を求めた。 

ＯＥＣＤ／ＮＥＡ／ＮＳＣ臨界安全ワーキングパーティ（９月、チェコ）の専門家会合で、

／ＶＰ－ＯＲＢＵＲＮコードによるＯＥＣＤ／ＮＥＡ国際ベンチマーク問題の解析結果を発表

した。 

 

ⅲ)臨界計算における燃焼度等の影響検討 

今年度（Ｈ１６年度）改良整備したＭＶＰ－ＯＲＢＵＲＮコードを用いて、使用済燃料中の

核種組成を求め、燃焼度、初期濃縮度等の各種パラメータに対する使用済燃料収納容器の実効

増倍率の感度解析を行い、燃焼度クレジット適用時に考慮すべき臨界計算の不確かさを確認し

た。 

 

ロ）熱流動・構造解析コード 
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ⅰ）輸送容器の熱流動及び衝撃応答解析機拡張及び検証 

・容器内熱流動解析コードの整備 

機構所有の容器内自然循環解析プログラムと汎用伝熱解析コードＡＢＡＱＵＳを連結して

容器内各部の温度分布を計算する「容器内熱流動解析コードシステム」に関し、蓋部や蓋密封

部近傍の容器上部の温度の解析精度を向上させるために、ＡＢＡＱＵＳの移流項要素を用いて

容器内のヘリウムの自然循環効果を精度良く模擬できるように改良した。 

国の委託により電力中央研究所（電中研）が実施した金属キャスク及びコンクリートキャス

クの除熱試験を例に、容器内の温度分布を解析し、試験結果と比較することにより「容器内熱

流動解析コードシステム」の妥当性を確認した。 

 

・落下衝撃解析コードの整備 

実規模落下衝撃影響評価試験における９ｍ落下試験データをもとに、頭部垂直落下及び頭部

コーナー落下の検証解析を実施し、実規模落下衝撃影響評価試験データとほぼ合致する解析手

法を整備した。 

また、平成１５年度の水平落下の検証解析を含め、９ｍ落下解析手法の整理を行った。 

 

ⅱ) コンクリート構造物の衝撃破壊挙動解析に係るコード整備 

局部破壊解析に対する精度の向上及び全体破壊に対するひび割れ性状等の改善を目的として、

コンクリート構造物衝撃破壊挙動解析コードのひび割れによる主応力破壊を考慮した構成則の

改良を行い、局部破壊を対象とした衝撃実験の検証解析及び全体破壊を対象とした構造物の解

析を行い、改良の効果を確認した。 

 

ハ）事故解析コード 

ⅰ）臨界事故時挙動の試験データによる検証 

・溶液燃料系臨界事故解析コードＩＮＣＴＡＣについて、長時間解析のための高速化、成分別

反応度の計算機能の追加、放射線分解ガスの速度モデルの改良を実施し、ＯＥＣＤ／ＮＥＡの

国際ベンチマーク問題（原研ＴＲＡＣＹ装置及び仏ＳＩＬＥＮＥ装置の試験データ）での検証

解析を行うとともに、その結果を用いて放射線分解ガスの時間挙動を精度よく模擬する解析モ

デルの改良を行った。 

また、ＩＮＣＴＡＣコードの放射性物質移行挙動モデルに関して、放射性よう素及び希ガス

の放出挙動の検証解析を実施した。さらに、硝酸プルトニウム水溶液系についてデータを整備

し、再処理施設を想定した試解析を実施した。 

ＯＥＣＤ／ＮＥＡの国際ベンチマーク問題の解析結果を、ＯＥＣＤ／ＮＥＡ／ＮＳＣ臨界安

全ワーキングパーティ（９月、チェコ）の専門家会合で発表した。 

・粉末燃料系臨界事故解析コードについて、ＭＯＸ粉末体系における仮想的な臨界事故を想定

して、燃料組成及び燃料物性値、水反射体、添加反応度に関する感度解析を行ない、総核分裂
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数への影響を評価した。 

また、放出放射性物質による線量及び直接線、スカイシャイン線の計算モデル、パラメータ

等の線量への感度を確認した。 

 

ⅱ）ＭＯＸ燃料加工施設等の火災・爆発解析手法の検討等 

換気系解析コードについて、燃焼率計算部の改良、エアロゾル移行モデルの改良を行った。 

また、グローブボックス体積、換気容量、電源の有無等に関する感度解析により、これらパ

ラメータの影響を把握した。 

火災解析コードについて、沈着モデルの改良、グローブボックスの破損のモデル化、輻射の

モデル化等の改良を行い、エアロゾル粒径分布、火災位置等に関する感度解析により、これら

パラメータの影響を把握した。 

また、爆発解析コードについて、グローブボックスの構造及び構造材をモデル化し、グロー

ブボックス内の爆発事象を対象に、グローブボックス形状、混合気の成分等に関する感度解析

により、圧力伝ぱ､変形､破損への影響を確認した。 

核燃料施設における事故時の被ばく評価に係る安全審査（クロスチェック解析）に資するた

め火災・爆発事故の放射性物質放出量の結果に影響が大きい設計条件を抽出し、コードの適用

性を確認した。 

 

ニ）被ばく解析コード 

ⅰ）日本人向け健康影響モデルの改良等 

ＭＯＸ燃料加工施設における仮想臨界事故の安全審査等における感度解析に資するため、Ｅ

ＰＡがんリスク評価法に準拠した原爆被曝者調査（１９５０－１９９７年)等データを用いたが

んリスク係数の整備、閾値パラメータのあるジョンソンＳＢ分布による早期影響モデルの整備

及び国連科学委員会２００１年報告書に基づく遺伝影響評価モデルの整備を行うと共に、ＭＡ

ＣＣＳ２導入に関する全体のまとめを行い、日本人版健康影響評価システムＭＡＣＣＳ２－Ｊ

として整備した。 

核燃料施設における事故時の被ばく評価に係る安全審査（クロスチェック解析）に資するた

め、解析に使用する複数のコードﾞの入出力をシステム上で結合し、解析の合理化を行った。 

また、ＭＯＸ燃料加工施設における仮想臨界事故時の大気拡散の現実的な評価に資するため、

局地気象による評価モデル等の高度化として、大気拡散途中の風向・風速の変化に加え、地形

の起伏の影響を簡易的に考慮する事故時被ばく線量評価コードＱＵＩＣＫＤＯＳＥの改良を行

った。 

 

ｃ）使用済燃料中間貯蔵施設に対する安全解析コ－ド 

イ）金属キャスク方式の使用済燃料中間貯蔵施設安全解析コード 

ｉ）使用済燃料中間貯蔵施設に係る安全解析コード等の調査等 
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・安全解析コード等の調査 

米国における使用済燃料中間貯蔵施設全般の状況及び２００６年に認可が切れるサリー原

子力発電所敷地内中間貯蔵施設の認可更新審査動向、並びに、米国についで多数の使用済燃料

中間貯蔵施設の安全審査が行われているドイツの許認可動向等を調査し、 新の状況を把握し

た。 

また、米国における使用済燃料中間貯蔵施設に係るＰＳＡ手法の現状、Ｉｄａｈｏ Ｓｐｅ

ｎｔ Ｆｕｅｌ Ｆａｃｉｌｉｔｙ（ボールト方式貯蔵施設）及びＣＡＳＴＯＲ Ｘ３２Ｓ ＳＡ

Ｒ（金属キャスク）の許認可申請における安全設計、安全評価及びそれらに用いられている安

全解析コード等について調査・整理した。 

 

・線源解析コードの改良整備 

統合化燃焼計算システムＳＷＡＴを、 新知見を反映し改良した。 

具体的には、ＳＷＡＴを構成している核データライブラリのソース（ＪＥＮＤＬ３．３）や

組み込まれている核解析コード（ＳＲＡＣ２００３）及び燃焼解析コード（ＯＲＩＧＥＮ２．

２）のバージョンアップを図ると共に、ＥＷＳからパソコンへの移植及びＧＵＩ（Ｇｒａｐｈ

ｉｃａｌ Ｕｓｅｒ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）機能の追加を行い、作業効率の向上及び一部入力機

能の充実を図った。 

 

・金属キャスク方式中間貯蔵施設熱流動解析手法の検討 

種々の形状の貯蔵建屋の解析に適用できることを確認するため、平成１５年度まで検討して

きた天井クレーン方式の貯蔵建屋と異なるスタック方式貯蔵建屋の熱流動解析を、ＰＨＯＥＮ

ＩＣＳコードにより行った。 

１／５スケール・スタック方式施設の除熱試験を対象に解析を実施し、試験結果と比較する

ことにより、整備してきた解析手法のスタック方式貯蔵建屋への適用性を確認した。 

また、実機大スタック方式貯蔵建屋を対象に、金属キャスク貯蔵基数及び発熱量、貯蔵建屋

給気口の閉塞状態を変えた解析を行い、解析経験を蓄積した。 

 

・貯蔵建屋内金属キャスク落下衝撃解析手法の検討 

平成１５年度までに整備してきた非線形動的構造解析コード（ＬＳ－ＤＹＮＡ）を用いた輸

送容器（金属キャスク）落下衝撃解析手法を用い、貯蔵建屋内での金属キャスクの落下を想定

し、床面を剛体とした場合とコンクリートの場合について、緩衝体のない水平１ｍ落下衝撃解

析及び回転１ｍ落下衝撃解析を実施した。 

 

・杭基礎を有する使用済燃料中間貯蔵建屋の耐震解析手法の検討 

第四紀層（砂れき）地盤上に設置される実機の使用済燃料中間貯蔵建屋を想定し、同建屋の

設計に使用することが予想される代表的な３種類の解析モデル（質点系モデル２モデル、ＦＥ
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Ｍモデル１モデル）について、耐震解析コード(ＳＡＮＬＵＭ、ＳＡＮＮＯＳ)を用いて、杭・

地盤の非線形性を考慮した地震応答解析を実施した。 

これにより、上記の二つの解析コードの解析機能を確認するとともに、３種類の解析モデル

はいずれもほぼ同じ応答結果を示すことを把握した。 

 

ロ）コンクリートキャスク方式の使用済燃料中間貯蔵施設安全解析コード 

ⅰ）中間貯蔵施設の敷地境界線量解析手法の検討 

コンクリートキャスク及び貯蔵建屋からの放射線ストリーミングを考慮した敷地境界におけ

る線量解析手法を整備するために、モデルコンクリートキャスク及び仮想建屋を対象に、二次

元Ｓｎ遮へい解析コード（ＤＯＲＴ）及びＭＣＮＰコードを用いた、①ＤＯＲＴ－ＭＣＮＰ接

続解析、②ＭＣＮＰ－ＭＣＮＰ接続解析、③ＭＣＮＰ分散結合（システム）解析により敷地境

界線量解析を実施した。 

解析時間、解析精度等を比較することにより、それぞれの解析手法の適用性を確認した。 

 

ⅱ）コンクリートキャスク方式中間貯蔵施設の熱流動解析手法の検討 

貯蔵建屋内の冷却空気の熱流動とコンクリートキャスクのアニュラス部の熱流動とを連成し

て解析する手法の整備を行った。 

すなわち、キャスク内アニュラス部の輻射条件のサブルーチン化等により、平成１５年度に

実施したコンクリートキャスク詳細解析モデルの解析格子数を１／１０程度まで削減した簡易

モデルを作成しキャスク１６基と建屋内空気熱流動とを連成させて解析することが可能になっ

た。 

 

ⅲ）コンクリートキャスク単体熱流動解析手法の検討 

ＰＨＯＥＮＩＣＳコードにより、キャニスタの発熱量、給排気口の圧力損失、キャニスタの

偏心等の種々のパラメータを変えた熱流動解析を行い、それぞれのパラメータの影響を把握す

るとともに、改良整備してきた解析手法が、実機で想定される種々の貯蔵状態の熱流動解析に

適用できることを確認した。 

また、ＰＨＯＥＮＩＣＳコードの解析格子である構造格子と異なる非構造格子を用いるＦＬ

ＵＥＮＴコードで比較解析を行い、ＰＨＯＥＮＩＣＳコードによる解析手法の妥当性を確認し

た。 

 

ⅳ）キャニスタの構造強度解析手法の検討 

キャニスタの基本的安全機能の健全性を評価するために、各供用状態における強度解析及び

応力評価、並びに落下衝撃解析を実施し、解析のためのモデル化、非線形部の境界条件設定法

等に関して知見を得ることができた。 
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ｖ）コンクリート製貯蔵容器の構造強度解析手法の検討 

コンクリート製貯蔵容器の基本的安全機能の健全性を評価するために、地震時ロッキング及

び滑り解析手法、ガタを有する体系の耐震解析手法、衝突時の衝撃解析手法等の整備に着手し

た。 

今年度は、エネルギースペクトルによる転倒判定法の整備を行うと共に電中研の１／３縮尺

モデルによる振動試験の検証解析を行い、解析手法の妥当性を確認した。 

 

ⅵ）使用済燃料中間貯蔵施設に係る安全解析コード等の調査 

前記のイ）ⅰ） 使用済燃料中間貯蔵施設に係る安全解析コード等の調査等に記載した。 

 

ｄ）放射性廃棄物埋設事業の安全性等の解析評価を行う解析コード 

イ）一次元安全解析コードについては、以下の改良を実施した。 

分配平衡から溶解度律速への移行時の解の不連続性については、計算のアルゴリズムを変更す

ることで改良精度の向上を図る見通しを得た。 

低濃度領域での解の不安定性については、多孔質媒体モデル（ＦＩＬＴ法）には、常微分方程

式の解法としてＲｕｎｇｅ‐Ｋｕｔｔａ法を導入するなど、モデルの解法ごとに改良方法を適用

することで改良精度の向上を図る見通しを得た。 

金属廃棄物の腐食モデル等について、ＧＳＡ‐ＧＣＬコードのコンパートメントモデルの廃棄

体層を廃棄物層と充填材層に分割して組み込んだ。 

解析コードの改良・組み込みを反映したマニュアル類を整備した。 

 

ロ）詳細現象解析コードについては、以下の改良を実施した。 

地下水流動解析コード（ＴＯＵＧＨ２、Ｄｔｒａｎｓｕ及びＭＯＤＦＬＯＷ）、地球化学計算

コード（ＰＨＲＥＥＱＣ）、生態圏核種移行解析コード（ＡＭＢＥＲ及びＧｏｌｄｓｉｍ）など

を組合せて、解析支援システムを整備した。 

地質構造の物性値を与えるプレアプリケーションソフトとしてＦＥＭＡＰを導入し、３つの地

下水流動解析コードに適用するための変換プログラムを整備した。 

人工バリア（ベントナイト層）に対する廃棄体等の荷重の影響（変形量等）を解析し、変形量

の経時変化は他の研究での実施例と同様な挙動であることを確認した。 

入力値が分布を示すパラメータの解析コードへの導入方法については、入力値ごとに分布型を

求め、それに基づき入力する方法を選定した。 

 

ハ）解析コードの改良整備、計算に係る入出力データの管理等の解析コード等の品質保証を支援

するための計算機支援システムを整備するため、保管すべき事項、内容等を検討するとともにシ

ステムの構成をとりまとめた。 

また、解析コードの整備状況について原子力学会バックエンド夏期セミナー（平成１６.７．
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２９～３０）にてポスター発表した。 

 

②原子力施設関連データベースの整理（平成１６年度以降スタート） 

 

③研究開発段階炉に係る新知見の調査 

昨年度に引き続き高速増殖炉の安全性の分野に関する国内外の研究動向を分析した。 

今年度は、特に、国内の過去１０年間の軽水炉でのトラブル事例にも着目し、維持基準、運転管理、

保守点検などの観点からもんじゅへの反映事項を分析した。 

この結果、もんじゅの運転再開に向けて緊急に反映する必要性のある新知見はないことを確認し

た。 

また、今後の高速炉の検査方針などの検討に活用できる知見を摘出し、調査情報を整理した。 

また、確率論的安全評価に基づく規制等に関する調査に関しては、（Ｄ１Ａ（２）②「現行規制

体系をベースとしたリスク情報を考慮した規制体系の検討」）に記載した。 

 

 

１．２．３原子力防災支援業務 

１．２．３．１原子力防災支援業務（電源立地勘定業務） 

（１）原子力防災訓練の支援 

①原子力総合防災訓練は１１月１，２日の２日間にわたる訓練として計画し、以下の支援を実施し

た。 

なお訓練実施直前の１０月２３日に発生した新潟県中越地震により、本訓練は中止となったが、

その事前段階までの業務は終了した。 

ａ）準備段階 

訓練準備として、国、新潟県等関連自治体、東京電力（株）が共同で実施する訓練の進行計画

や個別訓練シナリオ等を検討し、訓練用資料を作成した。 

作成に当たっては今年度の特徴として２日間にわたる計画を策定すると共に、６月から２６関

係機関との調整会議を事務局として東京で４回、現地で２回運営し、各機関の要望等を踏まえた

訓練大綱および実施要領等の訓練用資料の作成を支援した。 

 

ｂ）訓練段階 

事前訓練は参加シナリオを知らせない方式で新潟県原子力防災センターと経済産業省緊急時対

応センターとを結んで、避難行動等の参加者に事前にシナリオを知らせない実動を伴わない訓練

を行った。 

しかしながら本訓練は新潟県中越地震の影響で中止となった。 

 

②地方自治体が定期的に実施する防災訓練の支援については、自治体に対し事前アンケート調査を
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行い自治体の要望を把握した上で、訓練を支援した他、事故シナリオの作成等計画準備段階から訓

練後の評価に亘る各段階で保安院と一体となって支援を行った。 

さらに今年度は訓練実施に合わせた、防災講演会の開催により、原子力防災意識の向上を図った。

支援実績は次のとおりであり、今年度原子力防災訓練を実施した道県全てに対し支援を行った。 

・防災講演会（２自治体） 

プラント情報、予測情報の提供（１１自治体） 

・プレス、見学者への事故シナリオ等説明（４自治体） 

緊急事態応急対策拠点（オフサイトセンター）設備操作（１４自治体）  

  ・訓練評価（７自治体） 

 

 

（２）緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター；以下「ＯＦＣ」という。）設備の維持管理

及び改善 

①日常点検、定期点検による設備の維持管理 

２０地区のＯＦＣ及び緊急時対応センターについて地区毎に保守管理会社に発注し、次のとおり

設備の維持管理及び運用支援を実施し、設備の機能保持に努めた。 

ａ）日常点検として、設備の員数確認、点検、起動確認等を全地区、毎月１回実施した。 

 

ｂ）放射線測定器の校正試験をすべてのＯＦＣで年１回実施した。 

 

ｃ）原子力防災専門官が実施する各設備の起動・操作の支援等を実施した。 

（延べ５４０回、地区平均２７回） 

 

ｄ）原子力防災訓練時等に設備の立ち上げ等の支援を実施した。 

（延べ１５０回、地区平均７．５回） 

 

ｅ）設備の故障発生（主要な不具合延べ２３０件、地区平均１１件）に際し、原因調査、点検、

修理を実施し、設備の健全性維持に努めた。 

     また、機構職員が各地区のＯＦＣ等を廻り、設備の保守管理状況を確認するとともに、設備管

理台帳と現品の照合を実施した。 

 

②緊急事態が発生した場合のＯＦＣ立ち上げ支援 

ａ）体制の確立  

各地区とも体制表を作成し、必要な要員を確保する等、緊急時のＯＦＣの迅速な立上支援体制

を確保した。 

 



 - 64 -

ｂ）緊急時における支援 

平成１６年８月に発生した美浜発電所３号機の事故に際して保安院、美浜ＯＦＣ及び福井県庁

間のテレビ会議の準備を要請から準備完了までに約２５分で完了し、保安院長と福井県知事との

間のテレビ会議の実施を支援した。 

しかしながら事故発生に伴う支援業者の活動報告（ＯＦＣへの到着等）は必ずしも十分でなく

本事案終了後、全国の委託先業者に報告について指導した。 

このことにより、事後発生した平成１６年１０月２３日の新潟県中越地震及び平成１７年２月

１６日の茨城南部地震の発生に伴う委託先業者の活動報告は適切に行うことができた。 

 

ｃ） 通常時における対応 

各地区とも月例点検、原子力防災訓練等の実施を通じ緊急時の設備の立ち上げ、操作要領を習

熟した。 

 

③運用経験等を反映した設備の改善 

ａ）意見、要望等の把握 

原子力防災専門官連絡会議の場や保守会社等関係者からのヒヤリング等により、ＯＦＣ設備改

善に係る意見、要望を把握した。 

 

ｂ）設備改善計画の策定 

ａ）の意見要望をもとに、優先順位、費用等を検討し、年度当初に設備の改善計画を策定した。 

 

ｃ）設備改善の実施 

改善計画をもとに設備の改善を実施した。主な実施項目は次のとおりである。 

・ 茨城地区の衛星設備改造 

・ ネットワーク監視システム設置 （５地区） 

         ・ 緊急時対応センター設備改造 （２件） 

         ・ 放射線監視システム改造 （３地区） 

         ・ 自治体衛星機構からの要請による衛星局番の変更 （２０地区） 

また、以下の項目を平成１７年度一四半期末までに完了させるよう実施中である。 

・ 広報カメラシステム設置 （２地区） 

・ 市町村合併に伴う設備移設 （１地区） 

・ 衛星設備部品交換 （８地区） 

 

④設備の中長期更新計画の立案 

平成１９年度から本格的に計画しているＯＦＣ設備の更新について、訓練や研修実績を反映した

設備概念の見直しを行うとともに、ネットワーク網の再構築及び更新手順等に係る基本計画（骨子）
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の策定を３月末までに実施した。 

 

⑤青森県東通ＯＦＣの設備整備 

ａ）ＯＦＣの指定要件を満足する設備は計画どおり９月には整備を完了したが、電気事業者の燃

料装荷の遅れにより、事業者のプラントパラメータの伝送システムの構築が遅れた。 

このため、事業者が整備する設備との対向試験が１０月になったものの、対向試験はＯＦＣ指

定日の１０月２２日までに完了し、１１月１７日に実施された青森県東通防災訓練において正常

に機能発揮することが確認された。 

 

ｂ）衛星通信関連設備については、青森県が所掌している建屋側工程管理との整合性に常に着意

しつつ実施すると共に、設備整備の前倒し発注等の連携により、工程調整を積極的に行った。 

この結果３ヶ月の工期短縮を図ることができ、ＯＦＣの設備整備を平成１６年１２月２２日ま

でに完了した。 

 

 

（３）緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）の管理運用業務 

①従来ＦＡＸで受信していた女川原子力発電所１～３号機のオフライン伝送パラメータをオンラ

インにより伝送しうるよう改造し、機能確認試験を行って平成１６年１０月にこれを完了した。 

このことによりパラメータの迅速な伝送が可能となった。これらの改造にあたっては、事業者側

システムの改造工程との調整を行うことにより供用停止期間を 小限にした。 

また、新規プラントである東通原子力発電所１号機及び志賀原子力発電所２号機については、プ

ラント情報表示システム、予測解析システム等ＥＲＳＳ各システムのプログラム一式を新たに構築

し、それぞれ事故対応として待機すべき時期（燃料装荷）である平成１６年１０月及び１１月まで

に機能確認試験を行って整備を完了した。  

 

②ＥＲＳＳの運用試験は、模擬事故データを伝送することにより行い、各システムの健全性を確認

すると共に、緊急時対応訓練として、運転・評価要員を対象に事前にシナリオを知らせることなく

行い、緊急時対応技術の習熟を図った。 

試験に当たっては運用試験実施方針を作成し、対象プラントをＢＷＲ３２プラント及びＰＷＲ２

３プラントのうちから選択し、また対象事象も特定事象の内から異なった事象を選定して、合計３

９回の試験を実施した。 

なお実施にあたっては、以下の項目に留意した。 

ａ）上期はＰＳＡ評価上発生頻度の大きな事故シーケンス、下期は応用編としての事故シーケン

スを選定 

 

ｂ）予測方法を計算機以外の手法を試運用（米国のＲＴＭ手法）することでも実施 
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ｃ）訓練後の評価会開催 

 

ｄ）評価の次回訓練への反映 

 

③保安院の連絡担当班長の交替等に伴う改訂等連絡体制を常に 新のものに維持しつつＥＲＳＳ

の運転・評価要員に対する連絡体制を確立した。 

連絡訓練の実施に当たっては、平日、休日及び午前、昼間、夕方、夜間等を適宜、時刻を変えた

連絡訓練を１０回実施して応答方法の習熟を図ると共に、参集訓練を２回実施し、参集に必要な時

間を把握し、連絡体制の実効性を確認した。 

美浜発電所３号機事故に際しては、保安院からのＥＲＳＳの立ち上げ準備の要請（１６時１４分）

から８分後には準備を完了すると共に,保安院に人員を派遣して情報収集に努める等、保安院を積

極的に支援した。 

 

④運用経験や設備改善の反映及びハードウェアの必要な見直しとして以下の改造等を行った。 

ａ）予測解析の迅速化 

容易に予測解析の条件を設定できる画面を作成し、入力を容易かつ迅速に行えるよう改良する

とともに、計算機を 新のものに更新し、予測解析のための時間を大幅に短縮した。 

 

ｂ）原子力発電所の設備改善の反映 

玄海原子力発電所３、４号機、女川原子力発電所１～３号機、志賀原子力発電所１号機、柏崎・

刈羽原子力発電所４号機、計７件の伝送パラメータのＳＩ単位系表示への移行を反映した。 

これらの改造に当たっては、事業者側システムの改造工程との調整を行うことにより供用停止

期間を 小限にした。 

 

 

(４) 原子力防災研修 

緊急事態応急対策の実施が円滑に行われるように、原子力安全規制当局の要請に応じて、国、地

方公共団体、原子力事業者及び関係機関の防災関係者に原子力防災に関する研修を実施した。 

この際、原子力防災に係る研修用テキストを作成するとともに､専門家による講師陣を整備した。

また､各原子力施設近傍等に適切な研修会場を設営した｡ 

さらに、研修内容の改善を図るため、研修受講者に対してアンケート調査等を行い、その結果を

評価・分析した。 

その結果、研修については全般的に好評であり、十分目的を達成した。 

具体的には、以下の研修を実施した。 

①緊急時において初期に参集する機能班要員を対象とした、２日間の近隣防災専門官等現地研修を
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実施した。 

本研修は今年度からの新たな試みとして受講者の要望を取り入れ、初動活動事項の習得等を主眼

として、下記のＯＦＣ２カ所で実施した。 

研修に当たっては各機能班の初動活動における要素演習としてグループ討議を主体にしたシミ

ュレーション方式を導入し、課題解決の導出プロセスに重点を置いた実践的な内容にした。 

このため受講者からは的を射たものであるとの評価を得た。 

なお、当初柏崎・刈羽ＯＦＣでも研修を予定していたが、新潟県中越地震の影響で、受講者が参

加出来ないため、中止した。 

 

研  修  日 研 修 場 所 参加人員（名） 

Ｈ１６年１２月２，３日 川内ＯＦＣ ２２ 

Ｈ１７年 1月２０，２１日 六ヶ所ＯＦＣ ２１ 

 

 

②原子炉施設立地道府県の原子力防災要員（防災専門官、自治体職員等）に対する機能班訓練を今

年度より、核燃料サイクル開発機構原子力緊急時支援・研修センターと協同で、下記原子力発電所

管轄の地区１２カ所で実施した。 

実施に当たっては事前に各自治体と調整することにより、合同対策協議会での自治体の役割につ

いて知りたいとの各自治体の要望をもとに、合同対策協議会と自治体本部の連携を考慮した訓練と

した。 

また、受講者の募集については、防災専門官、地元自治体と協議した。 

なお、当初柏崎刈羽ＯＦＣでも訓練を予定していたが、新潟県中越地震の影響で、受講者が参加

出来ないため、中止した。 

 

 

研  修  日 地   区 参加人員（名） 

H１６年７月５～７日 志賀 ６１ 

H１６年７月２１～２３日 東海 ６９ 

H１６年７月２８～３０日 伊方 ７９ 

H１６年８月４～６日 女川 ６７ 

H１６年８月２５～２７日 玄海 ８６ 

H１６年９月１～３日 川内 ６６ 

H１６年９月１５～１７日 島根 ４９ 

H１６年１０月５～７日 泊 ７5 
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H１６年１０月１３～１５日 福島第一 ７４ 

H１６年１０月２７～２９日 浜岡 ７３ 

H１６年１１月８～１０日 東通 ９５ 

H１７年２月１６～１８日 美浜 ８８ 

 

 

③原子力施設立地道府県の原子力防災要員（防災専門官、自治体職員等）に対するサイクル施設Ｏ

ＦＣ運営研修を、予定通り下記ＯＦＣ３カ所で実施した。 

研修に当たり、事前に各自治体と調整し、昨年度にくらべ課題演習に時間をさき、十分理解した

上で図上演習を計画したため、研修参加者の満足度は高かった。 

 

 

研    修    日 研 修 場 所 参加人員（名） 

H１６年７月２９～３０日 熊 取ＯＦＣ ４３ 

H１６年８月５～６日 上斎原ＯＦＣ ３９ 

H１７年２月２５～２６日 横須賀ＯＦＣ ３６ 

 

 

④警察、自衛隊、海上保安庁を対象とした核物質防護のための研修会を、予定通り下記ＯＦＣ設置

県１６カ所で実施した。 

今年度からは昼食時間を利用し放射線測定器の取扱い実習を取り入れる等、限られた時間を効果

的に利用し得るよう着意した。 

また、研修に際しては、警察庁、海上保安庁、防衛庁と協議して、受講者を募集した。 

なお、本研修会は、原子力施設及びＯＦＣの見学が含まれており、原子力事業者、防災専門官の

協力を得た。 

 

 

研    修    日 研 修 場 所 参加人員（名） 

Ｈ１６年７月２９日 福井県 ３２ 

Ｈ１６年８月１２日 愛媛県 ２１ 

Ｈ１６年８月２６日 島根県 ２３ 

Ｈ１６年９月９日 岡山県 １５ 

Ｈ１６年９月１５日 神奈川県 ２７ 

Ｈ１６年９月３０日 宮城県 ２８ 

Ｈ１６年１０月２８日 茨城県 １３ 
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Ｈ１６年１１月２５日 大阪府 ３３ 

Ｈ１６年１２月９日 佐賀県 ３０ 

Ｈ１６年１２月２１日 北海道 ２３ 

Ｈ１７年１月２０日 石川県 ２８ 

Ｈ１７年１月２７日 静岡県 ２４ 

Ｈ１７年２月９日 新潟県 ２６ 

Ｈ１７年２月１７日 福島県 ２２ 

Ｈ１７年２月２４日 青森県 ４３ 

Ｈ１７年３月１０日 鹿児島県 ３１ 

 

 

⑤消防、警察等を対象とした核燃料輸送講習会を下記場所で３回実施した。 

なお、受講者の募集に際しては、警察庁、消防庁及び地元自治体と協議するとともに、研修内容

については機構外講師と打ち合わせを行いながら、また機構外有識者等で構成する「核燃料輸送講

習会に係る検討会」を３回実施し、各委員からの意見を反映して研修内容を決定するとともに、講

習会用テキストを改訂した。 

また、この講習会で使用するビデオを制作し、講習会で使用する等平成１５年度に比しより充実

した内容で研修を実施した。このことにより各会場での参加者も多く、研修の評判も高かった。 

 

 

研  修  日 研 修 場 所 参加人員（名） 

Ｈ１６年９月１０日 金  沢 ６３ 

Ｈ１６年１０月２２日 東  京 ９２ 

Ｈ１６年１２月９日 京  都 ６４ 

 

 

⑥今期はなかった。 

また、原子力災害対策の内容を広く国民に理解してもらうための「原子力防災に関するホームペ

ージ」のメンテナンスを行った。 

 

 

（５）原子炉施設等の核物質防護対策の調査 

①動向調査 

ＩＡＥＡの専門家会議及び国際会議（４月、６月、１２月、３月）に出席し、核物質防護のガイ

ドライン案及びＩＡＥＡの核物質防護に関する活動方針についての情報収集等を行って、我が国に

おける関連の基準・指針等を策定するために必要な情報の提供を行った。 
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また、海外の関連基準・指針等の整備状況、事業者等で採用されている対策等について、１０月

に米国を、１月に英国、フランスを調査し、我が国における関連の基準・指針等を策定するために

必要な情報の収集と提供を行った。 

 

②防護対策の検討評価 

ａ）代表的軽水炉プラントに対し、妨害・破壊行為がプラントに及ぼす影響評価を、運転訓練シ

ミュレーターを活用して実施した。 

これにより、妨害・破壊行為に対する施設の防護対策上の特徴を総合的に把握した。 

 

ｂ）上記影響評価結果に基づき、当該妨害・破壊行為に対する効果的な災害防止・緩和策の概略

検討を行った。 

 

ｃ）海外動向調査結果等を整理するとともに公開情報に関しては、機構駐米代表及びインターネ

ットを介して情報収集を行い、国の核物質防護措置の強化方策に資するための情報の提供、技術

支援を行った。 

 

ｄ）その他、国の求めに応じて行う業務として構造物・構築物の衝撃試験を行い、核物質防護対

策に係る基礎データを整備した。 

 

ｅ）代表的軽水炉プラントに対し、火災ＰＳＡモデルを応用して防護対策用ＰＳＡモデルを作成

し、重要機器及びシステムへの妨害破壊行為がプラントに及ぼす影響評価を実施した。 

この結果、妨害破壊行為により重大事態に至るドミナントシーケンスを特定でき、防護すべき

重要区域（枢要区域）同定のためのガイドライン作り等に資する貴重な情報入手及び手法を確立

できた。 

 

ｆ）原子力プラント施設及び設備に係る構造物脆弱性評価解析モデル化体系構築に関して調査し、

水中構造物脆弱性評価に関する基礎試験を実施し、この成果に基づいて水中構造物脆弱性解析モ

デルを構築し、ほぼ解析的に構造物脆弱性を評価できるを見通しを得た。 

 

 

１．２．４安全確保に関する調査、試験及び研究 

１．２．４．１安全確保に関する調査、試験及び研究（電源立地勘定業務） 

１．２．４．１．１規格基準類に関する調査、整備 

(１) 規格基準類調査 

①国内外の整備状況等の調査・分析 

海外の原子力安全規制情報を調査し、以下を確認した。 
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ａ）欧米安全規制等の 新動向調査 

イ）－１欧米主要国の 近の動向調査 

主要５カ国（仏国、独国、英国、米国）の法令体系を調査した。 

定期安全レビュー（ＰＳＲ）,ＡＭ,ＰＳＡに関しては、ＰＳＡからＡＭを策定し、米国を除き

ＰＳＲでＰＳＡを要求している。 

航空機落下、全交流電源喪失に関しては、各国とも独自の基準を作成し、評価を行っている。 

 

ロ）－１米国における設計審査の具体的プロセスなどの調査 

我が国の工事認可に相当する手続きはなく、事業者が策定する品質保証システムの中で設計作

業が行われ、技術基準等との適合が確保されている。 

設備変更を行う場合、その変更が他のシステムに与える影響を評価している。 

その審査や評価は、設計担当者とは独立した専門技術者やそのグループで行われている。 

また、ＡＳＭＥ適用製品は、第三者としての公認検査機関(ＡⅠＡ）による検査や監査を受け

ることが義務付けられている。 

 

ロ）－２仏国の設計審査及び規格活用の状況調査 

我が国の工事認可に相当する手続きはなく、事業者が設定する品質保証システムの中で設計作

業が行われ、技術基準等との適合が確保されている。 

仏国の場合、事業者とメーカーが共同で技術基準である原子力発電所の設計建設基準（ＲＣＣ

基準）を開発し、それを規制側が審査の後承認して、実際の設計に応用される。 

 

ロ）－３米国原子力規制委員会の核物質安全・保障措置局が実施したリスク評価に関するケース

スタディについて調査し、リスク情報の核燃料施設への適用方法や安全目標（案）を明らかにし

た。 

さらに、ＭＯⅩ燃料加工施設に対する審査指針や建設許可書における臨界安全・火災防護・化

学安全・人的因子に関する内容を調査・整理し、解析項目、解析手法などを明らかにした。 

仏国及び英国の核燃料施設に対する規制動向として、法規類改正の動向、安全研究の動向及び

安全解析の内容について調査・整理し、解析項目、解析手法などを明らかにした。 

 

・核燃料サイクルにかかわる運転経験についてのサブワーキンググループ（ＦＣＳ）の年次会

合に参加し、加盟国の核燃料サイクル施設に係わる 近の安全規制状況についての情報交換を

行うと共にＦＣＳで実施中の活動について、進捗状況の確認や今後の対応を議論した。 

ＦＣＳとＷＧＲⅠＳＫ（ＮＥＡのワーキンググループ）が主催する核燃料サイクル施設の確

率論的安全評価やリスク情報の利用等についてのワークショップに参加し、各国の活動状況を

把握した。 

また、機構の関連する活動の計画、再処理施設のＰＳＡにおける着目点及び実施例等につい
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て論文を作成し、上記ワークショップで報告した。 

ＮＥＡとⅠＡＥＡが共催するＦⅠＮＡＳに関する会合に参加し、ガイドライン文書の承認や

今後の計画等を決定した。 

また、 近のトラブル等の事象についての情報交換会合では、我が国を代表してＪＮＣの東

海事業所で発生した再処理施設分析所の汚染（２００５年６月発生）について報告した。 

 

ｂ）米国民間規格の是認状況調査 

イ）原子力発電プラントの審査のベースとなっているＳＲＰ(ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＲＥⅤⅠＥＷ 

ＰＬＡＮ)を切り口に供用期間中検査及び試験を含む米国における民間規格の活用状況を調査し

た結果、ＡＳＭＥ, ⅠＥＥＥ以外にＡＮＳⅠ, ＮＦＰＡ, ＵＬ等数多くの民間規格が活用されて

いることを確認した。 

 

ロ）ＡＳＭＥ ＯＭコードの要求事項（試験方法、試験頻度）等を整理し、日本の保守管理規程

（ＪＥＡＧ ５２０９）との比較を行うとともに米国実プラント(ＢＷＲ／ＰＷＲ各１プラント)

の供用期間中試験（ⅠＳＴ）プログラムを調査し、ＡＳＭＥ ＯＭコードの実プラントでの活用

状況を確認した。本調査により、ＡＳＭＥ適用品は、設計・製作から供用期間中試験に至るまで

規格化されていることが確認できた。 

 

ｃ）学協会規格実情調査 

イ）日本機械学会の「設計・建設規格」及び「維持規格」のベースとなっている米国ＡＳＭＥ規

格の技術根拠の公開について調査を行い、ＡＳＭＥ ＣＯＤＥ ＷＥＥＫ及びＰⅤＰ（ＰＲＥＳＳ

ＵＲＥ ⅤＥＳＳＥＬ & ＰⅠＰⅠＮＧ）会議への参加が必要であることを確認した。 

また、ＡＳＭＥがリスクベース検査を導入した経緯を確認した。 

 

ロ）産官学共通認識に立つ原子力安全研究ロードマップの整備として、軽水炉利用の高度化、燃

料高度化及び高経年化対応の分野について、必要な研究開発項目を摘出し、項目ごとの現状、達

成すべき成果、スケジュール等を分析整理したマップを作成した。 

この成果は、安全委員会等に報告され、高い評価を得た。さらに、放射性廃棄物に関する研究

計画等について安全研究のためのニーズ調査を行った。 

 

ｄ）国際機関の基準及び規格に関する調査 

下記のⅠＡＥＡ安全基準について、我が国の法令及び基準等との比較分析を行い、両者の差異

を明らかにし、今後、我が国が整備を検討すべき項目を摘出した。 

この成果は、発電用原子炉施設の技術基準を定める省令の性能規定化改訂に反映された。 

また、原子力安全条約のレビュー事項として、我が国におけるⅠＡＥＡ基準の対処状況の報告

に使用された。 
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原子力発電所の設計 

原子力発電所の運転 

緊急時対応 

政府組織 

 

ｅ）原子力規格・基準関連情報の発信 

体系の異なる日本、海外主要国(米国、英国、独国、仏国)及びＩＡＥＡの原子力安全に係る規

格・基準等を容易に検索・閲覧できるデータベース及びウェブにて発信する仕組みを開発した。 

 

ｆ）海外規制調査報告の発信 

国内外規格基準類約１,０００件のデータ整備を行い、データベースへ登録し、ウェブより発信

した。 

 

②安全規制に係る規格類の整備支援 

ａ）原子力関連規格を作成している学協会の委員会等に専門家が参画できるよう機構内専門家マ

ップを作成した。 

また、学協会における規格策定のための委員会等のリストを整備し、機構内専門家の学協会委

員会等への参画状況をまとめた(派遣委員の状況については、④参照)。機構の専門家の計画的派

遣に利用されている。 

 

ｂ）海外規制情報に関する機構の調査・研究成果等を学協会等一般へ提供するため、事業成果を

データベース化し、ウェブで閲覧するシステムを開発し、機構内で利用できるようにした。今年

度は、以下の報告書を登録した。 

・平成１５年度欧米諸国の規制制度・規格基準の実情調査 成果報告書 

・平成１５年度技術基準等の整備と民間規格に関する調査報告書 

 

③ 国際機関における基準類整備活動への参画 

ａ）ＮＵＳＳ検討 

イ）平成１６年度は、合計７件の基準案について、保安院がⅠＡＥＡに提示するコメント等の作

成に必要な情報を提供した。 

このうち、基準案作成の 終段階である下記の基準案に対しては、提示したコメント２０件に

対し１１件が採用された。 

<ＤＳ１０５>原子力及び放射線緊急事態に対する準備 

また、作成中途段階の基準案６件に対してはコメント６８件提出している。 

さらに、ⅠＡＥＡ安全基準の 上位図書である「統合安全基本原則（案）」に対しては、コメ

ント提示に加えて、我が国から提示した統合前の原則と新提案の詳細比較がⅠＡＥＡ流にアレン
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ジされて基準案の説明資料として採用されている。 

 

ロ）ⅠＡＥＡの安全基準策定に関連する５委員会（ＮＵＳＳＣ、ＷＡＳＳＣ,ＲＡＳＳＣ及びＴ

ＲＡＮＳＳＣ）を束ねるＣＳＳ会合の国内対応体制の整備として、これまでに十分システム化さ

れていなかった関係官庁（原安委、文科省等）との直接意見交換できる場を設定した。 

 

ハ）ⅠＡＥＡ主催のＮＵＳＳＣ会合（平成１６年５月及び平成１６年１０月 ）及びＣＳＳ会合

（平成１６年６月及び平成１６年１１月）に出席する我が国の委員（保安院職員）の活動支援と

して、我が国におけるＮＵＳＳの活用状況等の情報を提供すると共に、これらの会合に参加した。 

また、ＮＵＳＳＣ会合及びＣＳＳ会合に先立ち、対処方針を検討するための会合を主催し、対

処方針（案）としてＮＵＳＳＣ委員及びＣＳＳ委員に情報提供した。 

 

ｂ）原子力規格・基準情報の発信 

ⅠＡＥＡ安全基準の我が国における活用概要をまとめⅠＡＥＡに報告した。 

 

ｃ）ⅠＡＥＡで検討中のサイクル施設に関する６件の基準文書類について、我が国の産業界、学

会、各界関係者を含めて分析並びにコメント等をとりまとめ、適宜、ⅠＡＥＡに伝えた。 

平成１６年度中にとりまとめた主なコメント等は、①サイクル施設のＤＢＡ及び事故種類の区

分けについての日本の考え方、②稼動中のサイクル施設の安全評価手順書 終ドラフトへのコメ

ント、③ＭＯⅩ燃料加工施設安全指針ドラフトへのコメントであった。 

また、ⅠＡＥＡにおけるこれまでの核燃料サイクル施設の原子力安全基準策定状況をとりまと

め、日本原子力学会誌（２００５年１１月号、談話室）で紹介した。 

 

④規格類の適用性評価 

日本機械学会の維持規格、設計／建設規格の２００５年度改定にあたり、知見の提供及び検討会

参加等により必要な情報を提供した。 

上記の他に、原子力学会、電気協会、火力原子力技術協会の主催する規格作成のための検討会等

に参加し、機構の試験結果、調査結果等の知見提供を行った（１５学協会／９５検討会／延べ１２

０名派遣）。 

特に、美浜発電所３号機の２次系配管破損事故に際しては、再発防止のための規格策定を保安院

から要請された日本機械学会に職員を派遣し、規格策定に参画するとともに、その準備段階では、

原因究明のための検討及び諸外国の技術基準を調査した。 

 

 

(２) 国の安全審査、検査に係る規定等の作成支援 

①審査基準、検査要領等の作成支援 
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ａ）省令６２号の改訂（性能規定化）支援 

イ）保安院の主催する原子力発電設備に関する技術基準（省令６２号）の「性能規定化検討会」

に対して共同事務局として対応することを求められ、全機構として技術分野に応じた担当者約１

５名による対応体制を整備した。 

 

ロ）検討会提出の技術資料として、原子力安全委員会「安全設計審査指針」、ⅠＡＥＡ安全基準

「設計要件」、米国「一般安全規準」及び米国ＮＲＣ規制指針との比較分析を行い、省令に反映

すべき事項を報告した。 

また、性能規定化された技術基準の審査基準及び解説の整備のため、原子炉施設の設計に精通

した外部専門家からなる作業会を設置し、原案のとりまとめを行っている。 

 

ハ）審査基準として使用することになる学協会規格の技術評価を行う保安院主催の「基準評価Ｗ

Ｇ」に共同事務局として参加するとともに、２件の学協会規格の評価資料を作成し、報告した。  

  

②発電用原子炉を対象とした安全規制におけるリスク情報の適用と評価 

（平成１６年度スタート） 

ａ）リスク情報の活用に係る国内外の経緯を調査分析して、我が国におけるリスク情報活用の可

能性項目、当面の活用項目の絞り込み、リスク情報活用の基本的考え方、意義、留意点や課題、

活用の基本方針や施策等を整理した。 

 

ｂ）リスク情報活用の実施項目と個々の案件の実施計画案を策定した。実施計画としては、背景、

必要性と共に具体的な実施内容や工程作成した。また、リスク情報活用のための一般規制ガイド

ライン案を作成した。 

さらに、確率論的安全評価に基づく規制等に関する海外文献を調査・分析して、その結果に基

づいて、我が国の中長期におけるリスク情報活用に向けたロードマップのドラフトを作成した。 

 

ｃ）日本原子力学会のＰＳＡ標準（案）における性能要求に基づいて、我が国のＰＳＡの現状を

評価した。 

リスク情報の活用を支援するＰＳＡの機器故障率データ、人間信頼性データのあるべき要求事

項を整理した。 

ＰＳＡの品質に関する規制ガイドライン案を作成した。この中にはＰＳＡの品質に関する基本

要求、民間規格の位置付け等が記載されている。 

また、上記ＰＳＡ標準作成のための分科会には、当機構職員も委員として参加し標準作成に貢

献した。 

 

１）～３）の成果は、保安部会（平成１６.１２.２）への提出資料「原子力安全規制への『リス
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ク情報』活用の基本的考え方（案）」（保安院）の基盤として活用された。 

平成１７年２月２日に、同部会の下に「リスク情報活用検討会」が設置され（保安院・機構共同

事務局）、３回に渡り審議が行われ、「リスク情報」の安全規制への活用の基本的考え方（案）の改

訂、実施計画の策定等を共同（保安院・機構）で進めている。 

 

 

１．２．４．１．２原子炉施設等の安全性確認に関する試験等 

（１）原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 

①原子力発電施設検査技術実証 

ａ）直管ステンレス鋼ＳＣＣ付与試験体（厚さ３５ｍｍ）の深いＳＣＣに対する測定試験（深さ

サイジング試験）を実施し、全ての超音波探傷試験が完了した。 

なお、深いＳＣＣの測定試験は、事前に予備試験等を実施し、要領書等の改善を図った上で実

施した。 

 

ｂ）平成１６年度までに測定試験が終了した試験体（単純形状部試験体：３種類、複雑形状部試

験体：１種類）について、製造時記録との対比による１次評価を行い、測定値との相違の原因究

明、追加試験の可否の検討及び切断方法を決定した。 

 

ｃ）平成１６年度までに１次評価を終了した試験体（単純形状部試験体；３種類、複雑形状部試

験体；１７種類）について切断試験を行い、欠陥寸法、性状等を確認した。 

 

ｄ）平成１６年度までに切断が完了した試験体（単純形状部試験体；３種類、複雑形状部試験体；

２６種類）について、切断試験結果を基に、欠陥検出性及びサイジング精度に関する２次評価を

行った。 

 

ｅ）超音波探傷シミュレーションシステムを用い、２件の測定値との相違に関する評価を行った。 

また、そのうちの１件については、評価結果の妥当性を超音波探傷試験により確認した。 

 

ｆ）２次評価結果等を基に、総合評価として、１３種類の試験体シリーズについて、欠陥検出性

及びサイジング精度についてまとめを行った。 

なお、平成１５年度、測定値のばらつきが大きいことが確認された深いＳＣＣの測定精度につ

いては、欠陥深さの予備判定手法の改善（タンデム法の追加）及びフェーズドアレイ法の追加等

要領書の改善を実施したことにより、従来の浅いＳＣＣと同程度の深さサイジング精度が得られ

た。 

上記の欠陥検出性及びサイジング精度のまとめをもとに、供用期間中検査(ⅠＳⅠ)での超音波

探傷試験（ＵＴ）の検出・サイジングに関する規格･基準の制定・改定に資する技術レポート「原
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子力発電施設検査技術」を発刊した。 

 

②シュラウド等の非破壊検査技術実証事業 

ａ）平成１５年度に引き続き超音波探傷技術と電磁気探傷技術の予備試験等の基礎試験を実施し、

実証試験への適用性を評価した。超音波法では水浸式フェーズドアレイＵＴ法など選定し実証試

験条件を抽出した。 

また、電磁気法では深部検査用ＥＣＴ法など選定し実証試験条件を抽出した。 

 

ｂ）平成１５年度製作に着手したシュラウド模擬試験体（Ｈ５継手模擬試験）及びＰＬＲ配管模

擬試験体（タイプＰ６００Ａ、３００Ａ）並びに薄平板試験体については製作を完了した。 

平成１６年度製作着手した試験体についてはシュラウド模擬試験体（Ｈ３継手模擬試験体）、及

びＰＬＲ配管模擬試験体（タイプＰ５００Ａ） の製作を完了し、Ｈ６継手模擬試験体及びＰＬＲ

タイプＦ６００Ａ試験体はＳＣＣ付与前まで製作した。 

 

ｃ）製作が完了したシュラウド及びＰＬＲ配管の模擬試験体及び薄平板試験体の一部（Ｈ５継手

模擬試験体、ＰＬＲタイプＰ６００Ａ、３００Ａ、薄平板試験体）を用いて実証試験（欠陥検出

試験及び欠陥サイジング試験）を実施した。 

 

ｄ）実証試験（欠陥検出試験及び欠陥サイジング試験）の終了した一部の試験体（薄平板試験体

等）についてデータのバラツキ等の分析を行うと共に欠陥部の切断試験を実施し、欠陥寸法･性状

等の調査を実施した。 

 

ｅ）予備試験及び実証試験結果の一部に対して超音波シミュレーション及び渦流探傷シミュレー

ションシステムを用いて解析評価を実施し基礎試験及び実証試験結果の妥当性を確認した。 

 

ｆ）上記の他、研究活動を積極的に外部に発信するため，規格基準部セミナー「応力腐食割れき

裂進展評価と検出技術」を開催し、技術レポート「応力腐食割れき裂進展評価と検出技術」を発

刊した。 

 

③実用原子力発電設備環境中材料等疲労信頼性実証事業 

ａ）実用原子力発電設備環境中材料等疲労信頼性実証 

・炉水環境における疲労試験のうち、ＢＷＲ炉水環境中では、低合金鋼(ＳＦⅤＱ２Ａ）溶接金

属及びステンレス鋼（ＳＵＳ３０５）母材の試験を終了するとともに、炭素鋼（ＳＴＳ５１０）、

低合金鋼（ＳＦⅤＱ２Ａ）、ニッケル基合（ＮＣＦ６００）の熱時効材の試験を開始し、各影響

因子の疲労寿命への影響を評価した。 

また、ＰＷＲ炉水環境中では、低合金鋼（ＳＦⅤＱ２Ａ）母材の試験を完了するとともに、
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ニッケル基合金（ＮＣＦ６００及びＮＣＦ６９０）溶接金属の試験を開始し、各影響因子の疲

労寿命への影響を評価した。 

 

・個別影響因子に着目した疲労試験のうち、ひずみ速度変動の影響については、炭素鋼（ＳＴ

Ｓ５１０）母材のひずみ保持効果試験及びステンレス鋼（ＳＵＳ３１６ＮＧ）母材の試験を終

了した。 

切欠効果については、ニッケル基合金（ＮＣＦ６００）母材の試験を開始した。流速の影響

については、ステンレス鋼（ＳＳＵ３１６ＮＧ）母材の試験を完了し、ステンレス鋳鋼（ＳＣ

Ｓ１５Ａ）とニッケル基合金（ＮＣＦ６００）母材の試験を開始した。 

 

・温度とひずみ速度等を同時に変化させる試験では、ＢＷＲ炉水環境中での５種類の複合効果

確認試験及びＰＷＲ炉水環境中での３種類の複合効果確認試験を終了し、環境中疲労評価手法

の適用性を検証した。 

 

・得られたデータを評価して環境中疲労寿命式を見直し、以前に提案した環境中疲労寿命式に

ついて、その後取得した疲労データを整理、統合して、炭素鋼・低合金鋼及びステンレス鋼の

改定式を策定した。 

また、新たにニッケル基合金の環境中疲労寿命式を策定した。 

これらの環境中疲労寿命式は、本事業における平成１６年度の新たな成果、知見として機械

学会（環境疲労評価分科会で規格化原案作成中）に提案する予定である。 

 

ｂ）炉水環境疲労き裂進展評価技術調査 

試験開始に先立ち、試験条件等を検討し、設定した。ステンレス鋼(ＳＵＳ３０５)母材、ＳＵ

Ｓ３１６溶接金属、ＮⅠ基合金(ＮＣＦ６００)母材及び溶接金属の供試体を製作した。 

 

④複雑形状部機器配管健全性実証事業 

ａ）複雑形状部の残留応力評価技術検討 

・中口径セーフエンドＳＭＡＷ継手モデルとして、口径の異なる２体を製作した。 

また、同ＧＴＡＷ継手モデルとして、同材継手１体、異材継手２体(低合金鋼内面側ステンレ

ス鋼クラッド有／無)を設計、製作した。 

ＣＲＤスタブチューブ直角取付１体、及びⅠＣＭはウジング斜角取付２体（開先深さ及び肉

盛量が周方向一定／変化）を設計、製作した。 

 

・平成１５年度に製作した炉内計装筒（ＢＭⅠ）直角取付１体、シュラウドサポートＴ型継手

２体（同材、異材）、 並びに平成１６年度製作の中口径セーフエンド試験体２体（口径２種類）

について、残留応力測定及び残留応力解析を実施した。 
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ｂ）複雑形状機器配管モデル実証試験 

・セーフエンド溶接部の２次元全周き裂及び軸方向表面き裂について、ＰＷＲ実機相当の溶接

後、耐圧試験及び運転時の各応力条件に対する応力拡大係数Ｋ値をＦＥＭ解析で求め、それを

円筒の簡易解で算出した値と比較することにより簡易解の適用性を検証した。 

また、容器貫通部ⅠＣＭはウジング内表面（母材部）の表面き裂について、はウジング取付

角度（直角、斜角）、き裂方向（周方向、軸方向）、及びき裂形状をパラメータとして、基本モ

ード（０～５次分布）の応力場に対する簡易解の適用性を検証した。 

同じく、シュラウドサポートＨ１１溶接部等の軸方向き裂について、き裂形状をパラメータ

として、基本モード（０～３次分布）の応力場に対する簡易解の適用性を検証した。 

 

・母管と枝管の径が異なる異径ティー及びエルボにおける内面の表面き裂について、き裂形状

をパラメータとして、面内曲げと内圧の負荷条件に対する応力拡大係数Ｋ値をＦＥＭ解析で求

め、それを平板、円筒の簡易解で算出した値と比較することにより簡易解の適用性を検証した。 

 

⑤原子力用ステンレス鋼の耐応力腐食割れ実証事業 

ａ）ＳＣＣ進展挙動の 重要要因は軸方向の溶接残留応力分布であることが分ったので、その分

布を残した実記模擬配管（口径３００Ａ）に高温水を通水しながら、曲げ応力で加速する実規模

配管の曲げＳＣＣ進展実証試験を設計した。 

これにより、き裂進展試験片で得られるデータを基に策定するき裂進展線図の保守性を担保で

きる見通しを得た。 

 

ｂ）種々の再循環系（ＰＬＲ）配管溶接継手模擬供試体の製作及び残留応力測定を実施し、残留

応力に及ぼす溶接法、配管口径の影響評価を行うとともに、選定した位置からＳＣＣ進展試験用

試験片を採取した。 

また、実機製造履歴を考慮し、炉心シュラウド模擬溶接継手供試体用熱間圧延板等の製作を行

うとともに、溶接供試体の設計を行った。 

 

ｃ）ＰＬＲ配管溶接継手模擬試験体から採取した試験片を用いた通常水質環境下でのＳＣＣ進展

試験の一部を完了し、進展速度に及ぼす応力拡大係数依存性、硬さ依存性等のデータを取得した。 

また、これらのデータは機械学会 維持規格の低炭素ステンレス鋼のき裂進展線図に比べ速いこ

とが分かった。この要因は、溶接時の熱収縮に伴う硬化と考えられる。 

 

⑥流動励起振動評価手法の実証 

(１５年度で終了) 
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（２）原子炉施設等の耐震性評価技術に関する調査 

①地震波伝ぱ特性評価 

（平成１６年度終了テーマ） 

ａ）成田地点での地震観測を継続して行い、約１２０の地震の記録を整理した。 

 

ｂ）これまでに得られた観測記録からノイズの少ない比較的大きな１０地震の記録を選んで、地

震基盤におけるはぎ取り解析を実施した。 

また、この時に用いる一次元波動論による解析について、成田地点の比較的近傍で得られた記

録を用いて妥当性を検証した。 

 

ｃ）これまでにはぎ取り解析を行った「神戸地点」、「他機関観測地点」に、上記「成田地点」の

はぎ取り解析結果を加え、従来の設計用標準応答スペクトルである大崎の方法（１９７９）や

新の設計用標準応答スペクトルであるＮⅠＳＨⅠＭＵＲＡ ＥＴ ＡＬ．（２００１）の方法との対

比を行い、より信頼性の高い地震波伝ぱ特性評価法の提案をまとめた。 

 

ｄ）平成６年度から実施し得られた成果（平成１５年度上期までは、ＮＵＰＥＣにおいて実施）

について、地震基盤の概念を整理し、その地震基盤位置を特定するための物理探査調査法等の有

効性についての知見などを含め体系的なまとめを行った。 

 

②原子炉施設の耐震性評価 

ａ）横形ポンプについて、平成１５年度までに実施した試験データの評価を基に軸受荷重をベー

スとした動的限界荷重の設定法を提案するとともに、解析評価モデルを構築した。 

また、動的機能限界に関する耐力中央値とばらつき、及び構造強度上の限界を把握した。 

電気品について、平成１５年度までに実施した試験データの評価を基に大入力加振時の応答を

シミュレートできる解析モデルを構築した。 

また、動的機能限界に関し、内部電気部品の機能異常をベースとした耐力中央値とばらつき、

及び構造強度上の限界を把握した。 

以上の結果を地震ＰＳＡ(Ｂ２．原子炉施設等の安全性に関する解析及び評価)の耐力データと

して提供した。 

 

ｂ）ＰＷＲ制御棒挿入性について、燃料集合体を対象とした部分試験の評価を継続し、大入力加

振時の機能維持限界を把握した。 

また、大型振動台で実施した実機試験ではＰＷＲの制御棒挿入性関連機器を対象として設計レ

ベルを大きく超える加速度レベル（水平３．２Ｇ）までの加振試験を行い、構造強度及び制御棒

挿入時間に与える影響を把握した。 

ＢＷＲ制御棒挿入性について、燃料集合体を対象とした部分試験の評価を継続し、大入力加振
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時の機能維持限界を把握した。 

また、大型振動台で実施した実機試験ではＢＷＲの制御棒挿入性関連機器を対象として設計レ

ベルを大きく超える加速度レベル（水平３．０Ｇ）までの加振試験を行い、構造強度及び制御棒

挿入時間に与える影響を把握した。 

 

ｃ）大型立形ポンプについて、水中軸受け、ライナリングを対象とした部分試験を実施し、大入

力加振時の機能維持限界を把握した。 

また、大型振動台で実施した実機試験ではＲＲポンプを対象として設計レベルを大きく超える

加速度レベルまでの加振試験を平成１７年３月までに行い、構造強度及び送水機能に与える影響

を把握した。 

これをもって、大型振動台(ＮＵＰＥＣ多度津)を使用する試験を完了した。 

なお、報道、学識者及び一般に対する試験の視察会を実施した。 

 

③地盤・建屋系の耐震性に関する試験等 

（平成１６年度スタート） 

基礎浮上りに係るフィージビリティ・スタディとして、人工地震動を用いた基礎浮上り試験の課

題の整理を行った。 

また、大規模制御発破による人工地震動の性質調査を目的として、米国の露天掘り石炭炭坑にて、

採炭時の発破作業で生じる地動を計測するため、地動観測網を設置しモニタリングを実施した。 

平成１６年度は３回の大きな地動を観測し、地動が目的に添うものであることを示すデータを得

た。 

さらに、人工地震動を用いた模型試験を想定した解析による評価を実施し、１２月末に計測され

た５００ＧＡＬの地動に対しても、現行の解析法では接地率が５０%を下回ることを確認した。 

なお、本事業は、平成１５年５月の試験研究等外部評価委員会において、「事業として妥当な選

定ではあるが、大規模発破振動が本事業目的の達成に 適か再評価要」との指摘を受け、平成１６、

１７年度に試験のフいジビリテい評価を実施することに事業計画を変更し、平成１６年度は上記内

容を実施した。 

 

④経年設備の耐震性に関する試験等 

（平成１６年度スタート） 

ａ）欠陥が生じたＢＷＲ炉心シュラウドや再循環系配管について、欠陥事例、設計地震動等の分

析を行い、耐震安全評価手法整備の基本計画を具体化した。 

振動台設備等の分析を行うとともに、シミュレーション解析を行って試験条件を具体化し、入

力地震波、試験体、欠陥モデル等の基本設計を行った。 

 

ｂ）平成１６年度はさらに追加的に、耐震基準類性能規定化関連の調査を実施し、また、新潟県
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中越地震及びスマトラ島沖地震・津波に関する情報収集とセミナー等による関連先への情報提供

を実施した。 

 

 

（３）燃料及び炉心安全性確認試験 

①燃料集合体信頼性実証試験 

ａ）高燃焼度９×９型燃料信頼性実証 

イ）福島第二原子力発電所１号機で５サイクル燃焼した９×９型燃料について、燃焼後の調査・

分析を実施した。燃料要素外観観察・寸法測定、酸化膜厚さ測定、燃料要素ガンマスキャン等の

試験を実施した。 

これらの試験結果を、燃焼度依存性、高燃焼度領域での加速現象の有無について検討した結果、

燃料要素寸法変化はほぼ従来データの延長上にあるが、被覆管の酸化膜厚さは一部の燃料棒で従

来データから予測した範囲を超えるものが見出された。 

後者については燃料の健全性評価上重要な事象であり、詳細を調べるために試験計画を見直し

て追加試験を進めた。 

 

ロ）燃焼後の調査、分析済み燃料を借用先である電力会社へ返還するための準備作業を実施した。 

当該燃料を収納する模擬燃料集合体の製作に先立って模擬燃料集合体を製作し、東海再処理工

場でせん断試験を行い、その設計の妥当性を確認した。 

その上で、部材製作、当該燃料の収納及び模擬燃料集合体１体の組立を実施した。 

また、返還先での再処理工程が早くなるとのスケジュール変更に対応して平成１７年度実施予

定の燃料集合体輸送も予定より早くする必要が生じ、それに間に合うよう輸送申請手続きの準備

を前倒しで実施した。 

 

ｂ）１／３炉心混合酸化物燃料信頼性実証 

ＭＯⅩ燃料の照射後試験技術整備の一環と して「蛍光Ⅹ線分析を用いプルトニウムスポットに

おける核分裂（ＦＰ）ガス保持量の測定評価技術整備」のために、プルトニウムスポットの大き

さや分析器の分解能などを検討して試験実施計画を策定するとともに、ＭＯⅩ燃料試料（敦賀発

電所１号機で３サイクル燃焼した８×８型ＭＯⅩ燃料集合体）を用いてＦＰガス保持量を測定し、

技術整備に着手した。 

 

②全ＭＯⅩ炉心核設計手法信頼性実証試験 

ａ）燃焼後ＭＯⅩ燃料を炉心に装荷する炉物理試験 

イ）試験の実施 

ベルギーのベルゴニュークリア等が開催する国際共同研究（ＲＥＢＵＳ計画）に参加すること

により炉物理試験等を継続し、中燃焼度ＭＯⅩ及び燃焼後ウラン燃料の試験を実施した。 
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・中燃焼度ＭＯⅩ燃料（燃料棒燃焼度：約２０ＧＷＤ／Ｔ）試験 

燃料組成分析を実施し、測定データを入手するとともに、そのデータの妥当性検討を行った。 

 

・燃焼後ウラン燃料（燃料棒燃焼度：約５１ＧＷＤ／Ｔ）試験 

試験バンドルの製作を完了し、これを装荷した炉物理試験を実施、試験データを入手した。

また燃料組成分析を実施し、試験データを入手した。 

また、これらのデータの妥当性検討を行った。 

 

・高燃焼度ＭＯⅩ燃料（燃料ペレット平均燃焼度：約５９ＧＷＤ／Ｔ）試験 

燃料棒燃焼度測定を実施しデータを入手するとともに、そのデータを利用して試験バンドル

を構成する燃料棒の構成を決定した。 

 

ロ）試験データの解析 

・中燃焼度ＭＯⅩ燃料を装荷した炉物理試験データの解析については、平成１５年度に実施し

た燃焼解析の結果を利用して、炉心解析コードＳＲＡＣによる燃焼解析を進め、試験バンドル

を構成する２５本の軸方向高さ１０領域の燃焼後の組成を求めた。 

この組成等を利用してＳＲＡＣ及びモンテカルロコードＭⅤＰを利用して炉心解析を実施

し臨界性、炉心出力分布等を求め測定データと比較評価した。 

 

・未燃焼ウラン燃料を装荷した炉心の解析については、ＳＲＡＣ及びＭⅤＰを利用して炉心解

析を実施し、測定データと比較評価した。 

 

ｂ）全数ＭＯⅩ燃料を装荷する炉物理試験 

ＦＵＢⅠＬＡ計画の試験に使用する試験用ＢＷＲ－ＭＯⅩ燃料及び試験用資機材の製作を完了

し、試験を実施するフランスのカダラッシュ研究所の臨界試験装置に納入した。 

これと並行して実施した試験炉心の臨界予測と安全性の解析結果を、フランス規制当局に提出

し、試験実施の許可を得て、計画の 初の試験炉心である９×９基準炉心の臨界を平成１７年１

月に達成し、試験を開始した。 

この臨界時に採取したデータをＭⅤＰにより予備的に解析し、臨界性及び炉心出力分布等を得

た。 

 

ｃ）１／３ＭＯⅩ炉心燃焼後ＭＯⅩ燃料の核種組成等の解析の準備 

５サイクル燃焼後９×９ウラン燃料の集合体燃焼解析をＳＲＡＣ及びモンテカルロ燃焼計算コ

ードＭⅤＰ-ＢＵＲＮを利用して行い、燃料棒ガンマスキャンにより得られた集合体内ＦＰ核種

(１３７ＣＳ、１５３ＣＳ、１０６ＲＵ等）の分布測定値と比較評価した。 
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（４）アクシデントマネジメント知識ベース整備 

本年度は、原子炉施設の防災対策の高度化や安全目標、性能目標に係る以下の作業を実施すると

ともに、国のＡＭレビューに際して、分析結果や技術的根拠となるデータを提供して、保安院を支

援した。 

 

①データベースシステムの作成 

ａ）詳細設計に基づき構築したデータベースシステムのプロトタイプのシステム試運用を行い、

検索指定項目追加、イベントツリーからの検索機能の改良、運用支援機能追加などの改良点を検

討し、まとめた。 

 

ｂ）国内のＢＷＲ及びＰＷＲの各代表プラントの全６プラントを対象に、シビアアクシデントの

発生防止及び拡大防止に係るデータ（１プラント平均８００の事故シーケンス：防災特別措置法

第１０条（通報）及び第１５条（緊急事態）に係る事象発生のタイミング、温度、圧力）を登録

するとともに、ＡＭレビューや環境への影響緩和に係る知識ベースの登録を開始した。 

 

ｃ）プロトタイプのシステムの試運用により摘出された改良点を反映し、ユーザーの利便性向上

のための機能設計を行った。 

また、プロトタイプのシステムの一部を、保安院にデモンストレーションし、機能改善箇所の

意見を収集した。 

 

②環境への影響緩和に係る知識ベースの整備 

ａ）既存知見・データの収集 

イ）既存の国内外のシビアアクシデント及びアクシデントマネジメントに関する試験結果、解析

結果等の技術的知見を収集し、データベースシステム登録のために検討評価を行い整理した。 

 

ｂ）放射性物質挙動に関する試験 

イ）蒸気発生器内エアロゾル挙動に関する国際協力試験ＡＲＴⅠＳＴ計画に参加して分離効果試

験データを取得した。評価分析を行い、蒸気発生器のエアロゾル捕集効果を定量的に把握し、破

損蒸気発生器のエアロゾル捕集効率は、注水により１Ｍ～数Ｍ程度の低水位でも百から千のオー

ダーと非常に大きな捕集効果が得られることを確認し、早期大規模放出の抑制策の技術的なベー

スを得た。  

 

ロ）蒸気発生器伝熱管内及び湿分分離器、気水分離器におけるエアロゾル、液滴除去モデルを作

成し、これを用いて試験解析を行い、当該モデルの捕集効果を確認した。 
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ハ）ロ）のモデルを実炉スケールに適用し、シビアアクシデント解析コードを用いて、事故時の

高圧条件下における沈着量を解析し、実炉における解析モデルの影響を把握した。 

 

ニ）数値流体力学的手法を用いて、ランダムウォークモデルによりエアロゾル／液滴モデルを湿

分分離器に適用し、沈着効果を確認すとともに、気水分離器を対象とした三次元メッシュモデル

を新たに作成し、気水分離器領域におけるエアロゾル詳細三次元的挙動を把握し、エアロゾル挙

動解析手法を検討した。 

解析結果はＡＲＴⅠＳＴ試験の計測系の設置計画にも利用された。 

 

ｃ）デブリ冷却挙動に関する試験 

イ）ＯＥＣＤ－ＭＣＣⅠ計画とＯＥＣＤ－ＭＣＣⅠ計画の技術レビュー及び運営委員会に出席し、

今後実施される試験の条件などを討議した。 

ＯＥＣＤ－ＭＣＣⅠ計画については、クラスト浸水試験と、２次元侵食試験のデータの一部を

入手した。 

クラスト浸水試験の結果では、クラストへの水の侵入により除熱効果が増加し、その増加量は

コンクリート含有量に依存することが分かった。 

ＯＥＣＤ／ＭＡＳＣＡ計画については、予備模試験による鉄含有量の多い場合のコリウム成層

化試験を実施した。 

試験からは、鉄割合の増加により金属層割合が増加して密度が減少する結果が得られるととも

に、さらに鉄割合の高い試験の見通しを得た。 

 

ロ）クラスト浸水試験の結果に基づきデブリ・コンクリート相互作用解析コードの水クラスト間

伝熱、クラスト溶融デブリ間伝熱に関する計算モデルを改良した。 

また、１回目のクラスト破損試験の応力解析と実規模クラスト破損荷重の予備的評価を行った。 

 

ハ）既存データを収集すると共に不足データを作成して炉心溶融 

物の熱力学データベースにプルトニウムデータベースを追加した。 

このデータベースを用いて熱力学平衡計算を行い、デブリ成層化挙動におけるプルトニウムの

影響を把握した。 

 

ニ）逆成層化時の溶融炉心プールからの熱伝達を解析的に評価することを目的に種々の乱流モデ

ルによる高レイリー数試験の解析を実施し、各モデルの課題を摘出した。 

また、圧力容器下部プレナム内デブリの冷却時における逆成層化現象を考慮した解析モデルの

改良を行い、実機への適用解析を行った。そして、モデルの有効性を確認した。 
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③Ｂ１．（１）②に記載。 

 

 

（５）人間・組織の調査分析等調査業務 

①トラブル事象等の人間・組織の調査分析に基づく知見・教訓の蓄積 

国内外の人的事例等３６件を分析し、再発防止対策、規制への反映事項及び教訓を抽出し、デー

タの蓄積を行うとともに、重要な事例２０件は教訓集に整理を行った。 

平成１６年度末より分析結果の情報を保安院へ提供開始の予定。 

また、データベースについて改良を行い、規格基準部内で情報提供の試運用を開始した。 

 

②原子力安全文化の組織内醸成と定着化の基盤整備 

原子力安全文化についての事業者評価の手引き原案を作成した。 

また、安全文化をモニタリングする規制当局の方策として現行法体系にあるＪＥＡＣ５１１１-

２００３品質保証要件と安全文化評価項目（検査）について整備するとともに技術能力の確認に必

要な要件（審査）について整理した。 

 

③中央制御室等の人間工学的評価に関する規定の検討 

規定原案について、国内の原子炉設置許可変更に係わる安全性についての安全審査書や公開文献

との比較検討を行い、規定原案が実用可能であることが確認できた。 

この規定原案を基に、現在、国が実施している性能規定化の審査基準を提案中である。 

また、ⅠＡＥＡ安全基準、ＮＵＲＥＧ、ＲＥＧＵＬＡＴＯＲＹ ＧＵⅠＤＥ等の 新技術情報を

調査し、調査結果の一部を規定原案に反映するとともに、中央制御室のシステム運用管理に関する

知見として整理した。 

 

 

１．２．４．２安全確保に関する調査、試験及び研究（電源利用勘定業務）  

１．２．４．２．１原子炉施設等の基準・指針等の整備のための調査、試験及び研究 

（１）高燃焼度燃料の安全裕度に関する調査及び試験 

以下の試験及び計算科学による解析・評価を開始した。 

①試験 

ａ）被覆管の水素吸収量増加要因を検討するためその実施要領書を作成し、被覆管微細組織観察

技術等の整備の一環としてＴＥＭ観察、インピーダンス測定に供する酸化速度遷移前後の酸化膜

試料の製作を開始した。 

 

ｂ）出力急昇時を模擬した温度勾配下において内圧を負荷することにより水素化物を再配向させ

る試験技術を確立し、平成１７年度以降実施する照射材を用いた試験データとの比較用の未照射
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保存材データを取得した。 

 

ｃ）照射脆化による被覆管の延性低下要因試験の実施要領書を作成するとともに高燃焼度使用済

燃料被覆管から平成１７年度以降の試験に供する水素化物配向試験片、内圧破裂試験片等を製作

した。 

 

②解析・評価 

ａ）燃料被覆管の照射損傷蓄積について変位カスケードによる点欠陥形成、点欠陥クラスター形

成及びそれらの拡散係数の計算を実施し、平成１７年度に実施するキネテイックモンテカルロ法

による照射損傷蓄積シミュレーション用入力データを整備した。 

 

ｂ）ジルコニウム－水素二元系の原子レベルシミュレーション解析手法（古典的分子動力学、タ

イトバインデイング分子動力学、第一原理分子動力学）を評価検討し、平成１７年度以降の照射

損傷組織での水素挙動計算モデルを選定した。 

さらに、マルモ大学のⅤＡＲⅠＡＳモデルが燃料被覆管の材料・機械特性解析に適用できるこ

とを確認し、平成１７年度以降に出力急昇試験で破損が生じた事象、及び水素化物配向試験結果

の評価に適用する計画を策定した。 

 

 

（２）核燃料加工施設等の安全性に関する調査及び試験 

グロブボックス（ＧＢ）の使用前検査時及び供用期間中における閉じ込め性能等の定量的確認の

実験的比較を行うために、漏れ無し容器法、大気圧法、ガス流入法等の定量的確認方法について調

査を行った。 

その結果に基づき、地震時を含む閉じ込め性能等の定量的確認の実験方法・実験計画・実験設備

について基本設計を行った。 

さらに、供用期間中の閉じ込め性能確認試験（ＧＢの耐震試験、ＧＢの火災試験）の試験条件検

討のために予備解析を実施した。 

一方ＧＢ等の設備に係る保守管理技術について気密、負圧維持、換気、排気能力等主要項目内容

について整理を行った。 

また、ＪＮＣの加工事業申請の安全審査支援として、平成１５年度事業成果の事故時のＭＯⅩ粉

末挙動評価データを安全審査クロスチェック用データとして提供した。 

 

①爆発及び臨界に関する２つの物理モデルについて、平成１５年度上期に国の委託により作成され

たプログラムを用いて解析を行い、解析結果と調査文献データとを比較した。その結果モデルの適

用の可能性を確認した。 
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②爆発事故解析コードとしてＣＥＬⅤＡ－１Ｄ、臨界事故解析コードとしてＭＥＬＣＯＲを選定・

導入し、物理モデルのプログラムをモジュールとして導入コードの入力部となるように組み合わせ、

一貫した事故解析を可能とした。 

 

③爆発事故における物質量、エネルギー量、換気流量、配管長等をパラメータとした解析を行い、

各パラメータが爆発事故時のＭＯⅩ粉末の挙動に与える影響について確認した。 

 

④臨界事故における物質量、粒子物性、温度、換気流量、配管長等をパラメータとした解析を行い、

各パラメータが臨界事故時のＭＯⅩ粉末の挙動に与える影響について確認した。 

 

⑤仏国ＭＯⅩ燃料加工工場と米国ＮＲＣを訪問し、ＭＯⅩ閉じ込めの考え方、安全評価の考え方を

調査し、現状を整理した。 

 

⑥落下、火災、爆発、臨界事故時のＭＯⅩ粉末の飛散率（ＡＲＦ）、浮遊率（ＲＦ）ついてＮＵＲ

ＥＧ６５１０､ＤＯＥ－ＨＤＢＫを中心にその根拠となるデータを含めて調査し、整理した。 

 

 

（３）使用済燃料中間貯蔵施設の安全性、信頼性に関する調査及び試験 

①乾式キャスク等に関する調査及び試験 

平成１５年度で終了 

 

ａ）内部収納物健全性評価手法等 

イ）中間貯蔵施設における貯蔵後の健全性を確認するための、貯蔵前検査・記録、貯蔵中の記録

及び貯蔵後の検査で確認すべき項目を整理検討した。 

また、貯蔵中の劣化に大きな影響があり得る真空乾燥について試験を行い、実際の作業におい

て確認すべき項目、評価精度などを把握した。 

 

ロ）中間貯蔵後の内部収納物の健全性評価手法として、初期の状態検査と貯蔵環境の維持状況の

確認等で構成される、蓋の開放を要しない手法を策定すると共に、今後蓄積すべきデータについ

て採取計画等をまとめた。 

さらに、蓋開放を要しない検査の妥当性検討として、蓋開放あり/なしのリスクについて比較

検討し、開放なしのリスクが小さいことを確認すると共に、リスクに大きく影響する要因を把握

した。 

 

ｂ）貯蔵設備長期健全性等 

イ）海外学会への参加やＮＲＣ－保安院との情報交換会への参加等により、貯蔵に関する欧米の
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新情報を入手した。 

また、バスケット材、中性子遮へい材の劣化及び金属ガスケット漏えい率の追加検討等の成果

をデータベースに取り込むと共に、技術要件の見直し及び省令等への反映を検討し規格基準等の

整備見直し業務の支援を行った。 

 

 

ロ）保安院／機構／電中研との定期連絡会により、試験計画（地震時荷重の影響、緩衝体なし落

下試験等）に参画した。 

さらに、電中研実施緩衝体なし試験結果から、機構が提案した金属ガスケット部漏えい率評価

手法の緩衝体なし落下事象への適用性を確認した。 

 

②燃料に関する調査及び試験 

ａ）調査 

米国の中間貯蔵施設における燃料の貯蔵に係る基準・規制について文献等を参照してまとめる

とともに規制当局（ＮＲＣ）との情報交換会議に参加して 新の状況を調査した。 

また、関連する技術情報及び試験研究について文献等を参照してまとめるとともに、米国試験

研究機関（ＡＮＬ,ＰＮＮＬ,ＥＰＲⅠ）の現地調査を実施して情報を収集した。 

米国では特に貯蔵後の輸送やキャスク取扱事故時の使用済燃料の健全性を問題としているが、

高燃焼度燃料の健全性を判断するためのデータがないことが明らかとなった。 

そこで本試験において関連するデータの整備を実施することとして試験全体計画への反映を行

った。 

２００５年から開始されるⅠＡＥＡ主催の研究調整プロジェクト（ＳＰＥＮＴ ＦＵＥＬ ＰＥ

ＲＦＯＲＭＡＮＣＥ ＡＳＳＥＳＳＭＥＮＴ ＡＮＤ ＲＥＳＥＡＲＣＨ （ＳＰＡＲ－ⅠⅠ））へ参

加を決定し、参加機関から提供される使用済燃料の長期貯蔵時の健全性等に係る 新の試験・研

究データを本試験へ反映するための仕組みを構築した。 

また、米国ＮＲＣ／ＥＰＲⅠや仏ⅠＲＳＮとも情報交換会議等を通じて乾式貯蔵燃料の長期健

全性確認に関する国際的な協力体制を構築する方向で検討を進めている。 

 

ｂ）使用済燃料被覆管クリープ試験 

５５ＧＷＤ／ＴまでのＰＷＲ及びＢＷＲ使用済燃料を対象としたクリープ試験を行うための試

験実施計画を策定した。 

本試験では、特に実機貯蔵条件に近い温度・応力条件で健全性確認データを取得する計画とし

た。 

５５ＧＷＤ／ＴＰＷＲ使用済燃料棒について非破壊酸化膜厚さ測定を行い酸化膜及び水素吸収

量の軸方向プロはいルを取得し試験片採取位置を決めて、試験片の切断・脱ミート等の試験準備

を行った。 
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ｃ）水素化物配向影響確認試験 

５５ＧＷＤ／ＴまでのＰＷＲ及びＢＷＲ使用済燃料を対象として水素化物配向特性や被覆管劣

化状態を調べるための試験方法及び試験条件を国内外の文献等を参照して検討し、試験計画を策

定した。 

試験は長期貯蔵中に被覆管内水素化物が再配向するしきい温度・応力条件を求める水素化物配

向特性試験と水素化物が配向した被覆管の強度・延性を評価する機械特性試験に大別される。 

このうち水素化物配向特性試験について５８ＧＷＤ／ＴＰＷＲ使用済燃料被覆管から試験片を

採取し、一部の試験に着手した。 

 

 

 (４)廃止措置の安全性に関する調査 

①解体工事による周辺環境への影響に係る調査 

ａ）研究開発段階発電用原子炉施設の廃止措置に係る調査 

イ）原研の重水型研究炉ＪＲＲ－２のトリチウム除染作業の実績等を調査し、トリチウム残存量

の評価に反映した。 

さらに、「ふげん」の廃止措置準備状況として、残留重水の乾燥試験状況や解体時の安全性の

評価検討状況等について調査した。 

また、「ふげん」の残留重水中のトリチウムが環境へ放出された場合の公衆被ばく線量を評価

した結果、被ばく線量は海洋放出時の希釈水量に大きく左右されることが確認できた。 

また、「ふげん」特有材料である圧力管等の解体時に公衆被ばくに与える影響を評価した結果、

海洋放出時の希釈水量によってはＮＢ－９５の寄与度が比較的大きいことがわかった。 

 

ロ）「ふげん」特有材料である圧力管の熱的切断試験を実施した結果、低沸点、高蒸気圧である

ＳＮが濃縮される結果を得た。 

 

②廃止措置に伴う諸課題及びその対策等に係る検討（平成１６年度スタート） 

ａ）解体廃棄物管理調査 

イ）国内外の解体廃棄物管理の事例として、既存情報の整理として、①日本原子力研究所ＪＰＤ

Ｒの解体、②一般産業廃棄物の管理として国内火力発電所の解体、③独国のクリアランス運用、

④米国の混合廃棄物の管理、⑤仏国のゾーニング運用について調査を行った。 

 

ロ）その結果を踏まえて、廃棄物発生から処分に至るまでの適切な解体廃棄物管理のあり方につ

いて検討し、平成１７年度に実施する廃棄物管理における安全上の重要事項の整理に資する検討

結果を得た。 
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ｂ）廃止措置及びクリアランス制度に係る規制制度改革支援 

平成１６年度はさらに追加的に炉規法改正に対応して、海外の廃止措置安全規制について調

査・分析し、米、仏、独、英、日の廃止措置安全規制の比較・整理表を作成し、国の委員会に提

出した。 

また、国内の過去の解体届に関する審査の事例、ＩＡＥＡ基準等との比較について整理し、廃

止措置計画書の記載内容や許認可判断基準の検討をまとめた。 

さらに、東海炉に適用するクリアランス検認手法の検討を行い、省令の性能規定化と原子力学

会標準活用を念頭に置いた項目や課題の整理を行い、国機構が行うクリアランス検認業務に資す

る成果を得るとともに、放射性廃棄物規制課の支援を行った。 

また、一般産業の検査における統計的手法の適用例について調査を実施中である。 

 

 

（５）放射性廃棄物の処分に関する調査 

①低レベル放射性廃棄物に係る調査、検討等 

ａ）廃棄事業許可等における計算解析等 

イ）事業者が埋設を計画している新規廃棄体に対する技術基準適合性に係る具体的な確認方法等

を検討し、平成１０年度以降に発生する充填固化体に対するスケーリングはクタ等の継続使用と

プラズマ溶融固化体の廃棄確認方法について廃棄確認要領を作成し、ⅠＮＥＳ－ＳＳレポートと

して発行した。また、ペレット固化体及びペレット・グラニュール固化体に対する廃棄確認方法

についても検討を行い、廃棄確認要領を作成するための技術的検討を終了した。 

 

ロ）データ評価のための試験の一部を実施した。 

 

ハ）ⅠＡＥＡの低レベル放射性廃棄物の国際会議に参加し、海外の低レベル放射性廃棄物処分の

現状について調査した。 

 

ニ）今後廃棄体データを機構で整備することとなり、埋設固化体の放射能量等に関するデータ整

備を行うため、既埋設固化体に関する廃棄確認申請に係るデータについて電子情報を入手した。 

 

ｂ）放射性廃棄物処分の安全評価技術に係る調査（平成１６年度スタート） 

イ）処分施設の深度等を関する検討では、海外の類似施設を対象に埋設深度に係る法規制、深度

設定根拠等について調査、整理し、反映事項についてまとめた。 

 

ロ）国内の一般的な地下利用状況について調査し、通常人の利用に供さない深さについて検討し、

今後の検討課題を明確にした。 

さらに、埋設深度に係るパラメータを変化させた被ばく計算を行い、放射能濃度が十分に減衰
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する深さについて検討した。 

 

ハ）余裕深度処分の安全評価モデルの検討では、海外での実施状況の調査として、海外で既に操

業許可がなされている余裕深度処分施設相当（スウェーデンのＳＦＲ－１処分場及びフィンラン

ドのオルキルオト処分場）について、事業者側より公開されているテクニカルレポートをもとに、

安全評価モデルに関する調査を実施し、今後の安全評価モデル構築の参考とした。 

 

ニ）施設に係る技術基準等の検討では、ⅠＡＥＡ等の放射性廃棄物処分に関する安全要件を整理

するとともに、我が国の現行制度を余裕深度処分に適用した場合の課題等を整理し、今後の技術

基準の検討における基本的考え方を取りまとめた。 

 

ｃ）余裕深度技術整備のための解析 

平成１６年度はさらに追加的に、安全評価上重要となる因子を抽出するために早急に感度解析

を行う必要があることがわかったため、核種移行解析コードＧｏｌｄＳｉｍを用いて、「低レベル

放射性廃棄物の陸地処分の安全規制に関する基準値について（第三次中間報告）」で実施された廃

棄体の濃度上限値算定のための安全性能評価計算の再現計算を実施した。 

また、人工バリア部をモデル化した安全性能評価解析を実施し、第三次中間報告で実施された

安全性能評価との比較を行った。 

さらに、人工バリア部をモデル化した安全性能評価にて、調査した各パラメータを対象に感度

解析を実施し、被ばく線量結果に与える各パラメータの重要度について定量的に評価を行った。 

 

②高レベル放射性廃棄物に係る調査、検討等（平成１６年度スタート） 

ａ）放射性廃棄物処分の安全評価技術に係る調査 

イ）安全評価シナリオの調査では、フィンランド、スウェーデン、米国の安全評価シナリオの体

系における地質及び気候関連事象がかかわるシナリオを整理し、それらシナリオの評価やスクリ

ーニングのための安全研究内容の実施状況を整理した。 

地質・気候関連検討項目の調査では、フィンランド、スウェーデンについては後氷期断層運動

を、米国については火成活動及び地震・断層運動に焦点を当てて、それら諸国の地質及び気候関

連事象が関わる安全研究の内容を、安全規制、規制／実施機関の別、サイト選定の段階、安全評

価書作成のこれまでの推移などの観点で把握整理し、それを受けて我が国での地質及び気候事象

が関わる安全研究ロドマップ整備に資する基本的事項を整理した。 

 

ロ）ＦＥＰの項目の調査では、海外及び日本の地質・気候関連事象のＦＥＰを調査し、ＦＥＰの

分類方法、記載項目、記載内容を分析し、ＦＥＰ共有化データベースの構成案を作成した。 

また、ＦＥＰのスクリーニングルールの調査では、海外機関が用いているＦＥＰの分析手法及

びスクリーニングルールを調査し、機関毎に整理した。 
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ｂ）「概要調査ガイドライン」及び「米国ＹＭＰ調査」 

イ）「概要調査ガイドライン」の調査では、安全規制支援機関の効率的行政支援のための場を設

置し、活動を開始した。 

また、概要調査の安全要件(案)の提示を目標に各機関の主要業務の方向性を明確にした。さら

に、安全規制支援機関の共通的データベースとしてＦＥＰを中心としたデータベース整備に着手

した。 

 

ロ）「米国ＹＭＰ調査」では、規制機関、実施機関、及び第三者的独立機関を含むその他機関に

分けて、ユッカマウンテンプロジェクトの推進に関わる安全研究等の実情を把握した。 

また、ユッカマウンテンサイト及びＮＲＣ、ＣＮＷＲＡ、ＤＯＥ、ＵＳＧＳに対して、現地見

学、意見交換、直接の情報収集を実施し、 新の知見の入手と今後への継続的な意見交換の仕組

みを確立した。 

 

 

（６）放射性物質の輸送に関する調査 

放射性物質の国際輸送に係る技術的動向調査として、ⅠＡＥＡの輸送安全基準委員会の活動に係

る管理システム、保安対策、放射線防保計画、緊急時対応計画、国際原子力事象評価尺度の輸送適

用等の検討状況について調査を行い、平成１７年３月の同委員会における対処方針案を策定した。 

ⅠＡＥＡ輸送規則２００３年版については、これを平成１７年１月１日から国内適用するための

対処方針案を検討し、保安院始め放射性物質の輸送規制に関連する省庁に提供した。 

また、同２００５年版を我が国の規制基準へ取り入れるための課題の抽出及び対処方針案の策定

を行った。 

さらに、同２００７年版改訂へ向けた見直し提案の検討を行い、平成１６年９月のⅠＡＥＡ会合

への対処方針案を策定するとともに、会合に参加し、説明した。 

また、当初の計画になかった以下の業務を実施した。 

 

イ）国際原子力事象評価尺度の輸送への適用に係る事例調査等を行い、平成１８年度からの本格

適用への備えとした。 

 

ロ）放射性物質の輸送時の緊急時計画の策定に役立てるべく、ⅠＡＥＡの指針文書を翻訳し、輸

送規制に関連する省庁に提供した。 

 

ハ）放射性物質の輸送に関するⅠＡＥＡの輸送安全評価サービス（ＴＲＡＮＳＡＳ）を我が国が

受けることが決定されたことによる対応体制の整備が必要となり、機構の関連部署からなる対応

ＷＧを構成した。 
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この中で、技術支援業務として、ⅠＡＥＡ基準に対する我が国の輸送規則及び規制体制との対

比を行い、我が国の安全輸送規制に関する提言としてまとめた。 

 

１．２．４．２．２安全規制の高度化に関する調査、試験及び研究 

（１）高経年化対策技術の評価等に係る調査、試験及び研究  

① 高経年化対策技術基盤調査 

ａ）材料に係る高経年化対策に関する内外の技術開発進捗状況調査結果を踏まえ技術開発課題の

抽出及び体系的整理を行った。 

検査、評価（確率論的評価を含む）、補修に係る試験研究及び必要とする情報基盤等全３９件の

高経年化に係る研究課題の抽出、整理を行った。 

 

 

ｂ）試験研究で得られた成果を広く公開するための高経年化関連対応技術データベースとしてシ

ステム運用するため事業報告書約７，０００頁の技術成果をデータベース化した。 

また、高経年化関連対応技術データベース支援システムの開発を行い、システムの高度化を図

り、検索のシステム改良を行った。また、国と機構間のデータベース共有化のためのシステム化

を完了した。 

 

ｃ）高経年化プラントの技術評価マニュアル作成のため、ＧＡＬＬ（ＧＥＮＥＲⅠＣ ＡＧⅠＮＧ 

ＬＥＳＳＯＮＳ ＲＥＰＯＲＴ（ＣＨＡＰＴＥＲ ⅩⅠ））、ⅠＡＥＡ・ＯＥＣＤ/ＮＥＡの 新技

術情報調査、並びにスウェーデンの定期的安全レビュー調査等によるデータベース化を図った。 

また、照射脆化、疲労に関する簡易解析ツールを整備した。 

 

ｄ）保安院より、保安院文書(ＮＩＳＡ－１６７ｄ－０４－４)｢原子力施設の高経年化対策に係る

技術評価の実施について｣（平成１６・１１・０２原院第 1号）が発行された。これにより、保安

院が行う技術評価に対する支援業務は機構が主体的に技術評価を行うこととなった。 

高経年化に関する技術評価支援のため、整備した簡易解析ツールを用いた経年変化事象評価の

支援、経年変化事象毎の技術資料収集（ＢＷＲプラント）、高経年化に関する技術評価支援用経年

変化事象毎の技術資料収集（ＰＷＲプラント）を行う等の技術評価用マニュアルの増強・整備を

行った。 

これらの技術情報をベースに保安院が行う、美浜発電所３号機、浜岡原子力発電所１号機、福

島第一原子力発電所３号機について機器毎の技術評価を行うとともに、チェックシート作成等に

より支援の効率化を図った。 

また、事業者が実施した高経年化対策に関する長期保全計画等の体系的整理を行うため、長期

保全計画実施状況のデータベースを構築した。 
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②原子炉施設健全性維持に係る技術等の調査 

ａ）ＡＳＭＥの維持規格及び設計建設規格について新規規格の制定と改訂について調査を行った。 

 

ｂ）欧州がＡＳＭＥに対抗すべく鋭意開発中の維持規格について調査を行った。 

 

ｃ）ＡＳＭＥで規格化が進められているシステム評価を行った機器分類について調査をおこなっ

た。 

 

ｄ）機構で実施している研究について日本機械学会の規格へ反映すべく日本機械学会との調整を

行った。 

 

ｅ）ＡＳＭＥでの規格化動向などを基に今後規格化すべき事項についてとりまとめを行った。 

 

ｆ）維持規格は２００５年版で初めて検査評価補修という一連の保全活動に関する規格体系が完

成した。しかしながら、その各３つの関係については体系化されていないためその考え方をまと

めた。 

 

ｇ）石油産業ではリスクベース検査を実機に適用している。その適用規格について調査を行った。 

 

ｈ）補修章について規格体系化とともに評価する場合の考え方についてとりまとめた。 

 

③高経年化対策関連技術調査等 

ａ）照射誘起応力腐食割れ（ⅠＡＳＣＣ）評価技術調査研究 

イ）ＢＷＲ関連研究では、材料試験炉（ＪＭＴＲ）により計画通り第１５３サイクル～第１５８

サイクルの照射を実施した。 

 

ロ）ＪＭＴＲにて中レベル照射（１Ⅹ１０２５Ｎ／Ｍ２）の試験片を用いて照射後試験を実施し

た。 

すなわち、ⅠＡＳＣＣ感受性発現しきい値を評価する試験を行った結果、ＳＵＳ３１６（ＮＧ）

材は高溶存酸素環境でⅠＡＳＣＣ感受性が見られることがわかった。 

ＳＵＳ３１６ＬとＳＵＳ３０５Ｌ材のき裂進展試験を実施し、き裂進展速度データを取得した。 

Ｃリング試験体による応力緩和試験を１８体、５鋼種について実施し、応力緩和データを取得

した。金属組織観察によりⅠＡＳＣＣ基礎データを取得した。 

 

ハ）ＰＷＲ関連研究では、バッフルフォーマーボルトから、Ｃリング試験片１５個の加工を実施

した。 
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また、ⅠＡＳＣＣ発生時間を評価するためのＣリング定荷重試験を３５０℃、高応力条件で１

０体実施し、一部の試験体ではⅠＡＳＣＣ発生が確認された。 

 

ニ）高レベル用照射試験材をシンブルチューブを切断し、試験片５８体製作した。 

 

ホ）バッフルフォーマーボルトとシンブルチューブの引張試験を実施した。 

        また、ⅠＡＳＣＣ照射相関に関する検討として、転位ループ、粒界偏析に関する理論モデルの

検討と解析を実施した。 

 

ｂ）ニッケル基合金応力腐食割れ進展評価手法の調査研究 

イ）ＢＷＲ水質環境（通常水,水素注入）での定荷重ＳＣＣ進展試験では、６００合金、改良６

００合金の溶接熱影響部及びＳＭＡＷ溶接金属、ＴⅠＧ溶接金属の試験を実施し、こられの材質

について、き裂進展速度に及ぼす水素注入レベルの影響が定量的に把握できた。 

変動荷重き裂進展試験では、６００合金溶接熱影響部及びＳＭＡＷ溶接金属の試験を継続実施

するとともに、き裂進展速度に及ぼす水質条件の影響確認試験を追加開始した。 

 

ロ）ＰＷＲ水質環境での定荷重ＳＣＣ進展試験（管台対象）では、６００合金母材及びＳＭＡＷ

溶接金属、ＴⅠＧ溶接金属の試験を実施し、き裂進展速度に及ぼす温度の影響が定量的に把握で

きた。 

また、溶接金属のき裂進展には柱状晶組織の影響を強く受けることが明らかになった。 

定荷重ＳＣＣ進展試験（蒸気発生器伝熱管対象）では、計画の試験を全て完了し、ＳＧ伝熱管

のき裂進展速度に及ぼす冷間加工度の影響が明らかになり、冷間加工度をパラメータとしたき裂

進展速度線図を整備した。 

 

ハ）定荷重ＳＣＣ進展試験（管台対象）として、冷間加工の影響評価試験を開始した。 

 

ニ）全試験結果のＳＣＣ進展速度を分析、評価し、取得したデータをデータベースに反映した。 

 

ホ）これまでに取得したデータを基に、ＢＷＲ及びＰＷＲ各々の環境についてニッケル基合金及

びその溶接金属について、維持規格に反映するためのＳＣＣ進展速度線図の検討を行い、一部の

材質及び水質条件について提案線図案の作成を行った。 

 

ｃ）原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究 

イ）平成１５年度に製作を始めた熱・放射線による同時劣化供試体のうち、低線量率（全種類）

及び中線量率（９種類）の 大約１５か月までの劣化供試体の製作を完了し、合計３７２体の同

時劣化供試体を製作した。 
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また、新たに高線量率の製作条件で９種類の製作を開始した。 

 

ロ）平成１５年度に製作を始めた熱劣化供試体のうち、 大約１５か月までの劣化供試体の製作

を完了し、合計２６２体の熱劣化供試体を製作した。 

 

ハ）平成１５年度末の製作完了分と平成１６年度に製作が完了した劣化供試体のうち合計５３６

体の引張試験を実施し、合計１５３３個の引張試験データを取得した。  

 

ニ）ＬＯＣＡ試験にかかわるＰＷＲ、ＢＷＲプラントの調査等からＬＯＣＡ試験条件を検討し、

判定試験を除くＬＯＣＡ試験計画を立案した。 

 

ホ）平成１５年度に計画した架橋ポリエチレン絶縁ケーブルの曲げ布設時の劣化への影響確認試

験を実施し、当該ケーブルの曲げ布設時の劣化への影響は有意ではないことを確認した。 

 

ｄ）高経年化関連安全対策技術高度化調査 

下記５件の調査を大学等と連携して実施した。 

・実構造部材へのＳＣＣ進展評価手法適用性に関する研究 

・三次元解析による溶接非定常部の残留応力評価の高精度化 

・原子炉用ステンレス鋼溶接部近傍の耐食性に及ぼすＭＯの影響 

・長時間熱時効による高ニッケル圧力容器鋼模擬モデル合金におけるクラスター形成の実験

的観察と計算機シミュレーション 

・ＳＣＣき裂先端における変形挙動のマルチスケール解析 

また、平成１７年度に実施する高経年化関連安全対策技術高度化調査に関するテーマの事

前抽出、評価を実施した。 

 

④原子力プラント照射材安全補修技術 

ａ）開先補修溶接を実施し、ＳＵＳ３１６ＬについてＨＥ：０.５３ＡＰＰＭでレーザ溶接による

ミクロ割れ発生のない開先補修が可能なことを確認した。 

低合金鋼については、ＨＥによる割れは発生しないが溶接金属中のポロシティの影響により曲

げ試験で割れが発生する可能性があることを確認した。 

 

ｂ）レーザ当て板溶接、回転プラグ圧接による環境隔離試験を行い、内部にヘリウムによるミク

ロ割れは発生するが、シール性能を満足することを確認した。 

 

ｃ）高温引張試験、昇温ＴＥＭヘリウムバブルその場観察、分子動力学法による転位の影響評価、

ヘリウム昇温脱離試験等により、鋼種間におけるヘリウム挙動の違いの要因及び割れ発生メカニ
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ズムの調査を実施し溶接シミュレーションの妥当性を評価した。 

 

ｄ）得られた試験結果を総合的に評価しデータベースを整備するとともに、中性子照射材補修溶

接の安全性を評価するための技術指針（案）を作成した。 

これらのデータを維持規格に中性子照射材補修溶接の規定を追加するために提供した。 

 

上記の他、規格･基準の制定・改定に資する技術レポート「原子力プラント機器材料劣化対策技

術」を発刊した。 

 

⑤原子力プラント機器高度安全化対策技術（重要機器等脆化評価） 

ａ）原子炉（圧力）容器の監視試験片の再生技術 

イ）低靭性照射材を用い、再生シャルピー衝撃試験片の試験を実施し３点のデータを追加した。 

照射温度での長時間保持試験等を実施し、硬さが変化しないことを確認した。 

 

ロ）低靭性材高速引張試験、計装シャルピー衝撃試験、三点曲試験片荷重変位特性計測を実施し、

解析との比較を実施した。 

 

ハ）試験結果に基づき、低靭性シャルピー衝撃試験片、破壊靭性試験片について再生条件検討用

の解析モデルを構築した。 

また平成１５年度構築した高靭性シャルピー衝撃試験片の解析モデルを修正した。 

 

ｂ）１次冷却材管の熱脆化評価技術 

イ）模擬大型配管を熱脆化させた材料から試験体を２体製作し、耐荷重を確認する試験を行い、

解析評価手法の妥当性を検証した。 

 

ロ）試験体解析等で検証したモデル化法で実機健全性評価手法の検討に用いる実機サイズの解析

モデルを構築すると共に、実機評価のための感度解析に着手した。 

 

⑥炉内構造物等特殊材料溶接部検査技術調査 

ａ）超音波探傷（ＵＴ）法、渦電流探傷（ＥＣＴ）法の基礎試験に用いるＥＤＭ ノッチ付与試験

体として、炉内構造部模擬試験体３種類、セーフエンド模擬試験体２種類の製作を行うとともに、

容器貫通部模擬試験体３種類の製作に着手した。 

また、確証試験に用いるＳＣＣ付与試験体として、炉内構造物模擬試験体５種類、セーフエン

ド模擬試験体３種類の製作を行うとともに、圧力容器貫通部模擬試験体２種類の製作に着手した。 

 

ｂ）平成１５年度にノッチを付与した炉内構造物Ｈ７継手、Ｈ８継手、ＥＣＴ用平板、原子炉再
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循環水入口ノズルセーフエンド、原子炉容器出口管台セーフエンド、加圧器サージ管台セーフエ

ンド模擬試験体を用いてＵＴ法及びＥＣＴ法の基礎試験を実施し、各種試験体形状に対する探傷

手法、探傷条件の確認を行うとともに、ＳＣＣを測定する際の検査要領書の一部を作成した。 

 

ｃ）上記要領書に基づき、ＳＣＣを付与した炉内構造物Ｈ７継手模擬試験体、原子炉出口管台セ

ーフエンド模擬試験体に対して探傷試験を行い、ＳＣＣに対する検査データを取得した。 

 

ｄ）超音波探傷法による試験データを確証するための超音波探傷シミュレーションシステムに、

３次元フェーズドアレイ探傷解析コード、探傷部位のモデル化、大規模解析を行うために必要な

並列計算機能の付加を行った。 

 

ｅ）平成１５年度までに製作した超音波探傷シミュレーションと渦流探傷シミュレーションを用

いて基礎試験結果に対する解析を実施し、探傷結果に対する理論的な確認を行った。 

 

ｆ）米国原子力規制委員会と「ニッケル基合金及び異種金属溶接部のＰＷＳＣＣのための非破壊

試験に関する国際協力研究計画」に関する実施協定を締結するとともに、研究計画の策定に参画

した。 

 

⑦炉内構造物等特殊材料溶接部検査技術調査 

ａ）試験体の設計製作 

炉内構造物部分模擬試験体（ＳＣＣ直交欠陥）、原子炉再循環水ノズルセーフエンド部分模擬試

験体（ＥＤＭ付与）及び原子炉容器出口管台セーフエンド部分模擬試験体（ＥＤＭ付与）の製作

を行った。 

また、炉内構造物実機模擬試験体、圧力容器貫通部実機模擬試験体を設計するために試験体の

形状、欠陥の付与方法等の検討を行った。 

 

ｂ）試験 

ＳＣＣ付与予備試験体（平板）を用いて、超音波探傷検査（ＵＴ）法及び渦電流探傷検査（Ｅ

ＣＴ）法の予備試験を実施した。当該試験体の切断調査により得られるＳＣＣの寸法・性状に応

じた各種の探傷方法の比較検討を行った結果、ＵＴ法ではフェーズドアレイＵＴ法を適用するこ

とによりＳＣＣのきず信号を認識できることを確認した。 

また、ＥＣＴ法においてもＳＣＣのきず信号を認識できることを確認した。サイジング結果で

はＵＴ法においてばらつきは大きいもののＳＣＣに対する欠陥深さ測定が可能であることを確認

した。  

さらに、炉内構造物溶接線部分の模擬試験体（ＥＤＭ付与）を用いて測定試験を行った結果、

平板に段差がある試験体でもＵＴ法及びＥＣＴ法の両探傷法においてきず信号を認識できること
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を確認した。 

以上の結果より、ＵＴ法及びＥＣＴ法のいずれの非破壊探傷試験方法も実機のＳＣＣ検出が可

能であるとの評価結果が得られた。 

 

ｃ）超音波探傷シミュレーションシステム設計製作 

２次元水浸探傷解析コード、２次元直接接触フェーズドアレイ探傷解析コードの作成を行った、 

また、３次元構造部材に超音波探傷シミュレーションを適用する際に必要な大規模解析時の並

列処理機能について概念設計を行った。 

 

 

 

（２）原子力安全基盤調査研究(提案公募)  

①平成１６年度研究の募集、選定、評価の事務 

新規研究募集については、合計５１件の応募に対して、分野（人文・社会科学、自然科学、革新

的技術）ごとの基盤調査研究検討会で審議を行い、その結果、１８件（人文・社会科学：３件、自

然科学：４件、革新的技術：１１件）を採択した。 

採択研究のうち、基盤調査研究検討会でコメントが出たものについては、それを反映した研究計

画とするように指導した。 

継続研究に関しては、人文・社会科学分野研究９件、自然科学分野研究１２件について、それぞ

れの基盤調査研究検討会で前年度研究結果の評価を行い、研究継続の可否の確認を行い、一部の研

究にはコメントを付して研究を継続することとした。 

また、提案公募研究の提案書、提案機関名、研究者名、平成１４，１５年度研究報告書等のデー

タベース化を進め、事務手続きの合理化、迅速化を計った。 

上記のように、前年度に比べ、研究分野が１分野（革新的技術分野）増加し、応募件数が３５件

（平成１５）から５１件（平成１６）と約１，５倍に増加、また、実施研究が、２１件（平成１５）

から３９件と約２倍に増加したが、事務処理システムの合理化努力により、募集、選定、評価の事

務を、担当者の増員なしで、昨年度の工程よりも短縮して進めることが出来た。 

 

②公募の周知 

機構／関係学会ホームページでの公募案内掲載、各研究機関及び関連学会メーリングリスト登録

研究者への公募案内の郵送及び公募説明会（東京地区、大阪地区各１回）等を行い、人文・社会科

学分野、自然科学分野及び革新的技術分野の３分野の研究者への公募研究制度の周知を計り、研究

提案を募った。 

さらに、実施済研究成果の概要を機構ホームページに掲載し、公募研究の周知を計った。 

 

③総合的評価 
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平成１６年度に研究が完了する人文・社会科学分野の研究３件及び自然科学分野の研究９件に関

しては、以下のステップで評価を行うこととしている。 

（第１段階）個別研究の成果を安全基盤研究検討会の委員に評価をお願いしている。合計１２件

の研究のうち６件はＡ＋評価を受け、６件はＡ評価以下であった（４段階評価を行っている）。 

（第２段階）個別研究を総合的に評価するに当たっての評価のポイント（規制行政への反映等）

をまとめた。実質的な評価は次年度行うこととしている。 

一方、総合評価をスムーズに行えるよう、本年度実施した３９件の公募研究全てについて、上記

の評価のポイントの観点から中間フォローを行い、研究が所期の成果を上げることができる状況に

あるかをチェックした。 

 

④公募研究成果の活用 

研究成果の有効活用を計るため、人文・社会科学分野のワークショップを企画し、プログラムの

検討、開催場所手配、発表者手配、パネラー候補の検討等を行った。 

  

 

１．２．５安全確保に関する情報の収集、整理及び提供（電源立地勘定業務） 

１．２．５．１安全確保に関する情報の収集、整理及び提供 

（１）情報の収集、整理等 

平成１６年度は安全規制、事故・故障等に関する情報を９５，６８１件収集、整理した。 

以下主なものにつき実績を記載する。 

①トラブルに係る情報の収集整備 

ａ）国内の法律に基づく事故・故障の報告  

（大飯発電所３号機原子炉容器上蓋制御棒駆動装置取付管台等からの漏えい、ＪＮＣ東海再処理

施設分析所における汚染等計２１件）、事業者の報告書（美浜発電所３号機２次系配管破損に伴う

原子炉自動停止等計２８件）、国際原子力事象評価尺度（ＩＮＥＳ）評価結果（敦賀発電所１号機

の自動停止について等計１９件）等の情報を収集整理し、事故・故障データベースへの追加入力

を行った。 

また、平成１５年度に発生したトラブルについて分かり易く解説した「我が国の原子力施設に

於けるトラブルについて」を作成し、関係先に配布すると共に国会図書館に納入した。 

 

ｂ）海外トラブルデータの収集については 

イ）１０月初旬に開催されたＩＡＥＡ及びＯＥＣＤ／ＮＥＡの事故故障報告データベース（ＩＲ

Ｓ）各国担当者会合の内容をフォローし、各国のトラブル情報、同対応情報を入手するとともに、

今期、ＩＲＳ報告書１０２件を入手し、データベースを整備更新した。米国のトラブルについて

は、今期分の被認可者事象報告書（ＬＥＲ）約４００件を収集しデータベースを整備更新した。 

また、仏を主とした欧州については事故故障情報約１６０件を、中国については従前の事故故
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障情報も含めて約４００件を収集し、データベースを整備更新した。 

さらに、ＩＮＥＳ評価表（ＥＲＦ，Ｅｖｅｎｔ Ｒａｔｉｎｇ Ｆｏｒｍ）については、各国か

ら公表された事象３０件を翻訳し、保安院と情報を共有化し、データベースとして整備更新する

とともに、ＩＮＥＳレベル２以上の事象を中心に１５件を翻訳し、ホームページに掲載して一般

に公開した。 

 

ロ) 核燃料サイクル施設関連のトラブル情報の収集整備については、 

ⅰ）米国の核燃料サイクル施設（燃料製造、ウラン濃縮施設等）のトラブル情報２８件、欧州

（英、仏及び独）の核燃料サイクル施設で起こったトラブル情報４４件を収集し、事象、原因

等に関して分類整理をした。 

 

ⅱ）昨年度収集した米国の核燃料サイクル施設（燃料製造、ウラン濃縮施設等）のトラブル情

報約４３０件を整理し、データベースを整備更新した。 

 

ｃ）放射線源及び輸送の事象に対するＩＮＥＳ評価のための新たな追加ガイダンスが試運用向け

に策定されたことから、公表されている海外の核燃料物質等の輸送に関するトラブル情報を収集、

整理した。 

また、追加ガイダンスの国内運用の検討作業に参加し、輸送事象評価事例集を作成した。更に、

来年度行われる予定のＴｒａｎｓａｓ（ＩＡＥＡによる輸送関連行政評価サービス）の事前検討

に参画した。 

 

②運転特性に係る情報の収集整備 

ａ）国内原子炉施設等の運転情報については、事業者から国へ報告された運転状況報告等を基に

約６３０件、運転計画情報については事業者から国へ報告された運転計画届出を基に約８００件、

定期検査情報については事業者から国へ報告された定期検査報告書を基に約１,０００件の情報

を収集、整理し、データベースを整備更新した。 

海外原子炉施設等の運転特性情報についてはＩＡＥＡ-発電用原子炉情報システム(ＩＡＥＡ－

ＰＲＩＳ：ＩＡＥＡ Ｐｏｗｅｒ Ｒｅａｃｔｏｒ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ)を基に

約３,７００件の情報を収集、整理し、データベースを整備更新した。 

放射線管理情報については事業者から国へ報告された放射線管理等報告書及び定期検査報告書

を基に約１,１００件の情報を収集、整理し、データベースを整備更新した。 

 

ｂ）事業者の公開する軽微な事象については、事業者のホームページ、電力中央研究所（電中研）

が公開するニューシア等を情報源として８２７件の事象を収集し、データベースとして整備更新

した。昨年度と合計し、約２，１００件の軽微な事象を整備した。 
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ｃ）定期安全管理審査、定期検査、使用前検査等の要領書、報告書等合計約１２０，０００頁の

検査、審査結果の判定に係る情報を収集しデータベース化した。 

本データについては検索・表示機能を具備させ、検査の効率化・合理化・信頼性向上に有用な

形で整備すると共に、検査結果等の各種分析等にも使用可能な形で整備した。 

 

③信頼性に係る情報の収集整備 

信頼性に係る情報のうち、国に報告される事象１３件については、故障モード等の分析を行い信

頼性データベースに登録した。今後の信頼性データベースの基礎とすべくデータベース化した。 

②ｂ）項で整備した軽微な事象のうち昨年度までに収集した１，３６４件について、より大きな

トラブル発生防止のための分析が可能なようにデータベースを整備した。 

さらに、当初計画にはなかったが、保安院の要請により、美浜発電所３号機２次系配管事故に関

連して注目される国内の高経年化に関連したトラブルの発生状況に関して、信頼性データベースの

高経年化データベースへの拡張を検討し、信頼性データベース登録トラブル事例約１,８００件に

ついて、高経年化の有無及びその経年変化モード・故障に至るメカニズムを整備した。 

 

④職業被ばく情報システム（ＩＳＯＥ）アジア技術センター活動 

以下の活動を通じて、我が国の被ばく低減活動及び被ばく低減意識の向上に寄与できた。特に、

今年度の運営委員会では水町安全情報部長が次期ＩＳＯＥ議長（２００６.１１～２００８.１０）

として選出され、今後益々活動を活発化させていく基盤が出来た。 

ａ）アジア技術センターとして、我が国の各原子力発電所５３基にかかわる平成１６年度の被ば

く情報を収集、整備しＩＳＯＥ事務局へ連絡した。また、ＩＳＯＥ事務局で整備された国内外の

合計４６７基のデータについて、国内事業者へ配布した。（注：平成１６年度中にＩＳＯＥに参加

しているユニット数は１基増加した） 

 

ｂ）アジア技術センターの活動を、２００４.１１.１６～１９にパリで開催されたＩＳＯＥ運営

委員会にて報告した。 

また、２００５.１.９～１２にフロリダで開催されたＡＬＡＲＡミーティング（北米技術セン

ター主催）で事業者と協力して我が国の被ばく低減状況について報告した。 

この他、ＩＳＯＥネットワーク経由であった国内３件、国外５件の情報交換要請に関して、事

業者・他技術センターへの情報の取り次ぎ及び翻訳等の支援を実施した。本部で作成されたＩＳ

ＯＥニュースの３～４号を和訳し事業者に配布した。 

また、我が国の従業員被ばく低減を目的として保安院が原安協に依頼している「放射線被ばく

管理信頼性調査専門委員会」に参加しＩＳＯＥデータの提供を行った。 

 

⑤海外の規制等に係る情報の収集整備 

ａ）米国については、リスク情報に基づく規制、主要機器の不具合改善策のフォロー、核燃料サ
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イクル施設の規制動向、原子炉監督のプロセス、原子炉認可制度の変更と新設プラントへの適用

動向、外部人為事象への対応、運転認可更新、定格出力増加、ＰＷＲ格納容器サンプ閉塞問題、

火災防護等の規制動向を調査・整理し、データベースを整備更新した。（１７テーマ、約１３０件） 

さらに、上記のテーマ毎の情報とは別に米国における規制及び事象等の約１,１００件のトピッ

クス情報を背景情報も含め調査し、データベースを整備更新した。 

また、欧州及びアジア等主要国の原子力施設関連情報（合計約１,８００件の情報入手）につい

ては、特にフランス、中国について重点的に調査を行い、それぞれ約３００件、１６０件の情報

を入手するとともに、その目的、内容等を調査整理し、データベースを整備更新した。 

 

ｂ）週報は計４９号発行し、保安院及び機構内へ情報提供した。週報には世界の原子力に関する

１週間程前までの 新情報が掲載されており、内容に関して保安院等からの問い合わせ、送付要

求が多く寄せられた。 

平成１６年度に週報に掲載された情報は、分野項目の増加と共に内容を充実させた結果、その

合計はおよそ３,０００件にのぼり、量的には昨年度の１.５倍となっている。 

なお、週報には、米国・欧州・アジア各国及び我が国の原子力規制に関連する情報（規制当局

の動向、トラブル情報等）、その他原子力に関連する一般情報、国内新聞情報等を掲載している。 

また、これらのうち主要なものについては随時安全情報検討会へ報告している。 

 

ｃ）欧州の核燃料サイクル施設の規制に関する調査として、イギリス、フランス、ドイツの核燃

料サイクル施設の規制に関する全体的な枠組み、設計、建設、運転、報告及び廃止に関する具体

的な法律、規則、指針、これらの規制の進展に係わる事項等の調査を行い、国毎に纏めた。 

 

ｄ）米国における検査官教育手法を理解する上で必要な検査関連事項等の調査として、リスクイ

ンフォームド規制の導入方法、運転経験反映のための早朝ミーティング、品質保証体制や高経年

化に関する検査等調査を実施した。 

また、米国の検査・安全規制等に知見の深い元ＮＲＣ幹部をＨ１６年８月とＨ１７年２月に招

聘し、米国の検査及び研修の実態についての知見を深めるとともに、米国での安全規制の状況に

ついての知見を深めた。本件に関しては、保安院内での講演も実施し、知識の共有化を図った。 

米国の研修制度については、カリキュラム作成の基本的手法であるＳＡＴ手法（Ｓｙｓｔｅｍ

ａｔｉｃ Ａｐｐｒｏａｃｈ ｔｏ Ｔｒａｉｎｉｎｇ）を調査し、検査官研修にどの様に適用され

ているか調査した。 

上記を通じて、今後の検査官教育の在り方のベースを固めた。 

 

⑥安全情報システムの維持・管理 

ａ）安全情報システムの再構築を検討し、それを計算機システム更新に伴うリース計画に反映し

て、リース契約を行った。 
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ｂ）安全情報データのウェブ化プログラムを作成すると共に、データベースの３階層化に着手し

た。 

 

ｃ）前年度と同様にキュリティポリシーについて職員への徹底を図るとともに、外部侵入の模擬

抜き打ち検査を行った。 

 

⑦中央資料室の運営 

各部門より原子力関連の技術図書を約５６０部収集し、常時閲覧可能なように、中央資料室にて

保管、管理した。 

利用者数は平成１５年度下期（通年ベース）と比較して平成１６年度は１.９倍に増加した。 

 

（２）情報の分析評価  

①トラブルに係る情報の分析評価 

ａ）国内の原子力発電所でトラブル発生時、対応を迅速に行うために事故・故障データベース（国

内法律・通達で過去に報告されたトラブル検索、海外で過去に報告されたＯＥＣＤ･ＩＡＥＡ／Ｉ

ＲＳ検索等）を用いた類型事例の抽出、抽出されたトラブルの原因、対策及び関連情報等の調査、

検討を行い保安院への情報提供を行った。 

また、トラブル発生時の規制対応の迅速化、適確化のために、国内トラブル事象の要因分析を

実施する際に活用するためのフォルトツリー図集（ポンプ・弁類の動作不能及び性能劣化、熱交

換器・容器のトラブル事象、配管からの漏えい事象）の作成・整備（過去のトラブル事例反映、

プラント設計面からの知見反映）を行い、事故原因の分析・評価を適切に実施できる「トラブル

運転経験ハンドブック」の拡充整備を行った。  

「美浜発電所３号機の２次系配管破損に伴う原子炉自動停止」及び「大飯発電所３号機制御棒

駆動装置取付け管台等からの漏えい」への対応として、主として米国の類似トラブルの原因、対

策及び関連情報等の調査、検討を行い保安院への情報提供を行った。 

 

ｂ）海外の原子炉施設等で発生した事象のうち、代表例について詳細に調査し、国内プラントの

安全運転のために参考となるべき事項を分析評価した。 

ＰＷＲについては、「ＳＧ伝熱管の大曲げ半径Ｕベント部の周方向ＰＷＳＣＣによる漏えい」、

「ＳＧ内部の異物」、「加圧器貫通部及び配管接続部のＰＷＳＣＣ」、「鋼製ＣＶ及びＣＶライナー

の腐食」、「ＣＶＣＳ充てんポンプ吸い込みラインでのガス混入問題」、「中央制御室の内封機能の

低下問題」についての分析評価を実施した。 

ＢＷＲについては、「ＲＰＶノズル溶接部のき裂進展によるＲＰＶバウンダリ漏えい」、「鋼製格

納容器ライナの腐食」「相分離母線２相の故障により発電機トリップ・スクラム」等について分析

評価を実施した。 
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また、海外核燃料サイク施設で発生した事象のうち、米国の燃料製造工場等でのＵＦ６漏えい

事故（公開情報２５件）について、事故の影響度による分類等を行い、この中から代表的なトラ

ブル４件を抽出し、事故原因、問題点の抽出、国内関連施設での対応等について分析評価を実施

した。 

今期は、欧州主要国（これまでのフランス、ドイツ、スウェーデンの他,スイス、イギリス）の

他アジア主要国（台湾、韓国、中国）の事故・故障データベースを用い、欧州主要国、アジア主

要国等における今期の事故・故障の傾向について、発生機器別、発生原因別、発見方法別などと

いった観点から分析評価した。 

 

c）ＩＮＥＳ評価小委員会（第１０～１２回）に提案する計１９件の事故・故障についてＩＮＥＳ

評価資料の原案等の作成及び検討を行い、保安院の原子力事故故障対策室内にある事務局と協議

し委員会運営に寄与した。 

また、放射性物質輸送事故・故障へのＩＮＥＳ適用の為のユーザーズマニュアル作成に対して、

平成１６年５月にＩＡＥＡで開かれたコンサルタント会議に参加し、ドラフト作成、試行要領等

の取りまとめに協力した。 

 

ｄ）事故・故障を始めとする各種データベースを用いて、トラブルの再発防止を確実にするため

に各プラントへの水平展開実施状況表を改訂するとともに、原子力発電所におけるトラブル分析

結果等の平成１６年度版運転管理年報用の各種データを作成した。 

 

②運転特性に係る情報の分析評価 

ａ）昨年度、原子力発電所に係わるプラント特性に関する評価集（以下「評価集」という。）の記

載内容の検討を実施したが、今年度はその検討結果に沿って評価集を作成した。 

評価集では、国内外の原子炉施設の運転、定検及び被ばくに関する情報の運転特性及びその変

化の要因の分析を評価しており、各年度の特徴を把握することができる。このため、我が国の運

転特性検討の際のベース資料として活用することができる。 

 

ｂ）昨年度の検討結果である１１項目にわたるＰＩ案について昨年度分の実績を追加評価し、過

去１１年分のデータとした。今後、検査のあり方検討会等で妥当性等を検討するための基礎デー

タの整備が出来た。 

また、プラント特性向上の背景については、米国、スウェーデン、フランスの従業員被ばく低

減に規制が果たした役割を調査・分析し、今後我が国がとるべき対応の参考とした。 

 

ｃ）定期安全管理審査、定期検査、使用前検査等に係る情報を分析評価し、機構検査員の合理化

ツールである検査関連図書作成支援機能を開発した。 

保安検査時の指摘事項に関する評価方法について保安院と検討し、保安検査要領書としてまと
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まった。 

また、検査、診査結果を分析評価し、検査、診査時指摘事項がもつ品質保証上の重要度を評価

する手法について検討した。 

さらに、原子力安全達成に必要、十分な保安規定の記載内容、適正かつ合理的な保安検査を実

施するための運転制限条件の考え方、根拠の明確化等について検討を行った。 

これらの検討結果については、検討内容を簡潔に記載した技術資料としてまとめた。 

上記については、米国ＳＴＳと現保安規定の対照比較を行い、平成１３年の保安規定改正時に

行われた当時の議論を踏まえ、保安規定に反映する必要の可否、課題の検討等を行い、約３５件

が抽出された。 

これらの課題については、重要度、緊急度を明確にした上、平成１７年に順次保安規定の変更

の必要性を検討していくこととしている。 

 

③信頼性に係る情報の分析評価 

トラブル未然防止のための分析評価手法の検討結果、軽微な事象の分析評価については昨年度実

施したヒヤリハットのものとよく似ていることから、ヒヤリハットデータベースを若干見直して、

軽微な事象の分析評価ツールを整備した。この上で、昨年度収集した軽微な事象１,３６４件をデ

ータベースに登録した。 

上記ツールを用いて昨年度の軽微な事象に関してより大きなトラブルを防止するための分析評

価を実施し、分析評価機能について確認するとともに、トラブル未然防止のための分析を実施した。 

また、軽微な事象の活用の方策の一つとして、これまでにで収集整備した軽微な事象を含む８６

８件（ＣＲＤ,ポンプ等９種類の機器に関するもの）の事例から共通要因による事象を抽出する作

業を実施し、７件の共通要因故障候補の事例を抽出した。本件はＯＥＣＤ／ＮＥＡの共通要因故障

プロジェクトの一環でもあり、６月にフィンランドで開催される委員会で発表予定である。 

 

④海外の規制等に係る情報の分析評価 

ａ）海外の規制等について収集整備した情報より、エロージョン・コロージョン管理手法及び規

制手法、高経年化対策、リスク評価の規制への活用等について、我が国の規制にも取り入れるべ

きであると考えられるものに関する参考資料を作成し、規制案の参考とした。 

特に、美浜発電所３号機の２次系配管破損事故に関連して、米国のエロージョン・コロージョ

ンによる減肉管理方法、規制の枠組み、検査方法等の紹介を実施し、我が国における規制方法検

討の参考となった。なお、国の委員会である事故調査委員会でも資料として採用された。 

 

ｂ）米国の信頼性データベースであるＥＰＩＸ（民間）及びＲＡＤＳ（規制側）についての調査

及び検討結果を保安院へ情報提供し、我が国の信頼性データベースの在り方・問題点を提示した。 

また、米国のパフォーマンス指標データについては 近の動向である緩和系に関する指標の改

善に関して調査し、我が国の参考とした。 
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ｃ）米国における検査官教育手法を理解する上で必要な検査関連事項等の調査として、リスクイ

ンフォームド規制の導入方法、運転経験反映のための早朝ミーティング、品質保証体制や高経年

化に関する検査等の調査結果、及び米国のカリキュラム作成の基本的手法であるＳＡＴ手法（Ｓ

ｙｓｔｅｍａｔｉｃ Ａｐｐｒｏａｃｈ ｔｏ Ｔｒａｉｎｉｎｇ）を調査結果を基に、我が国の研

修制度の課題についてまとめた。 

 

⑤分析評価ソフトウェアの整備管理 

安全情報データベースの分析及び評価を行うためのソフトウェアについて、職員の意見、要望等

により約４０件の改善を図った。主なものを以下に示す。 

・機構内及び外部との情報共有化のための改善 

－安全情報検討会共有ホームページの追加（保安院/機構の共有） 

－リスク情報活用検討グループ用メーリングリストの追加（保安院/機構の共有） 

－保安規定に係る技術資料の作成状況共有化ホームページの追加（保安院／機構/事業者の共

有） 

－運転管理年報データ公開のための改善（一般用） 

－機構ホームページ用データ作成（ポンプ耐震試験の動画等）（一般用） 

・検索キー追加、グラフ出力形態の追加・改善等の分析評価機能の充実 

－海外プラント運転・停止期間の分析強化のための改善 

－ＬＥＲ(米国トラブル報告)の検索機能追加等 

・新規情報追加による改善 

－中国国家核安全局年報のトラブル情報の追加 

－通達データベースの追加等 

 

⑥安全情報検討会の開催 

保安院と共催で安全情報検討会を２回／月を原則として計１９回開催し、収集した安全情報に関

して我が国での反映の必要性の有無等について検討した。 

米国の９０年代以降の安全問題及び欧州の安全問題全８７件より重要なもの４６件を抽出し検

討会での検討事項とした。このうち、８件について何らかの措置がとられた。主なものは以下のと

おり。 

・サンプ問題：欧米で現在も検討が進行中の冷却材喪失事故に関連する問題であるが、本検討会

をきっかけとして我が国でも対応することとなり、ＢＷＲは改造の方向となり、ＰＷＲは検討が

開始された。 

・制御室の居住性問題：米国でスリーマイル事故以来問題となってきた問題であるが、我が国で

も本検討会をきっかけとして国の対応が始まり、省令６２号の性能規定化時に本件が反映された

内容となった。 
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・ＰＷＳＣＣ問題：米国でＤａｖｉｓ Ｂｅｅｓｅ等で問題となった事象であるが、本検討会が

きっかけとなり国の対応が開始された。 

 

 

（３）情報の提供及び広報  

①海外関係機関等への情報提供 

ａ）国内プラントのトラブルプレス、国内 

規制制度に関する変更等について、保安院から発表された２２件すべてについて海外向け英語

版を作成し、ＩＡＥＡ､ＯＥＣＤ／ＮＥＡ等国際機関、米国、フランスなど二国間協定を結んでい

る各国規制機関、在外関連機関等へ迅速に、オープンな形で提供すると共に、ホームページに掲

載し一般に公開した。 

特に美浜発電所３号機のトラブルでは、保安院国際室と協調してＩＡＥＡなど国外機関への早

期情報伝達を行った。 

事象の概要、原因を国際的に共有する観点から、国際機関主催の会合、二国間会合において国

内プラントのトラブル情報を提供した。 

また、国内プラントのトラブル事象１１件（大飯発電所３号機の制御棒駆動装置取付け管台か

らの漏えい、福島第一原子力発電所２号機の原子炉再循環ポンプ停止に伴う原子炉手動停止等）

のＩＲＳ報告書を作成した。 

ＯＥＣＤ／ＮＥＡのデータ交換プロジェクト（配管損傷事象等）へ国内プラントの事象データ

を登録した。 

 

ｂ）平成１６年度版の運転管理年報を反映させた英語版の年報を作成し、ＩＡＥＡ等国際機関、

二国間協定を結んでいる各国規制機関、在外関連機関等へ提供するとともに、国会図書館に納入

した。又、安全情報基盤機構の英文ホームページに掲載した。 

 

ｃ）日中、日韓等二国間会合において相互の運転情報交換のため、我が国プラントの運転状況（設

備利用率の推移、運転状況の推移、運転期間の推移、定期検査期間の推移及び事故・故障数の推

移）及び 近の事象をとりまとめて提供した。又、運転管理情報については上記ｂ）項の英文年

報と合体して発行した。 

 

②安全規制に係る情報提供 

ａ）ホームページからの情報提供の充実を目的に、現状のホームページの構成、デザイン等の課

題、問題点を抽出・分析し、これをリニューアル仕様へ反映し、ホームページの再構築を実施し

た。 

シンポジウム・ワークショップ・セミナーの開催案内と結果、プレスリリース、委員会・検討

会の情報等をタイミング良く掲載した。 
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「みんなで考える機構公開講座」の開設、各部の業務活動を動画で紹介する等わかりやすいコ

ンテンツの掲載を行った。 

情報提供の更新頻度は、平均５件／月（前年度は平均２件／月）、情報提供量は前年度の約３倍

であり、ホームページのヒット件数は、、約１２８,０００件（外部アクセスのみ）であった。 

 

ｂ）原子力ライブラリで開架式閲覧による資料の充実を図り、公開を行うとともに、収集した閲

覧資料のリストを更新・整備し、インターネットによる情報公開を行った。 

特に、情報量の増加等により検索処理に時間を要していたものの改善を図り、約１／１０の時

間に短縮した。 

 

③立地市町村等への安全情報提供等 

ａ）平成１６年度の広報活動を踏まえて、原子力安全規制広報の在り方を見直し検討を行い、機

構の目指す広報活動を「人と人とのふれあい型広報」、「情報提供型広報」、「対話型広報」の三本

柱で推進することとした。 

また、「対話型広報」の実践の試みとして「住民とのオープンフォーラムの計画と実行」の調査

研究を進めた。 

 

ｂ）パンフレットは、「定期安全管理審査」、「機構紹介（改訂版）」を作成、発行し、自治体原子

力関係職員を中心に配布・説明し理解を得た。 

また、海外版として「機構紹介（英語版）」、「業務活動成果（リーフレット版）」を作成、発行

した。 

「維持基準」、「使用前検査（岩盤検査）「機構２００４シンポジウム」の説明用ビデオを作成し、

発行した。 

ｃ）原子力施設立地自治体職員との意見交換会を計２０の自治体で開催し、原子力安全の理解促

進のための活動を行った。特に、機構の目指す広報活動「人と人とのふれあい型広報」、「情報提

供型広報」、「対話型広報」について多くの賛同を得た。 

機構の第１回目のシンポジウムを開催し、約４２０名の出席を得ることができ、アンケートで

７７％の肯定的評価であったとともに、次回開催への改善指摘を得ることができた。また、シン

ポジウムの成果を地方新聞へ掲載することで原子力施設立地地域住民への理解促進を図った。 

また、地震ＰＳＡに関する新聞報道について、事実に基づいた理解を得るために原子力発電所

立地自治体向けの説明会を実施し、機構の見解を説明した。 

また、必要な自治体へは直接出向いて説明を実施し、理解を得ることができるとともに良好な

評価を得ることができた。 

 

ｄ）原子力安全規制に係るニュースレタ 

「Ａｌｌ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｓａｆｅｔｙ」の第１号を６月、第２号を９月、第３号を１２月、第
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４号を３月の年４回、各６,０００部を作成し、発行した。原子力施設立地自治体職員、原子力関

係者等を中心に配布した。アンケートの各号平均で８８％の肯定的評価を得ることができた。 

 

ｅ）原子力安全規制に関する記事広告として「機構２００４シンポジウム」の紙上採録記事を、

原子力施設立地地域の地方新聞１４紙に掲載し、機構設立からの１年間の活動成果と今後の課題、

リスク情報の活用等について情報提供を行った。 

 

④運転管理年報の発行 

原子力施設のトラブル、運転実績等の各種データを基に平成１６年度版（平成１５年度実績）運

転管理年報の編集を行って、機構として初回の発行を行い、保安院、原子力安全委員会、立地道県、

立地地域、学協会、研究機関、マスコミ関係等を始めとする関係者に配布すると共に国会図書館に

納入した。併せて、機構ホームページへの掲載を行った。 

 

 

１．２．６安全規制に係る国際協力 

１．２．６．１安全規制に係る国際協力（電源立地勘定） 

(１)海外原子力安全情報調査業務及び海外に向けての情報発信に係る業務  

①原子力安全規制情報収集・整理 

ＩＡＥＡ及びＯＥＣＤ／ＮＥＡ等国際機関、保安院と海外規制当局との二国間協力取り決めに基

づく規制情報交換会議（日米（９月７日～９日）、日仏（４月２１日）、日英（４月１６日）、国際

原子力規制者会議（ＩＮＲＡ（４月１９日，２０日）等通じて得られた資料、情報及びその他主要

原子力発電国における安全規制情報の収集・整理を行い、知識ベース化を図った。 

また、米国ＮＲＣ等との連絡を密にし、情報交換を容易にするためワシントンＤＣに職員２名（４

月１日～，９月１日～）の長期派遣を開始した。 

 

②我が国の原子力安全に係る情報の提供 

８月９日発生した美浜発電所３号機の２次系配管破損事故時、入手した情報をその日の内に英訳

し、海外の関係機関に電子メールにて速報としてその情報を提供した。 

ａ）以下の会合において、保安院の対応方針を踏まえ、我が国の原子力安全確保のための活動や

安全に係る 新知見等に関する資料の作成・提供を行った。 

 

イ）ＩＡＥＡ安全基準の 上位委員会（ＣＳＳ）に出席（年２回）した。 

        ６月と１２月のＣＮＲＡとＣＳＮＩ会合に出席関した。また各ワーキンググループの活動方針

を明確化するとともに、会合出席等を支援した。ＮＥＡの戦略計画(２００５年・２００９年)

に関する我が国意見まとめ保安院を支援した。 
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ロ）保安院と海外規制当局との二国間協力取り決めに基づく規制情報交換会議（日米(９月７日

～９日)、日仏(４月２１日)、日英(４月１６日)）が開催され、資料の作成・提供を行った。 

 

ハ）東京で開催された保安院院長と安全委員会委員長の共同議長となったＩＮＲＡ（４月１９日、

２０日）にて、ホストとしての保安院を強力にサポートした。 

 

ｂ）機構の国際活動を紹介した「Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ Ｂｕｌｌ

ｅｔｉｎ」を作成し、各種国際会議等にて配布或いは説明を実施した。 

 

 

（２）二国間及び多国間の協力取り決め等に基づく協力活動に係る業務 

①原子力安全･保安院と海外規制当局との二国間協力取り決めに基づく規制情報交換会議や専門家

の交流等に関し、その企画、運営等において保安院に協力した。 

ａ） 米国(９月７日～９日)、仏国(４月２１日)、英国(４月１６日)）の規制当局と原子力安全・

保安院との、規制情報交換会合の企画、運営、実施（関連資料、報告書作成等）の協力を行った。 

 

ｂ）米国(９月１０日, １月２４日)、の規制当局との情報交換、専門家交流に関し、その実施の

調整、関連情報の収集、提供等を行った。 

 

②国の国際機関及び規制当局間の多国間会合への対応業務について協力するとともに、個々の事業

の重要性に応じ、委員等の派遣、計画への参画等を行った。 

ａ）ＩＡＥＡ安全基準の 上位委員会（ＣＳＳ）に出席（年２回）し、ＩＡＥＡ安全基準の使用

状況の把握、安全基準の中でのＳｅｃｕｒｉｔｙの扱いに関する政策課題の議論、安全基準ドラ

フトの審議を行った。 

 

ｂ）６月と１２月のＣＮＲＡとＣＳＮＩ会合に関し、資料準備、会合出席、報告書作成に寄与し

た。 

また各ワーキンググループの活動方針を明確化するとともに、会合出席等を支援した。ＮＥＡ

の戦略計画(２００５年-２００９年)に関する我が国意見まとめ支援した。 

ＮＥＡ／ＩＡＥＡ 共催ワークショップ「事業者の原子力安全管理及び検査の有効性」（２００

５年１月２６日～２８日）の東京開催にあたり、機構は保安院とともにホスト役となり、会場準

備、運営、報告等全面的にサポートした。 

ＣＲＰＰＨの年次会合（２００５年３月）に青木顧問を派遣した。なお、ＣＲＰＰＨの下部組

織であるＩＳＯＥの次期議長に水町安全情報部長が就任することになった。 

 

ｃ）東京に開催された保安院院長と安全委員会委員長の共同議長となったＩＮＲＡ（４月１９日、
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２０日）にて、ホストとしての保安院を強力にサポート（会場準備、資料作成、議事録作成等）

を実施した。 

１２月に開催されたＩＮＲＡでは資料作成に協力した。 

 

③アジア原子力安全ネットワーク（ＡＮＳＮ）の日本ハブセンターを構築し運営すると共に、ＩＡ

ＥＡの要請に基づきワークショップ等を開催した。また国外で実施されたワークショップ等に専門

家及び講師を派遣した。ここの成果の詳細は次の通りである。 

ａ）ＡＮＳＮ運営委員会（ＳＣ）の議長役を引き受け、議長のホームページを開設した。 

ＡＮＳＮ ＳＣの下部組織であるトピカルグループの一つである教育訓練のグループについて

の調整役を引き受け、トピカルグループ会合を実施し成果をＡＮＳＮに掲出した。日本ハブセン

ターの運営に関しては、教育訓練教材を充実すると共に規制情報などのＦａｃｔ Ｓｈｅｅｔｓを

纏めハブサイトに掲出した。 

ＡＮＳＮをアジア地区の原子力関係者にくまなく普及させるためＣａｒａｖａｎによる普及活

動を１７年度計画しているが、そのＣａｒａｖａｎの問題点等の摘出のためベトナムでＰｒｅ－

Ｃａｒａｖａｎを実施した。 

 

ｂ）米国アルゴンヌ国立研究所で行われた原子力安全指導者要請コースに講師派遣を行いＡＮＳ

Ｎ構想、規制制度の改正点、規制の教育訓練について講演し意見交換をおこなった。 

 

ｃ）ＩＡＥＡの「東南アジア、太平洋及び極東における原子力施設の安全に係る特別拠出金事業」

については、８月３０日から９月１日の日程で教育訓練に係わるワークショップを機構にて開催

した。（１２ヶ国から約４０名が参加）また、中国で開催された２件のワークショップについて専

門家を派遣した。さらに１２月にＩＡＥＡ本部にて開催された諮問委員会に参画し次年度の活動

計画についての助言を行った。 

 

ｄ）保安院の安全審査官の教育・訓練プログラム構築に関連して海外研修例を調査した。 

 

④機構と海外の原子力規制機関又はその関連機関（米国、独国、仏国、韓国等）との協力取り決め

に基づく情報交換会議について以下のとおり実施した。 

ａ）機構と海外の原子力規制機関又はその関連機関との協力取り決めを次のとおり締結又は修正

を行った。 

- ＮＲＣ４件：地震、ＣＯＯＰＲＡ、ＮＰＭＷ、ＣＡＭＰ 

  - ＯＥＣＤ１件：ＰＫＬ 

       - ＩＡＥＡ１件：ＳＰＡＲ－Ⅱ 

また、台湾との情報交換チャンネルを開設するため、核能科技協進会と協力協定を新たに締結

した（５／２６）。 



 - 114 -

 

ｂ）原子力施設の運転経験、事故故障対応、安全解析コード等安全規制及び各種基準策定に係る

技術的情報の交換、専門技術者の交流、推進協力、状況の把握、調整を次のとおり行った。 

イ）ＫＩＮＳ（韓国） 

        ７／５－９ ＫＩＮＳにおいてセミナー講演 

        ７／５－８ ＫＩＮＳ専門家来日（新制度） 

          １１／４，５ 第１回定例会合（東京） 

        １／１８ ＫＩＮＳ専門家来日（２次系検査） 

        ３／２３  ＫＩＮＳへ訪問（推進協力の確認） 

 

ロ）ＮｕＳＴＡ（台湾） 

６／２４－７／３０ ＮｕＳＴＡ専門家（１人）受入れ 

１１／２５－２６ 第１回定例会合（台湾） 

 

ｃ）次の協力活動を行った。 

ＮＲＣ： 新規ＮＰＮＷの契約、及び地震研究実施取り決め、ＣＯＯＰＲＡの更新 

ＩＲＳＮ： 核燃料サイクル、廃棄物等の協力推進検討 

ＢＮＦＬ： ＭＯＸ閉じこめ情報収集契約 

 

⑤原子力安全基盤整備及び人材育成のためのアジア諸国向け協力事業 

ａ）長期研修の実績 

イ）中国より５名の原子力安全規制担当者を招へいし、９月２８日～１２月３日の６７日間にわ

たる研修を実施した。研修では安全規制・安全解析コースおよび安全規制・検査コースの２コー

スを設け、それぞれに３名と２名が参加した。 

・研修内容：コース共通で原子力安全規制に関する全般講義を３日間、「工事計画認可」・「発

電所の運転」等の共通する専門講義(フルスコープシミュレータによる運転訓練を含む)を１６日

間実施した。また、原子力関連施設４箇所の視察も合わせて実施した。この他は安全解析コース

と検査コースに分かれて各々オンザジョブトレーニング（ＯＪＴ）を１７日間実施した。本研修

では延べ１３１名の講師が全３８冊のテキストを使用した。 

・研修生報告書：各研修生から平均１００頁に渡る報告書を受け取った。 

・研修成果：研修後のアンケート調査結果では、「研修成果の有益性」に対しては３名が「大

変高い」、２名が「高い」と評価し、「研修全体」に対しては４名が「大変良い」、１名が「良

い」と総括的に評価した。 

本活動により中国の原子力安全規制における高度な専門的知識を有する人材の育成に大いに

貢献した。 
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ロ）中国規制機関職員の研修に加えて今年度より新たに中国原子力安全規制機関に技術的な支援

を行っている高級専門家３名を招聘し、日本の同等な立場の学識経験者との交流会を実施した。 

日本側からは保安部会小委員会のメンバーである学識経験者３名、機構の職員３名が出席した。

機構での会合の後、施設および原子力発電所の視察を行った。（２月２２日～２５日） 

 

ｂ）セミナー関係 

イ）中国北京にて中国の原子力安全規制関係者を対象にしたセミナーを開催した(１２月１４日,

１５日)。 

また、併せて、秦山原子力発電所を視察し(１２月１７日)、中国の専門家と意見交換を行った。

テーマは、両国におけるトラブル情報、日本の安全管理審査の実績等の情報を交換した。 

 

ロ）ベトナムにおける原子力法構築の検討に協力し、ＩＡＥＡの原子力法ハンドブックと我が国

の原子力法体制との対応について機構の職員による講義を行った。 

 

 

（３）国際条約等の義務の遂行に係る業務 

①原子力安全条約等 

ａ）第３回検討会合（平成１７年４月）に向けて、我が国における条約義務の履行状況について

調査し、国別報告書の参考資料（和文、英文）をまとめた。 

 

ｂ）第３回検討会合にむけて、各国の国別報告書のレビュー並びに各国への質問案３４０件をま

とめた。各国からの我が国報告書に対する質問等（１６１件）への回答案作成のための参考資料

をまとめる等の準備を行った。 

 

ｃ）第３回検討会合のグループ２の座長として横山特任参事が選任された。 

 

②廃棄物等安全条約 

第２回国別報告提出（平成１７年１０月）に向けて、我が国における条約義務の履行状況につい

て調査し、参考資料をまとめた。 

 

③早期通報条約 

・保安院内訓練（実施日：７月３０日）及びＩＡＥＡ国際通報訓練（実施日：８月２３日）にお

いてＩＡＥＡ方式による海外への通報、通報資料作成の訓練を実施した。国の原子力事故防災訓

練は中越地震の発生により中止された。 

・ＩＡＥＡ通報マニュアル、通報訓練結果、ＩＡＥＡとの協議を基に通報要領を整備した。 
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１．３予算、収支計画及び資金計画 

１．予算 

   ・決算報告書（財務諸表；添付書類）に示す。 

 

２．収支計画 

    ・損益計算書に示す。 

 

３．資金計画 

    ・キャシュフロー計算書に示す。 

 

１．４短期借入金の限度額 

・実績なし 

 

 

１．５重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとする計画 

・実績なし。 

 

 

１．６剰余金の使途 

・実績なし。 

 

 

１．７その他国の求めに応じて行う業務等 

１．７．１国の求めに応じて行う業務 

検査等業務において、保安院所掌の検査等だけでなく、計画外の業務である文部科学省や国土交通

省所掌の検査も限られた検査員で実施した。 

 

①原子炉等規制法第６１条の２４第２項に規定する溶接検査（文部科学大臣所管分） 

・事業者から申請のあった件数：９件 

・事業者へ処分を行った件数：１件 

 

②原子炉等規制法第６１条の２６第２項に規定する運搬物確認（文部科学大臣所管分） 

・事業者から申請のあった件数：１３件 

・事業者へ処分を行った件数：１４件 
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③原子炉等規制法第６１条の２７に規定する運搬方法確認（国土交通大臣所管分） 

・事業者から申請のあった件数：６件 

・事業者へ処分を行った件数：７件 

 

（一部の検査等について、通知のあった件数と結果通知を行った件数に乖離があるが、年度をま

たいで検査等を実施しているもの等の理由による。） 

 

中国電力㈱島根原子力発電所３号機の設置に係る安全審査に資するため、評価事象として「外

部電源喪失」を対象に、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に従い過渡解

析のクロスチェック解析を実施した。 

 

島根原子力発電所３号機は、先行ＡＢＷＲプラントと原子炉冷却材再循環系の電源構成が異な

るプラントであるが、この過渡特性の特徴を的確に把握してＲＥＬＡＰ５／ＭＯＤ１／ＪＩＮＳ

／Ｂコードにより模擬し、解析した。 

その結果、島根原子力発電所３号機の「外部電源喪失」事象が当該指針に示される判断基準を

満足することを確認するとともに、設置変更許可申請書の添付書類に記載されている当該事象に

係る解析結果は妥当なものと判断した。 

以上の内容を内閣府原子力安全委員会事務局及び原子力安全委員会へ報告した。（本業務は内

閣府原子力安全委員会事務局の求めに応じて実施したものである。） 

 

 

１．７．２経済産業大臣による要求 

独立行政法人原子力安全基盤機構法第１６条第１項の規程に基づく経済産業大臣のからの要求は

なかったが、平成１６年８月９日に発生した美浜発電所３号機２次系配管破損事故については、保安

院からの要請を踏まえ、以下の取り組みを行った。 

（１）機構の取り組み 

美浜発電所３号機２次系配管破損事故は１１名の死傷者がでる我が国の原子力発電所では例を見

ない重大な結果をもたらした事故であった。機構としては、初の大規模な事故・災害への緊急時対

応であり、保安院からの要請も踏まえ、理事長の指示により機構をあげて体制を組んで 優先で取

り組み、保安院を支援した。 

 

 

（２）初期対応 

初期対応については、事故発生の情報を入手するとほぼ同時にＥＲＳＳの起動準備を速やかに実

施する（８分後）し、所要の職員を待機させた。 

また、保安院の要請に基づき、保安院、美浜オフサイトセンター及び福井県庁との間のテレビ会
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議システムを迅速に構成し（２５分後）、福井県知事と保安院長とのテレビ会議の実施を支援した。  

また、事故が発生したその日の内にサリー２号機事故等海外の同種事故を緊急に調査し、２６例

につき保安院に報告した。 

さらに徹夜態勢で、事故の内容をまとめるとともに、海外の１２の国及び機関に連絡し、ＮＵＣ

ＬＥＯＮＩＣＳ ＷＥＥＫ等で日本が初めて事故につきＲｅａｌ Ｔｉｍｅで情報を流した。 

 

 

（３）事故調査への貢献 

事故調査への貢献については、事故直後、経済産業大臣からの立入検査の実施についての指示に

基づき、破断した配管について、非破壊検査に関する専門知識を有した者を含む７名の当機構職員

により肉厚測定を実施し、その結果を速やかに経済産業大臣に報告した。 

また、その後の事故原因究明の一環として破損部分の調査にあたり、当該作業の専門家として当

機構職員に要請があり、非破壊検査技術を習得した者を測定作業のため派遣した。 

第２回事故調査委員会では、保安院より原因調査については原研と協力して当機構が統括して実

施することが公表され、これを受け、緊急に機構内に対策の体制を組み原因調査に当たった。 

具体的には、保安院から、基本的な事故原因解明に役立つ流況解析及び配管破損挙動解析を実施

し成果を短期間でまとめるよう強く要請された。 

このため、減肉量分布を定量的に説明するために、計算時間のかかる詳細な３次元乱流解析を当

機構並列計算機をフル稼働させ実施した。 

また、解析結果の信頼性を向上させるため、原研においても当機構と同条件で平行して計算を実

施するよう委託したが、それぞれのアウトプットを相互に活用し解析評価の効率を向上すると共に、

解析の一部にアウトソーシングを活用して実施し短時間に膨大な評価作業を実施した。 

この結果、これまでは配管減肉量の評価手法は減肉 大値のみを与える実験相関式しかなかった

が、今回、壁面乱流エネルギーと減肉量との密接な関係を明らかにすることで、３次元乱流解析に

より減肉量分布の予測が可能なことを初めて示した。 

さらに、配管破損挙動解析を実施し、事故後の計測データ等との比較により、配管破損口拡大や

放出エネルギーの事故時挙動を有効に模擬できることを示した。 

 

 

（４）既存業務への影響 

安全情報部を中心に多くの職員が美浜発電所３号機２次系配管破損事故対応に従事することにな

り、計画で定められた既存の業務に支障を来す恐れも多分にあったが、担当各部において、工夫を

して当初どおり、業務によっては予想以上の成果を上げることができた。 

 

 

１．８ その他経済産業省令で定められた記載事項 
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１．８．１ 人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。） 

（１）方針 

業務量の増加に対しては、既存業務の合理化を図ることにより可能なかぎり配置転換による人員

を充てるとともに、外部人材の積極的活用を図ることにより対応した。 

 

 

（２）人員に係る指標 

期末の常勤職員数が期初の計画数を上回ることとならないよう、慎重に職員の採用を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


