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１．委員会設置の経緯等 
試験研究等外部評価委員会（以下、「委員会」という。）は、独立行政法人原子力安全基

盤機構（以下、「機構」という。）の中期目標及び中期計画を踏まえて調査、試験及び研究

について適切なテーマの選定、事業計画策定、進捗状況管理及び成果の客観的評価のため

に、平成１５年度に機構内に設置された。 

平成１６年度評価においては、経済産業省独立行政法人評価委員会原子力安全基盤機構

部会の指摘を踏まえて、安全性に関する解析及び評価に関する業務（クロスチェック解析

等を除く）についても評価の対象とされ、新たに３名の専門家が委員に委嘱された。 

委員会等名簿を別紙１に記載する。 

 

２．評価の方法と評価の経緯 
平成１６年度の評価について、前年度と比較した場合の主な変更点は、解析評価業務

に係る事業が評価対象に追加されたことに加えて、当委員会における評価結果がプロジ

ェクト管理等に適切に反映されることを目的として、評価の指標を３段階から５段階に

したことがあげられる。 

具体的な評価は以下の方法に従って行った。 

 

２．１ 評価の方法 

① 事業の評価は、既存の核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会、地震・構造技術

分科会及びプラント技術分科会に加えて、安全解析分科会を新設し、合計５４事

業を、４つの分科会毎に、担当の委員が協議の上、事業毎に評価した。 

② 本委員会における個別事業毎の評価結果は、事業の管理に適切に反映されること

を目的としており、また、機構内の事業の担当者に対するインセンティブの付与

という役割も担っていることから、従来の３段階評価を５段階評価に変更した。 

 なお、経済産業省独立行政法人評価委員会原子力安全基盤機構部会における実

績評価では、中期目標の大区分ごとの総合的な判断が求められており、その評価

指標は３段階となっている。したがって、今後、当委員会の評価結果が活用され

るに当たっては、個別事業に係る評価指標という性格の違いから単純な相互換算

はできないが、当委員会の５段階評価と上記の３段階評価の関係は、概ね表－１

のようなものと考える。 

③ 各分科会においては、評価対象事業を、「継続事業（１６年度新規事業を含む）」

と「１６年度終了事業（単年度事業はこれに該当）」に区分して、表－２に示す指

標に従って５段階（Ⅰ～Ⅴ）で事業毎に評価を行い、評点を付けるとともにコメ

ントを付した。また、評価の際には、「テーマの選定」、「マネジメント」、「成果」、

「成果の活用」という４つの視点（詳細は表－３参照）を適宜考慮しながら評価

を行った。 

④ 「１７年度新規事業」については、その成果物の原子力安全確保上の緊急性、必

要性、基盤的意義の視点から、テーマの選定及び事業計画に関しその妥当性、修
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正意見、留意点等をコメントすることとし、評点は付けないこととした。 

⑤ 分科会毎に採点された評価については、委員会において審議の上議決した。 
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表－１ ５段階評価と３段階評価の関係 

 

　　　　５段階評価 ３段階評価

Ⅰ：当初計画を大幅に上回る成果･進捗がある Ａ：中期目標の達成に向け業務が十分に進展している
　　・安全規制の高度化に顕著な貢献をした場合等

Ⅱ：的確かつ着実に実施している Ｂ：中期目標の達成に向け概ね適切に業務が進められている
Ⅲ：概ね着実に実施している 　　・基本的業務を的確かつ着実に実施した場合

Ⅳ：かなりの改善事項がある Ｃ：中期目標の達成向け行うべきかなりの業務改善事項がある
Ⅴ：重大な問題がある

試験研究等外部評価委員会の５段階評価の
指標（継続事業の評価のケース）

経済産業省独立行政法人評価委員会原子力安全基盤機構部会の
３段階評価の指標（各事業年度に係る評価のケース）
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表－２ 評価の指標 

 

① 継続事業（１６年度新規事業を含む） 

 指   標 

Ⅰ 当該年度計画を大幅に上回る成果・進捗がある 

Ⅱ 
的確かつ着実に実施している 

（改善すべき事項がほとんどない） 

Ⅲ 
概ね着実に実施している 

（小さな改善すべき事項がいくつかある） 

Ⅳ 
かなりの改善すべき事項がある 

（年度計画の見直し等が必要である） 

Ⅴ 
重大な問題がある 

（プロジェクトの中止又は縮小が必要である） 

 

② 平成１６年度終了事業（単年度事業はこれに該当） 

 指   標 

Ⅰ 
事業目標を十分に達成した 

（計画を大幅に上回る成果・進捗があった） 

Ⅱ 
事業目標を達成した 

（的確かつ着実に実施した） 

Ⅲ 
事業目標を概ね達成した 

（概ね着実に実施した） 

Ⅳ 
事業目標の達成が不十分 

（かなりの改善すべき事項があった） 

Ⅴ 
事業目標が達成されていない 

（重大な問題があった） 
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表－３ 評価をする際の主要な視点・ポイント 

 

１．テーマ選定 ① 規制ニーズへの適合性 

２．マネジメント ① 事業計画の妥当性 

② 事業の進捗管理の妥当性 

③ 最新知見や緊急課題への取り組み等情勢変化への対応の妥当性 

④ 事業運営の効率的な実施 

３．成果 ① 事業計画と比較した事業の達成度 

４．成果の活用 ① 規格・基準化、事故トラブル原因究明、安全規制の高度化等の 

安全規制への貢献度 

② 国内外関係機関等への情報発信の質と頻度 
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２．２ 委員会及び分科会の開催経緯 

平成１６年度の評価を実施するに当たっては、以下のとおり３回の委員会と計１３回

の分科会を開催し、評価の基本的考え方及び実施方法について検討するとともに、事業

実施の担当部署から事業成果等について資料を用いて説明を受けた後に、評価を行った。 

 

◆ 平成１６年１２月 ６日 平成１６年度 第１回 試験研究等外部評価委員会 

◆ 平成１７年 ２月 ７日        第２回 試験研究等外部評価委員会 

◆       ５月２５日        第３回 試験研究等外部評価委員会 

 

○ ３月１６日 第１回 核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会 

○ ４月 ４日 第２回 核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会 

○ ４月２１日 第３回 核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会 

○ ５月１６日 第４回 核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会 

 

○ ４月 １日 第１回 地震・構造技術分科会 

○ ４月２６日 第２回 地震・構造技術分科会 

○ ４月２８日 第３回 地震・構造技術分科会 

 

○ ３月 ８日 第１回 プラント技術分科会 

○ ４月 ４日 第２回 プラント技術分科会 

○ ４月２２日 第３回 プラント技術分科会 

 

○ ３月２４日 第１回 安全解析分科会 

○ ４月１１日 第２回 安全解析分科会 

○ ４月２５日 第３回 安全解析分科会 
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３．評価結果 
３．１ 評価結果のまとめ 

１６年度評価対象の５４事業の評価結果（一覧）のまとめを表１に示す。また、中期

目標／年度計画と評価対象事業との対応を別紙２に、個別事業毎のコメントを別紙３に

まとめた。 

 

表１ 各事業の評価結果（一覧） 

No. 評 価 対 象 事 業 名 評価

立－１ 原子力発電施設検査技術実証 Ⅰ 

立－２ シュラウド等の非破壊検査技術実証事業 Ⅱ 

立－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 Ⅱ 

立－４ 複雑形状部機器配管健全性実証事業 Ⅲ 

立－５ 原子力用ステンレス鋼の耐応力腐食割れ実証事業 Ⅱ 

立－６ 原子力発電立地調査等 Ⅳ 

立－７ 原子力発電施設耐震信頼性実証等 Ⅱ 

立－８ 原子力施設の非線形地盤・構造物相互作用試験及び基準整備 Ⅲ 

立－９ 経年設備の耐震安全評価手法の整備 Ⅱ 

立－10 高燃焼度９×９型燃料信頼性実証 Ⅰ 

立－11 １／３炉心混合酸化物燃料信頼性実証 Ⅱ 

立－12 全ＭＯＸ炉心核設計手法信頼性実証試験 Ⅱ 

立－13 原子力施設のアクシデントマネジメントに係る知識ベースの整備 Ⅱ 

立－14 人間・組織等安全解析調査等 Ⅰ 

立－15 原子力施設等の耐震性評価技術に関する試験および調査 － 

立－16 原子力プラント機器健全性実証事業 － 

立－17 原子力用機器材料の非破壊検査技術実証事業 － 

立－18 シビアアクシデント晩期の格納容器閉じ込め性能維持に関する研究 － 

立－19 核燃料施設検査技術等整備（再処理施設の安全基盤整備に関わる調査） － 

利－１ 高燃焼度燃料安全裕度確認試験 Ⅱ 

利－２ ＭＯＸ燃料加工施設安全技術調査等（閉じ込め性能等調査） Ⅱ 

利－３ 中間貯蔵施設健全性評価手法等調査 Ⅰ 

利－４ 貯蔵燃料長期健全性等確認試験 Ⅱ 

利－５ 
発電用原子炉廃止措置工事環境影響評価技術調査 

（研究開発段階発電用原子炉施設の廃止措置に係る調査） 
Ⅲ 

利－６ 解体廃棄物管理調査 Ⅱ 

利－７ 廃棄事業許可等における計算解析等 Ⅰ 

利－８ 放射性廃棄物処分の安全評価技術に係る調査 Ⅱ 
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No. 評 価 対 象 事 業 名 評価

利－９ 高経年化対策技術基盤調査 Ⅱ 

利－10 照射誘起応力腐食割れ進展評価手法の調査研究 Ⅱ 

利－11 ニッケル基合金応力腐食割れ進展評価手法の調査研究 Ⅱ 

利－12 原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究 Ⅲ 

利－13 高経年化関連安全対策技術高度化調査 Ⅱ 

利－14 原子力プラント照射材料安全補修溶接技術 Ⅱ 

利－15 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等） Ⅱ 

利－16 炉内構造物等特殊材料溶接部検査技術調査 Ⅲ 

利－17 高経年化対策関連技術調査 － 

利－18 原子力プラント機器高度安全化対策技術 － 

利－19 Ni 基合金溶接部構造健全性評価の技術調査 － 

利－20 返還廃棄物の確認手法に関する調査 － 

利－21 クリアランス制度の整備に関わる調査 － 

利－22 中間貯蔵施設基準体系整備事業 － 

安－１ ＰＳＡを用いた安全対策の解析評価 Ⅲ 

安－２ 耐震安全性及び構造安全性確認のための解析評価 Ⅲ 

安－３ 再処理施設等の安全性確認のための解析評価 Ⅲ 

安－４ 安全規制の高度化のためのＰＳＡ活用の検討 Ⅰ 

安－５ 耐震設計指針高度化のための検討 Ⅰ 

安－６ 地震ＰＳＡ活用の検討 Ⅰ 

安－７ 再処理施設、ウラン加工施設等のＰＳＡ／ＩＳＡ手法の検討 Ⅱ 

安－８ 熱流動解析コード Ⅱ 

安－９ 炉物理、遮へい、被ばく解析コード Ⅱ 

安－10 シビアアクシデント解析コード Ⅰ 

安－11 安全審査関連データベースの整備 Ⅱ 

安－12 耐震解析、構造解析コード Ⅱ 

安－13 再処理施設等、中間貯蔵施設及び廃棄物埋設処分の解析コード Ⅱ 

（注）１７年度新規事業については評点を付けないため、「評価」の欄を「－」として

いる。 
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３．２ 業務全般に係るコメント及び感想等の概要 

個別事業毎のコメントに加え、試験研究等業務全般に係るコメント、評価を終えての

感想、機構に対する期待なども出されたので、別紙４に示す。また、これらの主要なも

のの概要を以下に示す。 

 

○ 規制のニーズを明確化し、それに対する必要な成果を想定した上で、その成果を

求める道筋を明確化すべきである。 

 

○ 事業の優先度を明らかにする必要がある。このため、機構の中で、どの課題に優

先的に取り組むかを考えるべきである。国の原子力の安全規制の中で何が一番重

要か考え、これをいつまでに実施するか検討することが重要である。 

 

○ 全般的に「成果」と「成果の活用」が弱いと考える。今まで得られた成果をステ

ップ毎に確認すれば残された課題が明らかになる。 

 

○ 機構は、保安院などの重要なシンクタンクとして機能することが必要である。こ

のため、委託された課題や要請された課題を自ら十分に検討してから独自の主張

をすべきである。もし、保安院等と結論が異なる場合には、しっかり議論するこ

とが必要である。 

 

○ 昨年度の指摘に基づき、密接な関連をもつ複数の事業が統合されたが、事業の統

合により試験・研究等の対象が広がった場合には、テーマ選定やその事業計画に

ついて、重要度・緊急度・効果等を慎重に検討して、統合のメリットが発揮され

るよう格段の配慮をする必要がある。 

 

○ ＩＣＲＰ－６０の勧告で、それまでの as low as practicable から as low as 

reasonably achievable に変わったため、必要以上に保守的な前提の下で、研究

開発を進めたり、規制を考える必要はない。原子力の現場で何が起こっているか

を十分理解した上で事業を実施することが重要である。 

 

○ 実験を伴う安全研究については国内の学会、国際会議の場で数多く発表されてい

るが、その成果を長期間残すことは難しいので、可能であれば、覆面の査読者の

いる学術誌に投稿や発表することを勧める。 

 

○ 機構においても、大学や基礎研究機関との共同研究を通して、基礎研究を行うこ

とは大きな意義がある。また、このような基礎研究においては、研究期間を１年

に限定しないで、複数年にするなど柔軟な対応が必要である。 
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○ ＵＴ、ＥＣＴを用いたＳＣＣの検査技術、ＳＣＣに関する試験、ＳＣＣの解析モ

デルの開発に係る事業の調査・解析・試験の結果はそれぞれ関連を持つため、密

接に情報交換を行い連携した上で、効率良く事業を行うことが重要である。 

 

○ 放射性廃棄物に関する課題、クリアランスとデコミッションに関する課題、燃料

と中間貯蔵に関する課題もそれぞれ相互に関係している。このため、事業の担当

者同士が相互理解を深める場を数多く設けることが望まれる。 

 

○ 規制者側は全ての事業者の放射性廃棄物の管理の全般にわたって深く知り得る立

場にあるので、知り得た知識を何らかの機会に活用するよう努めてもらいたい。 

 

○ 電子計算機コードを利用する事業を行う場合には、そのコード内容を十分理解し

た上で利用する必要がある。可能な範囲で、必要なコードを導入してその内容を

検討することが必要である。 
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４．評価結果の取扱い 
経済産業省の独立行政法人評価委員会原子力安全基盤機構部会では、機構の試験研究

等業務の評価に当たっては積極的に本委員会の評価結果を活用することとされている。

また、各事業を評価するに当たっては、評点だけでなく、コメントや助言を付しており、

本委員会の評価結果は、今後の機構の試験研究等業務の改善・向上のために寄与するこ

とを期待したい。 

 

以上 
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（平成 17 年 3 月 31 日まで） 

委員長代理 井 上  晃 東京工業大学名誉教授 

秋 山  宏 日本大学 総合科学研究所 教授 

岡  芳 明 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

岡 村 弘 之 東京理科大学長 

衣 笠 善 博 東京工業大学 大学院総合理工学研究科 教授 

工 藤 和 彦 九州大学大学院 工学研究科 教授 

柴 田 明 徳 東北文化学園大学 科学技術学部 教授 

中 澤 正 治 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

原  文 雄 東京理科大学 工学部機械工学科 教授 

古 屋 廣 高 九州大学名誉教授 

松 本 史 朗 埼玉大学 工学部応用化学科 教授 

（敬称略） 

核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会 

石 榑 顕 吉 埼玉工業大学 先端科学研究所 教授 

（平成 17 年 3 月 31 日まで） 

中 澤 正 治 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

古 屋 廣 高 九州大学名誉教授 

（敬称略） 

地震・構造技術分科会 

秋 山  宏 日本大学 総合科学研究所 教授 

衣 笠 善 博 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 教授 

原  文 雄 東京理科大学 工学部機械工学科 教授 

（敬称略） 

プラント技術分科会 

井 上  晃 東京工業大学名誉教授 

岡 村 弘 之 東京理科大学長 

工 藤 和 彦 九州大学大学院 工学研究科 教授 

（敬称略） 

安全解析分科会 

岡  芳 明 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

柴 田 明 徳 東北文化学園大学 科学技術学部 教授 

松 本 史 朗 埼玉大学 工学部応用化学科 教授 

（敬称略） 

事務局  独立行政法人 原子力安全基盤機構 

企画部 企画グループ 

別紙１ 
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(継続テーマ)

№ 中期目標No. 年度計画の項目 評価対象事業名 分科会 備考

立-1 Ｄ１Ｂ(1)① 原子力発電施設検査技術実証 原子力発電施設検査技術実証 プ H16終了

立-2 Ｄ１Ｂ(1)② シュラウド等の非破壊検査技術実証事業 シュラウド等の非破壊検査技術実証事業 プ

立-3 Ｄ１Ｂ(1)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 実用原子力発電設備環境中材料等疲労信頼性実証事業 プ

立-4 Ｄ１Ｂ(1)④ 複雑形状部機器配管健全性実証事業 複雑形状部機器配管健全性実証事業 プ

立-5 Ｄ１Ｂ(1)⑤ 原子力用ステンレス鋼の耐応力腐食割れ実証事業 原子力用ステンレス鋼の耐応力腐食割れ実証事業 プ

立-6 Ｄ１Ｂ(2)① 地震波伝ぱ特性評価 原子力発電立地調査等 地

立-7 Ｄ１Ｂ(2)② 原子炉施設の耐震性評価 原子力発電施設耐震信頼性実証等 地

立-8 Ｄ１Ｂ(2)③ 地盤・建屋系の耐震性に関する試験等 原子力施設の非線形地盤・構造物相互作用試験及び基準整備 地

立-9 Ｄ１Ｂ(2)④ 経年設備の耐震性に関する試験等 経年設備の耐震安全評価手法の整備 地

立-10 Ｄ１Ｂ(3)① 燃料集合体信頼性実証試験 高燃焼度9×9型燃料信頼性実証 サ

立-11 Ｄ１Ｂ(3)① 燃料集合体信頼性実証試験 1／3炉心混合酸化物燃料信頼性実証 サ

立-12 Ｄ１Ｂ(3)② 全ＭＯＸ炉心核設計手法信頼性実証試験 全ＭＯＸ炉心核設計手法信頼性実証試験 プ

立-13 Ｄ１Ｂ(4) アクシデントマネージメント知識ベース整備 原子力施設のアクシデントマネジメントに係る知識ベースの整備 プ

立-14 Ｄ１Ｂ(5) 人間・組織の調査分析等調査 人間・組織等安全解析調査等 プ

(H17新規テーマ)

立-15

Ｄ１Ｂ(2)①
Ｄ１Ｂ(2)②
Ｄ１Ｂ(2)③
Ｄ１Ｂ(2)④

原子力施設等の耐震性評価技術に関する試験および調査 地
H17新規(統合+新規)
(立7+立8+立9+新規)

立-16
Ｄ１Ｂ(1)③
Ｄ１Ｂ(1)④
Ｄ１Ｂ(1)⑤

原子力プラント機器健全性実証事業 プ
H17新規(統合のみ)
(立3+立4+立5)

立-17
Ｄ１Ｂ(1)②
Ｄ２Ｂ(1)⑦

原子力用機器材料の非破壊検査技術実証事業 プ
H17新規(統合+新規)
(立2+利16+新規)

立-18 Ｄ１Ｂ(4)② シビアアクシデント晩期の格納容器閉じ込め性能維持に関する研究 プ H17新規

立-19 核燃料施設検査技術等整備(再処理施設の安全基盤整備に関わる調査) サ H17新規

中期目標/年度計画と評価対象事業との対応（立地勘定分）

 

（注）サ：核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会、地：地震・構造技術分科会、プ：プラント技術分科会、安：安全解析分科会 

別紙２ 
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(継続テーマ)

№ 中期目標No. 年度計画の項目 評価対象事業名 分科会 備考

利-1 Ｄ２Ａ(1) 高燃焼度燃料の安全裕度に関する調査及び試験 高燃焼度燃料安全裕度確認試験 サ

利-2 Ｄ２Ａ(2) 核燃料加工施設等の安全性に関する調査及び試験 ＭＯＸ燃料加工施設安全技術調査等（閉じ込め性能等調査） サ

利-3 Ｄ２Ａ(3)① 乾式キャスク等に関する試験及び調査 中間貯蔵施設健全性評価手法等調査 サ H16終了

利-4 Ｄ２Ａ(3)③ 燃料に関する調査及び試験 貯蔵燃料長期健全性等確認試験 サ

利-5 Ｄ２Ａ(4)① 解体工事による周辺環境への影響に係る調査
発電用原子炉廃止措置工事環境影響評価技術調査
（研究開発段階発電用原子炉施設の廃止措置に係る調査）

サ

利-6 Ｄ２Ａ(4)② 廃止措置に伴う諸課題及びその対策等に係る検討 解体廃棄物管理調査 サ

利-7 Ｄ２Ａ(5)① 低レベル放射性廃棄物に係る調査、検討等 廃棄事業許可等における計算解析等 サ

利-8
Ｄ２Ａ(5)①
         ②

低レベル放射性廃棄物に係る調査、検討等
高レベル放射性廃棄物に係る調査、検討等

放射性廃棄物処分の安全評価技術に係る調査 サ

利-9 Ｄ２Ｂ(1)① 高経年化対策技術基盤調査 高経年化対策技術基盤調査 プ

利-10 Ｄ２Ｂ(1)③ 高経年化対策関連技術調査等 照射誘起応力腐食割れ進展評価手法の調査研究 プ

利-11 Ｄ２Ｂ(1)③ 高経年化対策関連技術調査等 ニッケル基合金応力腐食割れ進展評価手法の調査研究 プ

利-12 Ｄ２Ｂ(1)③ 高経年化対策関連技術調査等 原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究 プ

利-13 Ｄ２Ｂ(1)③ 高経年化対策関連技術調査等 高経年化関連安全対策技術高度化調査 プ

利-14 Ｄ２Ｂ(1)④ 原子力プラント照射材安全補修技術 原子力プラント照射材料安全補修溶接技術 プ H16終了

利-15 Ｄ２Ｂ(1)⑥
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）

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等） プ

利-16 Ｄ２Ｂ(1)⑦ 炉内構造物等特殊材料溶接部検査技術調査 炉内構造物等特殊材料溶接部検査技術調査 プ

(H17新規テーマ)

利-17 高経年化対策関連技術調査 プ 新規(統合のみ)
(利9+利10+利12+利13)

利-18 原子力プラント機器高度安全化対策技術 プ H17新規(既存+新規)
(利15+新規)

利-19 Ni基合金溶接部構造健全性評価の技術調査 プ H17新規(既存+新規)
(利11+新規)

利-20 返還廃棄物の確認手法に関する調査 サ H17新規

利-21 クリアランス制度の整備に関わる調査 サ H17新規

利-22 Ｄ２Ａ(3) 中間貯蔵施設基準体系整備事業 サ H17新規

中期目標/年度計画と評価対象事業との対応（利用勘定分）

 

（注）サ：核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会、地：地震・構造技術分科会、プ：プラント技術分科会、安：安全解析分科会 
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№ 中期目標No. 年度計画の項目 評価対象業務名 分科会 備考

安－１

Ｂ１（１）①
Ｂ１（３）②
Ｂ１（３）③
Ｂ２（２）①

定期安全レビュー（ＰＳＲ）に係る評価業務
原子炉施設を構成する設備の機械的強度等の技術基準に係る業務
研究開発段階炉のＰＳＡ
安全解析コードの開発・改良整備

PSAを用いた安全対策の解析評価 安

安－２

Ｂ１（１）⑤
Ｂ１（３）①
Ｂ１（３）②
Ｂ１（３）③

原子炉施設等の安全性評価業務
事象評価に係る業務
原子炉施設を構成する設備の機械的強度等の技術基準に係る業務
研究開発段階炉のＰＳＡ

耐震安全性及び構造安全性確認のための解析評価 安

安－３ Ｂ１（１）⑤ 原子炉施設等の安全性評価業務 再処理施設等の安全性確認のための解析評価 安

安－４

Ａ１（１）①
Ｂ１（１）②
Ｂ１（１）③
Ｂ１（２）②
Ｂ２（２）①
Ｄ１Ａ（２）②

リスク情報に基づく検査制度の開発整備
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
「安全目標」に係る評価業務
ＰＳＡ手法の整備に係る業務（原子炉施設）
安全解析コードの開発・改良整備
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

安全規制の高度化のためのＰＳＡ活用の検討 安

安－５
Ｂ１（１）④
Ｂ２（２）①

耐震設計審査指針高度化等に係る評価業務
安全解析コードの開発・改良整備

耐震設計指針高度化のための検討 安

安－６ Ｂ２（２）① 安全解析コードの開発・改良整備 地震ＰＳＡ活用の検討 安

安－７

Ａ１（１）①
Ｂ１（２）③
Ｄ１Ａ（１）①
Ｄ１Ａ（１）③

リスク情報に基づく検査制度の開発整備
ＰＳＡ手法の整備に係る業務（原子力施設）
国内外の整備状況等の調査・分析
国際機関における基準類整備活動への参画

再処理施設、ウラン加工施設等のＰＳＡ／ＩＳＡ手法の検討 安

安－８
Ｂ１（１）⑤
Ｂ１（２）①
Ｂ２（２）①

原子炉施設等の安全性評価業務
解析コードの開発・改良整備
安全解析コードの開発・改良整備

熱流動解析コード 安

安－９
Ｂ１（２）①
Ｂ２（２）①

解析コードの開発・改良整備
安全解析コードの開発・改良整備

炉物理、遮へい、被ばく解析コード 安

安－10 Ｂ１（２）② ＰＳＡ手法の整備に係る業務（原子炉施設） シビアアクシデント解析コード 安

安－11 Ｂ１（１）⑥ 原子炉施設関連データベースの整備 安全データベースの整備 安

安－12
Ｂ１（２）①
Ｂ２（２）①

解析コードの開発・改良整備
安全解析コードの開発・改良整備

耐震解析、構造解析コード 安

安－13 Ｂ２（２）① 安全解析コードの開発・改良整備 再処理施設等、中間貯蔵施設及び廃棄物埋設処分の解析コード 安

中期目標/年度計画と評価対象業務との対応

 

（注）サ：核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会、地：地震・構造技術分科会、プ：プラント技術分科会、安：安全解析分科会 



 

 

16

評 価 結 果 

No. 評価対象事業 評価 コメント 

立－１ 原子力発電施設検査技術実証 Ⅰ 

１） 各種のＵＴ法を用いて評価不要欠陥寸法導入の提案がなされ、欠陥サイジング

に関して精度の向上が図られた。本事業の成果が維持基準、ＵＴ探傷試験指

針、ＪＥＡＧなどに採用された。異材継手部における探傷が今後の課題であるが、

別の事業として立ち上げられた。 

立－２ シュラウド等の非破壊検査技術実証事業 Ⅱ 

１） SUS316 材の SCC 問題は大きい影響を持つ。17 年度から利 16 との統合が図ら

れるが、進展を期待する。フェーズドアレイＵＴ法を主に用いているが、立 1 で検

討されたタンデム法など他の方法との比較は十分なのか。UT と ECT とを組み合

わせて精度向上が図られるのか、成果の整理が見えにくい。短期間の事業であ

るので速やかな進展を望むとともに、事業途中でも積極的な成果の公表がなさ

れ、他の関連したテーマとの比較検討がなされることを望む。 

立－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 
Ⅱ 

１） ＢＷＲ条件ＳＵＳ３０４の流量効果試験データで流速による傾向の結論を出すの

は未だ不十分である。 終的に、寿命評価に繋がるＦｅｎの式中に流速：Ｖの因

子を入れることを目的であるとすると、ＢＷＲ条件のデータを補充して、流速の系

統的な影響を、早急に確認することが望まれる。このことは、ＢＷＲ試験の結果

の検討からＰＷＲ条件で流量効果試験を実施することに疑義をはさむものではな

い。 

２） 流速効果試験の結果の解釈は、慎重であってほしい。流速効果は、亀裂先端近

傍でのイオン分布などの電気化学的状態の変化などによるものとすると、亀裂面

と流れ方向の角度や、人工亀裂と自然亀裂の亀裂面間隔の差など影響を受ける

ことも考えられる。 

３） 構造健全性評価において極めて重要な疲労寿命式が体系的な実験に基づいて

得られた。優れた成果である。将来別途、歪波形あるいは高歪保持時間の寿命

に及ぼす影響を推定できるようになることが望ましい。 

４） 多くの成果が得られており、規格基準の制定に寄与している。この種の実証事業

はデータが多く得られれば信頼性は増すであろうが、今後どこまで精度を求めて

いくのかについて、これまでの成果の検証と目標設定が必要なのではないか。 

立－４ 複雑形状部機器配管健全性実証事業 Ⅲ 

１) 構造的・溶接による材料組成的に２次元あるいは３次元の検討が必要な複雑形

状溶接部の残留応力評価とき裂進展評価を目的として、本年度は、ＦＥＮ解析に

必要な解析モデルの妥当性が検討され、応力拡大係数に関する簡易解の有用

性を明らかにしたことは、有意な成果と考えられる。本年度は中期に当たるが、

所定の計画工程に遅延なく、解析・試験が進められている。 

別紙３ 
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No. 評価対象事業 評価 コメント 

２) 難しい課題であるが取り組む価値がある。残留応力の測定については、着実な

成果が得られている。K 値漸減下におけるき裂進展挙動については、本年度の

実験結果では基本的挙動についての見通しが立っていない。次年度以降の亀裂

進展,停留挙動の試験片については、さらに検討が必要と思われる。本年度の実

験においても、DCB 試験片に圧縮荷重を付与する試験片のみならず、Tapered- 

あるいは Contour-DCB(機械的変位制御）などを選択する余地はなかったのか。 

本研究で用いられた試験片は力学的不静定度が高いため、Ｋ値の信頼性に疑

問の余地がありうる。 

３） 複雑形状部のき裂の進展量を溶接残留応力に基づいて評価する手法に関する

事業であるが、実炉について得られたき裂に関するデータ（利 11、利 16、利 19、

立 2、立 17 など）との比較により評価法がより改善されるのではないか。 

立－５ 原子力用ステンレス鋼の耐応力腐食割れ実証事業 Ⅱ 

１） 本事業でＰＬＲ配管溶接部の供試体の製作がほぼ終了し、溶接部で生じたき裂

進展経路を考慮した種々の試験マトリックスで、今後溶接部熱影響部の組織構

造と関連した詳細なき裂進展速度データが得られるものと判断される。また、今

後の高温高圧水循環の曲げ試験による実証試験の妥当性についても検討され、

全体的なマネジメントも適切に行われ、定荷重ＳＣＣ進展試験も計画通り進展し

ている。 

２） 成果の積極的な公表を望む。 

立－６ 原子力発電立地調査等 Ⅳ 

１） 地震基盤における地震波を基礎とすることの合理性の立証を重視すべきであ

る。 

２） 原子力施設の耐震安全性上、重要なテーマであり、耐震指針高度化にも取り上

げられる予定であった。しかし、事業の進展が原安委の検討に間に合っていない

ことから、マネジメントはⅣと評価した。成果は「技術的課題の背景」と乖離してお

り、その活用も「テーマ選定」に記されたニーズと合っていないことからⅤと評価し

た。 

３） 目標達成（規制当局に提案できる設計用基準地震動の評価法の確立）に向けて

の試験マネジメントが十分とはいえない。 

４） はぎ取り解析による応答スペクトルの信頼度解析が十分にされていない。また、

その信頼度が設計用基準地震動の策定法として十分か解明されていない。信頼

性が高い地震基盤における設計用基準地震動の評価法が確立したとは言いが

たい。 

５） 成果の活用に向けた ｒｏａｄ ｍａｐ を示すべきである。 

立－７ 原子力発電施設耐震信頼性実証等 Ⅱ 
１） これまでの成果を踏まえ、機器系の耐震性評価手法の体系化を行うべきであ

る。 
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No. 評価対象事業 評価 コメント 

２） 重要かつＪＮＥＳにふさわしいテーマと評価。マネジメントは、実証試験・耐力試

験・フラジリティーカーブを求める試験の区別及び試験対象機器の選定に関する

説明が明確で無かったのでⅡと評価。成果の活用は 17 年度となっていることか

ら、とりあえずⅢと評価。 

３） 機能限界を知る上で実機試験の入力の設定（既往の２倍以上）の妥当性を評価

すること。 

４） 成果の地震 PSA への活用の実績とその方法（ｒｏａｄ ｍａｐ）を検討すること。 

５） 実機試験が不可能のときの耐震限界を実証する方法論を確立すること。 

立－８ 
原子力施設の非線形地盤・構造物相互作用試験及

び基準整備 
Ⅲ 

１） 発破震源の特殊性の把握とその影響を取り除く評価手法が求められる。 

２） テーマ選定に関しては、本試験が原子力の耐震安全性確保上不可欠であるとの

説明が不十分。マネジメントに関しては、2 年間の FS を設けたことを評価する。16

年度の予備観測で得られたデータが実規模施設に適合できるか否かの検討（ス

ケール効果の検討）が行われていないことからⅣと評価。成果の活用は 17 年度

以降のため、とりあえずⅢと評価。 

３） 大規模発破による人工地震を用いた試験法の妥当性の調査は有効であったと

考える。 

４） 成果の具体的活用について事前に十分検討しておき、その活用のためには、ど

のような試験結果を取得すべきかを明らかにし、試験法の策定、試験結果の評

価に役立つ試験実施要綱を策定すること。 

立－９ 経年設備の耐震安全評価手法の整備 Ⅱ 

１） 経年変化による欠陥の標準化と欠陥の耐震性に及ぼす影響の明確化が望まれ

る。 

２） 重要かつＪＮＥＳにふさわしいテーマと評価。評価対象機器の選択は、計画的・長

期的な視野で行われるべき（シュラウドや減肉のように緊急を要する課題は別予

算を獲得して実施すべき事業と思慮する）。また、PLM は早急に取り上げるべき

課題であり、年度展開は悠長に過ぎる。これらのことからマネジメントはⅢと評

価。成果及びその活用は 17 年度以降のため、とりあえずⅢと評価。 

３） この事業で達成すべき成果の具体的項目を明らかにし、それらを得るため、当該

試験体モデルの妥当性を評価して下さい。 

４） 成果の具体的活用について事前に十分検討しておき、その活用のためには、ど

のような試験結果を取得すべきかを明らかにし、試験法の策定、試験結果の評

価に役立つ試験実施要綱を策定すること。 
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No. 評価対象事業 評価 コメント 

立－１０ 高燃焼度９×９型燃料信頼性実証 Ⅰ 

１） 本研究は、我が国の BWR 燃料の信頼性を長年にわたり追求して、問題点を抽出

しその解決に当たっているその意義は大きい。今後は、１サイクル期間（定期検

査と定期検査の間）の延長に役立ててほしい。 

２） 中国電力島根発電所１号機での燃料集合体の支持子の位置ずれ及びコーナー

ロッドでの酸化膜厚さ増大等は、比較的中性子束が他の場所より大きい場所で

起こっているのでこの点に注目して考察するのも１案である。 

立－１１ １／３炉心混合酸化物燃料信頼性実証 Ⅱ 

１） プルサーマルの実施を控え、テーマの設定は適切である。 

２） 海外での MOX 燃料照射試験結果も多く公表されているので参考にしてほしい。 

３） 高燃焼度 ATR 燃料（E09 集合体）の結果も参考になると思います。 

４） 蛍光 X 線による Xe の分析は、MOX 燃料のみならず通常のウラン燃料でのリム

組織解明に役立つので利用してほしい。 

立－１２ 全ＭＯＸ炉心核設計手法信頼性実証試験 Ⅱ 

１） 全ＭＯＸ炉心の研究は長期間にわたり、段階的にデータを確認しつつ進展させる

ことが必要である。本事業は各年度ごとに試験計画を含めて詳細な事業計画を

立てて、国内外の諸機関と協力して着実に進展させている。試験の予定通りの

進捗と、今後も積極的な成果の公表を望む。 

立－１３ 
原子力施設のアクシデントマネジメントに係る知識ベ

ースの整備 
Ⅱ 

１） ＳＡ時の環境への影響緩和に係るＡＭにとって、重要度が大きく、複雑な流動・現

象を含んでいる複雑流路でのエアロゾルの分離・除去効果や格納容器サンプ水

中でのデブリ・コンクリート相互作用等について、実機の組成を用いた試験を国

際共同プロジェクトに参加して効率的に進めている。各国の専門家間の論議によ

るテーマ選定や試験のマネジメント管理は、ほぼ適切に行われていると判断され

る。一方、試験結果はエアロゾルやデブリ・コンクリート相互作用の挙動の解析コ

ードによる２次元解析と比較検討されており、各解析コードの内部モデル開発や

改良・検証に供用されている。今後、新しい知見が得られることが期待される。ま

た、研究成果の発信も国際会議等で活発に行われている。ただ、ＭＣＣＩ計画の

期間が３年間延期されが、この間の具体的な計画が、未だ、固まっていないこと

は試験の進展に支障が残るので、早急な対応が望まれる。 

２） ３つの大きい国際協力プロジェクトに参加しているが、それぞれが予定通り進展

するようマネジメントが重要である。事業予定年度の半ばであるが、今後成果の

とりまとめと発表が積極的に行われることを期待する。 

立－１４ 人間･組織等安全解析調査等 Ⅰ 

１） 本事業はソフト面からの原子力安全の基礎に関する重要なテーマである。近年

の原子力発電に発生した各種の問題には人的要因が大きく影響していることに

鑑み、安全文化の醸成に関する着実かつ具体的な取りまとめと提言、公表を望

む。16 年度は多くの調査のほか事例集の作成、事例の紹介システム、中央制御
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No. 評価対象事業 評価 コメント 

室の評価に関して当初の計画を越える進展があった。 

立－１５ 
原子力施設等の耐震性評価技術に関する試験およ

び調査 
－ 

（耐震安全性評価に関する基準類の調査） 

１） 対象とする技術基準、調査の目的を明確にし、調査内容・スケジュールを整理す

ること。 

２） JEAG 認証、地震後診断などの検討工程が遅い印象がある。ニーズ元の保安院

とよく調整すること。 

（地震・地震動に関する調査） 

１） この事業において、規制に対し何を助言するのか、検討のレベルと、プライオリテ

ィの分析、作業工程の整理が必要である。 

２） 背景および解決方法は示されているが、技術課題が明確になっていない。 

立－１６ 原子力プラント機器健全性実証事業 － 
（本事業は、立－３、立－４及び立－５の既存事業を統合したものであり、評価は当

該事業で実施している。） 

立－１７ 原子力用機器材料の非破壊検査技術実証事業 － 

１） 高経年化に向け、原子炉容器貫通部の非破壊検査技術の確立は、重要な課題

の１つである。テーマの選定や試験体の設計、基礎試験・シミュレーション解析評

価および実証試験に至る実施計画・マネージングおよび４年間の全体工程は妥

当と思われる。ただ、放射線下の狭隘部の計測であるので、小型可動プローブ

や設置法の開発は必要ないのか。利―１６の経験・成果が本事業に生かされる

ことを期待する。 

２） ＵＴ、ＥＣＴ探傷技術の高度化、サイジング精度の向上は検査技術として早急に

開発すべき課題である。今後成果の積極的な公表を望む。 

立－１８ 
シビアアクシデント晩期の格納容器閉じ込め性能維

持に関する研究 
－ 

１） ＳＡ晩期の格納容器閉じ込め機能の維持や現実的ソースタームの評価は晩期Ａ

Ｍの 重要課題である。ガス状ヨウ素のサンプ水からの再放出挙動研究と過剰

水素の処理対策は、ＳＡ晩期の格納容器内状況の把握とＡＭへの重要な知見を

あたえるもので、研究課題として時宜を得た提案であると判断する。研究実施に

際しての調査や実施内容も具体的であるので、新規事業として推奨される。た

だ、９年の長きに渡る試験期間で、過剰水素処理対策試験が、人的および経費

上の問題で、他の試験がほぼ終了する５年後からはじまるように計画されている

が、可能で有れば、２－３年早期にスタートした方が効率的ではないか。 

２） シビアアクシデントについてはいろいろな想定を踏まえて着実に行っていく必要

があるとともに、どのような事象まで想定するか並行して目標設定についても検

討しておく必要がある。成果発表を積極的に行っていくことを望む。 
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No. 評価対象事業 評価 コメント 

立－１９ 
核燃料施設検査技術等整備（再処理施設の安全基

盤整備に関わる調査） 
－ 

１） JNC の知見をどのようにうまく活用するのかがマネジメント上のポイント化と思う

が、余り記載されていない。 

２） 十分活用しないと日本全体としての損失になる。よい方法を考えてほしい。 

３） 施設の老朽化（経年変化）でトラブル、事故が発生すると、①施設の運転効率に

下げる、②従業員の被ばくを増加させる、③環境へ放射性物質が放出する、こと

が考えられる。３つの事象は相互関係もあるが、安全性を考えるときには③、②、

①の順序で考えることが重要である。すなわち、トラブル、事故が発生したとき、

放射性物質の閉じ込めに何が重要であるかを考えた上で、施設のどこを 優先

に調査すべきかを考えて施設検査基盤を確立してほしい。 

４） 核燃料加工工場も再処理工場以上に建設から時間が経っているので、施設検査

技術の整備が必要である。 

５） 経済産業省の守備範囲ではないかもしれないが、プルトニウム研究施設も再処

理工場以上に経年変化しているので、考えてほしい。住民、国民の立場から考え

ると監督官庁の区別はできず、管轄外の施設で起こった事故も必ず管轄内の施

設の安全性に影響する。 
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No. 評価対象事業 評価 コメント 

利－１ 高燃焼度燃料安全裕度確認試験 Ⅱ 

１） 研究の進め方として、できる限り多くの破損事例のデータを収集して、どの様な

共通点があるか、どの様な事実があるかを検討する。 

２） 次に、燃料棒の機械設計の観点から力学的、破壊力学的解析を詳細に実施し、

問題点を抽出し、Varias モデルのようなモデルを作成する。 

３） その上で、こうした現象を理解するため、照射損傷蓄積のシミュレーション計算、

分子軌道法計算により解析することが重要である。始めから、材料の照射損傷

に関する計算科学を実施すると現象を総合的な判断できない。現象をしっかり把

握し、もしこれまでの理論で解析できなければ、そこに新しい科学が芽生える。 

利－２ 
ＭＯＸ燃料加工施設安全技術調査等（閉じ込め性能

等調査） 
Ⅱ 

１） 火災要素試験に関するマネジメントは明記されているが、GB 地震時の挙動評価

と閉じこめ特性の確認に関するマネジメントはどの様に進めるのか明確ではな

い。 

２） GB の閉じこめに関する調査は非常によい成果があがっているが、今後火災時の

GB、取扱室、建家フィルターの目詰まりに関する研究が必要である。 

３） 今後、さらに安全性を高めるには難燃性材料の定量的なデータが今後必要にな

る。何度まで燃えないのか、機械的強度の温度依存性があると良い。 

利－３ 中間貯蔵施設健全性評価手法等調査 Ⅰ 

１） 利－4 の成果、或いは議論と論理的整合性があるようにしておいて欲しい。燃焼

率で区別するなどは難しいのかもしれないが、何らかの方法で区別できないと自

己矛盾になるように思われる。 

２） キャスクに関する健全性評価は十分に実施しているが貯蔵建家に関する評価は

ない。この研究計画の範囲外なのか。もしそうなら、キャスク健全性評価手法に

名前を変えるべきであった。 

３） 本研究は、貯蔵燃料長期健全性等確認試験、高燃焼度燃料安全裕度等確認試

験、中間貯蔵施設基準体系整備事業、高燃焼度９ｘ９型燃料実証試験等にも関

係するのでしっかりとその内容、進展状況を把握すること。 

利－４ 貯蔵燃料長期健全性等確認試験 Ⅱ 

１） 海外との連携は非常に良い。 

２） 水素が被覆管内で温度勾配に沿って移動、配向する現象に関しては、燃料開発

の初期に多くの成果があるので、基礎的な移動、発生機構の知識は、本研究に

も役立つ。 

３） 被覆管材の選定の根拠を明確にしてほしい。 

４） 試験期間が短すぎるのでないか。今後、中間貯蔵する条件と同一な条件で試験

燃料集合体を貯蔵し、定期的（例えば５年毎）に燃料棒を取り出し、その状態変

化を把握する必要があると思います。 
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No. 評価対象事業 評価 コメント 

５） 可能ならばすでに福島原子力発電所に貯蔵してある燃料棒を取り出し、状態変

化を検査し、貯蔵前のデータと比較できると今後の研究計画に参考になる。 

利－５ 

発電用原子炉廃止措置工事環境影響評価技術調

査（研究開発段階発電用原子炉施設の廃止措置に

係る調査） 

Ⅲ 

１） 被爆線量評価コード「DecDose」の内容については、日本原子力研究所と十分連

絡をとり、JNES も科学的合理的安全評価ができるように、協議しながら進めてほ

しい。廃止措置時のトリチウム被ばく評価で海水による希釈も今後検討してほし

い。 

２） トリチウムのコンクリートへの侵入挙動は、「ふげん」解体では必要ないかと思う

が、将来の LWR の解体も含め、データの収集を継続してほしい。 

利－６ 解体廃棄物管理調査 Ⅱ 
１） 短期間の研究計画であるので、解体廃棄物全般にわたる詳細な調査は難しいと

思うが、将来の新たな研究計画に繋がるような調査をしてほしい。 

利－７ 廃棄事業許可等における計算解析等 Ⅰ 

１） 各種固化体についての詳細な調査を行っているが、廃棄物の全体的な 適管理

の観点から廃棄物、廃液の発生、固化体の特性などに関しても幅広く理解しなが

ら研究を進めてほしい。さらに、核燃料サイクル施設検査本部とも従来通り連携

を維持してほしい。 

利－８ 放射性廃棄物処分の安全評価技術に係る調査 Ⅱ 

１） すでに理解していると思うが、高レベル放射性廃棄物の核種の中でどの核種が

地層処分した際 も環境影響が大きくなるかと理解することが必要である。その

ためには超長寿命核種の人体への影響に関する知見をも深めていってほしい。 

２） 地質（地層）変動に関する調査はほぼ完成しているが、核種移動、環境影響等解

析コードを作成する際、これまで実績（Project Gewahr, 2000 年レポート）と取得さ

れている実験データを取り入れることができるように調整してほしい。 

３） 核種移動の知識を理解する上で、ナチュラルアナログの知識が役立つので、調

査してほしい。 

４） ガラス固化体、キャニスター、オーバーパック、埋め戻し材等の知識を取得する

ためには、海外のデータのみならず核燃料サイクル開発機構からも情報提供受

ける機会を増やすこと。 
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No. 評価対象事業 評価 コメント 

利－９ 高経年化対策技術基盤調査 Ⅱ 

１） 国内外の各種の高経年化事象の技術的知見の調査とデータベース化、健全性

評価・解析手法の調査、整備と標準化、情報提供など、高経年化技術基盤調査

に適切な運営体制でマネジメントされており、平成１６年度具体的事業計画がほ

ぼ達成され、７０００頁にわたる成果報告が公開されている。経年化の調査・デー

タベースが体系化され、健全性の評価解析・評価手法・判断基準等に活用される

資料として情報公開された。本基盤調査の２年目として、多枝にわたる成果を得

て活発な情報公開が行われている。 

２） 高経年化対策は 重要課題のひとつである。16 年度は明確な中期計画のもと

に、具体的な多くの事業を展開している。ＤＢの着実な充実がある。積極的な成

果の公表、他機関との情報交換を行っている。ＮＩＳＡとＪＮＥＳとの事業の統合・

適切な分担により、速やかな事業の進展を期待したい。 

利－１０ 照射誘起応力腐食割れ進展評価手法の調査研究 Ⅱ 

１） シュラウド（ＢＷＲ）とバッフルフォーマーボルト（ＰＷＲ）を対象に６０年運転照射量

までの中性子積算照射までの軽水炉環境中での照射誘起応力腐食割れ事象の

データベース構築と健全性評価手法の確立を目指している。本年度は、ＢＷＲシ

ュラウドでは中性子照射の継続実施とＦ２（１．４dpa）照射レベル、ＰＷＲのバッフ

ルフォーマーボルトではＦ５(20dpa)、シンブルでは６０年照射相当のＦ７（６０dpa）

について、定荷重ＳＣＣ試験での割れ発生のしきい応力や引っ張り試験による応

力―歪み線図が得られ、理論モデル解析との比較検討の結果、その予測可能

性が確認された。テーマ選定・試験のマネジメントも適切で、１６年度計画は順調

に遂行され、所定の成果が挙がっている。今後、成果の積極的な公表が望まれ

る。 

２） 実機照射材を用いての照射後試験により多くのデータを得ている。他のき裂進展

に関する事業との密接な連携を望む。 

利－１１ 
ニッケル基合金応力腐食割れ進展評価手法の調査

研究 
Ⅱ 

１） マネジメントも適切で目的を満足する研究成果も挙げられており、ニッケル基合

金の炉内主要構造物や冷却材圧力バウンダリーの機器部材・溶接金属につい

てのＳＣＣ進展評価ガイドラインの策定に向けた、各種材料のき裂進展速度線図

がほぼ得られた。また、成果の公表も活発になされている。ただ、ＢＷＲのき裂進

展速度と腐食電位の関係で、腐食電位ＥＣＴ：－１００～－４００ｍＶ間のデータが

不足しているように思うので、 終年には、これを補充する実験が必要ではない

か。また、本研究で明らかとなった、溶接金属（ＤＮＣＦ－１Ｊ、６００合金、８２・１３

２合金）等のき裂進展速度が、火原協ガイドライン式や改良Ｓｃｏｔｔの式から、数

倍から１桁も大きな値となっている点に注目される。この理由について、そのメカ

ニズムにも立ち入る詳しい検討がなされることが期待される。 

２） 関連する事業である利 16、利 19、立 2、立３、立 17 と密接に連携した推進が望ま
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No. 評価対象事業 評価 コメント 

しい。 

利－１２ 
原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査

研究 
Ⅲ 

１） 製品により破断時の伸びに関する劣化に大きな差異があること、加速劣化の活

性化エネルギーが現在の想定値よりかなり小さいこと等の有用な成果が得られ

た。なお、機械的破壊がなければ所要の絶縁性能は保持されるとみなしてよい

のか、記述が必要だろう。 

２） 多くの実験データが得られている。成果の速やかな公表を望む。 

利－１３ 高経年化関連安全対策技術高度化調査 Ⅱ 

１） 高経年化対策高度化に関する提案型の募集研究である。16 年度に採択された５

件のテーマについて、それぞれ多くの成果が得られている。それぞれのテーマに

ついて積極的な成果の公表を望む。 

利－１４ 原子力プラント照射材料安全補修溶接技術 Ⅱ 

１） 実験および理論と良く適合する補修溶接の技術基準案が確立できたものと考え

られ、成果の活用が期待できる。 

２）成果が技術指針案，維持規格などに反映された。多くの成果報告を行っている。 

利－１５ 
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等） 
Ⅱ 

１） 想定された有用な結果が順調に得られた。 

２） 試験片の再生とそれを用いた多くの試験データを得ている。成果の積極的な公

表を望む。 

利－１６ 炉内構造物等特殊材料溶接部検査技術調査 Ⅲ 

１） Ｎｉ基合金溶接部の試験のため試験体を製作し基礎試験を行い、各種のＵＴ、ＥＣ

Ｔによる測定能力を解析している。また、シミュレーションシステムの機能を上げ

ているが、可視化機能が向上すれば、他の検査分野への応用が広がると期待さ

れる。積極的な成果の公表を望む。 

利－１７ 高経年化対策関連技術調査 － 
（本事業は、利－９、利－１０、利－１２及び利－１３の既存事業を統合したものであ

り、評価は当該事業で実施している。） 

利－１８ 原子力プラント機器高度安全化対策技術 － 

１） 原子力プラントの長寿命化に伴って、原子炉容器材の高照射下の脆化や遷移温

度の高度な予測は、維持基準の健全性評価に必要とされる。試験項目の選定や

試験方法は妥当と判断される。対象とする原子炉容器とは、容器の貫通部や溶

接部が存在するが、これらの部分の材料も本試験の対象とされるとすると、試験

期間の詳しい検討が必要であると思われるが、新規の事業として有意義なものと

判断される。 

２） 十分な根拠のある照射脆化予測ができれば、高経年化対策として有用である。

予測の論理的根拠が必ずしも明白ではなく、照射脆化が微細組織・硬さと強い相

関があるとの前提に基づいた研究計画であるから、初期の段階で機構論ベース

も含めて十分な検討を行い、実験条件等をつめてゆく必要があろう。 

３） 新規事業であり、これからの進展と成果を見守る必要がある。 
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No. 評価対象事業 評価 コメント 

利－１９ Ｎｉ基合金溶接部構造健全性評価の技術調査 － 

（Ni 基合金応力腐食割れ進展評価技術調査 定変位等試験） 

１） ＳＣＣ進展挙動や健全性評価の高精度化の観点から、また、利―１１に続くものと

して、技術調査の目的および具体的な内容はほぼ妥当なものと理解される。ただ

し、Ｋ値制御によるき裂進展挙動試験は、維持基準での健全性評価上、定荷重

試験の過剰予測に比べて、より適正な予測を与えると期待されるが、き裂進展に

伴う実機のＫ値変化を模擬したＫ値制御下の試験方法は確立されているのか。

単に、定変位試験を加えることで適正なＫ値模擬となり得るのかについて詳しい

検討が必要ではないか。 

２） Ni 基合金溶接部のＳＣＣ問題には早急に対応しなければならない。短期間での

効率的な推進と、関連する事業である利 11、利 16、立 2、立３、立 17 と密接に連

携した推進を望む。 

（ニッケル基合金溶接金属の破壊評価手法に関する実証） 

１） 本調査研究は、タイトルは異なるが、「Ni 基合金応力腐食割れ進展評価技術調

査 定変位等試験」と同じ課題部を対象としていることから、両者は統一した方が

研究効率等からもメリットがあると判断される。き裂進展挙動試験と破壊試験で

は物理現象は異なり専門技術分野が異なるが、材料組成や強度特性が２次元

的に分布する溶接部で、両試験に用いる試験片の組成・履歴の共通性とか、破

壊試験における初期き裂はき裂進展試験で生じたき裂の特性など、詳しい情報

交流と論議が必要とされるのではないか。 

２） 破壊評価手法の実証は極めて重要である。ただし試験の概念(案）の模式図で

は、円筒の曲げを除いては実物より小さい試験体では実行が非常に困難であ

り、本実験の成否に関わるので初年度に抜本的な検討が必要である。 

利－２０ 返還廃棄物の確認手法に関する調査 － 

１） 固化体、キャニスターの製造方法、浸出率、腐食速度等の特性についても知識

を深めていってほしい。 

２） 再処理委託先の品質保障体系を調査している監査会社との連携を密にして、責

任体制を明確にしてほしい。 

利－２１ クリアランス制度の整備に関わる調査 － 

１） 分析科研事件の教訓により、測定が機械的で密室的にならないような工夫が必

要である。 

２） クリアランスは原子力施設、サイクル施設のみではなく、研究所とか大学関係な

どが待っていることを想定して、システムを整備してほしい。 

３） クリアランスの基準に関しては、世界の情勢を含めてよく理解していることは評価

できる。今後の原子力推進で も重要な課題の１つであるので一層努力してほし

い。 
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利－２２ 中間貯蔵施設基準体系整備事業 － 

１） 緩衝体なしキャスク落下試験や内部収納物の劣化問題など 新知見の考慮に

ついて、利－3 の成果や利－4 の検討結果の内容などと、論理的整合性や論潮

自身の整合性などにも気を配って欲しい。 

２） 前提条件を明確にすること。 

① 使用済燃料を原子炉から取り出した後、何年後から中間貯蔵を開始するの

か。 

② 貯蔵開始からの燃料からの発熱量の経時変化を、燃料の燃焼度ごとに明確

にする。 

③ 中間貯蔵施設（建屋）の構造は、どのような構造となるか。1 階建てか 2 階建

てかにより何を重要視すべきかもことなる。 

３） すでに乾式貯蔵している使用済燃料のデータも参考にすることが必要である。 

４） コンクリートキャスク貯蔵方式の説明が不十分であった。 

５） 同じ分野で海外との連携が不十分である。 
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No. 評価対象事業 評価 コメント 

安－１ ＰＳＡを用いた安全対策の解析評価 Ⅲ 

１） シュラウドなど軽水炉炉内構造物、重要度評価は、その炉心損傷頻度への影響

を明らかにしたと高く評価できる。しかし、他の緊急性の高い業務（美浜３事故分

析、核物質防護対策等）を優先したため平成１６年度に計画した業務の一部を１

７年度に延期している。高速炉レベル２ＰＳＡ解析は「もんじゅ」アクシデントマネジ

メント妥当性評価の進展に貢献していると評価できるが、事業者との技術的な意

見交換が引き続き重要と考える。 

安－２ 
耐震安全性及び構造安全性確認のための 

解析評価 
Ⅲ 

１） 大地震直後のプラントの健全性や周辺施設の被害情報を自治体等と双方向で

準リアルタイムで伝達する手法の整備に着手しており、地域自治体等との相互

情報伝達は重要であり、次年度以降の推進に期待する。しかし、他の緊急性の

高い業務（美浜３事故分析、核物質防護対策等）を優先したため平成１６年度に

計画した業務の一部を１７年度に延期している。 

安－３ 再処理施設等の安全性確認のための解析評価 Ⅲ 

１） 原子力安全に関する国民の関心の高い事象を取り上げ、詳細な解析が行われ

ていると評価できる。但し、技術データの提供を考える際、ただ安全確認しただけ

にとどまらず、国民の理解を促進する表現の工夫が必要と思う。国民の視点に

立った情報提供も成果の活用として重要なのではないか。 

安－４ 安全規制の高度化のためのＰＳＡ活用の検討 Ⅰ 

１） リスク情報を活用した規制の高度化に専門家集団として貢献する成果を挙げた

と高く評価できる。特に、原子力安全・保安院が今後推し進める「原子力安全規

制への『リスク情報』活用の基本的考え方」（案）を JNES から具体的な形で提示

できたことは、今後のリスク情報を活用した規制の高度化に向けた画期的な成果

と言える。また、ＪＮＥＳの資料をもとに性能目標の検討方法が決定されたことな

どが高く評価できる。 

安－５ 耐震設計指針高度化のための検討 Ⅰ 

１） 耐震安全性確保の枠組みの中で、地震 PSA が設計用地震動を越える地震動に

対する残余のリスク評価に活用可能なことを示している。これに加え、設計用地

震動策定における不確定性の取り扱い方法、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を提案するなど、原子力施設の耐震設計指針の高度

化に極めて大きく寄与している。震源を特定しにくい地震に関する手法の詳細化

のために、中越地震について、緊急のデータ収集・分析を行い、定量的な検討を

行っていることも高く評価できる。 

安－６ 地震ＰＳＡ活用の検討 Ⅰ 

１） 地震国である我が国における地震リスクの定量的評価手法として地震ＰＳＡ手法

を整備しているが、地震ＰＳＡが持つべき要件を明確にし、それを満足する具体

的な手順を構築していることは、実施された地震ＰＳＡ結果の妥当性を判断する

上で適切なアプローチであり、当初の計画を前倒しにして原子力学会標準作成
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をリードしていることを含め、極めて高く評価できる。原子力プラント内電気施設

や周辺斜面の損傷確率評価手法の詳細化のために、中越地震におけるこれら

に関連する震害データを緊急に収集し、損傷モード究明のために地震動につい

て検討を行っていることも高く評価する。 

安－７ 
再処理施設、ウラン加工施設等のＰＳＡ／ＩＳＡ手法

の検討 
Ⅱ 

１） リスク情報の活用は、今後の規制において重要な課題であり、計画立案、また、

その実施が着実に進められ、かなりの成果が得られているものと高く評価でき

る。今後とも、目的意識を常に持ちつつ着実に検討を進めて欲しい。 

安－８ 熱流動解析コード Ⅱ 

１） 多くの解析コードについて着実な改良整備、開発整備が行われていると評価でき

る。安全審査支援、アクシデントマネジメント評価などへの活用が期待される。Ｂ

Ｔ解析技術の検証のためには、液滴、液膜挙動など、さらに詳細な実験データを

用いた検討を行うことが重要である。 

安－９ 炉物理、遮へい、被ばく解析コード Ⅱ 

１） ＣＡＳＭＯ４／ＳＩＭＵＬＡＴＥ３コードシステムの検証整備によりこのコードシステム

は取替炉心の安全評価に用いられており高く評価できる。粉末系臨界事故被ば

く評価の検討は、中性子輸送計算（遮へい計算）の専門家と被ばく評価の専門家

の連携を図るとよいと思われる。 

安－１０ シビアアクシデント解析コード Ⅰ 

１） ＭＥＬＣＯＲコードの整備はソースタームの現実的評価を可能にし、耐震設計指針

高度化、安全目標との適合性における多数基立地問題の解決に貢献したと極め

て高く評価できる。今後成果を速やかに国内外の学会や機関で報告し、成果を

国際的に共有することが望まれる。 

安－１１ 安全審査関連データベースの整備 Ⅱ 

１） データベース化が着実に進められており評価できる。設置許可申請書など公開

資料については、将来データベースを一般公開することが、透明性を向上すると

考えられ、進めることを期待したい。 

安－１２ 耐震解析、構造解析コード Ⅱ 
１） 津波解析コードを用いて、スマトラ地震津波について、緊急に解析を行い、成果

を挙げている。構造解析コードによる効率的なクロスチェック解析のために、着実

にテンプレートの形でデータの蓄積を進めている。 

安－１３ 
再処理施設等、中間貯蔵施設及び廃棄物埋設処分

の解析コード 
Ⅱ 

１） 多くの解析コードについて改良整備が着実に進められていると評価できる。今後

とも、解析評価モデルの高度化への検討を継続的に進めてほしい。また、解析コ

ードの感度解析等の結果から、その結果を検証するための実証実験を必要とす

ることが見出されたら積極的に実験的な研究を検討してほしい。 
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業務全般に係るコメント及び感想等 

 

○規制のニーズを明確化し、それに対する必要な成果を想定した上で、その成果を求め

る道筋を明確化すべきである。 

 

○事業の優先度を明らかにする必要がある。このため、機構の中で、どの課題に優先的

に取り組むかを考えるべきである。国の原子力の安全規制の中で何が一番重要か考え、

これをいつまでに実施するか検討することが重要である。 

 

○全般的に「成果」と「成果の活用」が弱いと考える。今まで得られた成果をステップ

毎に確認すれば残された課題が明らかになる。例えば、立-7 の事業では多くの成果が

出ているが、これを分かり易く体系化すべきである。 

 

○機構の実施している多くの試験・研究等が保安院や原子力安全委員会の規制に関係し

ているが、保安院などの重要なシンクタンクとして機構が機能することが必要である。

このため、よく考えずに課題を集約するのではなく、委託された課題や要請された課

題を自ら十分に検討してから独自の主張をすべきである。まずは独自の見解を持つこ

とが重要である。もし、保安院や原子力安全委員会と結論が異なる場合には、しっか

り議論することが必要であり、これが将来の進歩に繋がると思う。 

 

○事業の統合のメリットは、試験や研究の体系的な理解、情報交流の活性化による経済

性まで含めた調査・研究の効率性の向上にあり、昨年度の指摘に基づき、密接な関連

をもつ複数の事業が統合されたことは結構なことである。しかしながら、理解を深化

させるためには試験・研究のテーマを細分化することも必要であるので、事業の統合

により試験・研究等の対象が広がった場合には、テーマ選定やその事業計画について、

重要度・緊急度・効果等を慎重に検討して、統合のメリットが発揮されるよう格段の

配慮をする必要がある。 

 

○ＩＣＲＰ－６０の勧告で、それまでの as low as practicable から as low as 

reasonably achievable に変わった。このため、必要以上に保守的な前提の下で、研

究開発を進めたり、規制を考える必要はない。機構には現場の経験者が多いので心配

する必要はないと思うが、原子力の現場で何が起こっているかを十分理解した上で事

業を実施することが重要である。 

 

○実験を伴う安全研究については国内の学会、国際会議の場で数多く発表されているが、

その成果を長期間残すことは難しいので、可能であれば、覆面の査読者のいる学術誌

に投稿や発表することを勧める。この利点として、覆面の査読者による評価が得られ

ること、安全審査時の評価が高くなること、その成果が全世界の関係する図書館に保

別紙４ 
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存されること、機構の評価も高くなること等があげられる。 

 

○規制に直接的に役立つ試験や研究は、機構の事業の主目的であり、十分な成果を得る

必要がある。一方、諸現象を体系的・系統的に理解することは、規制の高度化や研究

の効率性の向上に寄与する。このため、機構においても、大学や基礎研究機関との共

同研究を通して、基礎研究を行うことは大きな意義がある。また、このような基礎研

究においては、当初の計画を実施すれば所定の成果が容易に得られる場合は少なく、

試行錯誤が必要な場合も多いので、研究期間を１年に限定しないで、複数年にするな

ど柔軟な対応が必要である。 

 

○複数の事業において、ＵＴ、ＥＣＴを用いたＳＣＣの検査技術、ＳＣＣに関する試験、

ＳＣＣの解析モデルの開発について取り組んでいる。これらの調査・解析・試験の結

果はそれぞれ関連を持つため、密接に情報交換を行い連携した上で、効率良く事業を

行うことが重要である。 

 

○高経年化に伴う原子炉の健全性を確認するための技術的課題、維持基準策定上の技術

的課題、実施が近い全ＭＯＸ炉心に関する課題、公衆の安全性・信頼性向上などの人

間・組織の課題、アクシデントマネジメントに係る課題など、「重点安全研究計画」

でも指摘されている主要課題が事業に取り込まれている。 

 これらの課題を対象とする各事業においては、テーマの選定、マネジメント、成果

の活用、規制上への適用等について外部の専門家を集めた検討会等を設けて検討して

いる。また、概ね、当初の計画やスケジュールに沿ってほぼ遅滞なく事業が進められ

ており、所定の目的をほぼ満足する成果が得られている。 

 

○高経年化関連安全対策技術高度化調査のような公募型の事業形態は、あまり大きくな

いテーマの方が効率的に成果を得ることができると思われる。なお、この事業形態に

ついては適切なマネジメントは不可欠である。 

 

○放射性廃棄物に関しては、資料番号 核 16-6 に示されているように、相互に関連し

ている。また、クリアランスとデコミッションに関する課題、燃料と中間貯蔵に関す

る課題もそれぞれ相互に関係している。このため、事業の担当者同士が相互理解を深

める場を数多く設けることが望まれる。 

 

○放射性廃棄物の管理とは、放射性廃棄物の発生、処理、処分を含めて、効率的に管理

することである。規制者側は、安全を優先するため、効率的・経済的という側面に踏

み込むことは難しいし、また、長時間かかるかと思うが、規制者側は全ての事業者の

放射性廃棄物の管理の全般にわたって深く知り得る立場にあるので、知り得た知識を

何らかの機会に活用するよう努めてもらいたい。 
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○人間・組織等安全解析調査は重要な事業であるので、多くのサブテーマについて適切

な展開とマネジメントが行われ、十分な成果が得られるよう努めてもらいたい。 

 

○全ＭＯＸ炉心はプルサーマルの究極の利用形態となるため、本事業について着実な進

展と充実した成果が得られるよう努めてもらいたい。 

 

○利―５テーマでは、日本原子力研究所で開発された「DecDose」を利用しているが、

そのコード内容を十分理解した上で利用する必要がある。どのような仮定やプロセス

で計算しているかを理解していなければ、主体的な主張もできないし、新たな展開も

できない。このため、電子計算機コードを利用する事業を行う場合には、可能な範囲

で、必要なコードを導入してその内容を検討することが必要である。 

 

 

以上 


