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原子力安全基盤機構中期目標の新旧対照表 
旧 新 

（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） 

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。 

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、原子炉施設及び原子力施設（以下「原子炉施設等」という)に関する検査の一部等を行うとともに、

安全審査の解析評価におけるクロスチェックや規格基準策定のための試験研究等の業務を一元的に実施するため、

設立された。 

これまで機構は、第一期中期目標期間（平成15年10月から平成19年3月までの3年半）において、定められた

中期目標を達成するため、着実に業務を実施するとともに、発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針の見直し

おける貢献、高経年化対策、放射性廃棄物処理・処分など新しい規制要求や平成16年8月に発生した美浜３号機

配管破損事故への的確迅速な対応等、原子力安全規制の高度化や効果的な実施に大きく貢献してきた。 

第二期中期目標期間においては、安定供給に優れ、かつ、クリーンなエネルギー源である原子力発電、核燃料サ

イクルの事業の着実な推進が見込まれる中、より合理的・効率的な検査制度の整備、高経年化プラント安全確保対

策、耐震安全性に対する一層の信頼性向上、高レベル放射性廃棄物等の処理処分のための安全規制制度の整備等の

課題への取組みが必要であり、原子力安全規制を支援する機構における業務にあってもますますその重要性が高ま

るものと考えられる。また、近年、国民の信頼を失墜する事故・トラブルが発生したことから、国や電気事業者等

には一層の安全確保や国民の信頼回復に向けた努力が求められる。 

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。 

なお、業務の実施に際しては達成すべき水準や内容を可能な限り具体的かつ定量的に示すことが必要である。 

原子力安全規制における機構の役割は、原子力安全・保安院が行う政策の企画・立案・執行に当たって専門的、

技術的な知見や情報を提供することであり、具体的には以下のとおり。 

・ 法律に基づく検査を原子力安全･保安院と分担して実施 

・ 審査等における解析結果等の原子力安全･保安院への情報提供 

・ 審査基準等策定における試験データ等の原子力安全･保安院への情報提供 

・ 規制制度見直しにおける技術データ等の原子力安全･保安院への情報提供 

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。 

Ⅰ．中期目標期間 

中期目標の期間は平成19年4月1日から平成24年3月31日までの５年間とする。 

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。 

Ⅲ．業務運営の効率化に関する事項 

第二中期目標期間は、引き続き組織、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．人材の確保・育成・活用 

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。 

加えて、機構業務の安定的かつ持続的な実施体制を維持・構築するための人材確保が重要である。 

また、廃棄物関係業務、高経年化対策業務、核物質防護対策業務、クロスチェック解析業務、学協会規格の技術

評価等、規制ニーズが増大しているところであり、これらを着実に実施できるよう人員体制整備に向けた見直しを

行う必要がある。 

このため、バランスのとれた人員構成に配慮し、優れた専門的知識と豊富な経験を持つ人材を確保するととも

に、計画的な人材育成・プログラムを開発し実施するとともに、効果的な人材活用を図るための人材配置等を行

う。 

 

２．業務に関わる知的基盤の確立 

業務を通して得られる情報及び知見等の蓄積を推進するとともに、部門を超え、より一層有効かつ効率的に活用
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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。 

（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。 

（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。 

（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

できるようにするため、機構が構築した複数のデータベースの連携強化等を行う。 

 

３．組織運営、業務の質の向上、業務執行の高度化 

機構の有する専門技術能力その他の資源を最大限に活用し、組織全体としての成果を向上していくため、経営機

能の強化、機動的・弾力的な組織運営、責任の明確化、保安院等との連携強化、品質及びリスクマネジメントシス

テムの維持・改善等により、組織運営の高度化及び業務の質の向上を図る。 

加えて、安全研究業務に対する第三者評価における業務の効率的実施や内部監査による適正な機構業務の執行を

確保する。 

また、中立、厳正及び公正の観点から、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。 

 

４．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。 

 

５．業務の効率化 

（１）外部能力の活用 

業務実施に際し、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、また、経費削減のため、

可能な範囲で外部の施設や人材を活用する。 

（２）情報化の推進 

情報技術高度化の動向を把握し、情報技術を活用した事務処理の効率化・迅速化を推進するとともに、より

高度化する外部からの不正アクセスやウィルス侵入等を防ぐため、十分な対策を講じる。また、「独立行政法

人等の業務・システム最適化実現方策」を踏まえ、引き続き、業務の最適化計画を整備するとともに、整備が

完了したものから実行に移す。 

（３）業務経費等の削減 

① 運営費交付金による業務については、効率的遂行に努め、一般管理費は毎年度平均で前年度比 3％以上を削

減、事業費（Ⅱ１．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、毎年度平均で前年度比１％以上の削減を行う。 

② 総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成 18 年法律

第 47 号）等に基づき、５年間で５％以上を基本とする削減（平成 19 年度予算における人件費を基準と

し、23 年度までの 4 年間で 4％以上の削減）の着実な実施を図るとともに、役職員の給与に関し国家公務

員の給与構造改革を踏まえた見直しを実施する。 

③ 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。なお、随意契約により委託等を行う

場合には、国における見直しの取組（「公共調達の適正化について」（平成 18 年８月 25 日付け財計第

2017 号。財務大臣から各省各庁の長あて。））等を踏まえ、関連公益法人を始め特定の団体との契約の在

り方の見直しなど不断の見直しを行うこととし、一般競争入札の導入・範囲拡大や契約の見直し等を通じた

業務運営の一層の効率化を図る。 

④ 原子力安全基盤機構が会議所、研修施設、分室等の施設を保有する場合には、売却や一般利用への開放、関

連する諸権利の有効活用等により、土地・建物等の効率的な活用を促進し、自己収入の増加を図る等の観点

からの見直しを図るものとする。 
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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。 

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 

 

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。 

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。 

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

Ⅱ．国民に対して提供するサービスその他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、今後必要となる行政ニーズを自らも規制

の視点に立って的確に把握することに努め、安全規制制度の整備、高度化、効率化のために優先的に取り組むべき

課題を積極的に原子力安全・保安院に提案するとともに、事業目的、達成状況等を勘案しつつ、事業の廃止も含め

た積極的な見直しを絶えず行いＰＤＣＡサイクルを的確に遂行する。このため、事業ごとの厳格かつ客観的な評価

・分析の実施を一層促進する。 

特に試験研究等にあっては、法令、指針、ガイドライン等の整備、改正といった具体的な目的・用途、及びその

達成時期を明確にして実施する。 

１．検査等業務 

２．安全審査等関連業務 

３．防災関連業務 

４．安全研究・安全情報関連業務 

５．国際業務、広報業務 

 

１．検査等業務 

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、各種の検査、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、機動的に実施するとともに、検査等に係る人材

の業務遂行能力の向上等による原子力の安全の確保を図るための有効かつ効率的な研修等を計画的に実施する。 

平成17年11月に再開された総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会検査の在り方に関する検討会によ

り、平成18年9月、「原子力発電施設に対する検査制度の改善について」が取りまとめられ、保全活動に対する

検査制度の導入及び安全確保上重要な行為に着目した検査制度の導入等の方針が示された。今後、平成20年度の

運用開始を目途に保全活動に対する検査制度の導入及び安全確保上重要な行為に着目した検査制度が導入される予

定である。 

機構は、新たな検査制度の導入に向け、検査体制の見直しを図るとともに、中長期的な視点に立った人材育成の

強化及び職員の資質の向上等の取組を通じた検査の質の確保等により、新たな検査制度の導入後に機構が実施する

こととなる検査等業務を効率的かつ効果的に実施する。 
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に必要な情報の提供、技術的検討を行う。 

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 

（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 

（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。 

Ａ３．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 

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。 

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） 

（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

２．安全審査等関連業務 

原子炉施設等の許認可に係る審査においては、当該施設の設計の妥当性を評価するため、事故等の発生を防止す

ることができるか又は事故等が発生した場合にも外部に影響を与えることがないか、確認するための事業者の解析

とは独立に解析を行うことにより、事業者が行った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。また、原子炉等規制法に基づき事業者が行う高経年化に係る技術評価の妥当性の確認を行う

ことが必要である。 

機構は、クロスチェックのための解析、高経年化に係る技術評価の妥当性確認のための評価等を行う。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アクシデントマネジメント等の妥当性を検

証するため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。 
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う。 

（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。 

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） 

（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。 

（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。 

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。 

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。 

（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｡ 

（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。 

（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。 

（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。 

（６）武力攻撃原子力災害に関する調査 

３．防災関連業務 

万一原子炉施設等で原子力災害（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（以下「原子力災

害等」という。）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、設備を適切に更新し、整備・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、原子力災害等が発生した場合には法令及び原子力安全･保安院の指示に基づき、原子力防災に係る業務

を実施する。また、原子力災害等に備えるための平常時の業務として国及び地方自治体が実施する原子力防災訓練

の支援、地方自治体職員等の原子力防災関係者に対する原子力防災研修及び緊急事態応急対策拠点を活用した習熟

訓練、緊急事態応急対策拠点の設備等物的基盤の適切な更新・維持管理、体制及び要員の維持・改善等を実施す

る。 

なお、緊急事態応急対策拠点を活用した習熟訓練については、出来るだけ早期に、原子力安全･保安院が独立行

政法人日本原子力研究開発機構等他の委託により実施している事業との重複を排除し整理合理化を行うことにより

経費の削減を図る。 
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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。 

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。 

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 

（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。 

（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。 

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 

（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。 

（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。 

（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。 

（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。 

（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

４．安全研究・安全情報関連業務 

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、安全情報の収集・分析・評価、調査、解析・評価、試験及び研究等の実施及びこれら成果の活用によ

り、原子力安全・保安院が実施する制度の見直し、審査、検査等のための規定等の策定、学協会規格のエンドース

等に対する支援を行う。また、機構が実施する検査や技術評価等のためのガイドラインの策定を行う。さらに、学

協会規格及び国際基準策定に対し、委員会への参画、データ提供等を行うことにより貢献する。加えて、クロスチ

ェック等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整備を行う。 

安全研究業務の実施に当たっては、公的研究費の不合理な重複及び過度の集中の排除並びに不正経理及び不正受

給の防止対策を強化する観点から、総合科学技術会議が示した「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組につ

いて」（共通的な指針）（平成18年８月）等に沿った取組を行うことにより、業務の適正な運営を図る。 

なお、安全情報の収集・分析・評価については、収集情報を精査した上で、より重要度の高いものに重点化する

とともに、安全情報データベースの体系を見直し、データ入力コストを削減すること等により、業務の効率化に務

める。 

また、調査、試験及び研究等の実施に当たっては、高経年化対策業務、廃棄物関連業務等、原子力を巡る情勢を

踏まえた喫緊の課題に重点化する。その他業務については、廃止を含めた積極的な見直しを行い、経費の縮減を図

る。なお、提案公募型調査研究は廃止する。 
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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。 

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 

（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。 

（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。 

（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。 

（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。 

（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。 

（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。 

（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。 

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。 

（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。 

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を高めることも重要な課

５．国際業務、広報業務 

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。 

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。 
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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） 

（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。 

（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。 

（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。 

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。 

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。 

（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。 

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。 

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「Ⅲ．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 

財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報・セグメント情報の公表の充実等を図るとともに、

引き続き、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。 

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。 

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。
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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。 

 

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。 

 

 


