
（資料３－３） 

独立行政法人原子力安全基盤機構の中期目標及び中期計画の概要 

独立行政法人名 原子力安全基盤機構                                                      

中  期  目  標 中  期  計 画 

（まえがき） 

我が国のエネルギー供給の中核を担う原子力を安定的に利用していく上では、安全の確保が不

可欠である。安全の確保は、一義的に責任を負う事業者の適切な対策により実現するものである

が、国は、国民の負託を受けて、事業者が的確に安全を確保するように、その事業活動を厳格に

規制する責務を負っている。規制のあり方は、最新の技術的知見や、現場の実態等を踏まえ、常

に見直していくことが必要である。平成１４年に明らかになった原子力発電所における点検記録

の不正等により、原子力の安全確保に関する国民の信頼は大きく損なわれたが、これによって明

らかになったことは、事業者の組織のマネージメント、検査や設備の維持のあり方等運転開始後

の安全確保、最新の知見の安全規制への取込み、あるいは、国民に対する説明責任といった問題

への取組みを強化することの重要性である。 

独立行政法人原子力安全基盤機構（以下、「機構」という。）は、このような状況の中で原子

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、新たに設立される

ものである。この新しい体制は、国が実施すべき業務は、公益法人など民間に任せるのではなく、

国の責任において実施することを明確にした上で、専門技術的知見を必要とする業務を、独立行

政法人に担わせるという考え方に基づくものである。法改正により機能が強化された原子力安全

委員会における原子力安全規制に係る取組みを踏まえ、機構は、原子力安全規制当局である原子

力安全・保安院と連携し、国民の安全確保という重要な役割の一翼を担うという強い使命感をも

って、その業務を公正・中立かつ厳格に実施することが重要である。また、専門機関として広く

知見を集め、科学的・合理的な判断に基づき、常に原子力安全規制の高度化に貢献していくこと

及びそうした安全規制に係る情報を積極的に国民にわかりやすく提供し、透明性を高めることに

より、原子力の安全確保に対する国民の信頼の回復に寄与していくことが求められる。 

このため、機構は、専門的知見、経験を有する人材を確保し、その能力の更なる向上に努め、

また、組織を柔軟に見直し、業務を効率的、効果的に実施することにより、原子力安全・保安院

における安全規制の効果的かつ着実な実施に貢献し、さらに、それを通じて、原子力安全の確保

及びその向上に寄与することが必要である。 

（まえがき） 

独立行政法人通則法第３０条第１項の規定に基づき、独立行政法人原子力安全基盤機構（以下

「機構」という。）の平成１５年１０月から始まる期間における中期目標を達成するための中期

計画を以下のとおり定める。 

機構は、原子力安全を担う専門機関として常にそのポテンシャルを高め、原子力安全基盤の整

備を積極的に行うことにより、原子力安全・保安院における安全規制の効果的かつ着実な実施、

さらにはその高度化に貢献する。また、業務を公正・中立かつ厳格に実施するとともに、原子力

安全に関する情報を国民にわかりやすく提供し、その透明性を高めることにより、原子力安全の

確保及び国民の信頼の回復に貢献することとする。 

なお、業務の実施に当たっては、原子力安全・保安院と連携し、効率的かつ効果的に行うとと

もに、第三者評価等を通じ業務の適正な実施を図ることとする。 

Ⅰ．中期目標期間 

中期目標の期間は平成１５年１０月１日から平成１９年３月３１日までの３年６か月間とす

る。 

 



中  期  目  標 中  期  計 画 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

 

本中期目標期間においては、その組織、運営体制の確立を図るとともに、業務の効率的遂行を

図るため、以下によりその業務の実施を図るものとする。 

（１）組織運営 

機構は、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の役割を的確に果たすこと

が求められる。そのためには、意志決定において、科学的・合理的かつ公正・中立に迅速な判

断を行うこと、判断の責任を明確にすること及び判断の根拠やプロセスのトレーサビリティを

高めることが必要である。また、各部門で得られた知見を総合的に活用して、適切な判断を行

うことが求められる。 

①科学的・合理的判断に基づく業務の実施 

機構は､組織運営、業務の実施にあたり科学的・合理的な判断の下に行う。また、判断の根

拠について、透明性を確保するために必要な情報の公開、発信を積極的に行う。 

②責任の明確化と的確な業務処理 

機構は、原子力安全行政の基盤的業務を実施する機関として、その業務を的確かつ迅速に行

うため、適切な人材配置を行い、組織内の責任を明確化するとともに、意志決定ラインを短く

したフラットな組織構成とする。 

③部門間の情報の共有 

組織全体としての能力を高めて、原子力の安全確保という目的を達成していくために、部門

間で十分に情報を共有し、各部門に蓄積された知見を有効に活用できる体制を構築する。 

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、機動的かつ弾力的な組織運

営を行い、随時業務内容、人員配置及び組織体制を見直し、リソースの適切な配分を図るよう

努める。 

⑤公正な業務執行 

原子力の安全確保の観点から中立的な立場で厳正かつ公正に業務を遂行することが求めら

れるので、直接規制行政の一部を担う業務には、電力会社等からの出向者を充てないこととす

る。 

⑥機構業務の質の向上 

機構は、原子力事業者の品質保証体制についてチェックする機能を担うことに鑑み、自らの

業務の質を高めるよう努め、ＩＳＯ／ＩＥＣガイド６５の認証機関制度への適合に向けて、体

制整備等を行う。また、業務の公正な実施を図るため、リスクマネジメントシステムの構築に

向け、機構における体制について検討する。 

Ⅰ．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機構は､組織運営、業務の実施にあたり科学的・合理的な判断の下に行うとともに、判断根拠の

透明性を確保するために必要な情報の公開、発信を積極的に行うことを行動規範として定め、

公表する。 

②機構の内部組織は、簡潔な組織として、意志決定ラインを短くするとともに、指揮命令系統及

び責任の所在を明確化する。また職員の能力及び実績を勘案し適切な人材配置を行う。 

③役員、各部門の責任者が定期的に業務の実施状況について情報共有するとともに、業務を通し

て得られる情報及び知見等はデータベース化を行い、機構内部の情報システムを活用するなど

により、全職員が機構内で適切に情報共有できる仕組みを構築する。 

④原子力安全・保安院との連絡を密接に行い、常に原子力安全行政上の要請を分析、把握し、必

要に応じて、組織、人員配置の見直しを行う。 

⑤直接的に原子力安全規制行政の一部を担う検査等の業務及びクロスチェック解析の業務に携わ

る部門の職員については、電力会社等からの出向者を充てないこととし、業務の中立・公正な

実施に努める。また、倫理規定を定め、規律の維持を図るとともに、業務執行部門から独立し

た組織による内部監査を行う。 

⑥機構は、自らの業務の品質を高めるよう努め、中期目標期間中に、ＩＳＯ／ＩＥＣガイド６５

に規定される認証機関としての要件に合致するよう体制整備を行う。また、原子力の安全規制

に関わる機関として、適切なリスクマネジメントシステムの構築に向けた検討を行う。 

 



中  期  目  標 中  期  計 画 

（２）効率的な事業の実施 

機構は、限られたリソースを必要な業務に的確に投入するため、効率的に事業を実施するこ

とが求められる。既存の試験研究等の実施自体を自己目的化することなく、技術の進歩や国際

的な規制の動向を踏まえて、安全行政上の要請に応じた業務を適切に行うため、規格基準の策

定、検査や安全評価の高度化といった目的、成果物を常に意識して実施していくことが必要で

ある。 

①第三者評価の導入 

安全性実証試験等のテーマ選定、実施計画の作成、またその実施に当たっては、公正・中立

な外部有識者による評価を受ける仕組みを導入し、事業の成果が安全規制行政等において適切

な活用が図られるものとなるよう努める。 

②規制当局等との連携 

安全行政上の要請に応じた事業の効率的な実施を図るため、実施計画の立案に当たっては、

規制当局関係部署等と十分な連携を図る。 

③外部ポテンシャルの活用 

試験研究の実施に当たっては、機構における人材育成、ポテンシャルの維持等の要請とバラ

ンスを取りつつ、国内外の施設、人的資源を最大限有効利用する。 

（２）効率的な事業の実施 

①調査、試験及び研究の実施に当たっては、適切なテーマ選定、事業計画策定、進捗管理、成果

の客観的評価のために、公正・中立な外部の有識者、専門家からなる第三者評価機関を設置し、

安全規制上のニーズや技術的動向の観点から、機構が行う試験、研究業務について、第三者に

よる評価を受けることとする。この際、試験・研究目的の達成や成果の活用が見込まれない場

合には計画の中止を含めた見直しを、政策的必要性が高まったものについてはその加速を図る

等迅速な見直しを行う。 

②事業の実施計画の立案、実施に当たっては、原子力安全・保安院のニーズが適切に反映できる

よう十分な連携を取ることとする。 

③試験研究の実施に当たっては、必要となる施設は、機構が固定的経費を負担することがないよ

う、既存の国内外の施設を活用するよう努めるとともに、必要な人的資源についても、機構に

おける人材育成、ポテンシャルの維持等の要請とのバランスを考慮しつつ、外部の専門家を積

極的に活用することとする。 

（３）高い専門性のある人材の確保及び育成 

原子炉施設等は、高度な複合システムであり、その安全確保のためには、原子炉工学、機械

工学、電気工学、土木工学、化学、地質学等の広範な分野の知見を活用することが必要となる。

また、工学分野においては、経験が重要である。 

①専門的能力の確保 

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、業務を的確に実施するため、専門

的知識及び経験に富んだ人材を中途採用するなどにより、幅広く確保する。 

②能力開発 

定期的に研修を行うとともに、国内外の規制当局等と人事交流するなど多様な経験を積ませ

ることにより、専門的能力の維持向上等に努める。また、関連分野の資格の取得や学会活動な

どへの参加等を奨励する。 

③勤労意欲の向上 

職員の業績に応じインセンティブが働く制度を構築し、勤労意欲の向上を図る。 

（３）高い専門性のある人材の確保及び育成 
①原子力の安全確保に関する業務を適切かつ確実に実施するため、専門的知識と経験のある人材

を確保することが必要なことから、積極的に中途採用を活用することにより、専門知識及び経

験に富んだ人材を集める。 
②職員の能力、専門的知識の維持向上を図るため、計画的に職員研修を実施する。特に、検査等

業務に従事する職員については、検査等業務の実施に求められる有資格者を増やすとともに、

その資質を高めるための研修を積極的に行い、その業務従事時間の５％以上を研修受講に充て

ることとする。また、知見を広め職務の適切な遂行に資するため、国内外の規制機関等と人事

交流等を行う。 

また、検査業務を担当する職員に対しては検査に有効な関連資格の取得を、解析評価、試験、

研究部門の職員には学位の取得、学会活動への参加を推奨し、その能力の向上を図る。 
③職員に業績向上のインセンティブを与えるため、業績評価制度を確立し、毎年評価を行い、そ

の結果を処遇に反映する。 



中  期  目  標 中  期  計 画 

（４）業務の効率化の推進 

機構は、その業務実施に当たって、各部門で蓄積した情報を有効に共有し、そのポテンシャ

ルを最大限に活かすための基盤を整備することが必要である。 

①情報化の推進 

情報技術を活用して、効率的に情報共有を進めるとともに、事務処理においても、効率化・

迅速化、省資源化を図る。なお、国民への情報提供等の利便性の向上に係る業務及び内部管理

業務について、分析及び体系的整理を行うとともに、経済産業省電子政府構築計画に基づき、

これらの業務の最適化計画を作成する。 

②調達等の効率化 

業務内容に応じ、外部機関を活用するとともに、競争的な調達を行う。 

③業務経費の削減 

運営費交付金による業務については、効率的遂行に努め、事業費（Ⅲ．Ａにいう検査等に係

るものを除く。）については、新規に追加又は拡充される事業に係るものを除き、中期目標の

期間の最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。また、一般管理費については、中期目標の期間の最後

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。 

④その他 

行政改革の重要方針（平成１７年１２月２４日閣議決定）に基づき、国家公務員の定員の純

減目標（今後５年間で５％以上の純減）及び給与構造改革を踏まえ、国家公務員に準じた人件

費削減の取組を行う 

（４）業務の効率化の推進 
①効率的な業務実施を図るため、事務の電子化を進め、機構内部にイントラネットを構築して、

情報基盤の整備充実を図る。また、外部からの不正アクセス等を防ぐため、十分な対策を講じ

る。 
②経済産業省の策定するオンライン実施方策の提示等の条件整備を受け業務の最適化計画を策定

する。 
③物品、役務の調達等においては、一般競争入札等を活用し、コストの低減化を図る。 
④運営費交付金による業務については、効率的遂行に努め、事業費（検査等に係るものを除く。）

については、中期目標の期間の最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。また、一般管理費については、

中期目標の期間の最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。 

既存事業については不断の見直しを行い、原子力安全の確保の観点から新たに事業が必要とな

る場合にも全体の効率化に配慮することとする。 

 

 

 

⑤行政改革の重要方針（平成１７年１２月２４日閣議決定）に基づき、国家公務員の定員の純減

目標（平成１８年度から平成２２年度までの５年間で５％以上の純減）に準じ、人件費の削減

（平成１７年度予算における人件費を基準として、平成１８年度から平成２２年度までの５年

間で５％以上の純減）に取り組む。 

 



中  期  目  標 中  期  計 画 

Ⅲ．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 

機構が提供するサービスは、原子力安全行政の基盤的業務を実施する機関として、業務を

的確に実施しつつ、専門機関としてのポテンシャルを活用して、原子力安全規制行政の高度化

に貢献するとともに、原子力安全確保に関する情報を積極的に発信、提供することであり、そ

の結果として、原子力の安全確保を確実にすること及び原子力安全に関する国民の信頼を構築

することが期待される。 

原子力安全規制のあり方については、軽水炉技術の成熟化、再処理施設等の事業化、国民

に対する説明責任の重要性増大等様々な要因により、これまで以上に科学的・合理的であるこ

と、透明性高く、わかりやすく説明されること、国際的な連携を強化することが求められてい

る。 

機構は、こうした要求に応えるため、以下の業務を的確に実施しつつ、より効果的で実効

性の高い原子力安全規制のあり方について、積極的に原子力安全・保安院に提言していくこと

が求められる。 

Ａ．原子炉等規制法及び電気事業法に基づく検査等業務を実施すること 

Ｂ．国が安全審査を行うに際しての事業者が行った安全解析の妥当性を確認するなど原子

炉施設等の安全性に関する解析、評価を行うこと 

Ｃ．国が行う防災業務を支援するために、緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンタ

ー）の整備及び維持管理、緊急時対策支援システムの管理運用、防災訓練の実施支

援並びに原子力防災対策に関する調査研究を行うこと 

Ｄ．国が安全規制を的確に実施するために必要となるデータ、技術的知見を収集するため、

調査、試験及び研究を実施すること 

Ｅ．国内外の関連施設の運転に係る情報の収集、整理及び分析を行うこと並びに原子力安

全に係る情報の提供を行うこと 

Ｆ．原子力安全に係る二国間及び多国間の国際協力に参画するとともに、情報の収集及び

提供、技術者交流等関係業務を実施すること 

Ⅱ．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  

 

Ａ．検査等に関する業務 

検査等業務は、規制当局が事業者に要求した事項が確実に履行されていることを具体的に確

認する行為であり、原子力安全規制において、重要な役割を担っている。機構は、原子炉等規

制法及び電気事業法に基づき、検査又はこれに類する業務として各種の検査、安全管理審査及

び確認の業務（以下「検査等」という。）を行うこととされており、これらを公正かつ厳正に、

また、夜間休日を問わず、機動的に実施することが求められる。 

特に、定期安全管理審査は、平成１４年１２月の電気事業法改正により法定義務化された定

期事業者検査の実施体制を審査することにより、国が直接確認を行う定期検査だけでなく、定

期事業者検査全体が適切に行われることを監査的手法により確認するために、新たに導入され

たものである。このため、機構は、原子力発電所の現場に関する知識及び品質保証に関する知

識を有する人材を確保して、当該業務を的確に実施することが求められる。 

また、事業者の保安活動をチェックする検査等業務については、一律ではなく事業所毎のリ

スクに応じたやり方にする等により効果的、効率的な検査のあり方について検討していくこと

が必要であり、機構は、自ら行う検査等業務の他、ＰＳＡ（確率論的安全評価）解析、国外の

動向調査等により得られる知見を総合して、より効果的に検査を実施するために、積極的な提

言を行うことが求められる。 

Ａ．検査等に関する業務 

①検査等業務については、公正かつ厳正に、また、機動的に実施できるよう、研修等により検査

員の能力向上に努めるとともに、検査等業務を効率的かつ迅速に実施できるよう、適切な人員

配置を図るなど検査体制の整備について検討を行う。 

②平成１４年８月、明らかとなった原子力発電所自主点検記録に係る不正問題に対する再発防止

対策の一環として、事業者の自主点検の法定化を行うとともに、その適切性についての客観性

の担保及び必要に応じその改善を促す仕組みとしての定期安全管理審査が電気事業法の改正に

より導入され、機構が実施主体となった。 

定期安全管理審査は、事業者の自主点検の実施体制について、その組織、工程管理、検査の

方法等に係る品質保証体制を審査するとともに、保守点検作業等に係るその実施の状況につい

て現地にて確認することにより、品質保証体制の有効性等安全管理の状況について行うもので

ある。 

機構は安全管理審査の実施主体として、従前の国又は指定機関が行っていた検査等の適切か

つ確実な実施を図ることはもとより、安全管理審査の効果的な運用を図り、その実効性を高め

るため、品質保証に関する十分な審査体制の確保、客観的な審査基準の整備等を行い、原子力

安全の向上及び国民の信頼の回復に繋がるよう努めることとする。 



中  期  目  標 中  期  計 画 

なお、核燃料サイクル施設に係る検査等業務に関しては、現場重視の観点から、大型核燃料

サイクル施設が集中立地する青森県等における体制の整備を検討する。 

③核燃料サイクル施設に係る検査等業務に関しては、現場重視の観点から、また、これを効率的

かつ迅速に実施できるよう、大型核燃料サイクル施設が集中立地する青森県等における体制の

整備を検討する。 

Ａ１．検査等に関する業務（電源立地勘定事業） Ａ１．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 

原子力安全・保安院における検査制度の見直しに対応し、効果的な検査システムの構築に寄

与すべく、検討に必要な情報の提供、技術的検討を行う。 

（１）検査制度の高度化検討支援 

原子力安全・保安院が行う検査制度の見直しに対応するため、原子炉施設等のリスク情報に

基づく検査制度の検討、自然欠陥に関する検出性及びサイジング評価技術の高度化検討、効果

的な検査手法等に関する検討、関連データの収集整備等を行う。 

また、施設検査データベースソフトの実用化を図る。 

Ａ２．法令に基づく検査等業務（電源利用勘定事業） Ａ２．法令に基づく検査等業務（電源利用勘定事業） 

（１）原子炉等規制法及び電気事業法に基づく検査等業務 

検査又はこれに類する業務の実施に当たっては、標準処理期間を定め、的確にこれを行い、

その結果を速やかに経済産業大臣に報告する。 

①核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下、原子炉等規制法という。）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 

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 

③原子炉等規制法第５１条の６第１項に規定する確認に関する事務の一部 

④原子炉等規制法第６１条の２第１項に規定する確認に関する事務の一部 

⑤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 

⑥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 

⑦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 

（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

の指示が有った日以降、当該検査等を行う検査員の指定、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処理し、事業者の検査工程に合わせ厳格に実施することとす

る。また、その結果は検査等の終了後速やかに経済産業大臣に報告する。 

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 

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 

③原子炉等規制法第５１条の６第１項に規定する確認に関する事務の一部 

④原子炉等規制法第６１条の２第１項に規定する確認に関する事務の一部 

⑤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 

⑥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 

⑦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 

（２）立入検査 

経済産業大臣の指示により立入検査を行う場合は、これを的確に実施し、その結果を立入検

査の終了後、速やかに経済産業大臣に報告する。 

①原子炉等規制法第６８条第７項の規定に基づき、機構が行う同条第１項から第３項に規定する

立入検査 

②電気事業法第１０７条第９項の規定に基づき、機構が行う同条第１項から第３項に規定する立

入検査 

（２）立入検査 

機構は、経済産業大臣から立入検査を行うよう指示があった場合には、当該立入検査を行う

検査員を指定し、検査方法を定めこれを厳格に行う。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する。 

①原子炉等規制法第６８条第７項の規定に基づき、機構が行う同条第１項から第３項に規定する

立入検査 

②電気事業法第１０７条第９項の規定に基づき、機構が行う同条第１項から第３項に規定する立

入検査 

（３）検査員等の研修 

検査に係る職員等が適切かつ確実に業務を実施することができるよう、業務遂行能力の向上

を図るため、有効かつ効率的な研修を実施し、その検査技能レベルの向上を図るとともに、定

期的に、最新知見に基づく検査技術に関する研修を行い、検査能力の維持向上を図る。各種技

能の資格保有者を増やす。 

 

（３）検査員の研修 

検査員は、規制体系、検査の実施方法、検査技術・検査施設に係る高度な専門知識や事業者

側からの検査等に係る事実関係聴取方法等検査員として必要な技術・技能が求められることか

ら、これらの専門知識、技能を修得させるため、職員の業務内容及び専門性を踏まえた研修計

画、研修コースを策定、実施することにより、検査能力の維持向上を図る。 

これらの研修、業務経験を通じ各種の検査員資格を取得させることにより、検査員資格の保

有者を期間中に延べ人数で２０％増を図る。併せて、検査に有効な技能、資格保有者を増やし

検査体制を充実させることとする。 

Ａ３．機構が行う検査等業務（一般勘定業務） Ａ３．機構が行う検査等業務（一般勘定業務） 



中  期  目  標 中  期  計 画 

原子炉等規制法又は電気事業法に基づく検査又はこれに類する業務の実施に当たっては、標準

処理期間を定め、これを的確に行い、その結果を速やかに経済産業大臣に報告する。 

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 

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 

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 

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 

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 

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

申請のあった日以降、当該検査等を行う検査員の指定、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処理し、事業者の検査工程に合わせ厳格に実施することとする。 

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 

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 

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 

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 

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 

Ｂ．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 

原子力施設又は原子炉施設（以下、原子炉施設等という。）の許認可に係る安全審査におい

ては、当該施設の設計の妥当性を評価するため、異常な過渡変化や事故事象が発生した場合に

も外部に影響を与えることがないか、確認するための安全解析を行うが、事業者が行う安全解

析とは別の解析コード（プログラム）等を用いて、安全解析を行うことにより、事業者が行っ

た安全解析の妥当性を確認すること、すなわち、クロスチェックを行うことが必要である。機

構は、国が安全審査を行う際、適切なクロスチェックのための安全解析を行うとともに、安全

審査を行うことが予想される施設のクロスチェックのための安全解析を行うために必要とな

る解析コード及び評価手法の開発整備を行う。 

また、許認可における審査とは別に、事業者が安全性の一層の向上のために行う定期安全レ

ビューや確率論的安全評価（ＰＳＡ）、アクシデントマネージメント等の安全評価を機構も独

自に評価するとともに、現実に発生した各種トラブル等についても、現象の解析、評価を行い、

その安全性の確認を行うことが求められる。 

Ｂ．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 

Ｂ１．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） Ｂ１．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） 



中  期  目  標 中  期  計 画 

（１）事業者の自主保安活動等に関する安全性評価 

定期安全レビュー、ＰＳＡ、アクシデントマネージメント等安全性向上のため事業者が自主

保安活動の一環として行う原子炉施設等に関する安全性評価について、その妥当性を検証する

ため、必要な解析コード及び評価手法の開発又は改良を行うとともに、整備されたコードを用

い当該施設の安全性について解析評価等を行う。 

（１）事業者の自主保安活動等に関する安全性評価 

①定期安全レビューに係る評価業務 

原子炉施設に関して下記の事項について最新の技術的知見を基に必要な解析等を行い、得ら

れた結果を基に、原子力安全規制当局が定期安全レビュー等における該当施設の安全性に関す

る評価を行う際の情報を提供する。 

a)運転実績・運転経験（機器の経年化や設備の健全性及び信頼性の維持向上対策等）・事故故

障時の対応・最新の技術的知見や事故故障経験等の反映状況等の妥当性を、電気事業者とは

独立に、電気事業者からの報告及び現地調査等により確認する。 

b)電気事業者とは独立にプラント固有の運転経験を反映したＰＳＡを行い、電気事業者による

ＰＳＡの手法及び評価結果の妥当性を確認する。 

c)経年化レビュー 

なお、本中期目標期間中のＰＳＲ対象原子炉施設は、２０施設程度である。 

また、原子力施設に関して、下記の事項について最新の技術的知見を基に解析等を行い、原

子力安全・保安院が妥当性を判断するための材料を提供する。 

a)運転経験の包絡的な評価 

b)最新の技術的知見の反映状況の把握 

c)施設の特性に応じたＰＳＡ及び高経年化に関する技術評価に基づく対策の措置状況の把握 

d)上記 a)～c)の評価、把握結果を踏まえた必要な対策の立案 

②アクシデントマネージメント（ＡＭ）のレビューに係る評価業務 

機構は、原子炉施設のシビアアクシデントの発生防止、拡大防止及び環境への影響緩和の各

段階において事業者の整備したＡＭ策について、最新の技術的知見や安全解析コードを基に解

析等を行い、その有効性（リスク低減効果）の評価を行う。 

③「安全目標」に係る評価業務 

機構は、国内の原子炉施設のリスク評価を実施し、国が制定する「安全目標」との適合性を

確認し、リスク情報を活用した審査基準の導入に備える。 

④耐震設計審査指針改訂等に伴う安全性評価業務 

機構は、原子力安全委員会における耐震設計審査指針の改訂に対応して、改訂された新指針

を踏まえた各種の調査・検討等を行う。 

⑤原子炉施設等の安全性評価業務 

原子炉施設等の安全性を評価するために、各種過渡・事故事象、被ばく評価、構造及び耐震

評価等のうち、安全上重要な事象を選定し、安全解析コードを使用した安全解析等を行うこと

によって安全性が確保されていることを実証し、安全規制の妥当性を示すとともに、解析の結

果を原子力安全・保安院が行う安全審査等の際の技術データとして提供する。 

⑥原子炉施設関連データベースの整備 

原子炉設置（変更）許可申請書関係資料、工事計画認可申請書関係資料等についてデータベ

ース化し、同データの散逸を防止するとともに、原子力安全・保安院における安全審査業務の

支援及び安全解析業務の効率的実施に役立てるため、各種データの保守及びプラント間でのデ

ータ検索機能等の整備を進める。本システムは、原子力安全・保安院からアクセスが可能なシ

ステムとして整備する。 



中  期  目  標 中  期  計 画 

 （２）解析コード及び評価手法の開発又は改良 

①解析コードの開発・改良 

機構は、原子炉施設等の安全性等の評価に使用する安全解析コードについて、多次元化や高

速化等解析評価技術における新しい知見等を取り入れ、試験解析やベンチマーク解析等により

その精度の向上及び解析機能の拡充を図る。また、安全解析コードの入出力機能等を整備し、

解析の迅速な対応を可能とする。 

安全解析コードの整備においては、機構が所有する安全解析コードの改良及び機能拡充の他

に、必要に応じて、他の機関が開発した安全解析コードの導入又は新たな安全解析コードの開

発を含めて効率的に行う。また、安全解析コードの整備に必要な技術データ等は、独自の試験

又は国際共同試験への参加等を通して入手する。 

②ＰＳＡ手法の整備に係る業務 

（原子炉施設） 

原子炉施設の安全性確認に使用するＰＳＡ手法等の整備として、以下を行う。これに必要な

技術情報については、必要に応じて試験等を実施することにより取得する。 

a)ＰＳＡの国内外における開発状況及び運用状況等を踏まえ、人間信頼性、機器故障率、新型

設備（ディジタル制御系等）の信頼性、事故時プラント特性、火災事例及び影響等に係る最

新技術情報等を内的事象及び火災・地震等の外的事象等に対する解析コード及びその入力の

整備を通してＰＳＡ手法に反映する。 

b)リスク情報を考慮した規制策定に有効な情報を提供するためのＰＳＡ手法として、配管や炉

内構造物等の故障や経年劣化等がプラント安全性に与える影響について最新技術情報を調

査するとともに、これらを反映して定量的情報を提供する評価手法を作成する。さらに、本

評価手法によるリスク評価の試解析を行い、当該評価手法の課題を摘出する。 

c)レベル２ＰＳＡの評価に反映するためのシビアアクシデント解析コード等のうち、多成分多

相流の混合流体中における可燃性ガス移行挙動モデル及び蒸気凝縮モデルを整備する。 

d)国内外の原子炉施設におけるトラブルや故障情報の分析等を行い、ＰＳＡ手法／データベー

スに反映し、迅速に評価結果を提示できるように整備し、リスク情報を考慮した規制へ情報

を活用する。 

e)外的事象ＰＳＡ手法整備の一環として、溢水ＰＳＡ手法の整備に着手する。具体的には、プ

ラントの特定区域を対象としてシナリオ作成及び炉心損傷頻度の試算を行い、当該手法を整

備する。 

f)ＰＳＡ手法の整備に活用するためのデータベースを整備する。データベースの整備に際して

は、機構独自に行う試験又はＯＥＣＤ／ＮＥＡ等の国際データベース構築プロジェクト（共

通原因故障データベース、配管信頼性データベース、火災事例データベース、人間信頼性デ

ータベース）等と連携する。 

③ＰＳＡ手法の整備に係る業務 

（原子力施設） 

リスク情報を考慮した規制の検討に資するため、また、安全性確認に使用するＰＳＡ手法等

を整備するため、以下を行う。 

a)国内外の原子力施設におけるトラブルや故障情報の分析等を行い、原子力施設に関するＰＳ

Ａ手法を策定するとともに、ＰＳＡ評価に使用できる故障確率等のデータベースの整備を進

める。 

b)原子力施設について、事象の進展解析及び設備全体のリスク分布評価の解析を実施する。 



中  期  目  標 中  期  計 画 

（２）トラブル事象等の安全解析、評価 

現実に発生した各種トラブル事象等の安全評価を行うため、現象の解析、評価を迅速に行う。

（３）トラブル事象等の安全解析、評価 

機構は、原子炉施設等において現実に発生した各種トラブル事象又はトラブルにつながる可能性

のある事象等について施設の安全性確認のため、事象の解析、評価を迅速に行う。 

①事象評価に係る業務 

原子炉施設等で発生した事象が施設の安全運転に影響を及ぼす可能性があると判断された

場合には、事業者の報告に対して事象の再現解析等を行い、事象の把握、影響拡大の可能性及

び影響緩和措置の妥当性の評価等を行い、その結果を速やかに原子力安全・保安院に報告する。 

また、原子炉施設では、今後新たに策定する必要があると考えられる基準・規格等の作成支

援及びそれらに関連して新たに誘起される可能性のあるトラブル事象等についての安全評価

を行う。 

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 

原子炉施設の設備等にき裂等運転を経ることによる問題が検出された場合の当該設備の機

能及び機械的強度等の評価を行い、これによる該当施設の安全性への影響を明確にすることを

目的として、以下の解析、評価を行い、その結果を原子力安全・保安院に報告する。 

a)内的事象ＰＳＡによる炉内構造物及び配管損傷の影響評価 

ＢＷＲ及びＰＷＲを対象に炉内構造物及び配管損傷時の炉心損傷シナリオを検討し、リス

クの観点から重要な炉内構造物部位を把握する。 

b)地震ＰＳＡによる炉内構造物、配管損傷等の影響評価 

地震時の炉内構造物及び配管に対する地震荷重を評価し、炉内構造物や配管等にひび割れ

等が存在する状態で維持規格に従った検査（検査範囲/検査方法等）を行っている場合の、

これらの構造物の損傷確率を算出することにより、炉心損傷頻度を評価する。 

c)き裂進展の時間特性把握と炉内構造物損傷程度の許容限度評価（炉心損傷頻度変動の観点） 

上記ａ）及びｂ）の結果を踏まえ、炉内構造物等のき裂進展の時間特性等を把握した上プ

ラント全体の総合的な安全性（炉心損傷頻度等）への影響の検討を行い、炉内構造物損傷程

度の許容限度を評価する。 

③研究開発段階炉開発炉のＰＳＡ 

「もんじゅ」について、成功基準（サクセスパス）解析を含み内的事象を対象に定格運転時

及び停止時レベル１ＰＳＡを実施する。この中で、高速増殖炉に特徴的なトラブル事象の分

析・評価を行い、これに基づき機器検査方策の立案及び重点検査対象機器の摘出を行う。また、

出力運転時レベル２ＰＳＡの簡易評価を行う。さらに、地震ＰＳＡ（レベル１）を実施すると

ともに、一般火災に対する火災ＰＳＡ評価に着手する。 

Ｂ２．原子炉施設等の安全性解析及び評価（電源利用勘定業務） Ｂ２．原子炉施設等の安全性解析及び評価（電源利用勘定業務） 



中  期  目  標 中  期  計 画 

（１）クロスチェック解析 

原子炉施設等の設置許可等に係る安全審査に際し、当該施設の事故時の安全性等について各

種の解析コード等を用いた安全解析を行い、その設計の妥当性を確認する。 

（１）クロスチェック解析等 

①許可申請に係るもの 

事業者が原子力安全・保安院に提出する設置（変更）許可申請書に示される安全解析につい

て、機構は、原子力安全・保安院の指示に応じて事業者が使用した安全解析コードとは異なる

安全解析コード等を用いて安全解析を行い、当該施設の安全性を確認するとともに事業者の安

全解析の妥当性を評価する業務を確実に実施する。その結果は、速やかに原子力安全・保安院

に報告する。 

中期目標期間中に見込まれる設置許可申請は以下のとおり。 

a)原子炉施設 

本中期目標期間中の設置（変更）許可申請対象としては、敦賀３号機及び４号機（日本原

子力発電株式会社）、東通２号機（東北電力株式会社）並びに東通１号機及び２号機（東京

電力株式会社）が計画中である。（「平成１５年度電力供給計画の概要」（経済産業省、平

成１５年３月）） 

b)原子力施設 

本中期計画期間中の事業許可（変更）申請対象としては、以下のとおり。（「原子力の技

術基盤の確保について」（総合資源エネルギー調査会原子力部会報告、平成１３年６月） 

ｲ)再処理施設 

・ 日本原燃株式会社（以下、「ＪＮＦＬ」と略称する。）再処理施設 

・ 核燃料サイクル開発機構再処理施設 

ﾛ)混合酸化物燃料（以下、「ＭＯＸ燃料」という。）加工施設 

・ ＪＮＦＬ-ＭＯＸ燃料加工施設 

ﾊ)ウラン加工施設 

・ ＪＮＦＬウラン濃縮施設 

ﾆ)使用済燃料貯蔵施設 

ﾎ)その他施設 

・ ＪＮＦＬ埋設事業施設 

②各種認可申請に係るもの 

事業者から提出される原子炉施設等の工事計画認可申請、工事及び設計の認可申請、保安規

定認可申請等のうち、原子力安全・保安院が事業者の行った安全解析とは独立に当該施設の安

全性の確認解析が必要と判断される場合、機構は、必要な安全解析を行い、その妥当性の評価

を実施し、その結果を速やかに原子力安全・保安院に報告する。 

③届出に係わるもの 

原子炉施設等の廃止措置に伴って廃止措置実施事業者及び埋設事業者より提出される廃止

措置計画書に関し、機構は、原子力安全・保安院の要請に基づき安全解析及び評価を行い、そ

の結果を速やかに原子力安全・保安院に報告する。 



中  期  目  標 中  期  計 画 

（２）安全解析及び評価手法の開発等 

原子炉施設等の安全解析において新しい知見等を取り入れ、その精度の向上等を図るため、

安全解析コード及び評価手法の開発又は改良を行うとともに、これに必要なデータベースの充

実化を図る。 

（２）安全解析コード及び評価手法の開発又は改良 

原子炉施設等のクロスチェック等に使用する安全解析コード及び評価手法について、多次元

化や高速化等解析評価技術における新しい知見等を取り入れ、試験解析やベンチマーク解析等

によりその精度の向上及び解析機能の拡充を図るとともに、安全解析コードの入出力機能等を

整備し、解析の迅速な対応を可能とする。また、試験等により必要な技術情報の充実を図る。 

①安全解析コードの開発、改良整備 

原子炉施設等の安全解析等に必要な安全解析コード又は必要となることが予想される安全

解析コードの解析精度の向上及びその評価機能等を拡充整備する。 

安全解析コードの開発・整備に当たっては、国内外における同類コードの開発状況及び利用

状況に基づく安全解析コードの開発・整備計画を策定し、それに基づき実施するものとする。

この開発・整備計画は、毎年、最新情報を反映して見直しを行う。 

安全解析コードの開発・整備においては、機構が所有する安全解析コードの改良及び機能拡

充の他に、必要に応じて、他の機関が開発した解析コードの導入又は新たな安全解析コードの

開発を含めて効率的に行う。また、安全解析コードの開発・整備に必要な技術データ等は、独

自の試験又は国際共同試験への参加等を通して入手する。 

各分野の解析コードの整備業務は以下のとおりとする。 



中  期  目  標 中  期  計 画 

 

 

 

 

 

 

a)原子炉施設に対する安全解析コード 

原子炉施設に係る安全審査においてクロスチェック解析等を実施する際に必要となる炉

物理解析コード、過渡・事故事象解析コード、構造強度解析コード、被ばく評価解析コード

及び耐震解析コード並びにＰＳＡ手法の改良整備を行う。 

(ｲ)炉物理及び過渡・事故事象解析コード 

炉物理解析コードでは、熱水力解析コードとの結合による三次元詳細解析手法の整

備を進める。また、熱水力解析コードでは、米国で既に認められており、事故時の原

子炉への影響や安全余裕をより現実的に評価できる最適評価手法を整備するととも

に、同手法をＥＣＣＳ性能評価に適用するための原子炉冷却材喪失事故解析コードの

不確かさ評価等を行う。さらに、格納容器内の局所的な乱れを精緻に扱い、事故時の

格納容器内の水蒸気濃度等を精度良く解析する多次元多成分流体の数値流体力学解析

手法整備のため、ＯＥＣＤ／ＮＥＡ等の国際試験協力計画に参加してベンチマーク解

析等により機能検証を行う。 

(ﾛ)構造解析コード 

指針や基準・規格の改訂に対応して機器・配管応力解析評価コードの整備を行うと

ともに、設備の経年変化を考慮した確率論的破壊力学コードを整備する。また、燃料

の更なる高燃焼度化に対応して、高燃焼度化燃料（ＭＯＸ燃料を含む）に特有な現象

に関する知見を燃料ふるまい解析コードに反映し、照射後試験データ等により検証を

行う。 

(ﾊ)被ばく評価解析コード 

事故及び立地評価における放射性物質の挙動・放出放射能及びスカイシャイン・直

接放射線による被ばく解析の数値解析手法の改良を行う。 

(ﾆ)耐震解析コード 

耐震解析コードについて平成１５年度上期までに終了した試験の結果（耐震壁に対

する多方向同時入力試験結果等）を評価法として纏める。具体的には耐震解析コード

により建屋が終局状態に至るまでの挙動を実際の地震動の三次元性を考慮した解析を

行い、信頼度の高い建屋の耐震安全裕度評価が行えるよう、コードの改良に向けての

定式化を行うとともに、その結果を踏まえて耐震解析コードの改良を行う。 

(ﾎ)ＰＳＡ手法 

原子炉施設の設置（変更）許可申請に係る安全審査等におけるＰＳＡ手法の活用に

向けて、最新知見を考慮した内的・外的事象に対するＰＳＡ手法の整備、必要に応じ

マニュアル等の整備を行う。 

(ﾍ)研究開発段階炉のプラント過渡熱流動解析コード及びＰＳＡ手法整備 

研究開発段階炉「もんじゅ」のプラント過渡熱流動解析コードに各種解析モデル（メ

ンテナンス冷却系、自由液面、集合体間熱移行、低熱流束沸騰）を追加する。さらに、

レベル２ＰＳＡ簡易評価手法を整備する。なお、別途行なわれるもんじゅＰＳＡの進

行状況により、必要に応じてレベル２ＰＳＡ詳細解析手法について調査を行い、整備

計画を立てる。 

 b)再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設等に対する安全解析コード 

原子力施設の安全評価に使用する安全解析コードの改良整備については、最新の動向調査

を行いつつ、以下を行う。 



中  期  目  標 中  期  計 画 

臨界・遮へい解析コードについては 

(ｲ) 解析コード・核データの維持更新 

(ﾛ) 最新検証データの追加 

(ﾊ) 燃焼度クレジットの適用性検討等 

熱流動・構造解析コードについては 

(ｲ) コンクリートキャスク・キャニスターの熱流動及び衝撃応答解析機能拡張及び検

証 

(ﾛ) コンクリート構造物衝撃応答用新モデル導入及び検証等 

事故解析コードについては 

(ｲ) 臨界事故時の放射能移行データによる検証 

(ﾛ) ＭＯＸ燃料加工施設等の火災・爆発解析手法の検討等 

被ばく解析コードについては 

(ｲ) 局地気象、沈着モデル等の評価モデルの高度化 

(ﾛ) 日本人向け健康影響モデルの改良等 

 c)使用済燃料中間貯蔵施設に対する安全解析コード 

金属キャスク方式については平成１６年末頃以降に、また、コンクリートキャスク方式に

ついては１年程度遅れで事業許可申請が予定されており、早急に、クロスチェック解析を実

施する際に使用する除熱、遮へい、構造強度、耐震等の安全解析コードの整備が必要である。 

(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 

金属キャスク方式の使用済燃料中間貯蔵施設の安全解析コードについては平成１５

年度中に改良整備を完了し、クロスチェック解析に備える。除熱解析コードについて

は貯蔵建屋内の雰囲気温度解析手法、遮へい解析コードについては敷地周囲の直接及

びスカイシャイン線量及び貯蔵建屋給排気口ストリーミング線量解析手法、構造強度

解析コードについては燃料被覆管制限温度の評価手法及び金属キャスク構造部材の強

度評価手法、耐震解析コードについては建屋応答解析手法の改良整備及び有限要素法

地盤安定性解析手法等の改良整備を完了する。 

 (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の安全解析コード 

コンクリートキャスク方式の使用済燃料中間貯蔵施設については、金属キャスク方

式の成果を踏まえて、コンクリートキャスク方式特有の項目について除熱、遮へい、

構造強度、耐震の安全解析コードの整備を行うものとし、平成１５年度から着手し平

成１７年度中に改良整備を完了し、クロスチェック解析に備える。除熱解析コードに

ついてはコンクリートキャスク内と貯蔵建屋内の熱流動を練成した雰囲気温度解析手

法、遮へい解析コードについてはコンクリートキャスクの遮へい開口部を考慮したキ

ャスク周囲及び敷地周辺線量解析手法、構造強度解析コードについてはキャニスタ溶

接部健全性解析手法、耐震解析コードについては地震時のキャスク転倒・すべり及び

キャニスタ振動解析手法等の改良整備を実施する。 

 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 

炉心等廃棄物の埋設事業の許可申請が計画されており、この申請に対する安全審査におけ

るクロスチェック解析を実施する際に使用する安全解析コードの整備を行うことが必要で

ある。安全解析コードとしては、安全性について合理的で信頼性の高い解析が可能なコード

に加えて、処分場周辺で起こる核種移行に関わる現象を詳細に理解・把握し、解析条件及び



中  期  目  標 中  期  計 画 

解析パラメータ値の設定並びに安全評価の保守性の程度の確認に役立てるために、現象を詳

細に解析することができるコードも併せて整備することが必要である。このため、一次元安

全解析コード及び三次元地下水流動解析コードを含む多次元詳細現象解析コード等から成

る安全解析コードを、最新の開発状況等の調査を踏まえて改良整備し（安全解析に使用する

パラメータ値の整備を含む）、クロスチェック解析に備える。 

 ②原子力施設関連データベースの整理 

原子力施設関連の安全審査の参考情報を提供するために新たに申請される原子力施設等の

許認可資料を安全審査データベースに登録する。 

③研究開発段階炉に係る新知見の調査 

研究開発段階炉について施設の設計等に反映すべき点があるかどうか速やかに検討するた

め、研究開発段階炉の安全性及び安全規制に関し新たな知見の動向を定期的に把握する。 

Ｃ．原子力防災支援業務 

万一原子炉施設等で原子力災害等が発生した場合には、住民や環境への影響を最小限に抑え

るために、国、自治体、原子力事業者が一体となって迅速かつ適切に対処することが必要であ

る。このため、日頃から、緊急時に関係者が行う措置の手順を実地に確認するための訓練を行

うほか、緊急時に必要となる施設、設備を整備し、適切に維持管理しておくことが重要である。

機構は、原子力防災対策に関し、防災訓練の計画立案、関係機関の調整等の事務を原子力安

全・保安院と協力して実施する。また、新たな原子炉施設等立地地域における緊急事態応急対

策拠点施設（オフサイトセンター）の整備を行うほか、オフサイトセンターや緊急時対策支援

システム（ＥＲＳＳ）が適切に利用できるようにその維持・管理を行うとともに、万一の事態

に備えた対応体制を整備する。さらに、原子力防災に関する調査研究及び関係者の研修を実施

する。また、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む）及び武力攻撃原子力災害が発生

した場合には関係法令等の定めるところにより、必要な業務を行う。 

Ｃ．原子力防災支援業務 

Ｃ１．原子力防災支援業務（電源立地勘定業務） Ｃ１．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等 

原子力災害対策特別措置法に基づき､毎年度実施される原子力総合防災訓練に参画し、当該

訓練に関する中期計画及び年度計画の計画立案並びに総合的な調整に係る業務を行う｡また地

方自治体や原子力事業者等が実施する原子力防災訓練に対する協力、支援を行う。 

さらに、国民保護法に基づく武力攻撃事態等における国民保護のための措置について対応体

制を検討するとともに、国及び地方公共団体と協力し、訓練を実施するよう努める。 

（１）原子力防災訓練の支援業務 

①国が毎年度実施する原子力総合防災訓練に関し、国の訓練計画策定にあたっての基礎資料を整

備するとともに、訓練進行計画や訓練シナリオ等を作成する。また実際の訓練に参画し、訓練

結果をとりまとめるとともに、参加者を対象にアンケート調査等を行い、今後の訓練に反映す

るための事項を整理する。 

②地方自治体及び原子力事業者等が定期的に実施する防災訓練の際に、訓練進行状況に応じた事

故状況、予測等の情報提供や防災訓練支援を行う。 

③指定公共機関としての業務計画を策定するとともに、国民保護法に基づき国及び地方公共団体

と協力し、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置について訓練を実施する。 

（２）緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター）設備の整備及び維持管理 

全国の原子炉施設等の立地地域に設置されたオフサイトセンターの各設備について、緊急事

態発生時に円滑に使用することができるように、維持管理を行うとともに、原子炉施設等の新

規立地地域に必要となるオフサイトセンターの設備の整備を行う｡ 

（２）緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター）設備の維持管理及び改善 

オフサイトセンター、経済産業省庁舎及び地方自治体庁舎等に設置した原子力防災設備を緊

急事態発生時等に迅速かつ的確に使用できるよう、防災訓練等における運用経験を反映した設

備の改善を行うとともに、その維持管理を行う。 

また、設備の中長期更新計画を立案する。 

① 日常点検、定期点検による設備の維持管理(平成１５年９月末現在２０地区) 

② 緊急事態が発生した場合のオフサイトセンター立上げ支援 

③ 運用経験等を反映した設備の改善 



中  期  目  標 中  期  計 画 

④ 設備の中長期更新計画の立案 

また、東北電力東通原子力発電所１号機の新規建設に伴い、平成１６年度末までに青森県東

通オフサイトセンター（仮称）の設備整備を行う。 

（３）緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）の管理運用 

緊急事態発生時の支援システム（ＥＲＳＳ）について、適切に維持管理を行うとともに、緊

急時に国における対応を支援するためにＥＲＳＳの速やかな起動等が行えるよう、運転・評価

要員の熟度を高め、非常参集体制を整備する。 

 

（３）緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）の管理運用業務 

緊急時にＥＲＳＳを速やかに起動し、原子力安全・保安院の緊急時対応センター及びオフサ

イトセンターに的確な情報を提供する。また、原子力防災訓練等における運用経験や原子力発

電所の設備改善の反映及び通信技術、計算機技術に関する新たな知見に基づき、ソフトウェア

やハードウェアの必要な見直しを行う。更に定期的に運用試験等を実施することによりシステ

ムの維持管理及び運転員等の技術的能力の習熟を図る。また、定期的に緊急時の際の運転・評

価要員の参集訓練を実施する。 

（４）原子力防災研修 

原子炉施設等又はこれらの施設外における核燃料物質又は核燃料物質に汚染されたものの

運搬において放射性物質又は放射線の異常な水準の放出を伴う緊急事態が発生した場合に、防

災活動に携わる国及び自治体職員更には消防､警察、自衛隊、海上保安庁など関係する防災機

関職員に対し､防災活動を的確かつ安全に行うことができるよう、原子力防災に必要な知見等

を身につけさせること等を目的とする研修を的確に実施する｡ 

また、研修受講者に対して研修内容についてアンケート等を実施し、その結果を評価・分析

すること等により、研修内容の適時適切な改善を図る。 

（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・保安院の要請に応じて、平

常時から国、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

修を実施する。 

①研修内容 

以下に示す原子力防災に関連する研修を実施する。 

・ 原子炉施設立地道府県の保安検査官事務所職員等を対象とした４０人程度の規模の現地

研修を毎年オフサイトセンター毎に実施する。 

・ 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４０人

程度の規模の研修を毎年サイクル施設管轄のオフサイトセンターで実施する。 

・ 警察、自衛隊、海上保安庁を対象とした４０人程度の規模の核物質防護のための研修を

毎年オフサイトセンター設置県毎に実施する。 

・ 消防、警察等を対象とした１００人程度の規模の核燃料輸送講習会を年間２～３ケ所で

実施する。 

・ その他必要なもの 

②研修方法 

原子力防災に係る研修用テキストを作成し､専門家による講師陣を整備し､東京及び各原子

力施設近傍に適切な研修会場を設営し､原子力防災研修を行う｡ 

また、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・分析する。 

（５）原子炉施設等の核物質防護対策に係る調査及び支援 

原子力施設等に係る核物質防護対策に資するため、海外の動向等も踏まえ、妨害破壊行為等

による施設への影響の技術的評価等を行うとともに、平成１７年度から原子炉等規制法に基づ

き国が実施する核物質防護検査等に係る必要な情報提供等を行い、国が行う核物質防護対策へ

の支援を行う。 

（５）原子炉施設等の核物質防護対策に係る調査及び支援 

原子炉施設等に対する核物質防護対策について、海外の規制動向、特に米国で発生した同時

多発テロ（2001 年９月１１日）以降の防護対策強化の状況を把握するとともに、防護すべき重

要設備・機器の選定、妨害破壊行為等による重大事態を想定した影響評価・影響緩和策等に関

する調査研究を行い、我が国において関連の基準・指針等を策定するための情報提供を国に対

して行う。また、原子炉等規制法に基づき国が実施する核物質防護の審査・検査に係る防護措

置の妥当性評価（ハード面・ソフト面）に関する情報等の提供を行い、国が行う核物質防護対

策への支援を行う。 

（６）武力攻撃原子力災害に関する調査 

国が実施する武力攻撃原子力災害時における国民の保護のための措置に資するため、海外の

動向等も踏まえ、武力攻撃事態等による施設への影響の技術的評価等の支援を行う。 

（６）武力攻撃原子力災害に関する調査 

国が実施する武力攻撃原子力災害時における国民の保護のための措置に資するため、海外の

動向や核物質防護対策で想定する脅威を超える武力攻撃事態等による原子炉施設等への影響
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評価等に関する調査研究及び技術的評価等の支援を行う。 

Ｄ．安全確保に関する調査、試験及び研究 

原子炉施設等は、高度な複合システムであり、その安全確保に係る知見、情報は、設計

から運転、廃止に至り多岐にわたる。原子力の安全規制を的確に実施するためには、常に

最新の知見を集め、安全規制の基礎となるデータ・情報を集約していくことが必要である。

さらに、そうした知見を、規格、基準等において体系化していくとともに、制度の見直し、

審査規定の策定等に反映していくことで、より科学的・合理的な判断に基づく規制を行う

ことが可能となる。機構は、このために必要となる調査、試験及び研究を行う。なお、こ

れらの実施に当たっては、策定すべき規格基準等への活用について、そのアウトプットを

明確にし行う。 

具体的には、内外の規格基準、設備の信頼性評価、高経年化対策、施設の耐震性、燃料

特性、核燃料サイクル施設の安全性、廃止措置の安全性、放射性廃棄物処分の安全管理、

放射性物質の輸送、ヒューマンファクター、アクシデントマネージメント、提案公募型調

査研究等を対象とする。 

なお、試験・研究の実施に当たっては、適切なテーマ選定、事業計画策定、進捗管理、

成果の客観的評価のために、第三者による評価を受ける仕組みを導入し、試験・研究目的

の達成や成果の活用が見込まれない場合、迅速に見直し、中止すべきものは中止するなど

安全規制行政ニーズに的確に応えていくよう努める。 

Ｄ．安全確保に関する調査、試験及び研究 

 

Ｄ１．安全確保に関する調査、試験及び研究（電源立地勘定業務） Ｄ１．安全確保に関する調査、試験及び研究（電源立地勘定業務） 

Ｄ１Ａ 規格基準類に関する調査、整備 Ｄ１Ａ 規格基準類に関する調査、整備 

（１）規格基準等調査 

原子炉施設等の安全性の確認及び確保に係る法令、規格及び基準類について、今後我が国に

おいて必要となる基準等を整備するため、国内外の現状について調査・分析するとともに、そ

の整備を行うために必要な情報を収集する。また、構造と性能を維持するための規格、機器の

補修・修理に関する規格、検査に係る規格等について、学協会等の規格策定団体の規格基準作

成作業に積極的に参加し、規制当局としての規格策定ニーズを伝達し、安全規制に対応した規

格整備に貢献するとともに、国際機関が行う原子力安全基準等作成作業に積極的に参加し、我

が国の考え方等について発信し、国際基準の整備に貢献する。さらに、これらの学協会、産業

界等で作成された規格、基準等について、原子炉施設等における適用の妥当性に関し、原子力

安全・保安院が行う検討の支援を行う。 

（１）規格基準類調査 

①国内外の整備状況等の調査・分析 

原子炉施設等の保有国及びＩＡＥＡ、ＯＥＣＤ／ＮＥＡ等の国際機関における原子炉施設等

に係る法令、基準及び規格に関する情報の調査収集及び分析し、我が国の法令、基準及び指針

等と照らし検討を行い、原子力安全・保安院が行う基準改正に関連情報等を提供する。 

また、原子力安全・保安院のニーズを受けて米国機械学会等の外国学術団体の制定する原子

炉施設を構成する設備に係る規格類（例えば、ASME Sec. XI）の整備維持状況等を調査し、そ

の内容について我が国の技術基準等への反映を検討する。さらに、米国の ASME コードケース

の運用方法について我が国における原子力安全規制への反映を検討する。 

②安全規制に係る規格類の整備支援 

学協会の活動内容を勘案して、整備すべき規格類の作成作業会等への出席又は機構の調査、

研究成果等の提供を行い、これらの学協会が行う規格類の整備促進に協力する。 

また、学協会が作成した原子炉施設等の安全に係る規格類について、最新知見の反映、見直

し等に関する情報を提供する。 

③国際機関における基準類整備活動への参画 

原子炉施設等の安全に係る基準の作成及び整備に係る国際機関の委員会等に積極的に出席

し、我が国の技術関連情報等を提供することにより、国際的な安全基準類の整備に協力する。 

④規格類の適用性評価 

学協会等で作成された規格類を、国の安全規制に適用する際の妥当性について、公正、公平

かつ公開の原則に則り、国の定める基準による要求性能との対応、要求性能達成のための具体

的な手法や仕様の明示、手法や仕様の技術的妥当性等の観点から評価を行うことにより、原子



中  期  目  標 中  期  計 画 

力安全・保安院がこれらの規格類を安全規制に適用する際の検討評価に必要な情報を提供す

る。 

（２）国の安全審査、検査に係る規定等の作成支援 

原子炉施設等に関する安全審査、検査等に必要な規定等の策定のため、調査検討を行うとと

もに、定期的又は必要に応じ見直しを行い、当該規定類の改訂に必要な事項をまとめる。 

 

（２）国の安全審査、検査に係る規定等の作成支援 

原子力安全・保安院が行う審査規定又は検査規定等の整備、見直しのため、原子炉施設等の

設置許可、（設計及び）工事計画認可、定期安全レビュー等における該当施設の安全性に関す

る情報を提供する。 
現行の規制体系にリスク情報を活用する方法を法令/指針/技術基準/保安規定等に則して検

討し、評価基準や評価マニュアルの整備等を行う。 

① リスク情報を活用できる分野と現行規制との整合性の検討 

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 

③ リスク情報を考慮した規制体系の試運用 

Ｄ１Ｂ． 原子炉施設等の安全性確認に関する調査、試験及び研究 Ｄ１Ｂ． 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 

原子炉施設等の機器、配管等の経年変化についての評価技術の検討を行うため、機器等の耐

久性、き裂進展特性､欠陥検出・測定性等に関する試験、解析等を行う。また、原子炉施設等

の構造健全性に関する評価手法の妥当性を確認する。 

（１）原子力施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 

原子力施設等の機器、配管等の経年変化の評価技術の検討を行うため、機器等の耐久性試験

として「実用原子力発電設備環境中材料等疲労信頼性実証事業」、き裂進展特性試験として「炉

水環境疲労き裂進展評価試験」「原子力用ステンレス鋼の耐応力腐食割れ実証事業」、欠陥検

出・測定性等に関する試験、解析として「原子力発電施設検査技術実証」、「シュラウド等の

非破壊検査技術実証事業」を行う。また、原子炉施設等の構造健全性に関する評価手法の妥当

性の確認として「複雑形状部機器配管健全性実証事業」、「流動励起振動評価手法の実証」を

行う。 

 ①原子力発電施設検査技術実証 

本事業では、維持基準の導入により許容される欠陥評価のため、自然欠陥（疲労き裂、SCC）

を付与した実機模擬試験体、ISI で使用される UT 技術及び ISI の UT 検査員の組合せによる

検出及びサイジングの測定試験を行い、現状現状の UT 技術を評価する。また、評価結果を基

に、ISI での UT の欠陥検出・サイジングに関する規格・基準について検討する。 

 ②原子力用機器材料の非破壊検査技術実証事業 

低炭素ステンレス鋼等の応力腐食割れ（SCC）による欠陥について、その検出・サイジング

に関する改良型超音波探傷（UT）、電磁気探傷（ECT）技術の実証を行うとともに、同検出技

術による欠陥の検出、寸法測定試験要領（案）を策定する。 

 ③実用原子力発電設備環境中材料等疲労信頼性実証 

a)実用原子力発電設備環境中材料等疲労信頼性実証 

原子力発電設備の機器・配管等の疲労寿命が、炉水環境中で低下する知見が得られたことか

ら、加速疲労試験を行い、パラメータと疲労寿命を求め、環境中疲労評価手法を策定する。ま

た、策定した評価手法妥当性について信頼性評価試験を行い実証する。これらの、環境中疲労

寿命式及び環境中疲労評価手法については、「環境中疲労評価技術指針」として纏める。 

b)炉水環境疲労き裂進展評価技術調査 

国内 PWR 原子力プラントの原子炉圧力バウンダリ－を構成する機器の主要な部位に使われ

ているステンレス鋼及びニッケル基合金に関し、使用条件、環境を模擬した疲労き裂進展試験

を実施し、疲労き裂進展速度線図を策定する。 

 ④複雑形状部機器配管健全性実証 

本事業は、原子炉施設機器・配管のうち、構造的、形状的及び溶接等による材質的な不連続



中  期  目  標 中  期  計 画 

性を有することにより複雑で高応力となる複雑形状部機器配管部に対し、供用期間中検査等で

検出されたき裂の進展予測を精度良く行うために必要な溶接残留応力の評価手法、及びき裂進

展量の予測評価手法を確立する。また、これを元に、複雑形状部機器配管のき裂進展評価ガイ

ドラインをまとめる。 

 ⑤原子力用ステンレス鋼の耐応力腐食割れ実証事業 

維持基準の導入に伴い、構造健全性上問題のないひびの評価のため、応力腐食割れ試験を行

い、１８年度までに取得したデータに基づき、対象とした３鋼種(原子力用 SUS304L、SUS316L、

SUS316NG)について、応力腐食割れ進展速度等の応力腐食割れ評価線図の検討を行うとともに、

応力腐食割れ評価ガイドラインの検討を行う。 

 ⑥流動励起振動評価手法の実証 

蒸気発生器の伝熱管に発生する水・蒸気の流れによる微少な流動励起振動について、蒸気発

生器信頼性実証試験のデータや海外研究機関との情報交換等を基に、流動励起振動評価手法の

解析的実証が既に行われている。機構は、この結果を伝熱管の健全性へ及ぼす影響を評価する

手法に関する学協会規格の素案（適用限界等を含む）としてまとめる。 

（２）原子炉施設等の耐震性評価技術に関する調査 

原子炉施設等の耐震性評価技術の妥当性を確認するため、関連する規格・基準類及び耐震安

全解析コード等の調査を行うとともに、新たな入力地震動等に対する施設の耐震性評価を行

う。そのために必要な大型振動台を使用する耐震実証試験については平成１６年度中に完了す

る。 

（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法について、地震観測データに基づき検討を行い、より信頼性の高い評価

法を提案する。これまでの調査結果を踏まえ、地震基盤相当位置から上部の地盤構造の同定を

行い、地震波伝ぱ特性評価法についての検討を行う。 

②原子炉施設の耐震性について、従来の評価レベルを超えた限界の把握が必要となっている。こ

のため、施設の安全強度・機能の限界に係る試験データを取得し、新たな入力地震動等に対す

る施設の耐震性評価を行う。 

 なお、大型振動台を使用する試験は平成１６年度中に終える。 

③実地盤上に建屋模型を設置して、発破による人工地震動により加振し、設計地震動を上回る地

震動入力条件（1,000Gal.以上）における建屋と地盤間の相互作用に係るデータを取得し、既往

の地盤・建屋相互作用評価法の適用限界を確認するとともに、大地震動入力でも適用可能なも

のに改良する。これを踏まえて、設計条件を超える地震に対する耐震安全裕度を高信頼度で把

握するのに際しての規制上の要求についてまとめるとともに、学協会規格の整備についての提

案をまとめる。 

④欠陥が生じた炉内構造物及び配管に対する維持規格の妥当性（耐震安全裕度、耐震強度評価法）

を振動試験により実証するとともに実証データを、維持規格の拡充・整備の場に提供する。 



中  期  目  標 中  期  計 画 

（３）燃料及び炉心安全性確認試験 

安全審査等に用いるデータとしての活用、また、技術的な指針等の改訂、安全評価手法の改

良、高度化を行うため、燃料の照射、核特性等に関する試験を実施し、燃料及び炉心の安全性

に関する最新の知見を取得する。 

 

（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 

５サイクル燃焼したＢＷＲ高燃焼度９×９型燃料集合体について調査・分析を実施し、５５

GWd/t までのデータを取得し、通常運転時の燃料の燃焼ふるまいが予測の範囲内かどうかを評

価し、現行安全評価手法の信頼性を確認、実証する。また、燃料ペレットからの核分裂（ＦＰ）

ガスの放出や被覆管の強度等に関して集合体規模で得られる多くのデータを整理し､燃焼度･

中性子照射量等の依存性についてそのメカニズムも含めて評価した上で、次期高燃焼度燃料安

全審査時に、燃料の安全評価の技術的判断根拠として提供する。 

国内の軽水炉に装荷するＢＷＲ・ＭＯＸ燃料（４０GWd/t）及びＰＷＲ・ＭＯＸ燃料（４５

GWd/t）について燃焼後の調査・分析を行い、通常運転時のふるまいデータを整備・蓄積する

とともに現行安全評価手法の信頼性を確認する必要がある。このため燃焼後の調査・分析の実

施に備えて、燃料サンプルを用いて、超ウラン元素の分析やプルトニウムスポット中核分裂Ｆ

Ｐガスの分析等を実施し、分析手法を確立する。 

②全ＭＯＸ炉心核設計手法信頼性実証試験 

全数ＭＯＸ燃料装荷炉心の安全設計・評価に使用される核解析手法の信頼性を実証するとと

もに、将来の高燃焼度ＭＯＸ炉心の安全審査にあたって、原子力安全・保安院が現行の安全設

計・評価手法を適用する妥当性を判断するための技術データを提供するため、以下の試験及び

データ解析を行う。 

(ｲ）燃焼後ＭＯＸ燃料装荷炉心等の炉物理試験及びそのデータ解析 

(ﾛ）炉物理試験用のＭＯＸ燃料を製作し、全ＭＯＸ燃料炉心の炉物理試験を実施する。 

(ﾊ）９ｘ９型ウラン燃料の組成分析データ解析等を行い、次期中期計画期間に予定される

燃焼後ＭＯＸ燃料データの解析手法を確立する。 

（４）アクシデントマネージメント知識ベース整備 

アクシデントマネージメント策の妥当性評価を行うために必要な解析モデル、データベース

の構築等のため、放出放射性物質の挙動等に関する試験、データの収集・整備を行い、原子炉

施設の防災対策の高度化を図る。 

（４）アクシデントマネジメント（ＡＭ）知識ベース整備 

①ＳＡ発生防止、拡大防止については、国内代表的ＢＷＲ及びＰＷＲ（それぞれ４プラント）の

想定事故に対して、原子炉防災対策上重要なパラメータ（原子力災害対策特別措置法第１０条、

１５条事象の発生時期等）についての整理を行い、データベースシステムを構築する。停止時

等の定格出力運転時以外の事故を対象としたパラメータの整理、登録について着手する。 

②環境への影響緩和については、国内外の試験や解析等のデータを取得する。また、データが不

足している放射性物質挙動及びデブリ（溶融炉心）冷却挙動については、挙動を解明するため

の試験を実施しデータを取得するとともに、実機評価に必要な解析モデルの開発・改良を行い、

取得したデータ及び開発・改良したモデルをデータベースシステムに登録する。 

なお、試験は、国際共同プロジェクト等にて実施することにより、海外の設備や専門家のノ

ウハウを活用し、効率化を図る。 

得られた成果は、新たに設置される原子炉施設のＡＭレビューに際して、原子力安全・保安

院が必要とする技術的根拠となるデータとして提供するとともに、ＡＭ策の妥当性評価手法や

原子炉施設の安全目標への適合性確認のための評価手法に反映する。さらに、国が実施する原

子炉施設の防災対策のために、早期大量放出に関するＳＡやＡＭに係るデータ等として提供す

る。 
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（５）人間・組織の調査分析等調査 

原子炉施設等におけるトラブル事象等において、人間・組織面の問題点等に関し調査、分析

等を行い、併せてこれらの対策に係る評価手法の検討、作成を行う。また、これらの活動に関

する情報の収集・提供を行う。 

（５）人間・組織の調査分析等調査業務 

次に示す３項目の調査分析等を実施し、人間・組織に係わる知見を得るとともに国が対応す

べき課題を明らかにし、検討した成果を原子力安全・保安院に提供する。 

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 

継続的に、国内のトラブル事象等（ヒヤリハット事例、良好事例、検査報告書内容等を含む）

から人間・組織面での知見､教訓等を整理、蓄積し、課題を明らかにするとともに、その対策

に係わる評価手法を検討・作成する際の基礎データ､評価データとして活用する。 

②原子力安全文化の組織内醸成と定着化の基盤整備 

原子力安全文化が事業者の組織の中に醸成し、定着を図ることができているか確認できる

「安全文化の理解と評価のための手引き」を作成し、品質保証システムの中で安全文化の有り

様を原子力安全・保安院がモニタリングする際に役立てる。 

③中央制御室等の人間工学的評価に関する規定の検討 

中央制御室は、設備環境・人間環境等の諸因子を考慮した設計が要求されることからこれを

評価するための判断材料を調査、検討し、原子力安全・保安院が確認すべき項目を整理の上、

人間工学的評価の規定案を作成、提供する。 

また、最近のトラブル事象等が起動／停止時及び停止中に発生していることに鑑み、中央制

御室のシステム設計の観点からシステムの運用管理について、国内外の最新技術の知見を調

査、検討し、人間工学的評価に関する規定案へ反映する。 

Ｄ２．安全確保に関する調査、試験及び研究（電源利用勘定業務） Ｄ２．安全確保に関する調査、試験及び研究（電源利用勘定業務） 

Ｄ２Ａ．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 Ｄ２Ａ．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 

高燃焼度燃料の安全評価手法の高度化を図るため、照射に伴う被覆管脆化等のメカニズムを

解明し、その損傷評価により安全裕度を明らかにする。 

（１）高燃焼度燃料の安全裕度に関する調査及び試験 

機構は、燃料被覆管の照射脆化・水素脆化に関して、温度・応力等の条件を変えた試験によ

る水素の影響等の詳細観察及び破損の再現試験を行い、現象論的な知見を系統的に収集する。

また､これに並行して計算科学により被覆管内の水素原子のふるまいや中性子照射による結晶

構造の変化のような微視的なプロセスを解明することにより破損メカニズムを明らかにする。

その上で、燃料安全評価に係る基準及び評価手法を、水素脆化が顕著となる高燃焼度燃料被覆

管にも適用できるように、燃料破損しきい値の定量的な評価指標案を提示し、その技術的根拠

となるデータを提供する。また、これらデータを、次期の高燃焼度燃料の安全審査時に、燃料

の安全評価の技術的判断根拠として提供する。 

（２）核燃料加工施設等の安全性に関する調査及び試験 

核燃料加工施設等が保持すべき核燃料物質等の閉じ込め性能等に関する技術基準の作成、改

良に必要なデータ等を取得するため、ＭＯＸ粉末の挙動等に関する調査、試験研究を行う。 

（２）核燃料加工施設等の安全性に関する調査及び試験 

落下、火災、爆発,臨界等の事故を対象に、事故時のグローブボックス（ＧＢ）内における

ＭＯＸ粉末の粉塵化挙動、浮遊挙動等に係る文献等調査、解析モデル・解析コードの調査及び

解析コードによる解析を行い、発生源としてのＭＯＸ粉末の粉塵化等の挙動に係る技術的知

見・データを整備する。 

また、ＧＢの閉じ込め性能等に関する技術基準の作成に役立てるために、閉じ込め性能を定

量的に確認する手法についての調査検討、試験用ＧＢを設計製作して各手法についての試験を

行い、結果を纏める。さらに、ＧＢ火災時の閉じ込め性能を確保するＧＢ管理条件の実験的導

出を行うために、ＧＢ内負圧、換気回数等をパラメータとした解析を行うとともに、製作した

ＧＢを用いた火災時、消火時の圧力変動試験の計画を作成する。 



中  期  目  標 中  期  計 画 

（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 

使用済燃料中間貯蔵施設に供される乾式キャスク等について、貯蔵中及び貯蔵後輸送の健全

性、安全性に係る審査基準等の整備のために必要なデータ等を収集するため、密閉性等に関す

る調査、試験、解析・評価を行うとともに、基準、指針等の整備業務に係る支援を行う。 

（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 

a)金属キャスク貯蔵技術 

実機条件下での長期貯蔵に伴う金属ガスケット、中性子遮へい体等の経年劣化の評価手法

を確立し、原子力安全・保安院の行う事業認可の審査における評価のために提供する。 

また、長期貯蔵中の取扱い事故等における金属キャスクの挙動を明らかにするため、加速

劣化を付与した確認試験を実施し、長期貯蔵に伴う金属キャスクシステムの健全性評価手法

を確立し、原子力安全・保安院の行う事業認可の審査における評価のために提供する。 

b)内部収納物健全性評価手法等 

機構は、使用済燃料の貯蔵に関する国内外の先行事例や発電所内での実績データ等の調査

を行い、貯蔵期間中の圧力監視、温度計測、放射線計測、地震時の加速度計測等の各データ

に基づいて使用済燃料収納容器内部の健全性を評価する手法について検討し、長期貯蔵後の

輸送に先立って実施される発送前検査について、容器を開放せずに、実証的データに基づい

て内部収納物の健全性を確認する合理的な検査方法への対応策を検討する。 

c)貯蔵設備長期健全性等 

ｲ)金属キャスク方式 

長期貯蔵に伴う密封健全性の裏付けデータを得るため、金属ガスケットに関する実

規模大の長期密封性能試験が行われている。機構は、これを継続実施し、原子力安全・

保安院の安全性判断のためのデータとして提供する。また、地震時の金属キャスク内

部収納物同士の衝突挙動を明らかにして、内部収納物の健全性評価用データとして、

原子力安全・保安院の行う事業認可の審査における評価のために提供する。 

ﾛ)コンクリート方式 

コンクリート方式で用いられる比較的薄肉の金属性容器であるキャニスタを対象

に、長期間の貯蔵に伴うキャニスタ材料の溶接部等の腐食や応力腐食割れに係るデー

タを取得し、長期健全性の評価用データとして、原子力安全・保安院における事業認

可の審査のために提供する。また、地震時のコンクリート構造物とキャニスタ及びキ

ャニスタの内部収納物同士の各衝突挙動を明らかにし、健全性評価用データとして原

子力安全・保安院が行う事業認可の審査用に提供する。 

②施設の耐震性に関する調査及び試験 

地盤物性取得試験結果を基に砂れき地盤等の地盤物性データベースを作成する。また、砂れ

き地盤等における地震動の観測記録を収集・分析した結果に基づき、大地震時における非線形

性も考慮した設計用地震動の評価法を作成する。さらに、杭基礎地盤模型の振動試験結果を踏

まえて、大地震時における地盤・杭の非線形応答を考慮した基礎地盤安定性評価手法を作成す

る。これらの成果を中間貯蔵施設の安全審査における評価のために提供する。 

③燃料に関する調査及び試験 

５５GWd/t までの高燃焼度使用済燃料を対象にクリープ試験を行い、適用範囲を広げたクリ

ープ予測式を策定し、併せてこれを構造強度解析コードの改良整備に提供する。また、我が国

の中間貯蔵施設の安全審査に備えて高燃焼度使用済燃料被覆管等のホットセルでの長時間加

熱試験等を行い、被覆管の水素析出特性や被覆管の強度劣化状態を含む高燃焼度燃料の中間貯

蔵時の挙動に関するデータを取得し、５５GWd/t までの高燃焼度燃料の中間貯蔵の審査指針・

技術基準案を検討する。 



中  期  目  標 中  期  計 画 

（４）廃止措置の安全性に関する調査 

廃止措置を安全に実施するために、解体工事による周辺環境への影響についての調査を実施

するとともに、廃止措置に伴い発生する諸課題及びその対策等について検討を行い、廃止措置

に係る安全性の評価手法を構築する。 

（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 

廃止措置工事の本格化への備えとして、解体工事が環境へ及ぼす影響を評価するための情報

を「環境影響評価ハンドブック」としてまとめるため、実用発電用原子炉施設を想定した模擬

試験体を用いた試験を行い、コンクリート構造物については制御爆破工法等、金属構造物につ

いてはガス切断工法及びレーザ切断工法を対象に、解体時に発生する粒子状放射性物質（粉じ

ん）の拡散に係る、安全性の評価を行う上で必要となる移行挙動データ等が取得されている。 

機構は、これらの結果を受け、金属構造物のプラズマ切断工法に係る同様の移行挙動データ

等を追加取得するとともに、安全性の評価におけるデータベースとして整備する。 

また、研究開発段階の原子炉施設「ふげん発電所」の廃止措置工事を対象として、原子炉構

造や仕様等に係る実用発電用原子炉施設との違いやその特徴を踏まえた周辺環境への影響に

係る検討がなされ、廃止措置の各工程での放射性物質の拡散について要因毎に留意事項が既に

摘出されている。機構は、この結果を受けて、必要となるデータ等の取得計画を策定し、放射

性物質の拡散に係る安全性の評価を行う上で必要となるデータ等の取得を行い、安全性の評価

におけるデータベースとして整備する。 

②廃止措置に伴う諸課題及びその対策等に係る検討 

廃止措置に伴って大量に発生する解体廃棄物の分別・管理を行う際に確保すべき安全事項の

審査に資するため、解体廃棄物に関する海外の最新状況及び国内の取組状況を調査し、測定単

位、測定時期等の測定方法及び管理する単位や定期的測定の有無等の分別・管理の確保すべき

安全事項について調査・検討を行う。 

また、廃止措置に係る認可、確認のために必要な技術基準、審査基準等の整備のため、国内

外の基準やリスクレベルに応じた運用実績等について調査、検討を行い、その成果を原子力安

全・保安院へ提供する。 

（５）クリアランスレベルの確認手法等に関する調査 

クリアランス制度の信頼性、効率性の一層の向上を図るため、クリアランスレベルの測定が正

確にできていることを確認するための手法等に関する調査を実施するとともに、クリアランスレ

ベル以下であることが確認された物に疑義が生じた場合などにおける対応策等について検討を行

う。 

（５）クリアランスレベルの確認手法等に関する調査 

クリアランスレベルの測定が正確にできていることを確認するため、事業者におけるクリアラ

ンス確認手法等を検証するとともに、汚染や放射化等によりクリアランス確認対象資材中に含ま

れる放射性物質の核種、濃度等を抜取等により正確に測定評価する手法を調査する。 

また、クリアランスレベル以下であることを確認された物に不法に放射性物質が混入する等に

よる疑義が生じた場合などの事業者及び規制側における対応のため、環境放射線の測定法や必要

な管理措置等について調査、検討を行う。 

今後、クリアランス制度の対象となることが見込まれる核燃料サイクル施設から発生するクリ

アランス確認対象資材に対する確認手法等について調査、検討を行う。 



中  期  目  標 中  期  計 画 

（６）放射性廃棄物の処分に関する調査 

低レベル放射性廃棄物及び高レベル放射性廃棄物の処分の安全確保に関する基準、規定類の

整備及び安全性評価手法の確立のため、国内外の状況に関する調査、検討等を行う。 

（６）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 

低レベル放射性廃棄物のうち、プラズマ溶融処理を行った充填固化体に係る調査結果では、

廃棄確認方法の「一体となるような充填」に係る難溶融物の混合割合、「有害な空隙」に係る

残留空間割合、「放射能濃度」に係る濃度算出時の補正法と残存率及び「健全性を損なう物質」

に係る塊状アルミニウムの無機物との混合比率等について、廃棄確認申請に備えた確認方法の

見直しが必要とされ、確認方法の整備に必要なデータの調査及び確認方法の整備に係る検討が

行われてきた。機構は、これを受けて、当該廃棄体等について具体的な性状や溶融時の挙動等

の調査及び検討の結果を基に、国としての確認方法を検討し、事業者からなされる廃棄確認申

請への対応を可能とする。 

低レベル放射性廃棄物のうち、放射性物質の濃度が比較的高い「炉心等廃棄物」については、

埋設事業者による処分場の本格調査が実施されている。機構は、性状等が従来とは異なる当該

廃棄体についての確認方法を含め、埋設処分の安全性評価の妥当性を確認するため、余裕深度

処分に係る安全評価技術に関し、原子力安全・保安院が準備すべき安全評価モデルの調査を行

う。 

②高レベル放射性廃棄物に係る調査、検討等 

使用済燃料の再処理によって発生する高レベル放射性廃棄物については、既に海外からの返

還ガラス固化体の貯蔵が行われており、その処分についての研究も各方面で進められているこ

とから、機構は、本中期目標期間中に安全評価モデルに係る諸外国の最新の動向を調査し、放

射性廃棄物の地層処分に係る地質及び気候関連事象の安全評価技術に関し、原子力安全・保安

院が準備すべき事項の検討を行う。 

（７）放射性物質の輸送に関する調査 

ＩＡＥＡの放射性物質の国際輸送規則に係る調査、改訂作業への対応を行うとともに、改訂

された国際輸送規則を我が国規制基準へ取り入れるための課題の抽出及び対処方針について

検討を行う。併せて、国内輸送規則改定のための作業支援を行う。 

（７）放射性物質の輸送に関する調査 

機構は、ＩＡＥＡで２年毎に改訂が検討されている放射性物質の国際輸送規則に係る調査及

び改訂作業への対応を行うとともに、改訂された国際輸送規則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について検討を行う。併せて、ＩＡＥＡで予定される２年毎

の改訂に伴って検討される国内輸送規則改定のための支援を行う。 

Ｄ２Ｂ．安全規制の高度化に関する調査、試験及び研究 Ｄ２Ｂ．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 

原子炉施設等の高経年化対策について、効果的な安全規制を実施するため、国内外の経年変

化に係る評価技術を含む重要な技術課題、最新の技術的知見、リスク評価手法等について調査

する。また、高経年化に関する技術データの蓄積、照射材料、模擬劣化配管等を用いた対策技

術高度化に係る調査、試験及び研究を行い安全規制に反映するとともに、事業者から提出され

た高経年化に係る技術評価、長期保全計画、設備の健全性評価等に係る解析、評価に関し、原

子力安全・保安院の支援を行う。併せて、国内外へ高経年化に関する情報の提供等を行う。 

（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)原子炉施設等の高経年化対策について、効果的な安全規制を実施するため、国内外の経年変

化に係る評価技術を含む重要な技術課題、最新の技術的知見等の調査を行う。また、経年変

化事象が原子炉施設の安全性に及ぼす影響を確率論的に評価するためのリスク評価手法に

ついて調査を行う。 

b)経年変化事象を検査する技術、予測・評価する技術等に関する技術データ、国内外の最新の

技術的知見を、経年変化事象(約 10 事象)と主要機器(約 20 機器・構築物)の組合せ毎に、

データベースとして体系的に蓄積する。 

c)経年変化事象（照射脆化、疲労、応力腐食割れ、熱時効、腐食、蒸気発生器伝熱管損傷、ケ

ーブルの劣化、コンクリートの劣化等）毎に、最近の知見、技術データに基づいて健全性評

価に係る解析・評価を行うため、解析評価手法を標準化し、マニュアル、解析ソフト及び判

定基準を整備し、解析評価支援システムを構築する。 

d)事業者から提出された原子炉施設の高経年化に関する技術評価、長期保全計画、設備の健全



中  期  目  標 中  期  計 画 

性評価等について、その検証のための解析・評価支援を行う。 

 ②原子炉施設健全性維持に係る技術等の調査 

原子炉施設を維持するための維持規格について、国内外の経年変化に係る評価技術を含む重

要課題、リスク評価等を調査し、常に最新の知見を取り入れること及びこれに対する適切な評

価を実施していくことが重要であり、このため、維持規格に関連する ASME Sec. XI 等海外の

維持規格の改訂動向と技術根拠の調査及び国内外の補修工法及び検査に必用な測定技術等に

関する新技術の調査等を行い、データベース化し、わが国で評価検討すべき項目をまとめる。 

 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評価技術調査研究 

炉内構造物のなかで、主として、中性子積算照射量の大きいシュラウド（BWR）とバッフル

フォーマボルト（PWR）を対象として、現用材料について長期運転を考慮した 60 年運転の照射

量までの、通常水質と改良水質（水素注入相当）での IASCC き裂発生、進展及び許容欠陥寸法

(破壊靭性特性)の照射量依存性のデータベースを構築する。また、これを用いて IASCC 評価ガ

イドを作成する。 

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 

・ 国内原子力プラントで使用されているニッケル基合金と同等の試験材から製作した試

験片を用い、国内 BWR プラントの水質条件を模擬した環境での定荷重ＳＣＣ進展試験

及び変動荷重き裂進展試験、国内 PWR プラントの水質条件を模擬した環境での管台定

荷重ＳＣＣ進展試験及び蒸気発生器伝熱管定荷重ＳＣＣ進展試験を行い、試験結果か

らＳＣＣ進展速度を分析、評価する。取得したＳＣＣ進展速度データはデータベース

に整備する。 

・ このＳＣＣ進展速度データを基にニッケル基合金（600 合金、690 合金）の被覆アー

ク溶接金属、ティグ（TIG）溶接金属に関するＳＣＣ進展速度線図を策定する。 

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 

国内の原子力プラントで使用されている各種のケーブル（架橋ポリエチレン、難燃架橋ポ

リエチレン、エチレンプロピレンゴム、難燃エチレンプロピレンゴムを絶縁体とするケーブ

ル）を供試体としたケーブル経年変化評価試験により、熱劣化後及び熱・放射線による同時

劣化後等のケーブル経年変化データを取得し、近年の新たな知見等を加えて実機環境におけ

るケーブル経年変化特性を評価することにより、ケーブル保全対策の指標となる実機条件に

則したケーブル経年変化評価手法の検討を行う。 

 ④高経年化関連安全対策技術高度化調査 

経年変化事象の評価に係るメカニズム解明及び検査技術等の高度化に係わる調査研究を実

施する。 

 ⑤原子力プラント照射材安全補修溶接技術 

本事業では、低合金鋼及びステンレス鋼の溶接入熱量と He 量をパラメータとする He 割れ

発生に関するデータを取得し、溶接 He 割れモデルによるシミュレーション評価手法を検証す

るとともに、割れ発生のメカニズムを調査し、高経年化設備補修（中性子照射材に対する低合

金鋼のテンパービード溶接方法、レーザ補修溶接方法、ティグ補修溶接方法、当て板による補

修溶接方法、摩擦圧接方法）に関する安全性、信頼性評価手法を整備し、技術指針を作成する。

また、これらの成果を元に、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のデータ

を提供する。 



中  期  目  標 中  期  計 画 

 ⑥原子力プラント機器材料劣化対策技術 

高照射レベルのステンレス鋼製試験体の表面にレーザを熱源とした応力腐食割れ性改善の

ための表面改質技術適用性評価試験を実施する。維持規格の改定において｢補修｣について取り

込むべく検討が行われているが、現状、高経年化固有の課題である照射材料に対する予防保全、

補修適用のための規格がないことから、本調査により照射材料に関する技術データを提供す

る。 

 ⑦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） 

本事業は、原子炉容器の脆化を監視予測するための監視試験片について、再生加工（切断・

接合・整形）して、監視試験片として再利用する際に、再生加工の影響で脆さのデータが変化

しないように加工に対する制限条件を確立するため、再生加工時の再生材の寸法と温度変化に

関する制限条件を試験と解析により確立する。 

二相ステンレス鋼でできた一次冷却材管の熱脆化について、長期間運転時の当該配管の耐荷

重を評価する手法を確立するため、模擬配管材を 60 年運転相当に熱脆化し、配管の耐荷重を

確認する試験を実施する。その結果に基づいて解析で求まる耐荷重に適切な安全余裕を設定

し、熱脆化した配管の健全性評価手法を定める。 

 ⑧国内外へ高経年化に関する情報の提供等を行う。 

（２）原子力安全基盤調査研究(提案公募) 

工学的領域だけでは解決できない原子力安全上の課題に取組むため、提案公募型の調査研究

制度を推進する。テーマ選定に当たっては、その成果が原子炉施設等の安全性向上に係る提言

に繋がるものを選定する。 

（２）原子力安全基盤調査研究(提案公募) 

原子力の工学領域だけでは解決できない新たな安全上の課題に取組むため、人文・社会科学

や地質学、地震学等の自然科学に関する知識整備の充実の必要性が指摘されている。 

このためにふさわしい公募研究テーマを、人文・社会科学分野及び自然科学分野においてそ

れぞれ設定し、原子力安全に係る提案型調査研究(期間最長３年)を大学、研究所等から広く毎

年新規に公募する。 

採択に当たっては、有識者で構成される委員会において、提案された研究に対して公平・公

正な審査を行い、原子炉施設等の安全性及び信頼性の向上に繋がるものを採択する。採択に要

する期間を本中期計画期間中に２０％短縮化する。また、併せて個々の研究成果に対する評価

を毎年度実施し、所期の成果を収めていること及び研究継続の可否について判断する。総合的

な評価では、自然科学分野では活断層の活動性等の知見の整理及び今後検討すべき課題の抽出

を行う。また、人文・社会科学分野では国民とのリスクコミュニケーション、原子炉施設等に

おける品質保証システムの有効性確保、安全文化の維持・向上等に貢献が可能な方策をまとめ

る等原子力安全に関する知識基盤の創生、原子力安全基盤の整備に寄与するものを提供する。 

Ｅ．安全確保に関する情報の収集、整理及び提供 

原子炉施設等の安全確保においては、他の類似施設における故障・トラブル等に関する

情報を有効に活用することが不可欠である。近年、故障やトラブルとも言えない運転管理

上の情報を注意深く集めて分析することが、より重大な事象の予防に有効であることが明

らかになってきている。このため、国内外の原子炉施設等に関する故障・トラブルだけで

なく、トラブル未満の運転に関する情報を蓄積し、分析することにより、他の施設に反映

すべき有用な情報を抽出することが必要である。 

機構は、国際的なネットワークも活用し、安全確保に関する情報を蓄積し、安全確保に

関するデータベースを構築するとともに、情報の分析を行い、安全確保のために取るべき

措置を提言することが期待される。 

また、原子力の安全確保に関する国民の信頼を回復するために、安全規制行政の透明性

Ｅ．安全確保に関する情報の収集、整理及び提供 

 



中  期  目  標 中  期  計 画 

を高めることも重要な課題であり、機構は、安全規制に関するわかりやすい情報提供を行

う。 

Ｅ１．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） Ｅ１．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 

国内外の原子炉施設等の運転特性、事故・故障、放射線管理等の情報を収集、整理しデータ

ベースを構築する。 

 

（１）情報の収集、整理等 

国内外の原子炉施設等の安全規制、事故・故障、運転特性、運転管理、設備信頼性、放射線

管理等に関する情報を毎年２００００件程度収集整理し、データベース情報として整備更新を

行う。 

また、これらのデータベースの機構、原子力安全・保安院における利用のため、専用システ

ムの維持運用を行う。 

（２）情報の分析評価 

原子炉施設等に関し収集した運転情報、事故故障情報及び放射線管理情報を分析評価し、原

因傾向等の分析を行う。 

（２）情報の分析評価 

原子炉施設等に関し収集した各種情報を分析評価することにより、原因傾向等の分析、信頼

性データベースの作成等を行い、再発防止対策、検査手法等の検討に反映する。また、リスク

情報を用いた運転性能評価、保安活動評価を行うための情報を提供する。 

（３）情報の提供及び広報 

原子力安全に係る国民の理解と信頼を得ることを目的として、原子力安全規制に関する施策

及び原子力安全に関する情報を、原子炉施設等立地地域自治体及び地域住民をはじめ、国内外

に提供する。 

（３）情報の提供及び広報 

①海外関係機関等への情報提供 

国内原子炉施設等の安全規制、トラブル等情報の英語版を作成し、海外関連機関へ提供する

とともにホームページに掲載する。 

②安全規制に係る情報提供 

インターネットによる情報の提供を行い、ホームページのヒット件数を毎年１万件程度確保

する。また、ニュースレター、パンフレット等印刷物による情報の提供を月 1 回程度行う。ア

ンケート等を実施し、内容について国民が理解しやすい情報提供への改善に努め、回答者の７

割以上から肯定的な回答を得る。 

③立地市町村等への安全情報提供等 

自治体原子力関係職員、立地地域住民等を対象とした原子力安全に係る理解の促進、意見交

換のための会合を毎年４回程度開催するとともに、原子力安全に関するシンポジウムを毎年１

回程度開催する。アンケート等を実施し、内容の改善に努め、回答者の７割以上から肯定的な

回答を得る。 

Ｆ．安全規制に係る国際協力 

原子力の安全確保に関する情報は国境を越えて共有されるべきものであり、また、原子

力災害は国境を越えて拡がるおそれがあることから、国際的な協力を行うことは重要な課

題である。このため、多国間の条約や情報交換の枠組みに参加するとともに、二国間協力

等により、情報交換、研究協力、研修協力等を進めることが必要である。 

機構は、海外の原子力安全に係る情報を収集、整理、蓄積するとともに、原子力安全・

保安院と協力して、多国間、二国間の国際協力に関する業務を実施する。 

Ｆ．安全規制に係る国際協力 

Ｆ１．安全規制に係る国際協力（電源立地勘定業務） Ｆ１．安全規制に係る国際協力（電源立地勘定業務） 

（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海外の規制当局及び事業者等における原子力安全確保活動や安全に係る最新知見等の安

全情報について、海外の各種委員会、国際会議等における情報交換等による収集、調査、

整理を行う。 

②わが国の規制当局及び事業者等における原子力安全確保活動や安全に係る最新知見等の

安全情報について、海外の各種委員会、国際会議等における情報交換等による提供、発

（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 

ＩＡＥＡ及びＯＥＣＤ／ＮＥＡ等の国際機関の諸会合及び原子力先進８カ国による国

際原子力規制者会議(ＩＮＲＡ)等主要原子力発電国の規制当局間の多国間会合、原子力安

全・保安院と米国、仏国、中国、韓国、瑞国、英国等の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等に参画することにより、我が国の安全情報について提供する

とともに、得られる海外情報を整理し、原子力安全・保安院への提供を行う。 



中  期  目  標 中  期  計 画 

信を行う。 

（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 

①二国間原子力協定に基づく政府間協議、原子力安全規制当局間の二国間協力取決め等に基

づく情報交換会議・専門家の交流等への対応を行うとともに、研修、セミナーを実施す

る。 

②原子力安全に関する国際機関（ＩＡＥＡ、ＯＥＣＤ／ＮＥＡ等）の原子力安全基準策定活

動、原子力安全規制等の課題の検討、発展途上国に対する安全協力、原子力安全に関す

る国際研究活動等への参画を推進する。 

③その他主要原子力発電国の規制当局間の多国間会合等への対応を行う。 

④原子力安全規制行政の実施機関として、機構と海外の原子力安全関連機関との協力取決め

を行い、原子力施設の運転経験、事故故障対応、安全解析コード、その他安全規制及び

各種基準策定に係る新知見等について、より詳細な情報の収集、調査、提供、交換等を

行うとともに、専門技術者等交流の推進を行う。 

（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（各年間

１回程度開催）や専門家の交流等に関し、その企画、運営等において原子力安全･保安院に協力

する。 

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、専門家の受入れ、計画への参画等を行う。 

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・運営するとともに、

ＩＡＥＡの要請に基づき各種セミナー及びワークショップの開催、安全レビューチームへの専

門家派遣等を行う。 

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を年間各１回程度開催する。 

また、近隣アジアの原子力発展途上国における原子力安全基盤の整備及び人材育成に協力す

るため、中国の原子力安全規制関連機関より年間４～５名の研修生を受入れ、原子力安全規制

に関する研修を実施するとともに、専門家を派遣し、年間１回、参加者３０名程度のセミナー

を開催する。内容については、アンケート結果等を評価・分析することによりその改善に努め、

回答者の７割から肯定的な回答を得る。 

（３）国際条約等の義務の遂行に係る業務 

原子力安全に係る国際的な条約等の履行に係る調査等業務を的確に実施する。 

（３）国際条約等の義務の遂行に係る業務 

原子力安全条約及び廃棄物等安全条約の履行のため、原子力安全・保安院が行う国別報告書

の作成、各国報告書のレビュー業務等を支援する。また、早期通報条約等に基づく海外機関へ

の情報通報業務等について支援を行う。 

Ⅳ．財務内容の改善に関する事項 

１．業務の効率的な実施 

業務の効率的な実施による費用の低減、その他の経営努力により財務内容の改善を図る

ため、運営費交付金を充当して行う事業については「Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項」

で定めた事項について配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営に努める。 

 

２．透明性の向上 

財務内容に関する透明性を確保する観点から、経理事務や財務諸表の作成に外部の知見

を積極的に活用するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

予算、収支計画及び資金計画は以下の通り。 

１． 予算（人件費の見積もりを含む。） 《別表１》 

 中期計画期間中の予算の見積もりに当たっては、平成１５年度下期予算を通年ベース

に換算したものを基準に、運営費交付金の算定ルールに基づき、Ⅱ（４）④の削減目標

を踏まえ試算した。実際の予算は、毎年度の予算編成において定まる係数等に基づき本

算定ルールにより決定されることから、見積もりの額から増減することとなる。 

  

［運営費交付金の算定ルール］ 

毎年度の運営費交付金の額については、以下の算式により、当該年度に係る効率化係数α・β、

政策係数γ、消費者物価指数δ、人件費調整係数ｓ、特殊要因(X)、自己収入(C)を定め算定する。 

○運営費交付金額＝一般管理費(A)×α 

＋事業費(B１(検査等に係るものを除く。))×β×γ１ 

＋検査等に係る事業費(B２)×γ２＋特殊要因(X)－自己収入(C) 

一般管理費(A)＝共通部門人件費(S)＋その他一般管理費（前年度）×δ 

事業費(B)＝事業人件費(S)＋前年度事業費(Bｙ－１(事業人件費を除く))×δ 

人件費(S)＝前年度人件費(Sｙ－１)×ｓ 

特殊要因(X)＝原子炉施設等のトラブル対応や設備更新等に伴い、一時的に発生する資金需要に対

応するもの。 

自己収入(C)＝各事業年度の自己収入（検査手数料収入を除く）の見積額×ε 



中  期  目  標 中  期  計 画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 α：効率化係数（中期計画期間中で１０％以上） 

β：効率化係数（中期計画期間中で３％以上） 

γ：政策係数（法人の業務の進捗状況や財務状況、新たな政策ニーズ等への対応の必要性、

独立行政法人評価委員会等による評価等を勘案し、具体的な伸び率を決定する。） 

δ：消費者物価係数（前年度における実績値を使用。） 

ｓ：人件費調整係数（前年度からの組織実態の変化（昇給、採用・退職）に応じて決定する。） 

ε：自己収入調整係数（自己収入の見込みに基づき決定する。） 

 

２．収支計画《別表２》 

  

３．資金計画《別表３》 

 

Ⅳ．短期借入金の限度額 

１．短期借入金の限度額： ６，７２７百万円 

２．想定される理由： 

    運営費交付金の受入れの遅延、国の要請による緊急事態への対応業務の発生等に対応す

ることを想定した。 

 

Ⅴ．重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとする計画 

なし。 

 

Ⅵ．剰余金の使途 

剰余金が発生した場合には、後年度負担に配慮しつつ、原子力安全基盤の維持向上のため以下

の使途に使用。 

１．人材育成、能力開発 

２．原子力安全高度化のための先行的調査研究 

３．情報インフラの繰り上げ更新 

４．短期期限付職員の新規採用 

 

 

Ⅶ．その他国の求めに応じて行う業務等 

１．国の求めに応じて行う業務 

国の行政機関から求めがあった場合は、機構法第１３条第１項及び第２項の業務の遂行に

支障のない範囲で適切な対応を行う。 

 

２．経済産業大臣による要求 

経済産業大臣から、独立行政法人原子力安全基盤機構法第１６条第１項の規定に基づき、

エネルギーの利用に関する原子力の安全の確保のため特に必要があり、同法第１３条第１項

第１号から第４号までに掲げる業務に関し必要な措置をとるよう要求があったときは、必要

な措置を迅速かつ正確にとるよう努める。 

 



中  期  目  標 中  期  計 画 

Ⅴ．その他業務運営に関する重要事項 

１．国の求めに応じ行う業務 

国の行政機関から検査等の要請があった場合、機構は、業務に支障を生じない範囲にお

いて、これに対応する。 

 

 

２．経済産業大臣による要求 

経済産業大臣から、独立行政法人原子力安全基盤機構法第１６条第１項の規定に基づき、

エネルギーの利用に関する原子力の安全の確保のため特に必要があり、同法第１３条第１

項第１号から第４号までに掲げる業務に関し必要な措置をとるよう要求があったときは、

必要な措置を迅速かつ正確にとるよう努める。 

 

Ⅷ．その他経済産業省令で定められた記載事項 

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 

中期目標に基づく新規業務及び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により、

総事業費に対して常勤職員の人件費が占める割合の抑制に努める。 

 

(2)人員に係る指標 

期末の常勤職員数は、期初の計画数を上回らないものとする。 

  内、予算措置手当職員数 ３６４人 （役員数６人） 

 

（参考１） 

 Ⅰ(4)の一般管理費及び事業費削減目標に応じ、人件費に係る削減額相当について、職

員数の削減により吸収した場合の期末職員数見通しは、以下の通り。 

 

１）期初の計画職員数 ４６０人 

２）期末の常勤職員数の見込み ４４５人 

・一般勘定により手当される職員については、検査需要に応じて必要人員の増減が有り

得る。 

 

（参考２）中期目標期間中の人件費総額 

   中期目標期間中の人件費総額見込み ２０，９２７百万円 

  （Ⅲ．１の見積もりに、手数料事業に係る人件費を加えたもの。） 

   内、予算措置手当職員分 １６，５７７百万円 

 但し、上記の額は、役員報酬、職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、法定厚生

費、退職引当金、休職者給与等に相当する範囲の費用である。 

 



（別表１）
予算書（総括表）

（単位：百万円）
区別 合計 立地勘定 利用勘定 一般勘定

収入
運営費交付金 83,520 52,516 31,004 0
施設整備費補助金 0 0 0 0
受託収入 0 0 0 0
　　うち国からの受託収入 12 0 12 0
　　うちその他からの受託収入 0 0 0 0
手数料収入 8,622 0 0 8,622
その他収入 0 0 0 0

計 92,154 52,516 31,016 8,622
支出

業務経費 76,396 48,578 21,881 5,937
施設整備費 0 0 0 0
受託経費 12 0 12 0
一般管理費 15,746 3,939 9,123 2,685

計 92,154 52,516 31,016 8,622
次期中期目標の期間への繰越金 0 0 0 0   

（別表２）
収支計画（総括表）

区別 合計 立地勘定 利用勘定 一般勘定
費用の部 94,173 53,637 31,914 8,622

経常費用 94,173 53,637 31,914 8,622
　　業務経費 60,013 43,241 15,185 1,587
　　受託経費 12 0 12 0
　　一般管理費 34,148 10,396 16,717 7,035
　　減価償却費 0 0 0 0
財務費用（利息） 0 0 0 0
臨時損失 0 0 0 0

収益の部 94,173 53,637 31,914 8,622
運営費交付金収益 85,539 53,637 31,902 0
受託収入 12 0 12 0
手数料収入 8,622 0 0 8,622
資産見返負債戻入 0 0 0 0
寄附金収益 0 0 0 0
臨時利益 0 0 0 0

純利益 0 0 0 0
目的積立金取崩額 0 0 0 0
総利益 0 0 0 0

　　　（単位：百万円）

 
 



（別表３）
資金計画（総括表）

区別 合計 立地勘定 利用勘定 一般勘定
資金支出

業務活動による支出 94,173 53,637 31,914 8,622
投資活動による支出 0 0 0 0
財務活動による支出 0 0 0 0
次期中期目標の期間への繰越金 0 0 0 0

資金収入 94,173 53,637 31,914 8,622
業務活動による収入 94,173 53,637 31,914 8,622
　　運営費交付金による収入 85,539 53,637 31,902 0
　　受託収入 12 0 12 0
　　手数料収入 8,622 0 0 8,622
投資活動による収入 0 0 0 0
　　施設費による収入 0 0 0 0
　　その他の収入 0 0 0 0
財務活動による収入 0 0 0 0
前期中期目標の期間よりの繰越金 0 0 0 0

　　　（単位：百万円）

 
 


