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独立行政法人 原子力安全基盤機構 
平 成 １ ８ 年 度 事 業 報 告 書 

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

実施する専門機関として、国が実施してきた検査の一部等を行うとともに、これまで公益法人に委
託して実施してきた安全審査の解析評価におけるクロスチェックや各種機器、設備の信頼性に関す
る試験研究等の業務を一元的に実施するため、平成１５年１０月１日に発足した。 
事業の実施に当たっては、独立行政法人通則法第２９条に基づき経済産業大臣より指示のあった

中期目標（平成１５年度下期から平成１８年度の３年６か月）の内容に基づき、同法第３０条に基
づき中期計画を定め、その達成に向けて努力した。本事業報告書は、平成１８年度における事業実
績を報告するものである。 
 

Ⅰ．独立行政法人原子力安全基盤機構の概要 
１．業務概要 
（１）目的 

機構は、原子力施設及び原子炉施設に関する検査等を行うとともに、原子力施設及び原子炉
施設の設計に関する安全性の解析及び評価等を行うことにより、エネルギーとしての利用に関
する原子力の安全の確保のための基盤の整備を図ることを目的とする。（独立行政法人原子力
安全基盤機構法（以下、「機構法」という。）第４条） 
 

（２）業務の範囲（機構法第１３条） 
①原子力施設及び原子炉施設に関する検査その他これに類する業務 
②原子力施設及び原子炉施設の設計に関する安全性の解析及び評価 
③原子力災害の予防、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止及び原
子力災害の復旧に関する業務 

④エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保（次号において「安全確保」という。）
に関する調査、試験、研究及び研修 

⑤安全確保に関する情報の収集、整理及び提供 
⑥①～⑤の業務に附帯する業務 
⑦原子炉等規制法第６８条第１項から第３項までの規定による立入検査、質問又は収去 
⑧電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第１０７条第１項から第３項までの規定による立
入検査 

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

 
２． 事務所の所在地 
（１）本館 

〒１０５－０００１ 
東京都港区虎ノ門３丁目１７番１号 
代表番号：０３－４５１１－１１１１ 

 
（２）別館 

〒１０５－０００１ 
東京都港区虎ノ門４丁目３番２０号 神谷町 MTビル 
代表番号：０３－４５１１－１５００ 

 
（３）核燃料サイクル施設検査本部 

〒０３９－３２１２ 
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附１番地３５ 
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むつ小川原ビル１０１号室 
代表番号：０１７５－７１－０８８１ 

 
（４）福井事務所 

〒９１４－０１２４ 
福井県敦賀市市野々９号１の７ 
代表番号：０７７０－２３－２３３０ 

 
３．資本金の状況  
資本金：なし 

 
４． 役員の状況  

定数：６人（理事長１名、理事３名、監事２名） 
機構法第７条    機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 
機構法第７条第２項 機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。 

 
（平成１９年４月１日現在） 

役 職 氏 名 任期 主 要 経 歴 

理事長 成合 英樹 ４年 

昭和 42年 
昭和 55年 

昭和 62年 

平成 11年 
平成 14年 

平成 14年 
平成 14年 

平成 15年 
平成 15年 

４月 
４月 

11 月 

４月 
４月 

６月 
７月 

７月 
10 月 

運輸省 船舶技術研究所 原子力船部 
筑波大学構造工学系 助教授 

筑波大学構造工学系 教授 

筑波大学機能工学系 教授 
筑波大学 名誉教授 

日本原子力学会 会長 
(財)原子力安全研究協会 研究参与（非常勤） 

(財)原子力発電技術機構 技術顧問（非常勤） 
独立行政法人 原子力安全基盤機構 理事長 

理 事 曽我部 捷洋 ２年 

昭和 42年 

昭和 58年 
昭和 61年 

平成 元年 
平成 ２年 

平成 ３年 
平成 ４年 

平成 ６年 
平成 13年 

平成 15年 
平成 15年 

４月 

４月 
２月 

４月 
６月 

６月 
６月 

７月 
６月 

７月 
10 月 

通商産業省 入省 

通商産業省 資源エネルギー庁 ガス保安課長 
福岡通商産業局 公益事業部長 

通商産業省 資源エネルギー庁 発電課長 
通商産業省 環境立地局 立地指導課長 

科学技術庁 原子力安全局 原子力安全課長 
通商産業省 通商産業検査所長 

西部ガス株式会社 顧問 
西部ガス株式会社 常務取締役 

(財)原子力発電技術機構 参事 
独立行政法人 原子力安全基盤機構 理事 

理 事 鳥居原 正敏 ２年 

昭和 42年 

昭和 55年 
 

昭和 59年 
昭和 60年 

 
昭和 63年 
平成 ２年 

平成 ４年 

平成 ６年 
平成 11年 

４月 

６月 
 

８月 
７月 

 
１月 
７月 

６月 

８月 
８月 

通商産業省 入省 

通商産業省 産業政策局 
総務課産業組織政策室長 

アジア経済研究所海外調査員 
通商産業省 資源エネルギー庁 

石油部流通課長 
内閣官房内閣審議官 
防衛庁 装備局 管理課長 

外務省 在米国大使館公使 

(財)国際超電導産業技術研究ｾﾝﾀｰ 専務理事 
株式会社 CSK 顧問 
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役 職 氏 名 任期 主 要 経 歴 
平成 12年 
平成 15年 

平成 18年 

６月 
６月 

３月 

株式会社 CSK 常務取締役 
株式会社 CSK 常勤監査役 

独立行政法人 原子力安全基盤機構 理事 

理 事 熊澤 昭雄 ２年 

昭和 39年 
平成 元年 

平成 ２年 
平成 ５年 

平成 ７年 
 

平成 ８年 
平成 10年 

 
平成 12年 
平成 15年 

平成 18年 

５月 
５月 

10 月 
10 月 

７月 
 

６月 
６月 

 
４月 
６月 

７月 

通商産業省 入省 
敦賀・美浜運転管理専門官事務所長 

原子力発電安全審査課 統括安全審査官 
(財)原子力発電技術機構 安全計画室長 

原子力発電安全企画審査課 
総合予防保全対策官 

中国通商産業局 公益事業部長 
(財)原子力発電技術機構 原子力安全解析所 

副所長 
同機構 防災センター所長 
(財)中国電気保安協会 専務理事 

独立行政法人 原子力安全基盤機構 理事 

監 事 高橋 秀樹 ２年 

昭和 48年 

平成 ４年 
平成 ６年 

平成 ７年 
平成 ９年 
平成 11年 

平成 12年 

平成 14年 
平成 16年 

平成 17年 
平成 18年 

４月 

４月 
４月 

４月 
４月 
９月 

４月 

１月 
５月 

６月 
２月 

人事院 採用 

給与局 研究課長 
職員局 補償課長 

管理局 研修企画課長 
職員局 職員課長 
国家公務員倫理審査会事務局 首席参事官 

管理局 審議官 

近畿事務局長 
公平審査局長 

国家公務員倫理審査会事務局長 
独立行政法人 原子力安全基盤機構 監事 

監 事 荒井 徹 ２年 

昭和 46年 
平成 11年 

平成 12年 

 
平成 14年 

平成 15年 
平成 17年 

７月 
５月 

４月 

 
６月 

10 月 
６月 

日本航空株式会社 
日本航空株式会社 整備企画部長 

日本航空株式会社 成田整備事業部長 

（兼）整備本部副本部長 
株式会社 JAL 航空機整備東京 代表取締役社長 

独立行政法人 原子力安全基盤機構 監事 
株式会社 JAL 航空機整備東京 顧問 

 
５．職員の状況  

平成１８年３月末は４４８名、平成１９年３月末の職員数は４４６名。 
 
６．設立の根拠となる法律名  

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）及び独立行政法人原子力安全基盤機構法（平
成１４年法律第１７９号） 

 
７．主務大臣  

経済産業大臣 
 
８．沿革 

原子力安全基盤機構は、平成１４年３月の閣議決定「公益法人に対する行政の関与の在り方
の改革実施計画」中で、これまで委託等により実施していた、国が行うべき原子力安全行政事
務については、「原子力安全規制の被規制者からの独立性、中立性の確保を図りつつ、原子力安
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全規制のさらなる効率的かつ的確な実施を図るため、原子力安全規制の実施を目的とする独立
行政法人を設置し、国の原子力安全行政部門の事務の一部及びこれに関連する公益法人への委
託実施事務を当該独立行政法人に移管して実施する。」とされたことを受けて、平成１５年１０
月１日に設立された。 
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Ⅱ．業務の進捗状況 
１．当該事業年度の業務の実施状況 
１．１業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置 
（１）組織運営 

①科学的・合理的判断に基づく業務の実施 
ａ）行動規範を踏まえた組織運営、業務の実施 
イ）機構の業務に関し科学的・合理的な判断に基づきこれを実施する旨を定めた行動規範に
ついては、平成１６年度より継続して、イントラネットのトップページに常時掲載すると
ともに、各役員室及び各部執務室の最も目立つ場所にポスター掲示行い、職員への周知徹
底を継続して図った。 

 
ロ）平成１８年度の組織及び業務運営については、理事長自ら機構の取組むべき重点課題と
してⅰ）業務の高度化、ⅱ）部署間の連携、ⅲ）国民に姿の見える透明性と説明責任、ⅳ）
士気の高い職場と専門職の待遇、ⅴ）原子力安全・保安院との連携の５点を挙げて職員訓
示を行い、中期目標期間の最終年度業務を行うに当たって職員への周知徹底を図った。 

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

とおり行った。 
イ）機構のホームページにおける情報公開及び発信 

機構のホームページは、年間約２０万件のアクセスがあることから情報公開の重要なツ
ールの一つと位置づけており、次のような情報の公開、発信を積極的に実施した。 
ⅰ）機構の組織に関する法令、機構の業務に関する規程、役職員に関する規程、情報公開
に関する規程等の法令・規程 

ⅱ）中期目標、中期計画、年度計画、財務に関する報告書、評価に関する報告書 
ⅲ）試験研究等外部評価委員会、機構の事業実施のための検討会、技術研究会、国際会議
の議事概要等 

ⅳ）各種事業の成果報告書 
ⅴ）定期安全管理審査の結果等 

ロ）シンポジウム等を活用した情報公開及び発信 
機構の業務及びその成果等を原子力関係者及び一般公衆等に直接的に発信すべく、以下の活

動を実施した。 
・原子力安全規制の主要課題「新耐震指針への対応」「新耐震指針への対応」について、原

子力安全・保安院共同でシンポジウムを開催した。約５５０名の出席。 
・提案公募研究成果の活用を図るため、人文・社会科学分野及び自然科学分野のワークシ

ョップを開催し、人文・社会科学分野で約１５０名、自然科学分野で約１６０名の参加。 
・原子力学会、機械学会をはじめとする国内外の学術協会に対して、積極的参加し、事業

の成果について発表。 
ハ）印刷物の発行等による情報公開及び発信 

機構の組織、業務等を紹介したパンフレット類、各種事業成果報告書の他、以下の資料
を作成し、情報の公開、発信に努めた。 
・機構の１７年度の活動実績等についてまとめた「平成１７年度原子力安全基盤機構年報」

を作成し、関係機関に配付するとともにシンポジウム等の参加者に配付。 
・原子炉施設のトラブルや運転実績を記載の運転管理年報（Ｈ１８年度版）を発行。さら

に平成１８年度版の運転管理年報を反映させた英文年報パンフレット（ダイジェスト版）
を作成し国際機関、２国間協定を結ぶ各国規制機関、在外関連機関等へ提供。 

・我が国の原子力施設におけるトラブルについて（Ｈ１８年度版）を発行。 
・規格基準の制定・改定に資する技術レポート(ＪＮＥＳ－ＳＳレポート)の発刊。 
・安全情報に関する週報／月報を発行し関係者に配布。 
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②責任の明確化と的確な業務処理 
組織運営の問題点等については、絶えず検討し、改善を図るとともに、職員の適材適所への

配置に努めた。複数部にまたがる迅速を要する技術的課題への対応についは、機構内横断的な
タスクチーム等の業務形態で綿密な連携を図り対外的要件に対してタイムリーな対応を図っ
た。その際にはチーム統括者と業務遂行の為の権限を付与し円滑な業務運営を行えるように図
った。（詳細については、「（１）④機動的かつ弾力的な組織運営」に記載） 
また、将来の機構が原子力安全規制行政にさらに貢献し得る役割と、業務を遂行し得る組織

体制を考察する為に機構全組織の横断的なワーキンググループを設置して検討を行っている。 
 

③部門間の情報の共有 
ａ）情報共有化のための会合の開催 

役員と各部の部長・本部長等を構成メンバーとする幹部会を月 1 回開催して、重要事項
の審議を行うとともに、機構の業務実施状況等に関する情報の共有を図った。（計１２回開
催）。 

また、各部の筆頭グループ長による会合（隔週、計２４回開催）により、業務の実施状
況や課題等の情報を共有した。 

さらに、特別な議案の発生の都度、臨時に関係者が集まり部門間の情報共有を図った。 
規格基準策定に係る試験研究実施部門においては、技術分野ごとに横断的な職員で構成

するタスクチームを設置し、平成１７年度に引き続き、常に当該分野の現状認識を行い、成
果の活用先を念頭に置き、調査、試験及び研究の方向性を検討し、技術分野ごとの情報を
共有した。 

ｂ）イントラネットの活用 
通信回線速度を大容量化し、機構内イントラネットの強化を図るとともに、情報共有サー

バのディスク容量不足に対応するため、サーバの増設を行った他、インターネットを介し
て機構の電子メールシステムへのアクセスを可能とするリモートアクセスメールシステム
の運用を開始するなど、情報共有のより一層の強化を図った。（詳細については、「(４)業務
の効率化の推進①情報化の推進」に記載している。） 

また、保安規定解説書、安全情報検討会、高経年化対策の作業の迅速化を図るため、安
全情報部のサーバに情報共有のためのホームページをテーマごとに作成し、原子力安全・
保安院や機構内関係部門が有効に利用した。 

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

安全規制に係る規格類の整備支援の一環として、海外規制情報に関する機構の調査・研
究成果等を学協会等一般へ提供するため、事業成果をデータベース化し、ウェブで閲覧する
システムを開発し、機構内で利用できるようにした。 
 

④機動的かつ弾力的な組織運営 
原子力安全行政上の要請に応じて必要な業務を実施できるよう、以下のとおり、機構横断的に
業務を遂行するため機動的かつ弾力的な組織運営を行った。 
ａ）新検査制度構築、ＰＷＲサンプスクリーン閉塞問題、もんじゅ再起動対応、中央制御室居住
性問題対応について、機構横断的なタスクチームの編成により審査基準の検討等の業務を遂行
している。 

ｂ）平成１７年度に引き続き米国における安全規制動向の迅速な把握等の原子力安全行政上の
要請に応えるとともに、米国規制当局との連携強化を図るため、米国ワシントンに駐在員
２名を派遣した。 

ｃ）次期中期目標期間における原子力安全行政の要請に、より早急に対応する体制として機
構全体の総力により原子力安全行政を支える体制となる新組織の検討を実施した（平成２
０年４月改編予定）。 
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⑤中立・公正な業務執行 
ａ）検査等の業務、原子力施設等の高経年化に関する技術評価及びクロスチェック解析等の業
務に携わる職員については、中立・公正な業務執行を確保するため、昨年同様、電力会社
等からの出向者を充てずに、機構のプロパー職員又は国からの出向者で実施した。 

ｂ）役職員に対し倫理研修を実施するとともに、適宜役職員倫理規程の一部改正を行い、各部
署に周知した。また、グループ長に対し労働法令等の研修を行い、労働法上の法令順守・
規律の維持について理解を深めた。 

ｃ）平成１８年度当初に策定した内部監査方針・計画に従い、業務執行部門から独立した部門
（監査室）による内部監査を年度を通じて実施した。 

 
⑥機構業務の質の向上 
ａ）品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）構築業務の品質確保のための活動として今年度は、
年度計画に従い体制整備を一層進めるとともに、ＱＭＳ内部監査、マネジメントレビュー
及び外部専門機関による機構（検査に関する３部門を対象）のＱＭＳ構築状況の確認等を
実施した。 

イ)ＱＭＳ委員会の開催 
理事長を委員長とするＱＭＳ活動を総括するＱＭＳ委員会を３月に開催し、ＱＭＳ内部

監査結果、外部専門機関による検査３部門についての適合性確認結果、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（以下、「ＪＮＥＳ部会」という。）での評価結果等
をもとにマネジメントレビューを実施した。 

ロ)各部門におけるＱＭＳの運用 
各部門においては平成１８年度活動計画を作成し、ＱＭＳの運用を継続実施した。ＱＭ

マニュアル、要領書、手順書等に関しては適宜見直しを行い的確な運用手順書となるよう
に改正を図った。 

ハ)ＱＭ連絡会等の開催 
各部と事務局の連携を円滑に行うため、ＱＭ連絡会を昨年度に引き続き、月１回程度の

頻度で計１３回開催した。各部の活動状況の確認、ＱＭＳ内部監査、マネジメントレビュ
ー及び外部の専門機関によるＱＭＳ構築状況確認審査等について実施方法の検討、準備、
実施結果の対応等を行った。 

ニ）ＱＭＳ内部監査員研修の実施 
昨年に引き続き４月に実施（２０名受講、全員合格）、これまでと合わせ約９０名が受講

済み。 
ホ)ＱＭＳ内部監査の実施 

各部審査員によるチームを編成し、６月に全部門に対しＱＭＳ内部監査を行った。指摘
事項については、業務改善に活用している。 

へ)外部専門機関による検査関係３部門のＱＭＳ構築状況確認 
検査関係３部門（検査業務部、核燃料サイクル施設検査本部、福井事務所）におけるＱ

ＭＳ構築状況（ＩＳＯ／ＩＥＣガイド６５）の確認のため３日間にわたり、外部専門機関
による予備審査を受けた。 
なお、コメント等については、内容を吟味し、今後の活動に役立てる。 

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

イ）推進体制 
昨年度に引き続き、総括参事を主査とし各部署の計画グループ長等を委員とする「リス

クマネジメントシステム構築ワーキンググループ」（以下、リスクＷＧという。）を設置し、
リスクマネジメントシステムの構築に向けた検討を推進した。 

ロ）重点対応リスク対策 
各部門で整備した重点対応リスク対策の修正やその実施状況についてリスクＷＧにて適
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宜確認し、機構のリスク低減に向けた活動を計画的に推進した。 
ハ）リスクマネジメント手順書の作成 

今後のリスクマネジメントに資するため、機構におけるこれまでのリスクマネジメント
活動をまとめ、リスクマネジメント手順書を作成した。 

ニ）地震対策マニュアルの作成 
機構の重点対応リスクの一つである大規模地震対策を検討するため、地震ＷＧを設置し、

地震発生時の職員の対応を纏めた地震対策マニュアルを作成した。 
ｃ）マネジメントシステムの統合の検討 

平成１８年度までに構築した、品質マネジメントシステム、リスクマネジメントシステ
ムについて、独法制度により求められているマネジメントや目標管理等の制度との重複を
排除した効率的な制度とするための検討を行った。 

 
（２）効率的な事業の実施 
①第三者評価の導入 
ａ）平成１７年度の試験研究等の事業 

平成１７年度に機構が行った試験研究等の事業については、試験研究等外部評価委員会に
おいて、２回の本委員会、７回の分科会を開催して、評価を行い、結果を通りまとめ、機
構部会に報告書を提出した。 

ｂ）１８年度の試験研究等の事業 
平成１８年度中に、本委員会を１回開催して評価を実施中である。 
さらに、本委員会を 1回、分科会を計１１回開催して、平成１９年５月下旬を目途に、評

価を通りまとめ、報告書をＪＥＮＳ部会に提出する予定である。 
 

②規制当局等との連携 
ａ）幹部クラスの連絡会 

原子力安全・保安院と機構のトップを含む幹部クラスの連絡会を６回実施し、それぞれ
の懸案事項を説明した上で、十分な意見交換を行い、原子力安全・保安院のニーズを適切
に把握できるよう十分な連携をとった。 

ｂ）各部における連絡会 
イ）検査業務関連では、主要な業務先である原子力安全・保安院の原子力発電検査課のみな
らず、電力安全課、核燃料サイクル規制課等の関係各課との間で、形式的なものや、実施
回数などにとらわれずに、部長、本部長他担当者が適時密接に情報交換、打ち合わせ等を
実施した。 

ロ）解析関連業務では、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会｢リスク情報活用
検討会｣(原子力安全・保安院・機構共同事務局)において、「リスク情報」活用の基本ガイ
ドライン及びＰＳＡの品質ガイドラインの策定を共同で進めている。また、ＰＷＲサンプ
スクリーン閉塞事象に係る化学影響試験結果について原子力安全・保安院に報告した。 
更に、平成１８年９月に改訂された新耐震設計審査指針に対する原子力安全・保安院の対応

を支援する体制を整えた。 
ハ）安全情報関連では、原子力安全・保安院と共催で安全情報検討会を原則月２回開催し、
海外の安全問題に関する情報提供を行い、我が国の安全及び安全規制等につき意見を交換
するとともに、原子力安全・保安院のニーズも把握した。 

ニ）福島第１発電所６号機制御棒損傷事象、浜岡５号機蒸気タービンの羽根の破損等対応と
して、損傷事象発生直後から保安院と連絡を取り、初期対応、原因究明等あらゆる面で保
安院と十分な連携を取り、業務を遂行した。 

ホ）試験研究関連業務では、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
院の関係各課と定期連絡会を設け、また、緊急性のある案件及び重点課題等については個
別に連絡会等を設け、規制当局等と十分な連携を図った。 
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各部門における原子力安全・保安院との連絡会実績 

解析関連連絡会 ２６回 
安全情報関連連絡会 ２７回 

 
③外部ポテンシャルの活用 
ａ）外部機関の活用 

調査、試験関連業務等の一部業務については、効率良く遂行するため、これらに最も適
した外部機関を活用した。 

外部機関の選定に当たっては、原則、複数機関による一般競争入札により選定・発注し、
契約を実施した。唯一の機関しかない場合には随意発注として契約審査会で審議し発注先
の妥当性を確認して契約を実施した。 

また、大学・独立行政法人日本原子力研究開発機構（以下「ＪＡＥＡ」という。）等の国
内研究機関及び海外研究機関等(国際共同プロジェクトへの参画も含む)も積極的に活用し、
一層の業務効率化を図った。 

日本原子力学会に研究ロードマップ作成活動の場を設け、機構が実施する調査、試験関
連業務等に関し、安全研究における産学官の役割分担について、相互関連の明確化を計っ
ている。 

ｂ）外部人材の活用 
解析評価業務等を実施するに当たっては、技術的な助言を受けるため、外部の専門家か

らなる８の検討会と６の分科会、２つのワーキンググループを設置し、技術的な助言を受けな
がら、検討会等を延べ２５回開催した。また、役職員のポテンシャル向上のための研修、講
演会等においては、必要に応じ講師として経験豊富な外部の専門家を招き、内容が的確か
つ有益なものになるよう努めた。 

試験研究関連業務等を実施するに当り、外部の専門家から成る検討会、分科会、技術研究
会及び意見聴取会を設置し、検討会等を延べ７６回開催した。 

さらに、技術系職員の業務軽減の目的で、資料作成補助及び旅費精算等の事務的作業につ
いては派遣職員を積極的に活用した。 

 
（３）高い専門性のある人材の確保及び育成 
①専門的能力の確保 
ａ）人事戦略検討会の設置 

人材確保育成活動を戦略的に実施するため、将来のあるべき姿を念頭において、経営幹
部による人事戦略検討会を設け、人材の確保・育成・活用に係る人事戦略の基本方針を検
討・構築するとともに、順次施策を実行した。 

ｂ）人事委員会による検討 
上記人事戦略検討会とは別に、経営幹部による人事委員会を随時開催して、採用や任用

等が適切に行われるようにした。 
ｃ）高度な専門職制度の運用 

原子力安全分野の専門家集団として、高度な専門的能力を有する専門職がいわゆるスタ
ッフ職として活躍することを促進するため、新たに部長級の専門職として上席審議役を創
設し、運用を開始した。 

ｄ）嘱託非常勤職員制度の運用 
嘱託非常勤職員制度を活用し、定年後における、知識及び経験に富んだ専門的能力を有

する人材の活用の幅を広げた。 
 

②職員の能力向上策の推進 
ａ）各種研修の実施 

研修基本計画及び平成１８年度研修実施計画に基づく各種職員研修を積極的に実施した。 
各部ごとに業務に応じた専門実務研修を実施するとともに、外部研修やセミナーを活用
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し、業務遂行能力の開発に資する研修を実施した。 
一般基礎研修としては、原子力安全基礎研修、管理職研修、倫理研修等を開催し、計９

５６名が受講した。 
一般技能研修としては、パソコン技能研修、語学能力研修等を計５０名が受講した。 

ｂ）キャリア開発プログラムの検討 
新たな人事戦略構築の一環として、人材確保活動と併せ、キャリア開発プログラムの検

討に着手した。 
ｃ）学会活動等への参加 

各技術分野の最新動向の情報取得、職員の能力、専門的知識の維持向上等を図るため、
学協会等の講習会等へ出席した。 

 
③職員の業績評価制度 
目標管理型の業績評価について、部室長及びグループ長を対象に本格実施に移行するとともに目標
管理型の業績評価について、部室長及びグループ長を対象に本格実施に移行するとともに、その他
の管理職等を対象に年間試行に取り組み、制度の浸透と習熟に努めた。 

また、人事評価制度を構成する態度・能力評価について、特定部門の専門的能力基準の検討
を支援するとともに、一部の一般職員を対象に試行に取り組み、制度設計に反映した。 

 
（４）業務の効率化の推進  
①情報化の推進 
ａ）業務の省力化、迅速化 

人事情報システムの充実を図るとともに、勤怠システムの運用を開始した。また、給与計算
ソフトの機能アップと人件費シミュレーションシステムの導入準備を行った。また、業務の省
力化、迅速化に資するための予算管理システム及び契約管理システムに係る基幹部分の運用を
年度内に開始した。 

ｂ）イントラネットの整備と活用 
通信回線速度の大容量化及び情報共有サーバの増設を行い、イントラネットの整備と活

用を一層推進した。 
ｃ）セキュリティの確保 

セキュリティ確保のため、ファイアウォールを適切に管理するとともに、スパムメール対
策用サーバを導入した。また、各役職員のＰＣに対してもウィルス検出ソフトのアップデ
ートを実施した他、Windows の脆弱性対策として Windows アップデートサービスを開始した。
また、情報漏洩リスクへの対応のため、メールの自動転送を停止するとともに、パソコン
のハードディスクを暗号化し、可搬式電磁的記録媒体に格納するファイルを暗号化するツ
ールの導入を完了した。さらに、全職員を対象として情報セキュリティ研修を１回実施し
た。 

一方、電子情報セキュリティ関連規程について、２年余りの運用実績を踏まえて、適切
な運用に向けた改正を実施した。 

ｄ）規格基準部では、安全規制に係る規格類の整備支援の一環として、海外規制情報に関する機
構の調査・研究成果等を学協会等一般へ提供するため、事業成果をデータベース化し、ウェブ
で閲覧するシステムを開発し、機構内で運用している。 

ｅ）安全情報部では、各種情報化システムの導入及び強化を次の通り行なった。 
・安全情報データベースの拡充及びより柔軟な情報の活用を目指してシステムを更新した。 
・安全情報等に関するセキュリティポリシーについて職員への徹底を図るとともに、安全情
報データベースシステムへの外部侵入の模擬抜き打ち検査を行い、問題ないことを確認し
た。 

 
②ｅ－ＭＥＴＩ計画への対応 
内部管理業務に係る調査及び体系的整理を実施した後、予算執行管理、契約管理、会計及び
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文書管理業務を中心とした内部管理業務に係る最適化計画を策定した。また、業務の最適化手
法（ＥＡ手法）を用いて、検査業務に係る事務処理業務の効率化の検討を行い、検査業務部へ
報告した。さらに、業務の最適化手法（ＥＡ手法）に係る最新情報を収集、調査するとともに、
経済産業研修所のＣＩＯ／ＣＴＯ研修に職員を参加させ、業務の最適化に係る業務を担当する
職員の能力向上に努めた。 
 

③調達等の効率化 
ａ）競争実施によるコストの削減 

各部における物品及び役務の調達等については、契約審査会における審議により業務の内
容から１社への随意契約が必要と認められたものを除いて一般競争入札を実施する等、競争
入札の範囲を拡大した。加えて、共通事務用品の購入、契約事務の合理化などを一層徹底し、
予算に比し、約７億円のコスト削減を行った。 

また、これまで企画競争・公募により契約していた案件についても一般競争入札を可能と
するため、平成１９年度から総合評価方式による一般競争入札を導入することとし、制度を
構築した。 

 
④業務経費の削減努力 
ａ）事業費 

平成１８年度の事業費（検査等に係るものを除く）については、運営費交付金予算ベースで、
平成１７年度に対して、約０．７３％の削減を行っており、中期目標の期間の最後の事業年度
において機構設立時の平成１５年度（通年ベース換算）比３％（物価変動を考慮して補正を行
う）を上回る削減を達成するという目標に向かって、経費を削減している。 

また、業務実施のために外部機関を活用する際には、随意契約が必要な場合を除いて、
一般競争入札を行うこととし、経費の削減に努めた。 

さらに、事業の実施に当たっては、部内に審査制度を設けて部長以下の職員により事業
の実施計画、発注方式(一般競争、随意契約)見積書等について、十分審査し事業費の効率
的運用に努めた。 

ｂ）一般管理費 
平成１８年度の一般管理費については、運営費交付金予算ベースで、平成１７年度に対し

て、約３．１６％の削減を行っており、中期目標の期間の最後の事業年度において機構設立
時の平成１５年度（通年ベース換算）比１０％（物価変動を考慮して補正を行う）を上回る削
減を達成するという目標に向かって、経費を削減している。 

また、平成１７年度に引き続き、独法移行前の法人等から入手した備品類を活用すると
ともに、新規購入分については、原則として競争入札よって購入することより経費削減を
図った。 

 
１．２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 
1．２．１検査等に関する業務 
１．２．１．１検査等に関する業務（電源立地勘定事業） 
（１）検査制度の高度化検討支援 
①リスク情報に基づく検査制度の開発整備 
ａ）原子炉施設 
イ）炉心損傷に対するリスク重要度に基づく配管の分類と対応する検査に関する検討 

これまで実施した機器のリスク重要度評価を参考に、炉心損傷に対するリスク重要度に
基づいた配管セグメントの分類とその分類に対応した検査方法等について試解析を行い検
討した。これらにより、配管の検査においてリスク情報を活用する際の技術的知見の集積
ができた。 

ロ）検査の重点化及び保全プログラムへの「リスク情報」の活用 
平成２０年度からの実施を目途に検討が進められている新しい検査制度では、安全確保
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上重要な行為に重点をおいた検査及び「保全プログラム」に基づく保全活動の審査など、
新たな仕組みが用いられる予定となっている。 

これら検査や審査を効率的かつ効果的に実施するための「リスク情報」として、ＰＷＲ
及びＢＷＲを対象としたＰＳＡ等に基づき、系統・設備及び機器・部品の重要度、機器の
保全活動の変更に伴うリスクへの影響及びリスクに過大な影響が予測される行為に関する
情報を整備した。 

また、国内のＰＷＲ及びＢＷＲを同様な系統・設備の構成でグループ化し、ＰＳＡに基
づき安全設備等の運用よるリスクへの影響に関する情報を整備した。 

ハ）運転期間の柔軟化についてＰＷＲ及びＢＷＲを対象としたＰＳＡの結果を分析し、複数
の故障の組合せが炉心損傷頻度に大きく寄与している場合は、運転期間の変更による影響
や故障の緩和対策による影響の効果が大きいことが分かった。 

ニ）日本機械学会の「リスクベース検査作業会」に参画し、配管のリスク情報を活用した供
用期間中検査（ＲＩ－ＩＳＩ）規格基準案の検討に貢献した。また、ＯＥＣＤ／ＮＥＡの
ＲＩ－ＩＳＩベンチマーク検討プロジェクトに参画し、配管のＲＩ－ＩＳＩ手法に係るコ
ンセンサス形成や課題摘出に貢献した。 

ホ）新検査制度に係る安全実績指標及び検査指摘事項の安全重要度評価手法に関する検討 
平成２０年度からの新検査制度の改善の方向性に沿って、新検査制度の詳細設計、試運

用を含めた具体化のための検討作業が関連機関で並行して行われている。 
ここでは、新検査制度のプラントごとの総合評価に必要な、安全実績指標（ＰＩ）及び

検査指摘事項の安全重要度評価（ＳＤＰ）に関する手法について検討し、ＰＩの対象分野、
対象項目を特定し、ＰＩのしきい値及び対応する計画外スクラム頻度等の制限値を設定し
た。 

また、ＳＤＰについて、保安活動の全般を評価する観点からの対象範囲の設定と用いる
評価手法を特定した。さらに、具体的な評価手段としてＳＤＰイベントツリーを整備し、
感度解析をとおして、手法の課題を摘出した。 

ｂ）原子力施設 
米国におけるＩＳＡに係る規制の動向等調査として、ＮＲＣ主催ワークショップの情報

を収集、整理し、ウラン加工施設ＩＳＡ手順試案に反映した。 
また、ＮＲＣが公表した核燃料サイクル施設に適用する検査手順書のうち、ＩＳＡ結果

に基づきリスク情報を活用したものについて調査、整理した。 
 

②検査技術及び手法の調査 
ａ）国内外の原子力の検査関連情報の収集･分析･調査 
イ）非破壊検査に関するＪＩＳ、非破壊検査協会基準ＮＤＩＳ、電気協会規格ＪＥＡＣの動

向を把握した。 
ロ）米国の動向調査 
ⅰ）ＲＩ－ＩＳＩについて 

１）技術詳細の調査 
・ASME Sec. XIによる従来のＩＳＩから効率のよいＲＩ－ＩＳＩに移行することは１
０年をピリオドとする検査期間の途中でも認められている。ＰＳＩ（供用前検査）
からリスク情報を活用した検査を行う場合についてはASME Sec. XI Appendix Rにお
いて規定されている。 

・機器の検査重要度の区分を標準的なプラントにおいて評価し、これを個々のプラン
トで使用することによって、費用の掛かるリスクの評価を回避する試みが行われ、
Code Case N-716に規定されている。 

２）エキスパートパネルの実情調査 
リスク情報を活用したプロセスは、リスク情報に基づく解析によって得られる確率

論的評価を補完するために、検査の経験等に基づく決定論的な見識を加える。この見
識は、エキスパートで構成される委員会、すなわち「エキスパートパネル」によって
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提供される。エキスパートパネルの役割は、さまざまな分野の情報や専門的な知識の
均衡を図り、確率論的な解析結果に批判的な検討を加えることである。エキスパート
パネルに関する基準も整備されつつあり、ＲＩ－ＩＳＩにおいてエキスパートパネル
が不可欠のものであることが明らかになった。 
３）米国の最近の動向調査 

２００４年以降の動向を調査した結果、以下の点が明らかになった。 
・ＮＲＣはＷＯＧの方法、ＥＰＲＩの方法を記述したトピカルレポートを承認してい
る。両者を包摂したASME Sec.XI Appendix Rが制定され、ＮＲＣはこれを承認した。 

・ＲＩ－ＩＳＩの標準書式がＮＲＣによって定められ、申請側、審査側の両者に有利
となってきている。 

・プラントごとに確率論的リスク評価（ＰＲＡ）を行うのは事業者にとって負担が大
きいと言う認識があり、Lessons Learnedに基づいて、ＰＲＡを要求しない一般的要
件を規定したASME Code Case N-716が策定され、Pilot Applicationが行われようと
している。 

ⅱ）Ｎｉ合金のＳＣＣ（ＰＷＳＣＣ）の検査を含む原子炉の拡大検査について 
１）原子炉のＩＳＩと拡大検査の調査（ＢＷＲ） 

ＢＷＲでは原子炉圧力容器に対するＩＳＩには大きな問題点はなく、現在は拡大検
査も行われていない。炉内構造物については、シュラウドを中心としてＳＣＣ等の多
くの亀裂の発生事例があり、ＮＲＣから多くの拡大検査を求められ、これに対応する
ためＢＷＲＶＩＰが各種のガイドラインを作成し、ＢＷＲグループはこれに従って検
査を実施している。配管のＩＳＩは９０％以上のプラントにおいてＲＩ－ＩＳＩが実
施されている。拡大検査もＲＩ－ＩＳＩのシステムの中に取り込まれて実施されてい
る。ＩＳＩと拡大検査は実施の際には合理的に迅速に実施するよう計画されている。
実施に要する期間はごと年２週間程度である。 
２）原子炉のＩＳＩと拡大検査の調査（ＰＷＲ） 

ＰＷＲでは原子炉圧力容器内面の中性子照射量がＢＷＲに比べ高いため、ＩＳＩは
照射脆化を考慮しているが、大きな問題点を有しているわけではない。しかし、ノズ
ル部等のニッケル基合金溶接部のＰＷＳＣＣは大きな問題になっており、欠陥の発生
事例も続いており、拡大検査が求められている。これに対しＥＰＲＩ／ＭＲＰ（材料
信頼性プログラム;組織）がガイドラインを発行し、ＰＷＲグループはこれに従って検
査を実施している。炉内構造物の事故事例はＢＷＲに比べて極めて少なく、大きな問
題はない。配管のＩＳＩはＢＷＲと同様に多くのプラントにおいてＲＩ－ＩＳＩが実
施されている。拡大検査もＲＩ－ＩＳＩのシステムの中に取り込まれて実施されてい
る。ＢＷＲと同様にＩＳＩと拡大検査は実施の際には合理的に迅速に実施するよう計
画されている。実施に要する期間はごと年２週間程度である。 
３）原子炉圧力容器の経年劣化の検査の実情調査 

ＰＷＳＣＣ(一次冷却材応力腐食割れ)はＰＷＲ炉水環境下で、ノズルと容器胴、ヘ
ッドとのニッケル基合金溶接部等に発生するＳＣＣであり、Ｖ.Ｃ.サマー発電所及び
デイビスベッセ発電所での事故の原因として大きな問題となったが、現在に至るまで、
事故事例の発生は継続しており、拡大検査が要求されている。これに対してＥＰＲＩ
／ＭＲＰが検査、緩和措置のガイドラインの作成及びメカニズムの究明を行っている。
拡大検査はＥＤＹ（華氏６００度の基準温度における全実効劣化年数）に応じて検査
の程度を決めている。緩和措置としては溶接オーバーレイ、ＭＳＩＰ（機械適応力改
善措置）、ピーニング等が行われている。 

ハ）今後の検査システムの試案 
今後の我が国におけるＩＳＩにおいて、安全性の向上と試験員の被ばく低減に役立つ検

査システムとして、下記について考慮し高度化を図ることを提言する。 
ⅰ）従来、プラントの安全性の向上のために隈なく検査することが必要と考えられ、その
結果、検査量が増え、コストが増加し、作業員の被ばくが増えるという傾向があったが、 
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ＲＩ－ＩＳＩは以下の特徴を有し、米国では従来の ASME Sec.XI によるＩＳＩに代わっ
て一般的に定着している。我が国においても今後、導入を検討すべき検査システムであ
る。 
・リスクを定量的に評価し、リスクの高い箇所を優先的に検査することによって安全
性を従来より高めることができる。 

・リスクの高い箇所を優先的に検査することによって、検査量を減らすことができ、
コストを低減することができる。 

・検査量を減らすことによって、作業員の被ばくを減らすことができる。 
ⅱ）米国の拡大検査は従来なかった新しい型の事故・故障の対策として、ＮＲＣの指示に
より、関連する全プラントにおいて実施するものであり、多くの新しい検査、原因究明、
予防保全の技術が開発・実施され、定期検査の中に組み入れられて継続的に実施されて
いる。 
 拡大検査に関する情報を可及的速やかに入手し、必要に応じて、我が国においても水
平展開できる体制を作って行く必要がある。 

ⅲ）ＰＤ認証制度は検査員、検査装置及び検査方法をセットで認証して、検査の信頼性を
確保しようとするものであり、我が国では、オーステナイト配管突合せ溶接部の超音波
検査について体制が整備された。欧米ではその他の材料・部位の検査、超音波検査以外
の検査についても PD認証システムが確立されており、我が国でもそのようなＰＤ認証シ
ステムの拡充について検討し、必要に応じて体制を整備して行く必要がある。 

ニ）ＯＥＣＤ／ＮＥＡ検査実務に関するワーキンググループ（ＷＧＩＰ）において、各国の
検査活動における安全文化、事業者と請負者との関係及び今後の新たな取り組み等につい
て意見を交換した。 

ｂ）施設検査データベースソフトの整備 
昨年度の整備した検査業務部の業務効率向上に役立てるためのシステムの改善整備に加

え、燃料サイクル本部の業務効率向上のためのシステムの整備を実施した。 
ｃ）配管破損事象等の収集・調査 

ＯＥＣＤ／ＮＥＡ配管損傷データベースの最新情報を統計処理し、配管損傷頻度／確率
を求めた。同頻度／確率を、炉心損傷に対するリスク重要度の試解析に適用し、配管のリ
スク重要度に基づいた検査方法等の検討に活用した。 

 
１．２．１．２ 法令に基づく検査等業務（電源利用勘定事業） 
（１）法令に基づく検査等業務 

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などについて、経済産業大臣から通
知のあった日以降、事業者の検査等工程を勘案して、厳格に実施した。 
また、これら検査等の結果は検査等終了後、機構が定める標準処理期間内に経済産業大臣に

通知するよう努めた。 
具体的には、申請（通知）件数として、全種類（本項以外の検査等も含む）合わせて１７９

７件（うち変更分８６９件）（昨年度比４．８％減）あり、また、処分件数として９２０件（昨
年度比９．７％減）であり、これに対して検査員の延べ出張件数は１５、８１３人・回（昨年
度比５．８％減）であった。しかしながら、一人当たりに換算すると１７６日と昨年に比し約
１０日増となった。これは新検査制度検討並びに力量評価及び研修体系の見直し等のために出
張可能な検査員が減少したためである。 
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 

・経済産業大臣から通知のあった件数 ３０件（うち変更分１０件） 
・経済産業大臣へ結果通知を行った件数 ２１件（うち変更分３件） 

②原子炉等規制法第１６条の５第１項、第２９条第１項、第４３条の１１第１項、第４６条の
２の２第１項、第５１条の１０第１項に規定する施設定期検査に関する事務の一部 

・経済産業大臣から通知のあった件数 １５件（うち変更分４件） 
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・経済産業大臣へ結果通知を行った 件数１２件（うち変更分２件） 
③原子炉等規制法第５１条の６第１項に規定する廃棄物埋設施設確認に関する事務の一部 

・経済産業大臣から通知のあった件数 ５件（うち変更分０件） 
・経済産業大臣へ結果通知を行った件数 ５件（うち変更分０件） 

④原子炉等規制法第６１条の２第１項に規定する放射能濃度確認に関する事務の一部 
・経済産業大臣から通知のあった件数 ０件（うち変更分０件） 
・経済産業大臣へ結果通知を行った件数 ０件 

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 
・経済産業大臣から通知のあった件数 ９７件（うち変更分１８件） 
・経済産業大臣へ結果通知を行った件数 ８６件（うち変更分８件） 

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 
・経済産業大臣から通知のあった件数 ６７件（うち変更分１１件） 
・経済産業大臣へ結果通知を行った件数 １２７件（うち変更分６３件） 

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 
・経済産業大臣から通知のあった件数 １０１件（うち変更分６５件） 
・経済産業大臣へ結果通知を行った件数 １３３件（うち変更分９３） 

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

をまたいで検査等を実施しているもの等の理由による。） 
 

以上、述べてきたとおりこれら検査等業務については、着実かつ適切に実施した。 
このほか、昨年度に引き続き、平成１８年度は業務そのものを見つめ直し、原子力安全・保

安院との連携を適宜行いつつ、与えられた資源による効果的な検査等業務を実施していく観点
から、以下の事項について実施し、かかる業務の一層の充実を図った。 
・平成１７年１月に原子力安全・保安院、原子炉設置者及び機構の３者間で検査制度適正化
のために設置された検査制度運用改善プロジェクトチームにより、昨年度に引き続き、定
期検査等に係るドキュメント削減及び計測機器のトレーサビリティーの明確化についての
検討を実施した。 

・新しく検査技術グループを設置し、技術的事務の企画、立案並びに実施に当たっての総合
調整及び取り纏め、検査等事務の計画及び管理並びに運用方針基準のうち技術的事項等に
ついて補佐するよう処置した。 

・発電所における原子力安全保安検査官との連携を強化し、検査等に係る情報の共有化を進
めている。 

・事業者との情報交換等のコミュニケーションを強化し、定期検査及び定期安全管理審査等
の円滑かつ効果的な実施を進めるとともに、終了会議の際に直接対応している事業者から
検査等業務に対するコメント等を収集し、内部指示及び技術連絡会等で反映している。 

・高速増殖原型炉もんじゅに機構検査員の執務室を確保した。また、複数検査チーム同時に
執務する可能性のある事業所内執務室と機構本部とのインターネット回線の容量増大を図
り、当該執務室の執務環境を改善した。 

なお、原子力安全委員会が実施する規制調査において、機構が実施する検査等のうち玄海原
子力発電所第３号機の使用前検査及び大飯発電所第４号機の定期安全管理審査の２件（他勘定
１．２．１．３）について調査を受け、特に問題はないことが確認された。 
また、ＪＡＢによるＩＳＯ/ＩＥＣガイド６５に係る予備審査を受け、当部の品質マネジメ

ントシステムは概ねガイド６５のシステムを構築していると評価された。（後述１．２．１．
３項共通） 

 
（２）立入検査 

経済産業大臣から機構に対し立入検査を行うよう指示があり、これに基づき立入検査を実施
した。当該立入検査の結果については、完了後速やかにその結果を経済産業大臣へ報告した。 
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・原子炉等規制法の規定に基づき指示のあった件数 １件 
・電気事業法の規定に基づき指示のあった件数 １件 
（高速増殖原型炉もんじゅは、原子炉等規制法と電気事業法の二重規制を受けるため、立
入検査としては１件であるが、法的根拠は両者に基づく。） 

ａ）立入検査 
経済産業大臣から機構に対し、原子炉等規制法第６８条及び電気事業法第１０７条に基

づき、「ＪＡＥＡ敦賀本部高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ」のこれま
で実施した原子炉等規制法第２８条及び電気事業法第４９条に基づく使用前検査の確認を
含む「長期停止プラント（高速増殖原型炉もんじゅ）の設備健全性確認計画書（案）」の策
定に用いたデータ及び関連文書並びに機器及び構造物のうち、①使用前検査に係る部分、
②経年劣化に係る部分を確認するため、立入検査を行うよう指示があり、これに基づき立
入検査を実施した。 

本立入検査においては、現場において当機構職員が指示された検査対象に係る帳簿、書
類その他必要な物件への検査及びＪＡＥＡ職員への質問などを行い、改善等を指摘すべき
と考える事項を抽出した。 
当該立入検査の結果については、完了後速やかにその結果を経済産業大臣へ報告した。 

ｂ）原子力安全・保安院への協力 
上述の立入検査とは別に、ＪＡＥＡから提出のあった「高速増殖原型炉もんじゅ安全性

確認報告について」の妥当性を確認するため、原子力安全・保安院が実施する保安検査に
おいて、①改造工事等の実施における品質保証活動等に関すること、②安全文化・組織風
土に関することについて専門家の立場から助言を行う等の協力依頼があり、これに基づき
保安検査の協力を実施した。 

 
（３）検査員の研修  

検査等業務の多忙のなか、検査員等資格研修を実施した。 
また、高度な専門的知識を習得させるため、各種能力向上研修を積極的に実施することを重

点に研修計画を立案し、実施した。 
当該計画に基づき、検査員等検査員等資格研修を積極的に実施した結果、延べ１４７名に資

格を付与し、各種検査・審査・確認業務を支障なく実施することができた。（機構発足当時か
らみると約２７０．５％の増加） 
また、平成１８年度の業務従事時間における研修の割合は、中期計画目標の５％を超える５．

０９％であった。 
検査員等の業務内容及び専門性を踏まえ、資格研修、能力向上研修など研修計画、研修コー

スを策定し、以下の通り実施した。 
①検査員資格研修を以下の通り実施し（内は受講者数）、原子力施設検査員３名、定期安全管
理審査員２名、溶接安全管理審査員２名を新たに認定した。 
ａ）原子力施設検査員資格研修（３名） 

（平成１８年６月５日～１２日） 
ｂ）定期安全管理審査員資格研修（２名） 

（平成１８年６月２６日～３０日） 
ｃ）溶接安全管理審査員資格研修（２名） 

（平成１８年８月９日～１１日） 
ｄ）品質保証（安全管理審査員資格）研修（２名） 

（平成１８年６月１９日～２３日） 
②―１ 検査員等の更なる技能向上を図るため以下の通り能力向上研修を実施した。 
ａ）電気工作物検査員実務研修（１５２名） 

（平成１８年５月２２日～２４日） 
（平成１８年６月１２日～１３日、２３日） 
（平成１８１０月２日～４日） 
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（平成１８年７月１０日～１２日） 
（平成１８年８月２日～３日、２９日） 
（平成１８年１０月１７日～１９日） 
（平成１８年９月４日～６日） 
（平成１８年１０月１０日～１２日） 
（平成１８年１１月２８日～３０日） 
（平成１８年１１月８日～１０日） 
（平成１８年１２月４日～６日） 
（平成１８年１２月１１日～１３日） 
（平成１９年１月１５日～１７日） 
（平成１９年２月１３日～１５日） 
（平成１９年２月２８日～３月２日） 

ｂ）溶接安全管理審査員実務研修（７７名） 
（平成１８年１０月１６日） 
（平成１８年１１月２１日～２２日） 
（平成１８年１２月２１日～２２日） 
（平成１９年２月８日～９日） 

ｃ）溶接検査員実務研修（１６名） 
（平成１８年８月７日～８日） 
（平成１８年９月２８日～２９日） 

ｄ）放射能濃度確認員実務研修（２５名） 
（平成１８年１０月２５日～２７日） 
（平成１８年１１月７日） 
（平成１８年１２月６日～８日） 
（平成１９年１月２９日～３１日） 

ｅ）安全管理審査員スキルアップ研修（フェーズⅠ）（３２名） 
（平成１８年５月１８日～１９日） 
（平成１８年９月１９日～２０日） 
（平成１８年１０月１９日～２０日） 

ｆ）品質管理研修（１１名） 
（平成１８年６月５日～８日） 
（平成１８年８月７日～１０日） 
（平成１８年１０月１７日～２０日） 

ｇ）ＩＳＯ９０００ｓ２０００年版規格解説研修（９名） 
（平成１８年５月２５日～２６日） 
（平成１８年７月１０日～１１日） 
（平成１８年９月４日～５日） 

ｈ）ＪＥＡＣ４１１１講習会（コースⅡ）（１３名） 
（平成１８年１０月１８日～１９日） 
（平成１８年１２月１３日～１４日） 
（平成１９年１月３０日～３１日） 

ｉ）超音波探傷試験技術研修（２２名） 
（平成１８年６月８日～９日、６月２６日～２８日） 
（平成１８年７月６日～７日、７月２４日～２６日） 

ｊ）超音波探傷試験技術スキルアップ（理論）研修（３２名） 
（平成１８年６月２８日～３０日、７月３１日） 
（平成１８年７月２６月～２８日、８月２９日） 
（平成１８年１０月３１日～１１月２日、１２月４日） 

ｋ）超音波探傷試験欠陥寸法測定技術研修（２６名） 
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（平成１８年５月１０日～１２日） 
（平成１８年６月１９日～２１日） 
（平成１８年７月１８日～２０日） 
（平成１８年９月２５日～２７日） 
（平成１８年１０月１１日～１３日） 
（平成１８年１１月８日～１０日） 
（平成１８年１２月１２日～１４日） 
（平成１９年１月２９日～３１日） 

ｌ）溶剤除去性浸透探傷試験技術研修（１２名） 
（平成１８年６月６日～７日） 
（平成１８年７月４日～５日） 

ｍ）磁粉探傷試験技術研修（１７名） 
（平成１８年６月２１日～２２日） 
（平成１８年９月２０日～２１日） 
（平成１９年１月１０日～１１日） 

ｎ）放射線透過試験技術研修（１６名） 
（平成１８年６月２２日～２３日） 
（平成１８年９月２１日～２２日） 
（平成１９年１月１１日～１２日） 

ｏ）渦流探傷試験技術研修（課程Ⅰ）（３１名） 
（平成１８年９月７日～８日） 
（平成１８年１０月５日～６日） 
（平成１８年１１月１６日～１７日） 
（平成１８年１２月７日～８日） 
（平成１９年１月１８日～１９日） 

ｐ）渦流探傷試験技術研修（課程Ⅱ）（２２名） 
（平成１８年５月２５日～２７日） 
（平成１８年１０月５日～６日） 
（平成１８年１１月１６日～１７日） 

ｑ）ＩＳＯ／ＩＥＣガイド６５概説コース研修（１３名） 
（平成１８年５月３０日） 

ｒ）ＵＴ記録確認実践研修（８４名） 
（平成１８年６月２７日） 
（平成１８年６月３０日） 
（平成１８年７月１１日） 
（平成１８年７月１４日） 
（平成１８年７月１８日） 
（平成１８年７月２１日） 

ｓ）検査員コミュニケーション・スキルアップ研修（７０名） 
（平成１８年１０月２３日～２４日） 
（平成１８年１１月１５日～１６日） 
（平成１８年１２月１８日～１９日） 
（平成１９年１月１８日～１９日） 
（平成１９年２月２２日） 

ｔ）安全管理審査員フォローアップ研修（６名） 
（平成１９年２月２１日～２２日） 

ｕ）定期検査の一部不備に係る再発防止対策研修（４名） 
（平成１９年３月９日） 
（平成１９年３月１９日） 
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（平成１９年３月２３日） 
（平成１９年３月２７日） 

ｖ）高速増殖炉運転技能研修（６名） 
（平成１８年９月２８日～２９日） 

ｗ）ＦＢＲ基礎講座研修（１名） 
（平成１８年１１月２７日～３０日） 

ｘ）溶接安全管理審査に係る講演会（３５名） 
（平成１８年１２月８日） 

ｙ）超音波探傷装置習熟訓練（７名） 
 －自動超音波探傷訓練 

（平成１９年２月１９日～２３日） 
 －手動超音波探傷訓練 

（平成１９年２月１９日～２２日） 
ｚ）その他外部セミナー・シンポジウム等参加２２件（延べ４１名） 

 
②―２ 電離放射線障害防止規則に基づく特別の教育として、以下の通り実施した。 
ａ）電離則ａ教育（８３名） 

（平成１８年４月３日） 
（平成１８年５月１８日） 
（平成１８年７月３日） 
（平成１８年８月２８日） 
（平成１８年９月２５日） 
（平成１８年１０月１１日） 
（平成１９年３月１２日） 
（平成１９年３月１６日） 
また、安全管理審査業務のより適切な実施に向けて、その能力を客観的に証明できる（財）

日本規格協会品質システム評価登録センターが認定するＩＳＯ９０００審査員補の増加を
図った。 

（１８年度審査員補増加数 ２５名） 
 

③－１ 次年度研修計画策定に資するため、各種研修受講レポートによる改善要望・検討事項
の抽出と、研修終了後に６回延べ６４名の検査員との意見交換を行い、反映すべき点につい
ては、その都度研修カリキュラム等の改善を行った。 

 
③－２ 前年度に検討した定期検査・定期安全管理審査業務の分析と、業務遂行に必要な知識･
技能（コンピテンシ）の抽出内容を受けて、今年度は、研修の目的、実施方法、研修科目、
評価方法、資機材及びスケジュールを策定する手順で、効果的な研修プログラムを検討し、
カリキュラムの改善を検討した。これらの検討結果は、次年度後半以降の研修計画に反映す
る。 
なお、前項で策定した資機材のうち、機構として必要と評価した設備と教材は、以下のと

おり今年度に開発と制作を行った。 
・状態監視試験装置、 
・放管a教育用教材、 
・ｅ－ラーニング（ＢＷＲ）訓練教材、 
・定期検査に係る専門知識教材、 
・溶接ビードモデル、 
・非破壊検査（ＵＴ、ＲＴ）自学習用教材、 
・非破壊検査（自動ＵＴ検査装置等）設備、 
・ＢＷＲ用主要機器コンピュータグラフィック教材 
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③－３検査員一人一人の研修状況を把握、管理し、きめ細かい研修計画を立案することにより、
段階的に技術や能力を蓄積できるようにするため、体系的な訓練（ＳＡＴ）手法に基づいて
検査員の研修を管理するシステムを立案し、その実施要領案を作成した。 

 
原子力安全・保安院の受託事業において、実践的な訓練設備等を備えた新たな研修拠点を整

備し、体系的な研修を実施するため研修拠点の建屋及び訓練設備の仕様を委託し、作成した。
また、検査官に係る研修を効果的に運営するため研修マネジメントシステムを立案すると共に、
検査官の資質と能力を一層高めることを目的とした体系的な研修カリキュラムの改善提案委
託し、を行った。さらに、検査官として検査業務を行う上で共通して求められる基本的及び専
門的な知識を習得するため、研修に使用する教材の作成及び調達に関する支援を行った。 

 
１．２．１．３機構が行う検査等業務（一般勘定業務） 

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、事業者より申
請があった日以降、事業者の検査等工程を勘案して、厳格に実施した。 
また、これら検査等の結果は検査等終了後、機構が定める標準処理期間内に経済産業大臣に

通知するよう努めた。 
（具体的な申請件数等については、Ａ２項で既に述べていることから本項では割愛する。） 
①原子炉等規制法第６１条の２４第１項に規定する溶接検査 

・事業者から申請のあった件数 ５５件（うち変更分４２件） 
・事業者へ確認証を交付した件数 ６６件 

②原子炉等規制法第６１条の２５第１項に規定する廃棄確認 
・事業者から申請のあった件数 １５件（うち変更分１件） 
・事業者へ確認証を交付した件数 １２件 

③原子炉等規制法第６１条の２６第１項に規定する運搬物確認 
・事業者から申請のあった件数 １４５件（うち変更分１１件） 
・事業者へ確認証を交付した件数 １２３件 

④電気事業法第５２条第３項に規定する溶接安全管理審査 
・事業者から申請のあった件数 ９３５件（うち変更分５０５件） 
・経済産業大臣へ結果通知を行った件数 ３２８件 

⑤電気事業法第５５条第４項に規定する定期安全管理審査 
・事業者から申請のあった件数 １５０件（うち変更分１１５件） 
・経済産業大臣へ結果通知を行った件数 １９２件（うち変更分１５２件） 
 

（一部の検査等について、通知のあった件数と結果通知を行った件数に乖離があるが、年度
をまたいで検査等を実施しているもの等の理由による。） 
以上述べてきた通り、これら検査等業務については、着実かつ適切に実施した。 
このほか、平成１８年度においては、以下の事項について実施し、かかる業務の一層の充実

を図った。 
関西電力㈱美浜発電所３号機刻印問題への対応措置として、同発電所と三菱重工業㈱高砂製

作所との組合せの溶接システム安全管理審査において、再審査を実施した。 
原子力安全委員会において、当機構を含む我が国の規制機関の活動内容の妥当性を調査する

「規制調査」（他勘定と合わせて４件）が実施されており、平成１８年度においては検査業務部
が実施した九州電力㈱川内２号に係る定期安全管理審査及びサイクル本部が実施した東海再処
理施設に係る溶接検査について品質監査型規制調査が実施された。その結果、当該検査につい
ては妥当との評価を受けた。 
また、定期安全管理審査にかかる業務についても、平成１９年後半以降の新検査制度を想定

した保守管理に重点をおいたモデル試行を行うことにより所要のデータを収集し、新検査制度
の在り方に係る検討の中で当該データを反映するための検討を進めている。 
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さらに、原子力安全・保安院による新たな検査制度の高度化や検査の在り方検討会、機構内
の検討会、学協会における作業会等の検討においても、検査実施機関として、検査等業務の３
年半の実績を基に検査現場の視点から制度の提言を行うと共に技術的事項に関し資料作成・提
出等を行い、積極的に原子力安全・保安院に協力した。 

 
１．２．２原子力施設又は原子炉施設の安全性に関する解析及び評価に係る業務 
１．２．２．１原子炉施設等の安全性に関する解析及び評価（電源立地勘定業務） 
（１）事業者の自主保安活動等に関する安全性評価 
①定期安全レビュー（ＰＳＲ）に係る評価業務 
ａ）原子炉施設 

ＰＳＲの一項目である確率論的安全評価（ＰＳＡ）については、保安規定の要求事項と
せずに自主的活動として実施を要請している。しかし、ＩＡＥＡではＰＳＲの一部として
ＰＳＡの実施を要求することが原子力発電所の安全性を包括的に確認する上で重要である
と指摘しており、規制側のレビューを求めている。 

そこで、１０年ごとに実施するＰＳＲにおいて、原子力発電所の安全性を包括的に確認
するためのＰＳＡの在り方を検討し、ＰＳＡに反映が期待される事項を摘出する目的で、
国内のＰＷＲ及びＢＷＲの系統・設備の特徴を分析・整理するとともに、ＰＷＲ及びＢＷ
Ｒを対象に系統・設備のリスク重要度を評価した。 

 
②アクシデントマネジメント（ＡＭ）のレビューに係る評価業務 
格納容器ＡＭ策の有効性を評価するために、数値流体力学的（ＣＦＤ）解析手法を用いた格

納容器ＣＦＤ解析手法を整備した。同手法を停止時にも幅広く活用可能な格納容器自然対流Ａ
Ｍ策に適用し、その有効性を評価した。 
これにより、当該ＡＭ策は自然対流を促進し大きな冷却効果を有すること、熱成層化を解消

する効果を有し水素成層化対策としても有効であること等が分かった。 
一方、一点集中型定数近似コードＭＥＬＣＯＲは、混合挙動や壁面伝熱量を過大評価し温度

分布を均一化するため、格納容器多区画解析には不向きであることを確認した。 
以上により、格納容器ＣＦＤ解析手法の有用性を確認するとともに、今後、格納容器内ソー

スターム評価にも適用できるように、メッシュ壁面分割を行い、エアロゾル沈着の局所量を計
算できるように改良した。 

 
③「安全目標」に係る評価業務 
ａ）安全目標の運用に関する検討 

安全目標（案）の運用に対して、健康影響リスクを支配する物理的要因（避難開始時刻
と放射性物質の放出開始時刻、放射性物質の放出割合、発生頻度）を検討した結果、現行
の安全目標（案）を満足することを確認した。 

ｂ）レベル２ＰＳＡの検討 
イ）停止時レベル２ＰＳＡの検討 
ⅰ）停止時の事故進展解析 

ＭＥＬＣＯＲコードを適用して事故進展を解析した結果、４ループＰＷＲ及び２ルー
プＰＷＲともに、停止時にＣｓＩの環境への放出割合が大きい事故シーケンスは、冷却
材喪失事故時に、安全注入系作動に失敗し、放射性物質が格納容器をバイパスして環境
に放出される場合であった。 

ⅱ）格納容器イベントツリー定量化 
格納容器隔離及び格納容器内自然対流冷却のＡＭを考慮した場合、４ループＰＷＲの

大規模な放射性物質放出頻度は、約７.１×１０-８／炉年であり、約半分に低減した。２
ループＰＷＲでは、同様のＡＭによって、大規模な放射性物質放出頻度は、約４.５×１
０-７／炉年になり、約７割に低減した。 

ⅲ）レベル２ＰＳＡ不確実さ解析手法の検討（ＰＷＲ） 
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４ループＰＷＲドライ型格納容器プラントを対象にして、不確実さ伝ぱ解析を実施し、
格納容器破損頻度は、平均値が１.０×１０-８／炉年、５%値と９５%値の幅が約２桁とな
った。平均値は、安全目標に対応する性能目標１０-５／年を超えないことを確認した。ま
た、発生頻度が最も大きいインターフェイスＬＯＣＡの放出カテゴリのよう素グループ
では、平均放出割合が約２１%で、５%値と９５%値の幅が約１桁となった。 

ロ）シビアアクシデント解析コードの整備 
燃料からのＦＰ放出モデル、局所流動を考慮した一次系内ＦＰ沈着モデル、蒸気発生器

内ＦＰ捕集モデル、格納容器スプレイ粒径分布モデル等の７項目の解析モデルを中心に検
討し、オプションで選択可能なようコードを改良した。 

また、この改良ＭＥＬＣＯＲコードを用いて、代表的なＢＷＲ及びＰＷＲの主な事故シ
ーケンスを対象に詳細解析を行い、各モデルの効果を確認した。  

ｃ）レベル３ＰＳＡの検討 
地震時及び停止時に対するレベル３ＰＳＡを実施し、安全目標の指標である公衆の平均

個人リスクの不確実さ幅を解析した。また、避難による平均個人リスクの変化幅を解析し
た。 

 
④耐震設計審査指針改訂等に係る評価業務 
ａ）断層調査データに基づく地震断層特定性能の検討 

中央防災会議、文部科学省（自治体）及び産業技術総合研究所等の各機関で実施した既
往の活断層調査結果のうち、想定される地震の規模等が公表されている場合について、断
層の規模や性状についてまとめた。 
その結果以下の知見を得た。 
・他の調査で、その存在が推定されていた断層について、反射法探査により検知できなか

ったケースは極く僅かであり、ほとんどの場合に、断層による何らかの地下構造の異常
が検知された。また、７１%にあたる断層で変位量の評価が可能であった。 

・反射法探査により潜在断層が検知できる可能性がかなり高いこと及び条件が整えば断層
の変位の向きや変位量、変位の累積性などの評価が十分可能であること。 

 
ｂ）断層モデルの高度化に関する検討 

当該学術分野の現状及び今後の進展の方向性について調査・分析するとともに、高周波
数限界 fmax の平均特性、強震動予測パラメータの不確実さの定量化、簡易モデルを用いた
動力学的断層モデルの適用性について具体的な検討を行った。 
・鉛直地震動に係わる解析モデルについて現状を調査し、統計的グリーン関数法を用いた

鉛直地震動の評価は、理論的なものに比べて過小評価となることを示した。 
・強震動予測パラメータの不確実さの定量的取り扱いに関して、運動学的モデルによる強

震動評価に必要な各種パラメータの相関の有無について整理・分析した結果、アスペリ
ティ位置及び破壊開始点位置の設定によるばらつきが大きいことを示した。 

・動力学的断層モデルの適用性に関しては、動力学的知見を取り込んだ運動学的モデル（擬
似動力学モデル）を目指すことが望ましいことを示した。 

 
ｃ）地震による斜面崩壊後の岩塊挙動解析に関する報告書 

地震による斜面崩壊後の岩塊挙動解析の精度向上を図るために、個別要素法（ＤＥＭ）
及び不連続変形法（ＤＤＡ）を用いた斜面上岩塊の滑動挙動に関する数値的確認解析、Ｄ
ＥＭを用いた斜面上岩塊の衝突挙動に関する数値的確認解析、ＤＥＭ及びＤＤＡを用いた
モデル斜面の地震時崩壊解析を実施し、不連続面の物性値等の解析パラメータに関して適
切な設定範囲を把握した。 

 
⑤原子炉施設等の安全性評価業務 
ａ）安全余裕定量化の解析では、通常運転から過渡・事故に至る種々の事象に対して、種々
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の制御系や緩和系の作動・不作動を現実的に評価することが必要になるため、ＢＷＲプラ
ント増出力を対象にして、三次元動特性解析コードＴＲＡＣＥの増出力前後の入力データ
を整備した。また、これを基にして、代表的な過渡事象として「負荷の喪失」及びＡＴＷ
Ｓの代表事象である「主蒸気隔離弁閉鎖・スクラム失敗」について、増出力前後の過渡解
析を実施し、判断基準に係る主要パラメータについて評価し、増出力による影響をまとめ
た。 

ｂ）解析技術管理コードＥＡＳＡを用いて、ＰＷＲ、ＢＷＲの過渡・事故解析支援システム
をグループウェアとして整備している。平成１８年度は、この一環として、プラント特性
解析コードＲＥＬＡＰコードに関するＰＷＲ、ＢＷＲ過渡解析システムの使用環境を整備
するとともに解析プロセスを追加した。またＴＲＡＣＥコードに関するＰＷＲ事故解析シ
ステムを新規に整備しグループウエアを拡充した。また､今後職員が随時新規解析システム
の登録が出来るように、登録手順マニュアルを整備した。 

ｃ）トラブル事象として、崩壊熱により発熱している放射性溶液がセル内に漏えいした事象
を取り上げ、発熱に伴う漏えい溶液の温度上昇過程を解析評価した。解析には汎用熱流体
解析コードＰＨＯＥＮＩＣＳを用い、漏えい溶液を放置した場合に、到達する最高温度及
び沸騰に至るまでの時間的余裕を解析し、解析手法の確認と事象進展を把握した。 
また、海外の再処理施設等で発生した火災、爆発、臨界、漏えい等の事故・トラブル事

例のうち、原文献が公開されている事例を対象に調査・分析を行い、事故・トラブルの特
徴を把握するとともに、事故・トラブル事象の解析評価への反映事項を整理した。 

 
⑥原子炉施設関連デ－タベ－スの整備 
ａ）原子炉設置（変更）許可申請書１８件（約０．４万枚）、工事計画（変更）認可申請書及
び届出書２６件（約１万枚）、燃料体設計認可申請書１６件（約０．２万枚）、安全審査に
関連する技術資料４５件（約１．１万枚）の登録を行った。 
また、国の安全審査業務の支援を目的として、原子力安全委員会等から出されたコメン

ト対応資料等について、キーワード等を用いた検索を可能にするコメント検索システムの
概念設計、及びプロトタイプシステムの作成を行い、来年度以降の本システムの作成に備
えた。 

ｂ）原子炉設置許可申請書の数値データに関するデータベースについて、現状全プラントデ
ータが登録済みであるが、変更申請等で更新を行う場合、登録作業をできるだけ簡便に行
う手法について標準的な手順を検討しまとめた。 

ｃ）工事計画認可申請書ツリー検索システムのデータ登録 
平成１５年度から１７年度までに安全審査関係データベースに登録した工事計画認可申請書

の添付書類を含めた全ファイルを、工事計画認可申請書ツリー検索システムから検索できる
ようにした。具体的には、分類・体系化した全ファイル名と添付図面中から抽出した機器名
キーワードを、システムの検索ツリーに割り付け、これらのファイル名とキーワードをデータベ
ースとリンク付けした。また、今後作成する検索ツリーの品質を標準化するため、作業要領
書を作成した。 

 
（２）解析コ－ド及び評価手法の開発又は改良 
①解析コ－ドの開発・改良 
ａ）ＭＯＸ燃料や高燃焼度燃料を装荷した炉心の核特性解析精度を向上させるため、核デー
タライブラリーを最新のものに変換することを検討し、必要な作業を纏めた。 

ｂ）三次元動特性解析コードの検証結果を論文にまとめ、炉物理の国際会議 PHYSOR-2006 に
投稿し発表した。 

ｃ）前年度、ＰＯＳＴ－ＢＴ評価用として整備したプラント動特性解析コード RELAP5/MOD１
/JINS/B の実機適用性を評価した。具体的には、今後ＰＯＳＴ－ＢＴによる申請が予想され
ている AＢＷＲプラントの外部電源喪失事象及び負荷遮断バイパス弁不作動事象を対象に、
上記コードによる過渡解析を実施し、過渡沸騰遷移時の熱水力挙動を適切に評価できるこ
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とを確認した。 
 また、サブチャンネルコード TCAPE-INS/B によるポストＢＴ試験解析を行い、その有効
性を確認した。これらにより、ＰＯＳＴ－ＢＴを適用した申請のクロスチェック解析等に
対応可能とした。 

ｄ）事業者実施の高経年化技術評価の審査に資するため、機構では、ＣＦＤ手法によるＳＧ
内二相熱流動解析手法を整備している。高経年劣化事象の一つである流力振動によるＳＧ
伝熱管の損傷事象ではＳＧ管群内での一次冷却材の二相熱流動挙動が重要な役割を演じる。
これに関連して NUPEC で実施されたＳＧ内熱流動挙動試験データを対象に数万程度の計算
格子数での二次元解析を行い、試験結果をおおむね再現できることを確認した。しかしな
がら、水、水蒸気の流速分布の詳細を再現するためには、より細かな計算格子が必要であ
ること、また、多くの計算時間が必要であることなどの課題も確認した。今後計算格子数
が増加しても、実用的な時間内で計算が終了するように数値解法を見直す予定である。 

ｅ）ＯＥＣＤ／ＮＥＡ／ＣＳＮＩの安全余裕検討作業タスクグループ（ＳＭＡＰ）に参加し、
安全余裕の定量化に向けたガイドライン作成のレビューを行うとともに、これまでのＳＭ
ＡＰでの検討内容について、プラント増出力等における安全余裕評価への反映方法につい
て検討結果をまとめた。 

ｆ）機構が整備しているＴＲＡＣＥコードの実機プラント評価への適用として、３ループＰ
ＷＲプラントを対象に、長期解析を実施して、原子炉容器内ダウンカマ流動の多次元的挙
動を把握し加圧熱衝撃評価用の熱流動境界条件（冷却材温度、圧力と熱伝達係数）を整備
した。 

ｇ）機器応力解析コードＦＥＬＩＯＳに係る改良整備 
イ）機器応力解析コードＦＥＬＩＯＳに係る改良整備等 

「機器応力解析コードＦＥＬＩＯＳ」及び、ＦＥＬＩＯＳのデータ作成・結果処理のた
めのプレポストコードＰａｔｒａｎとの接続用コードである「Ｐａｔｒａｎ－ＦＥＬＩＯ
Ｓインターフェイス」に以下の改良を行い、クロスチェック解析等を迅速に行えるように
した。具体的には、Ｐａｔｒａｎ－ＦＥＬＩＯＳインターフェースに材料データ等のＦＥ
ＬＩＯＳデータを組み込めるように改良し、作成済みのデータを修正した場合に、Ｐａｔ
ｒａｎを利用したデータ確認を行うことができるようにした。 

また、ＦＥＬＩＯＳの入力データや解析中に生じるエラーをチェックして、エラーメッ
セージを出力する機能を追加し、データ修正を迅速に行えるようにした。 

ロ）配管系解析コードＳＡＮＰＩＰＥの改良整備 
配管系解析コードＳＡＮＰＩＰＥについて、平成１８年１月１日から施行された通商産

業省令第６２号「発電用原子力設備に関する技術基準」の改正による性能規定化への移行
に伴い、簡易弾塑性解析における応力割り増し係数Ｋｅの算出式が、旧告示から変更され
ており、それを見直した。また、配管支持点における入力条件の制約をなくし、配管上の
同一点に種々のサポートを任意の方向から取付け可能とする機能を付け加える等の改良
を行った。 

ハ）機器応力解析支援システムの改良及び機能追加 
原子炉施設におけるクラス１~３容器の工事計画認可申請に係る構造強度解析評価を迅

速化することを目的とした機器応力解析支援システム整備の一環として、日本機械学会の
「発電用原子力設備規格設計・建設規格」の改訂を機器応力評価コードＳＥＲＥＮＡに反
映するとともに、ＳＥＲＥＮＡの耐震計算及び規格計算機能に係る改良を行った。 

また、機器応力解析支援システムで出力する解析コード入力データを汎用構造解析コー
ドに拡張する等の機能追加を行った。さらに同システムを利用して、AＢＷＲプラントを
対象として応力解析及び応力評価を行い、解析・評価支援機能を確認した。 

ｈ）質点系モデル解析コードＳＡＮＬＵＭの改良整備 
イ）質点系モデル解析コードＳＡＮＬＵＭの改良整備等 

地震ＰＳＡ手法にＳＡＮＬＵＭコードを適用するため、原子炉施設等の地震応答解析の
作業効率向上を目的として、①修正Newton-Rapson法による収束計算機能の追加、②汎用
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プリポストプロセッサＦＥＭＡＰと連携した解析モデル作成機能の強化、③多点入力応答
解析機能の追加、④解析結果の統計処理機能及び図化機能を追加した。 

その結果、解析モデル作成の合理化、非線形応答解析の計算精度を確保した計算時間の
短縮ができた。さらに、数百ケースの応答解析結果を自動的に統計処理し、その結果を図
化することができるようになった。 

ロ）地震波作成・解析コードＳＡＮＷＡＶの改良・整備 
非線形地震応答解析に影響する地震動の位相特性の合理的な評価機能整備を目的とし

て、ＳＡＮＷＡＶに従来までの地震動データベースに最新の強震記録を加え、水平動及び
上下動の群遅延時間位相特性モデルを作成した。原子炉建屋を模擬した質点系解析モデル
に一様乱数位相による模擬地震波と群遅延時間位相による模擬地震波を入力して非線形
地震応答解析を行った。その結果、建屋上部の最大せん断応力は両者で同程度となること、
建屋下部では群遅延時間位相による応答が大きくなることが分かった。 

また、建屋の一次固有周期付近の床応答は、一様乱数位相による応答が大きくなること
が分かった。 

ハ）三次元ＦＥＭ解析コードＳＡＮＲＥＦの改良･整備=三次元地震動入力時の耐震安全解析
機能の追加= 

建屋が地盤の中に埋め込まれている場合の基礎浮上りを考慮した地震応答解析手法を
追加整備した。 

建屋の埋込み効果を評価する機能として、建屋の地下外壁と側方地盤間の相互作用の幾
何学的非線形特性評価機能及び表層地盤・支持地盤の材料非線形等の機能をＳＡＮＲＥＦ
２コードに追加した。 

その結果、ＳＡＮＲＥＦコードを用いて、我が国の原子炉施設の建屋の種々の条件に対
する三次元FEM非線形地震応答解析による耐震安全評価を可能とした。 

ニ）津波解析コードの整備及び津波の河川遡上解析 
津波解析コードＳＡＮＮＡＭＩに、津波遡上モデルの最新知見である小谷ほか（１９９

８）の方法と、地すべり等を起因とする波源モデルを導入した。 
津波遡上モデルを河川遡上問題に適用して解析した結果、解析結果と観測記録の整合性

を検証した。その結果、河川水流等を考慮した遡上解析モデルが必要であることが分かっ
た。 

ホ）下北地域及び東海地域における津波伝播解析 
下北地域及び東海地域を対象に、クロスチェック解析に必要な解析精度を確保した地形

データを整備することを目的として、公開データに基づいて両地域の海底及び陸域の地形
データを作成し、再現性確認用の津波の断層モデルを設定して、数値解析により原子炉施
設立地地点付近の津波波高を算出した。 

その結果、数値解析により得られた津波波高と既往津波の痕跡高を比較して、既往津波
の再現性を確認した。これにより、ＳＡＮＮＡＭＩ及び整備した地形データが妥当である
こと、今後のクロスチェックに適用可能であることを確認した。 

ｉ）衝撃解析コードの整備 
爆発等の超高速衝撃荷重作用現象に適性のある汎用解析コードを用いて、水中衝撃挙動

及び成形爆薬から生成されるメタルジェット挙動の試解析により、解析モデルの特性を把
握した。 

 
②ＰＳＡ手法の整備に係る業務（原子炉施設） 
ａ）国内機器故障率データを用いた ＰＳＡ及びＰＳＡに使用するデータの検討 

ＯＥＣＤ／ＮＥＡ共通原因故障データベース等を参考に、後述の e）で整備した国内機器
故障率、起因事象頻度等のデータ、静的機器への共通原因故障率及び診断過誤等の評価法
を用い、ＡＭ策整備後の国内代表プラントを対象に出力運転時の炉心損傷頻度を算出し、
データ等の炉心損傷頻度への影響の把握及び主要シーケンス等を算出した。 

その結果、国内平均、ＢＷＲ／ＰＷＲ平均及び特定の個別プラントの故障率データの違
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いによって炉心損傷頻度が大きく相違するものではないことを確認した。 
また、階層ベイズ法を用い、故障件数が少ない場合の機器故障率の算出法を検討すると

ともに、ベイズ手法を用いる際の問題点及び課題等を摘出した。 
さらに、これまで試作したＰＷＲの安全保護系の信頼性評価モデルについて国内最新Ｐ

ＷＲの状況を反映した見直しを行うとともに、関連の文献調査を行った。この結果、以下
の知見が得られた。 
・原子炉停止系の非信頼度は、１０-５/d程度で、ソフトウェア共通原因故障が占める寄与

割合は約９０%であった。 
・デジタルＩ＆Ｃ系の信頼性のモデル化手法として、動的イベントツリー手法が推奨され

ていること等が分かった。 
ｂ）「実用発電用原子炉施設における高経年化対策標準審査要領」の適用検討に先立ち、ＰＷ
Ｒ及びＢＷＲの二つの原子炉を対象に系統・機器のリスク重要度を評価するとともに、３
６系統の５２機器について、部品の機能及び想定される劣化モードを整備した。 
保安規定記載事項である許容待機除外時間（ＡＯＴ）及びサーベイランス試験間隔（Ｓ

ＴＩ）について、国内の代表プラントを対象に内的事象レベル１ＰＳＡにより定量評価を
行い、現行のＡＯＴ及びＳＴＩが妥当であることを確認した。 

規格基準部が検討しているシミュレータを用いた認知過程の人的過誤についてリスクの
観点から採取すべきデータを明確化した。 

また、工事計画認可・届出の対象である設備について、リスクの観点からその対象設備
選択の妥当性を検討した。その結果、リスク重要度の高い設備には工事計画認可・届出の
対象外の設備も含まれるが、内規等により審査対象とされており、安全上重要な設備とし
て審査されていることを確認した。 

ｃ）シビアアクシデント現象の詳細解析コードの検証と性能把握 
イ）ＤＥＦＩＮＥコードによるＰＷＲループＰＣＣＶ原子炉格納容器を対象としたシビアア

クシデント時の格納容器内熱流動挙動解析を行ない、アクシデントマネジメント策の一つ
である格納容器内自然対流冷却及び水蒸気凝縮モデル（壁面及びバルク）及び壁温評価モ
デルの効果を確認した。事故時の原子炉格納容器健全性評価に反映するには、もでる詳細
化、多様な事故条件での更なる解析により、その適用性評価が必要である。 

ロ）デブリ飛散挙動解析 
改良ＰＨＯＥＮＩＣＳコードを利用して、Ｇｉｌｌらの気液二相流のエントレイメント

実験及び米国パデュー大学での格納容器雰囲気直接加熱実験を対象として、実験解析を実
施しデブリ飛散挙動を模擬できることを確認した。 

次いで、４ループ及び２ループＰＷＲドライ型格納容器プラントの原子炉キャビティ室
を三次元体系で模擬し、溶融デブリの飛散現象を解析し、格納容器下部区画室に飛散する
溶融物量を得た。 

また、格納容器ライナー及び鋼板における温度分布解析から、格納容器バウンダリが破
損する可能性が小さいことを確認した。 

ｄ）仏国ルブレイエ原子力発電所における溢水事例を対象に、国内原子力発電所において同
様の溢水事象が発生すると想定した場合の条件付炉心損傷確率を試算した。国内のＰＷＲ
及びＢＷＲともに、原子炉建屋及び制御建屋の最下層まで制限なく浸水するシナリオが炉
心損傷に至るドミナントシーケンスと評価された。 
また、国内の代表的なＰＷＲ及びＢＷＲプラントを対象とし、津波による溢水シナリオ

の検討を行った。先ず、海水位の変動が安全系機器へ与える影響を分析し、起動変圧器機
能喪失、海水ポンプ機能喪失、非常用ＤＧ用軽油移送ポンプ機能喪失の発生から、炉心損
傷に至るまでの事故シナリオを検討した。 

ｅ）航空機落下事故に関するデータ 
ＮＵＣＩＡのデータを使用し、国内全原子炉施設を対象に、頻度論とベイズ手法により

平均的な機器故障率を評価しデータベース化した。さらに、個別プラントごとの機器故障
率についても評価しデータベース化した。 
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原子力安全小委員会から提示された「実用発電用原子炉施設への航空機落下事故確率に
対する評価基準」の選定基準に基づき、平成１７年の民間機及び軍用機の落下事故データ
を新たに追加するとともに昭和６０年までのデータを削除し、昭和６１年から平成１７年
までの直近２０年間の航空機落下事故データとしてデータベースを更新した。 

 
③ＰＳＡ手法の整備に係る業務（原子力施設） 
ａ）再処理施設 
イ）ＰＳＡ手順整備のため、国内の設計情報等を参考に臨界事象及び有機溶媒火災事象の

ＰＳＡ試解析を実施し、事故シーケンスの摘出及び定量化を行った。また、これらの事
象のＰＳＡ手順を整理した。 
外部事象評価に係る検討として、施設内の放射性物質量の検討を行った。リスク情報の

施設運転に係る検査等への活用策の検討等として、ＰＳＡ結果を検査時発見事項の重要度
評価へ活用する際の課題の検討、代表的な事象以外の事象の頻度の概略評価を行った。 

以上の活動に関連して、原子力学会で１件の口頭発表を行った。 
ロ）我が国で唯一の運転実績を持つ東海再処理施設の保全データを活用した、再処理施設

の機器故障率データの整備を継続した。 
ハ）原子炉施設とそれ以外の原子力施設におけるリスク情報活用の考え方の相違及びリス

ク情報活用の具体的方法として考慮すべきことを明確化した。 
ｂ）ウラン加工施設 
イ）ＩＳＡ手順の見直しとして以下を実施した。 

①ウラン加工施設ＩＳＡ手順に従いＩＳＡを実施するために重要な事項に関する考え方
を解説としてまとめた、②ＩＳＡ結果の保守管理等への反映方法の検討、③ウラン加工事
業者等の意見を聴取。その結果、リスク情報活用策の検討に活用するための手順書試案と
して、１８年度版手順書をまとめた。 
また、ｃ）の一環として、ウラン加工事業者の協力を得て、ＩＳＡのリスク情報を基に、

安全評価で対象とする事故シナリオのリスク上の位置づけを明確にした。 
ロ)代表的な工程について行った１７年度のＩＳＡ試解析結果を基に、保守管理等への反映

方法を検討し、整理した。 
ハ)ＩＳＡ実施内容の質的向上を図るため、ＩＳＡ実施手順の一部を電子化する際のソフト

の基本仕様を確立した。 
以上の活動に関連して、ＪＡＥＡと共同で、原子力学会にて１件の口頭発表を行った。 

ｃ）ＭＯＸ燃料加工施設 
ＪＡＥＡにて開発されたＰＳＡ手法（ＰＳＡ手順書）を導入し、実規模のモデルプラン

トを対象としてＰＳＡを実施した。その結果を用いて、安全評価で対象とする事故シナリ
オのリスク上の位置づけを明確にした。また、上記ＰＳＡ手順書改訂のための課題をまと
めた。 

以上の活動に関連して、ＪＡＥＡと共同で、原子力学会にて１件の口頭発表を行った。 
 
(３)トラブル事象等の安全解析・評価 
①事象評価に係る業務 
ａ）ＰＷＲサンプスクリーン閉塞に係る業務 
イ）事業者報告を整理し、また簡易評価等を加えて審査基準作成を支援した。 
ロ）ＰＷＲプラントのＬＯＣＡ後のＥＣＣＳ再循環運転時に、デブリ（ＬＯＣＡによる破

損保温材、化学的生成物質等）がサンプスクリーンを通過して、原子炉容器内に流入し
た場合の長期炉心冷却への影響（下流側影響）に関する検討課題を抽出し、以下の検討
を実施した。 
・サンプスクリーンを通過するデブリの原子炉容器内濃度変化（炉心での濃縮）を計算で

きる簡易評価コードを作成した。 
・原子炉容器内に入った破損物質等により炉心入口で流路が閉塞した場合を想定して、３
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ループＰＷＲプラントを対象に多次元熱流動解析コードＴＲＡＣＥにより評価し、炉心
入口で流路が９９％まで閉塞しても、炉心崩壊熱を除去できることを確認した。 

・炉心領域などでのほう酸析出事象問題に関して、ＴＲＡＣＥコードを使用して原子炉容
器内のほう素濃度変化挙動の試計算を実施した。 

ハ）ＰＷＲサンプスクリーン閉塞事象総合解析コードを開発した。本コードでは、格納容
器内デブリ移行、流動(デブリ輸送)、スクリーンへの付着、圧損増加という一連のサン
プ閉塞事象を解析評価できる。圧損評価には、従来の知見に基づいたモデル（相関式）
をコードに組み込んだ。また、デブリ輸送の評価については、独自の数値流体力学（Ｃ
ＦＤ）コードを開発した。 
なお、ベンチマーク解析を行い開発したコードが流れの伝播を妥当に評価することを商

用のＣＦＤコードによる計算で確認した。本コードを用いて、実機相当のＬＯＣＡ時のＰ
ＷＲプラントの評価を行い、審査基準策定の際、規制の判断に用いた。 

ニ）旧原研が実施したＰＷＲ及びＢＷＲのＬＯＣＡを模擬した水蒸気二相ジェットによる
圧力場測定実験（以下「二相ジェット実験」という。）に基づいて審査基準（案）で採用
されている、ＡＮＳＩ／ＡＮＳモデルを検討した。その結果、ＡＮＳＩ／ＡＮＳモデル
は、二相ジェット実験と比べジェット衝突圧力が及ぼす影響範囲（以下「ＺＯＩ」とい
う。）を過大評価（保守側）しており、ジェット衝突圧力が低くなるほど、その保守性が
増加する傾向があることを確認した。 

ホ）ＰＷＲの４基の代表プラントについて、ＬＯＣＡ時にサンプスクリーンが閉塞するこ
とを想定したＰＳＡを実施した、その結果、サンプスクリーンが閉塞しても、電気事業
者が原子力安全・保安院に提案している燃料取替用水タンクへの水源補給等の暫定対策
を講じることにより、炉心損傷頻度の上昇は十分抑制されることを確認した。 

ｂ）国内外の事故・故障事例に関する情報を対象にスクリーニング及び分析を行い、事例の
重要性及び対応策の有効性などの評価を行い、得られたリスク情報を原子力安全・保安院
に提供し、安全規制において活用するためのＡＳＰに係る枠組みの構築を行った。 
また、当該枠組みに基づき、国内外の代表的な事故・故障事例を対象に、レベル１ＰＳ

Ａモデルを用いてＡＳＰを行った。 
ｃ）大地震後のプラント健全性評価・情報伝達システムの整備 

災害時の住民の被ばくリスク低減に寄与する情報支援のため、地震時のプラントのリス
ク評価を行うシステムとの連携方法を検討するとともに、プロトタイプシステムに以下の
機能を追加した。 
・道路閉塞を考慮した通行可能経路の算定機能 
・住民の避難計画算定機能 
これにより、災害時の住民の避難のための移動に影響する、道路閉塞の要因となる橋梁

や急傾斜地の地震被害を踏まえた避難所から安全な地域への避難経路を算定し、その結果
を画面表示すること、通行可能経路を加味した住民の避難計画算定し、その結果を製表す
ることが可能となった。 

さらに、モデル地域内の大地震後の構造物等の健全性の検討、被害の予測評価機能を整
備し、その結果を通行可能経路の算定に反映できるようにした。 

また、情報収集を担うＰＣと被害推定を担うＰＣの間で、双方向に情報をやり取りする
機能を整備し、動作を確認した。 

大地震後のプラントの健全性を評価するためには、放射性物質の漏えいについての確認
が必要である。このため、平均的な原子炉施設周辺のモニタリング測定値を使用して、プ
ラント（放出源）からの放射性物質の放出率を推定し、その放出率からサイト周辺の放射
性物質の空間濃度分布及び線量率分布を計算する機能を整備した。放射性物質の大気拡散
計算には、定常放出、平坦地形を想定したガウスプルームモデルを用いた。 

さらに、整備した線量計算機能を用いて、気象条件（風速、風向、大気安定度）を変更
した試解析を行い、その機能を確認した。 

ｄ）中央制御室居住性評価 
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中央制御室の事故時の被ばく評価について、電気事業者が原子力安全・保安院へ提出し
た５５基の評価結果をレビューし、室内及び入退域での放射線雲からの被ばく、呼吸摂取、
建屋からのスカイシャイン線の寄与について分析した。結果を原子力安全・保安院へ報告
し、中央制御室居住性検討計画及び検討項目を提言した。 

 
②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 
炉内構造物に関しては、平成１７年度成果に基づき、ひび割れ等がある場合の破損モードや

荷重に対する応答挙動を把握した。これらを用いて今後、炉心損傷頻度評価に適用しプラント
安全評価に資する。 

 
③研究開発段階炉開発炉のＰＳＡ 
ａ）もんじゅ運転再開のための課題解決が最重点項目となり、もんじゅＡＭ整備については、
平成１９年度以降に延期した。 
出力運転時ＡＭ策の妥当性確認解析のため、プラント動特性解析コードＮＡＬＡＰ‐Ⅱ

に制御系等の機能を追加するとともに、高速炉の代表的な事故事象について解析を行い、
コードの機能を確認した。 

ｂ）もんじゅレベル２ＰＳＡの検討 
イ）もんじゅ安全設備の機能について、設置許可申請書及び保安規程等との整合性を確認

した。 
ロ）事故影響が最も大きいと考えられる崩壊熱除去機能喪失事象（ＰＬＯＨＳ）を対象と

して、事故初期から環境への線源放出に至るまでの一貫した事故シナリオの発生確率を
定量化した。 
また、主要なシーケンスの線源放出割合を分析することによってリスク特性曲線を評価

し、事業者が提示する評価結果の技術的妥当性を判定するためのチェックリストを整備し
た。 
さらに、代表的な炉心損傷事象である流量減少事象（ＵＬＯＦ）について、起因過程解

析に用いるＳＡＳ４Ａコードと起因過程後の炉心膨張過程や遷移過程を解析するＳＩＭ
ＭＥＲ－Ⅲコードを開発者から導入し、試験検証及び実機解析への適用性確認を行った。 
多様な事象に対応できるようにＮＡＬＡＰ‐Ⅱに機能を追加するとともともに、高速炉

の代表的な事故事象について解析を行いコードの機能を確認した。 
ｃ）もんじゅ運転再開のための課題解決が最重点項目となり、もんじゅ火災ＰＳＡについて
は、平成１９年度以降に延期した。 

 
１．２．２．２原子炉施設等の安全性解析及び評価（電源利用勘定業務） 
(１)クロスチェック解析 
①許可申請に係るもの 
ａ）原子炉施設 
イ）日本原子力発電（株）敦賀３号機及び４号機に関しては、審査スケジュールの変更に

よりクロスチェック解析指示はなかったが、以下の予備検討を行った。機構所有の三次
元熱流動解析コードｕＦＬＯＷ／ＩＮＳコードによる中性子反射体ブロック間隙からの
漏洩量評価手法を整備として、中性子反射体ブロック間隙からの漏洩量をブロック間隙
の計算格子分割数、及び収束速度調整変数である緩和係数をパラメータとして解析し、
試験結果と比較した。 

ロ）高速増殖炉研究センターの高速増殖原型炉もんじゅの設置変更許可申請に係る安全審
査に資することを目的として、「１次主冷却系循環ポンプ軸固着事故」及び制御棒価値や
反応度係数等に関する「核特性評価」のクロスチェック解析を実施した。 
前者の、「１次主冷却系循環ポンプ軸固着事故」のクロスチェックでは、主要解析結果が

事故時の判断基準を満足することを確認した。これに加えて、軸固着ループを変えた解析
や、事業者解析との相違理由を検討し、当該事象に係る申請解析が妥当なものであること
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を確認した。 
後者の「核特性評価」のクロスチェック解析では、反応度係数等のパラメータが、安全

解析で想定した範囲に包絡されているかどうかを評価する目的で実施した。クロスチェッ
ク解析の結果、冷却材温度係数が安全解析で想定した範囲内に入らないことが判明し、今
回申請のこの値が適切でないことを原子力安全・保安院に指摘した。本件については、申
請者側で補正申請等の対応作業が検討されている。 
これらのクロスチェック解析は平成１９年４月末までの予定で作業遂行中であるが、上

記の主要な結果は原子力安全・保安院で定期的に行われる意見聴取会で報告している。 
本クロスチェック解析の実施により、事故解析の妥当性を確認するとともに、核特性に

ついては、申請値の不適切性を指摘し、事業者の補正に繋がった事は、もんじゅの安全性
確保の観点から大きな成果であると言える。 

ｂ）原子力施設 
イ）日本原燃株式会社核燃料物質加工事業許可申請に係るクロスチェック解析 

日本原燃株式会社は、平成１７年４月に、核燃料物質加工事業許可申請を行った。原子
力安全・保安院の指示により、当初申請書及び安全審査の過程において提示された資料や
条件等（以下、申請書等という。）に基づいて、臨界安全評価、被ばく評価、外部飛来物、
崩壊熱除去に対するクロスチェック解析を実施した。 
ⅰ）崩壊熱除去に係るクロスチェック解析 

燃料集合体貯蔵設備を対象に、通常時及び換気停止時を想定し、ＰＨＯＥＮＩＣＳコ
ードを使用して建屋コンクリートの最高温度を評価した。熱流動解析を行った結果、通
常時、換気停止時共にコンクリート最高温度は制限値以下であった。これにより、燃料
集合体貯蔵設備は、崩壊熱除去に関して安全性を維持できることを確認した。 

ⅱ）臨界安全評価に係るクロスチェック解析 
臨界安全性に関して、①解析データ及び解析条件の妥当性の確認作業、②解析作業、

③申請書等に記載されている臨界安全評価の妥当性の確認作業を行った。 
その結果、申請書等に記載されている解析条件の一部については、厳しい結果となる

条件があることを指摘し、補正された。 
また、単一ユニット及び複数ユニットの核的制限の設定値等について解析し、申請者

の臨界安全評価が妥当であることを確認した。 
ⅲ）外部飛来物に係るクロスチェック解析 

申請者の設定した航空機防護設計条件（衝撃荷重曲線、ＲＣ版の破壊防止に対する許
容値）を評価し、以下の結果を得た。 

・防護設計荷重曲線を用いたケースがＲＣ版の衝撃破壊に与える影響は、その他のケース
の影響を包絡し、申請者の評価結果が当機構の評価結果と同一であることを確認した。 

・コンクリートの圧縮ひずみ及び鉄筋の引張破断ひずみの許容値に関する最新の知見を整
理し、申請者の評価結果が当機構の調査結果より保守的な設定となっていることを確認
した。 
以上より、申請者の設定した航空機防護設計条件は、妥当なものであると判断した。

結果は、原子力安全・保安院へ報告し、審査に活用された。 
ⅳ）被ばく評価 

平常運転時及び事故時の一般公衆の被ばくを評価した、結果は、判断基準を満足し、
当該施設の安全性を確認した。また、パラメータが変動しても、線量が十分低い範囲に
とどまることを確認した。 

さらに申請者の解析結果は判断基準に対し、安全裕度があることを確認した。 
以上より、申請書に記載されている平常時及び事故時の被ばく評価に関する解析は、

妥当なものであると判断した。 
ⅴ）基準地震動 

当該施設の基準地震動の評価に関しては、当初、旧耐震設計審査指針に基づく基準地
震動の妥当性確認のための解析を実施した。しかし、平成１８年９月に耐震設計審査指
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針が改訂されたことにより、改訂指針に基づく基準地震動Ｓｓについての解析を実施す
ることとなった。 

新指針に基づき｢敷地ごとに震源を特定して策定する地震｣における検討用地震を選定
し、震源断層や震源パラメータに係わる不確実さを考慮して、敷地のおける地震動を評
価した。 

なお、短い断層でその評価が難しい出戸西方断層について、平成１９年初頭に追加の
物理探査結果が判明し、その結果、断層位置がサイト寄りに変更されたが、これについ
ても新たなる条件で再評価を実施した。 

以上の評価の結果、検討用地震について申請者が実施した地震動解析が妥当であるこ
とを確認した。 

また、｢震源を特定せず策定する地震動｣が全周期帯で他の震源の地震動を上回ってお
り、基準地震動Ｓｓの大きさを決定する地震動であることを確認した。 

ⅵ）地盤安定性評価 
建屋基礎地盤のＦＥＭモデルを用いて、地盤物性の不確実さや入力地震動の与え方（水

平動と鉛直動の組み合わせ）等について、安全側の条件を設定した動的解析を実施し、
地震時の地盤安定性を確認した。また、申請者が実施した解析と同一条件の解析を実施
し、申請者の解析結果が妥当であることを確認した。 

 
②各種認可申請及び届け出に係るもの 

イ）日本原燃株式会社再処理施設に関する設計及び工事の方法の変更の認可申請に係るク
ロスチェック解析 

ⅰ）第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟（ＫＢＷ建屋）の崩壊熱除去解析 
貯蔵区域の冷却空気出入口流路内に設けられた迷路板部の設計を変更する設工認申請

の補正が行われたことから、崩壊熱が適切に除去できることを確認するため、クロスチ
ェック解析を実施した。ガラス固化体温度は設計目標値の５００℃以下、コンクリート
温度は設計目標値の６５℃以下であり、KBW 建屋は、ガラス固化体の崩壊熱を適切に除去
でき、貯蔵建屋各部のコンクリート温度を設計目標値以下に維持できることから、事業
者の解析結果が妥当であることを確認した。 

ⅱ）第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟（ＫＢＷ建屋）の遮へい解析 
ＫＢＷ建屋は、貯蔵ピットの収納管配列が７列に増えているなど他の建屋とは異なる

特徴がある。 
当機構で整備した３次元連続エネルギーモンテカルロコードMCNP-5による大型モデル

解析を実施し、申請者の値は、機構の解析結果に比べて十分な保守性を有することなど
から、申請者のスカイシャイン線量の安全性を確認した。 

また、遮へい構成の変更に対して、壁の透過線量等も安全上問題ないことを確認した。 
ロ）中国電力株式会社 島根原子力発電所第３号機工事計画認可申請(第２回申請) に係

るクロスチェック解析（廃棄設備） 
島根原子力発電所第３号機における廃棄設備の全耐震性評価が妥当であるかを確認する

ために、耐震計算書のうち４種類の容器について、ＪＥＡＧ４６０１の耐震性評価手法に
基づき、計算条件及び計算方法、並びに、計算に使用した入力値の評価を行い、機器応力
評価コードを用いた耐震計算を実施した。 
その結果、４種類の容器すべてにおいて計算結果は許容値を満足しており耐震健全性が

保たれることを確認した。 
また、申請者の計算方法はＪＥＡＧ４６０１と整合していること及び計算に使用した入

力値は妥当であることを確認した。 
なお、低電導度廃液系ろ過器（中間支持たて置円筒形容器）での申請者の評価方法は一

部JEAG４６０１適用範囲外のものがあることが認められたが、機構の解析結果との差違は
小さく、健全性評価に影響を与えるものではないことを確認した。 

ハ）中国電力株式会社 島根原子力発電所第３号機工事計画認可申請(第３回申請) に係
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るクロスチェック解析（原子炉冷却系統設備の耐震性） 
ポンプの耐震計算書作成の基本方針における計算条件及び計算方法の妥当性確認、及び

残留熱除去ポンプ(耐震Ａｓクラス)及び原子炉冷却材浄化系再生熱交換器（耐震Ｂクラ
ス）についての計算条件及び計算方法並びに計算に使用した入力値の妥当性確認を実施し
たその結果、原子炉冷却系統設備の耐震計算書に関して、申請された内容に係る申請者の
解析及び評価結果は妥当であると判断した。ただし、ポンプの耐震計算書作成の基本方針
及び残留熱除去ポンプの耐震計算書に、ＪＥＡＧ４６０１が要求している耐圧機能維持及
び動作機能維持の確認について、評価方法及び評価結果が記載されていないので改善すべ
き点があること、また、原子炉冷却材浄化系再生熱交換器については、胴の剛性が一部非
安全側のモデル化となる場合があることから、胴の剛性を考慮したモデルにても応力評価
を行うべき点を指摘し、指摘事項に対する処置がなされたことを確認した。 

ニ）非常用炉心冷却設備のポンプの有効吸込み水頭の評価 
・申請者と異なる計算手法に基づく解析を行い、非常用炉心冷却設備のポンプの有効吸込

み水頭が判断基準を満足することを確認した。 
・保温材破砕物の圧損特性に関する機構の入力値は公開の圧損試験データに基づき保守的

に設定しているのに対して、申請者は自社の試験データに基づき設定している。その結
果、圧損に違いが見られた。申請者の入力値を公開データと比較した結果と、公開デー
タの外挿線上の値であった。 
以上から申請者の結果は妥当なものである、と判断した。 

ホ）２００５年８月１６日宮城県沖の地震に伴う女川原子力発電所第１号機原子炉建屋・
機器の耐震安全性評価に係るクロスチェック解析 
女川原子力発電所第１号機の宮城県沖地震時の構造健全性について、東北電力㈱が原子

力安全・保安院に提出した報告結果に対して、クロスチェック解析を行った。 
原子力安全・保安院から提示された検討条件に基づいて、事業者が作成した評価用地震

動を用いて地震応答解析及び構造健全性評価を行った。 
その結果、原子炉建屋及び原子炉建屋内の安全上重要な機器・配管はこれらの地震に対

して構造健全性の判断基準を満足すること、機構の解析結果と事業者報告書に記載された
解析結果はほぼ同様であることを確認した。 
また、事業者報告書に記載された機器（シュラウド）及び配管について経年化を考慮し

た地震応答解析を行い、地震時構造健全性の確認を行うとともに、事業者報告書に記載さ
れた解析結果の妥当性を確認した。 
本結果は、原子力安全・保安院耐震・構造小委員会で報告するとともに、地方自治体及

び地元住民説明会で原子力安全・保安院に同行し説明を行った。 
へ）中部電力株式会社浜岡原子力発電所第５号機蒸気タービンの改造工事計画における構

造健全性評価妥当性評価 
浜岡原子力発電所第５号機の事故の要因であるフラッシュバックとランダム振動に対す

る構造健全性確保のための改造すなわち、蒸気タービン低圧１２段動翼と隔板及び噴口を
撤去し、圧力プレートを取付ける対策を実施する工事計画届出書に対して、構造健全性に
係る妥当性評価を、事業者の届出書対象物の構造健全性評価は妥当であると判断した。 
なお、①圧力プレートの固有振動数を評価する場合は、最も低い固有振動数を有する圧

力プレートを選定して評価するべきであること、６式の圧力プレートの中で最も低い固有
振動数が想定される圧力プレートの固有振動数は、解析の結果３０.８Hzとなり運転中に
共振する可能性があること、②事故発生時（１２段動翼脱落時）の異常大振動による回転
体主要部の累積疲労について評価するべきである等を指摘し、指摘事項に対する対処がな
されたことを確認した。 

ト）東京電力株式会社福島第一原子力発電所３・６号機制御棒のひび等に関するクロスチ
ェック解析 

ⅰ）構造強度解析評価 
地震荷重及びスクラム荷重に対して事業者の実施した解析条件とほぼ同等の条件によ
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る確認解析及び荷重伝達経路等の不確定要因を考慮した感度解析の結果によって、以下
の結論を得た。 

・事業者の解析結果は、機構が行った確認解析の結果とほぼ同等の結果となっており、事
業者の解析モデルは妥当である。 

・感度解析の結果、不確定要因の中で影響が大きいと考えられる荷重伝達経路等を最も厳
しく設定した場合においても、評価部位の応力は許容値を超えるものはないことが分か
った。 

・Ｓ２地震荷重下でコマ部でのハフニウム板の穴の隙間分の「ずれ」が生じる可能性はあ
るが、構造強度上破損には至らないことを確認した。 

ⅱ）ハフニウム板型制御棒挿入後の炉心の安定性の評価 
機構が実施した解析結果と事業者の結果を比較すると、機構の方が炉心安定性、領域

安定性とも若干厳しくなる。この差異は、主に炉心圧損に係わる解析条件・モデルの違
いによるものであり、同解析条件・モデルを模擬し解析すると、ほぼ同等の結果が得ら
れることから、事業者の結果は妥当であると判断した。 

チ）新型転換炉ふげん発電所の被ばく解析 
新型転換炉ふげん発電所の耐震安全性評価等の実施報告書について、原子力安全・保安

院から提示された事業者の解析条件等を出典と照合・確認するとともに、確認した解析条
件に基づいて、クロスチェック解析を行い、事業者の相対線量に転記ミスがあり、そのた
め、解析結果に誤りがあることを原子力安全・保安院へ報告した。 
 

(２)安全解析コード及び評価手法の開発又は改良 
①安全解析コードの開発、改良整備 
ａ）原子炉施設に対する安全解析コード 
イ）炉物理及び過渡・事故事象解析コード 
i）ＢＷＲプラントにおける周波数領域の安定性解析コードＬＡＰＵＲ０５－J に９×９
Ａ燃料用の解析機能を組込み、炉外試験の解析により検証を行った。また、国際ベン
チマーク安定性試験の解析を行い、炉心安定性及び領域安定性を検証した。 
機構が過渡・事故解析に用いているＲＥＬＡＰ５シリーズの最新バージョンの

RELAP5/MOD3.3 コード整備の一環として１１００ＭＷｅ級ＢＷＲプラントである Peach 
Bottom-２号炉で行われたタービントリップ試験(１９７７年)に関して、RELAP5/MOD3.3
コードの検証解析を行った。その結果、RELAP5/MOD3.3 コードはタービントリップ事象の
全体挙動を適切に模擬する事を確認できたが、原子炉圧力上昇率を精度よく模擬するた
めには、セパレータモデルの改良等が必要なことが明らかになった。 

ⅱ)反応度投入事象（ＲＩＡ）時の安全解析へボイド反応度フィードバックを組み込むた
め、ＴＲＡＣ－ＢＦ１とＡＣＥ－３Ｄの結合コードによるボイド挙動定量化の精度を検
証した。 
同コードにより２×２試験体による大気圧条件のＲＩＡを模擬した過渡ボイド実験を

対象に実験解析を実施した。その結果、沸騰と凝縮を繰り返す過渡沸騰時のボイド挙動
を適切に模擬できることを確認した。またボイド率定量化の指標として、ボイド発生時
刻及び時間平均ボイド率をとり、実験データと比較することにより、その予測が保守的
であることを統計的に確認した。 

さらに、ボイド挙動定量化の精度が、ＲＩＡ時の最大燃料エンタルピに及ぼす影響を
概略評価した結果、過渡沸騰時のボイド挙動定量化モデルを、ＲＩＡ事象解析への適用
する見通しが得られた。 

ⅲ）ＴＲＡＣＥコードは、米国原子力規制委員会（ＮＲＣ）がＴＲＡＣ－Ｐコード等を基
に開発したコードであり、その開発経緯と、機構がＮＲＣから導入して平成１８年度ま
で整備作業として実施してきた解析・検討経緯をまとめた。 
また、ＴＲＡＣＥコードの最新のバージョンでＣＣＴＦ実験解析を実施し、過度に保

守的な評価となっていた再冠水過程での解析が最新バージョンで大幅に改善されている
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ことを確認した。 
ⅳ)ＯＥＣＤ／ＰＫＬ試験の検証解析として、停止時余熱除去系（ＲＨＲ）機能喪失事象
に起因するホウ素希釈事象模擬試験（Ｆ２.１、Ｆ２.２試験）の詳細解析を行った。
その結果、試験と解析の結果に良好な一致が得られ、解析に使用した RELAP5/MOD3.3
コードが同事象に十分な解析能力を有することを確認した。 
また、過年度実施された検討結果の一部を第５回日韓熱流動国際会議で発表した。 

ⅴ)機構では、今後の安全評価手法として、不確実さを踏まえた最適（ＢＥ）コードによ
る評価手法のレビューや申請等に備え、解析システムの整備及び手法の検討を行ってい
る。 
平成１８年度は、ＯＥＣＤ／ＮＥＡの提供するデータに基づいて、実機ＰＷＲのデー

タ（ＴＲＡＣＥの入力）を整備し、解析を行った。また、主要な不確実さパラメータに
ついて感度解析を実施した。これらの解析から、実機ＰＷＲのＬＯＣＡ時の挙動及び不
確実さパラメータの感度を確認した。 

ⅵ）ＯＥＣＤ／ＲＯＳＡ試験に関して、炉容器頂部破断ＬＯＣＡ試験及び炉容器下部破
断試験の詳細解析を行った。その結果、試験と解析の結果に良好な一致が得られ、解
析に使用した RELAP5/MOD3.3 コードが同事象の評価に十分な解析性能を有することを
確認した。 
また、緊急炉心冷却系（ＥＣＣＳ）注入時温度成層化試験に関しては、数値流体力学

（ＣＦＤ）コードＦＬＵＥＮＴを使用して予備解析を行い、乱流モデルの影響等につい
て検討した。さらに RELAP5/MOD3.3 コードを用いてウォターハンマー試験の予備的な検
討を実施した。 

ⅶ）二相ジェットに関する現象の理解、数値実験等に活用するため、多次元二流体モデル
コードＡＣＥ－３Ｄを旧原研による二相ジェット実験の解析により検証した。その結果、
ＡＣＥ－３Ｄの解析は、二相ジェットのように相変化を伴い超音速で膨張する流れが径
方向に拡散しやすい傾向があるものの、ジェット圧力とその影響範囲の関係について、
二相ジェット実験と定性的に同様の傾向が得られた。 
また、ＰＷＲサンプスクリーン閉塞事象に関し、圧損に対する化学影響と断熱材の堆

積形態による影響を把握する試験を実施した。化学影響は主として断熱材の溶解に起因
する析出物が原因であり、断熱材の堆積形態は繊維質の上に珪酸カルシウムなどの粒子
が堆積した場合が最も圧損が高くなることがわかった。 

ロ）構造解析コード 
ｉ）ＣＡＤと連携した大規模き裂進展解析システムの機能追加 

前年度に構築したシステムに、き裂進展挙動を高精度かつ効率的に予測するために必
要な機能を追加し、追加した機能検証を行った。主な検証の内容は次の通り。 

整備したシステムを使用して、モードⅡ及びモードⅢに対するき裂前縁のＫ値を計算
し、理論解のＫ値と概ね一致することを確認した。 

また、前年度に構築したシステムでユーザーによる手作業が必要であった部分を自動
処理できるように改良し、前年度のシステムに比べて約１割、計算作業時間が短縮され
たことを確認した。 

ⅱ）燃料応力解析コードの検証解析と過渡時燃料挙動解析 
高燃焼度燃料及びＭＯＸ燃料に対する解析精度向上を図るため、ＯＥＣＤ／ＮＥＡ燃

料データベースの高燃焼度ウラン燃料を用いた検証解析で用いたデータを使用してＦＥ
ＭＡＸＩ－ＪＮＥＳの総合評価を行い、最適なモデルやパラメータ等の条件、並びに、
不確実さ解析のための標準パラメータセット及び各パラメータの不確実さ幅を設定し、
クロスチェック用コードとして必要なコードのもつ不確実さ幅を算出した。 

また、被覆管外面破損の観点で安全審査項目を整理し、被覆管外面破損評価上厳しく
なる過渡事象に対し燃料挙動解析を実施し、被覆管外面応力と持続時間の関係としてま
とめた。 

ハ）被ばく評価解析コード 
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気流／拡散コードによる野外試験解析として、筑波山周辺野外拡散試験（大気安定度
中立）の再現解析を２ケース実施し、地上濃度分布の比較、数値計算による有効放出高
さを評価し、風洞有効高さとの比較を行い解析モデルの性能を分析した。数値計算によ
る風下軸上濃度はほぼ風洞試験を再現できた。数値計算による有効高さはケース１で８
０m、ケース２で７０mとなり、風洞有効高さより２０m程低い結果となった。 

ニ）耐震解析コード 
ＦＥＭ非線形解析コードＳＡＮＲＥＦの機能追加を行った。 

ホ）ＰＳＡ手法 
ⅰ）地震ＰＳＡ 
１）地震ハザード評価手法の高度化 

特定活断層の震源モデルの不確定性の取扱方法を整備することを目的として、原子力
学会標準の専門家活用水準３を実践した。専門家活用水準３は、TFI(Technical 
Facilitator/Integrator)を中心とした専門家間討議により不確実さのコミュニティ分
布(公平な専門家意見の分布)を求める方法である。 

対象とする特定活断層は、全国の活断層の震源モデルの設定に水平展開が可能なこと
を考慮して、調査データが十分にある、糸魚川－静岡構造線(以下、「糸－静線」という。)
とした。 

不確実さに関するデータ等について整理した結果や感度解析結果は、各回の専門家間
討議の参考資料として提供され、最終的に、当該断層に知見が豊富な専門家の意見を抽
出・統合して、不確実さに関するコミュニティ分布を評価し、ロジックツリーを作成し
た。 

本作業で原子力学会標準の専門家活用水準３を実践した結果、実機の地震ハザード評
価における不確実さ評価に適用できる見通しを得た。 
・地震発生様式ごとの地震動特性評価に関する検討 

日本全国の原子力施設サイトの地震ハザード解析に用いる距離減衰式のサイト補正
方法を構築することを目的として、以下の検討を行った。 

・気象庁及び防災科学技術研究所のデータベースより入手した最新の地震及び地震動デ
ータをＳＡＮＤＥＬ用に変換し登録した。また、各観測地震動はそれぞれの距離減衰
式のオリジナルのばらつきと同程度のばらつき（対数標準偏差）であることが分かっ
た。 

２）距離減衰式を用いた地震ハザードの試解析 
全国の各サイトの基準地震動Ｓｓの超過確率の参照において、影響が大きい震源を把

握することを目的に、震源特定の可否それぞれに対して、代表的なパラメータを設定し
て距離滅衰式を用いて地震ハザード解析を行い、一様ハザードスペクトルを算定した。 

地震ハザードの評価期間は、２００６年６月～２００７年５月の１年間とした。その
結果、震源を予め特定しにくい地震によるハザードの方が震源を特定できる地震による
ハザードより大きくなるサイトが、１０サイト程度あることが概略把握された。それ以
外のサイトでは、逆に、震源を特定できる地震によるハザードの方が大きかった。 

地震ハザードから一様ハザードスペクトルを算定し、サイト近傍の震源による地震動
と比較した結果、それらの超過確率の最大値は、ほぼ１０-４～１０-５程度となることが
分かった。 

３）原子炉施設の入力地震動に及ぼす周辺斜面の影響解析 
原子力施設周辺の斜面崩壊に対する安全確保に資するため、原子力施設周辺の斜面地

形が施設の入力地震動におよぼす影響及び施設の地震応答について解析的な検討を行
った。 

主な結果は、以下の通りである。 
・原子力施設周辺の斜面の影響解析に用いる地震動として、施設近傍に仮想活断層を設

定し、応答スペクトル距離減衰式と断層モデルにより、三種類の基準地震動を作成し
た。 
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・斜面を有する地盤モデルと、斜面を含まない地盤モデルに対し地震応答解析を行った
結果、前者は後者と比較して施設の地震動が増大すること、及び河川を模擬した谷底
地形では両岸に向かって地震動が増大することが確認された。 

・コンクリートキャスクと非常用ディーゼル発電機用タンクを対象に地震応答解析を行
った。その結果、コンクリートキャスクは滑動するものの転倒しないこと、滑動量は
斜面を有するモデルの方が小さいこと、また、非常用ディーゼル発電機用タンクのス
ロッシング時の最大水位上昇量は斜面を有するモデルの方が小さいことが確認され
た。 

４）地震による斜面崩壊後の岩塊挙動解析 
地震による斜面崩壊後の岩塊挙動解析の精度向上を図るために、個別要素法（ＤＥＭ）

及び不連続変形法（ＤＤＡ）を用いた斜面上岩塊の滑動挙動に関する数値的確認解析、
ＤＥＭを用いた斜面上岩塊の衝突挙動に関する数値的確認解析、ＤＥＭ及びＤＤＡを用
いたモデル斜面の地震時崩壊解析を実施し、不連続面の物性値等の解析パラメータに関
して適切な設定範囲を把握した。 

５）上下地震動に対するＢＷＲ建屋機器系の地震応答特性解析 
従来は上下方向の地震力は静的地震力としてきたが、平成１８年９月に「耐震設計審

査指針」が定され、上下地震力も動的に考慮することが規定された。これらを踏まえ、
上下方向地震動に対する地震ＰＳＡ手法を確立することを目的に、上下地震動を用いた
代表的ＢＷＲ４プラントの原子炉建屋・大型機器の地震応答解析法について検討した。 

この結果、地震ＰＳＡにおける原子炉建屋・大型機器の上下方向の地震応答を算定す
るに当たっては、上下方向単独解析モデルを用いることができること、地盤及び原子炉
建屋の物性値等の確率分布の中央値を確定値として解析できることが分かった。この結
果に基づき、地震ＰＳＡの解析評価に必要となる建屋・大型機器の現実的な地震応答を
算定し、これまでに評価した機器の耐力から代表機器について上下地震動を考慮したフ
ラジリティ評価の試算を行った。 

６）高経年化に係わる配管の地震時損傷確率解析 
配管にき裂の存在を考慮した原子力発電所の構造健全性を評価するために、国内の代

表的なＢＷＲ４プラントを対象に、き裂の存在が配管の損傷にどの程度の影響を与える
かを、経年と地震力をパラメータに確率論的な手法を用いて評価した。配管検査時にき
裂を発見できた場合、直ちに配管を交換（き裂を修復）した場合の配管系の損傷発生頻
度は、き裂の存在を考えない配管系に対して検査後３年間はき裂の存在の影響は出ない。
また、見つけられなかったき裂の成長による損傷により、３年を超え５年になるとき裂
の存在を考えない配管系の損傷発生頻度の数倍の値となる評価結果となった。 

７）外部電源系統の機能喪失確率評価 
送電鉄塔の損傷を考慮した外部電源系統の機能喪失確率評価手法整備を目的として

送電鉄塔の損傷確率が外部電源喪失の発生確率に及ぼす影響を評価した。その結果、山
形鋼鉄塔の損傷確率は鋼管鉄塔の損傷確率に比べて相対的に大きく、遮断器の損傷確率
とほぼ同等であることが分かった。したがって、地震時の損傷確率は、起動変圧器、遮
断器及び山形鋼鉄塔、鋼管鉄塔の順に大きく、外部電源喪失の発生確率は、起動変圧器
の損傷が支配的になると考えることができる。 

８）ＢＷＲの事故シーケンスの試解析 
ＢＷＲ３プラントを対象とした出力運転時の地震ＰＳＡのシステム解析モデルを整

備し、弱地震動サイトの機器応答等を参考に入力し、炉心損傷頻度の特性を把握した。 
またＢＷＲプラントの種々のサポート系の構成を調査し、複数のシステム解析モデル

を作成し解析することにより、構成の違いが炉心損傷頻度へ及ぼす影響を把握した。 
ＢＷＲ４プラントを対象とした停止時のシステム解析モデルを整備し、事故シーケン

ス解析を実施した。 
また、地震警報を受けて冷温停止維持状態にした時の事故シーケンス解析を実施し、

出力運転時との比較を行った。定期検査時及び冷温停止維持時とも、出力運転時より炉
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心損傷頻度は低いとの結果を得た。 
さらに、ＢＷＲ４プラントを対象に津波到来時の発電所敷地内溢水時及びブラックア

ウト（引き潮）時の事故シナリオを作成した。 
９）ＰＷＲの停止時事故シーケンスの試解析 

地震警報等によりプラントを停止する場合とそのまま運転継続する場合のリスクレ
ベルの比較を可能とすることを目的として以下の停止時地震ＰＳＡ解析モデルの整備
を行い、事故シーケンスの試解析を実施した。 
・２ループＰＷＲプラントを対象に、地震警報が発令されプラントを停止操作中に地震

が発生した場合 
・４ループＰＷＲプラントを対象にプラント停止後の定期検査（ミッドループ運転）中

に地震が発生した場合 
２ループＰＷＲプラントの試解析の結果、警報後にプラントを停止した方が、運転を

継続した場合に比べ炉心損傷頻度は小さくなった。 
４ループプラントＰＷＲの試解析の結果、炉心損傷頻度は、出力運転時よりも大きい

値となったが、プラント運転状態の継続時間を考慮した炉心損傷確率は、出力運転時に
比べ十分小さくなった。 

10）３ループＰＷＲプラントの事故シーケンスの試解析 
これまで未整備であった３ループＰＷＲプラントの出力運転時地震ＰＳＡ解析モデ

ルを整備した。 
作成した３ループＰＷＲプラントの解析モデルを基に、事故シーケンスの試解析を実

施し、炉心損傷頻度の点推定値を試算した。 
次に、個別プラントの残余のリスク評価に資するため、個別プラントの系統設計を調

査し、整理した。この結果、２ループＰＷＲプラントは４グループ、３ループＰＷＲプ
ラントと４ループＰＷＲプラントは各々３グループ合計１０グループに分類して評価
することが合理的であることが分かった。 

さらに代表プラントのモデルを基に個別プラントの地震ＰＳＡモデルを構築する上
での留意事項をまとめた。 

ⅱ）火災ＰＳＡ 
火災防護指針制定前に設計されたドライ型２ループＰＷＲ国内代表プラントの出力

運転時を対象に、主要な火災区域について火災シナリオを作成し、炉心損傷頻度を試算
した。試算では、内的事象による炉心損傷頻度よりも高い可能性がある結果を得た。主
要な火災シナリオは、原子炉補機冷却水ポンプ室内の制御ケーブルで火災が生じて原子
炉補機冷却水機能喪失の起因事象が生じ、また火災の影響を受けて電動補助給水ポンプ
が機能喪失することでフィードブリードによる炉心冷却機能が低下し、炉心損傷に至る
ものであった。 

また、地震時に同時に発生する可能性のある地震時火災ＰＳＡ手法の検討を開始し、
地震時火災発生メカニズムの分析、火災発生頻度の算定方法などの地震時火災ＰＳＡに
固有な手法について検討した。 

さらに、ＯＥＣＤ／ＰＲＩＳＭＥ実験に参加し、実験に関するベンチマークを行い、
火災伝播解析コードの検証を行った。適用した解析コードは、ゾーンモデルコードであ
る CFAST 並びにフィールドモデルコードであるＦＤＳ及びＦＬＵＥＮＴである。ガス温
度、壁温度、ガス濃度等の計算値は実験値とよく一致し、すす濃度は僅かに過小評価で
あったが、概ね物理的に妥当な計算結果であり、各計算コードの解析能力を検証するこ
とができた。 

また、ＯＥＣＤ／Ｆｉｒｅプロジェクトの火災事例データベース構築に参画し、火災
発生メカニズムの検討を行い、火災ＰＳＡ及び地震時火災ＰＳＡにおいて活用した。 

ⅲ）ＰＳＡ標準等の検討 
リスク情報活用の基盤となるＰＳＡの品質を確保するためにこれまで実施した代表

４ループＰＷＲ及び代表ＢＷＲ５の出力運転時内的事象レベル１ＰＳＡを対象に、モデ
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ル説明書を作成し、必要な手法・データ等をまとめてＰＳＡの標準化を図った。 
ⅳ）レベル２地震ＰＳＡ手法の整備 

国内１１０万及び５０万ｋＷｅ級ＰＷＲプラント（４ループ及び２ループドライ型格
納容器）を対象に、レベル１地震ＰＳＡで得られた代表的な炉心損傷事故シーケンスに
ついて、ＭＥＬＣＯＲコードを用いて事故進展解析を実施し、環境への放射性物質の放
出割合を算出した。これらの解析から以下の知見を得た。 
・４ループＰＷＲ及び２ループＰＷＲともに、地震時の代表的な炉心損傷事故シーケン

スのうち、ＣｓＩの環境への放出割合の大きな事故シーケンスは、２次系配管破断を
起因として、安全注入と格納容器スプレイの作動に失敗し、損傷炉心で生じた高温ガ
スで蒸気発生器伝熱管の温度及び差圧が異常に上昇することによる破損であった。 

・４ループＰＷＲの事故進展の解析結果を参考に格納容器イベントツリーを構築し、条
件付格納容器破損確率が約０.９３となる結果を得た。また、２ループＰＷＲでは、
条件付格納容器破損確率が約０.９６となる結果を得た。 

・ＢＷＲ－５Ｍａｒｋ１改良型、ＡＢＷＲ及び５０万ｋＷｅ級ＢＷＲ－４を対象にシビ
アアクシデント事故進展総合解析コードＭＥＬＣＯＲ １.８.５を用いて、地震時を
想定した事故シーケンスに関する事故進展及びソースタームを解析し、耐震指針改定
に係る残余のリスク評価のための技術情報を蓄積した。 

また、ＢＷＲ-４代表炉を対象にソースタームの不確実さ因子の感度解析を実施し
た。 

・地震の発生を想定して予め原子炉を冷温停止状態または、高温待機状態に維持してい
るときに、地震が発生した場合の事故進展及びソースターム挙動を、ＭＥＬＣＯＲ１.
８.５改良コードを使用して解析し、リスク評価のための技術情報を蓄積した。 

ⅴ）レベル３ＰＳＡ手法の整備 
公衆の個人リスクとの比較検討のために、避難時間推計システムを整備した。また、

整備したシステムを用いて、四季、天候別の避難シナリオにより、サイト周辺１０ｋｍ
圏内での避難所要時間を推計し、レベル３ＰＳＡで用いる防護対策モデルを検討した。 

ヘ）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 
ⅰ）プラント過渡熱流動解析コードＡＤＹＴＵＭの整備の一環として、自由液面・カバー
ガスのモデル整備を行った。また、ＡＭ策有効性評価や事故解析などへの適用性を確認
した。 

ⅱ）レベル２ＰＳＡの簡易評価手法の整備として、崩壊熱除去機能喪失事象を対象に、前
年度までに検討したバウンダリ破損や線源移行など部分的な現象イベントツリーを総合
化した。また、事象相関ダイヤグラム法を整備した。 

ⅲ）レベル２ＰＳＡ簡易評価で用いるリスク指標評価手法の整備の一環として、高速炉線
源移行挙動解析プログラムＡＣＴＯＲについて、カバーガス系への相平衡移行モデルを
導入した。また、希ガス気泡ナトリウム中輸送、気泡内ＦＰのナトリウム中への拡散、
ナトリウム中配管へのＦＰ沈着について、それぞれ代表的な炉内・炉外試験に基づいて、
検証解析を実施した。 

また、高速炉格納施設応答解析プログラムＡＺＯＲＥＳコードの検証のために国内外
の文献調査を実施し、各主要モジュールに適した試験を選定した。次いで、検証解析に
より試験結果との比較を行い、今後の課題について整理した。 

ⅳ）「高速増殖炉核計算システム」を整備し、計算精度及び実機解析への適用性を確認す
るため、過去に行われた高速増殖原型炉もんじゅの性能試験データを用いて検証解析を
実施した。本システムにより、もんじゅの臨界・炉物理試験（零出力）及び起動試験（４
０%出力）データを解析し、臨界性評価、制御棒価値評価等に対する計算精度を把握し、
本システムの実機解析への適用性を確認した。 

高速増殖炉蒸気発生器ブローダウンモデルの整備の一環として、米国アイダホ国立研
究所が開発した３次元で水以外の液体を扱うことができる RELAP５/３D を導入し、「も
んじゅ」４０％負荷運転時タービントリップ試験解析を行った。その結果、同コードに
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より試験結果を良く再現できることが分かり、本コードの実機への適用性の見通しが得
られた。 

ｂ）再処理施設、ＭＯＸ燃料加工設等に対する安全解析コード 
再処理施設ガラス固化体貯蔵建屋、ＭＯＸ燃料加工施設等のクロスチェック解析に活用し、

これまでのコード整備の有効性を確認した。 
イ）臨界・遮へい解析コード 
ⅰ）解析コード・核データの維持更新 

核燃料臨界安全評価支援システムの整備の一環としてＭＯＸ燃料粉末が、含水率等の
違いにより、臨界安全上単調に変化する訳ではなく複雑な特徴を有することを確認し、
クロスチェック解析等において有用なこれら情報をデータベースサブシステムに追加
した。 

遮へい解析では、モデルの大型化、高精度化に伴って計算の高速化ニーズが増してい
る既存ＰＣをクラスタ化して並列処理することによる高速化の可能性を検討した。その
結果、試解析では、ＰＣが８台の場合、１台の場合と比べて、約１０倍の速度向上が得
られることが分かった。これは当初目標を上回るものであり、ＰＣクラスタによる並列
化が非常に有効であることを確認できた。 

ⅱ）最新検証データの追加 
改良した詳細燃焼特性評価コードＭＶＰ－ＯＲＢＵＲＮにより検証解析を行った。そ

の結果、解析値と実測値の差は、全体的にほぼ±１０％以内に収まっており、燃焼度ク
レジット評価に向けて当初目標とした精度のレベルに達していることを確認した。 

ＭＶＰＩＩ、ＭＣＮＰ５、ＳＣＡＬＥ５を用いて臨界ベンチマーク問題解析を行い、
コード及び断面積ライブラリ間の比較による実効増倍率の差異を確認した。 

ⅲ）燃焼度クレジット（ＢＵＣ）解析手法の整備 
輸送容器等を例として、軸方向燃焼度分布を変えた場合の等価均一燃焼度及び等価初

期濃縮度の評価、装荷曲線の作成などＢＵＣ適用の具体的手順を確認した。 
また、ＢＵＣ評価で用いる９核種について、ＳＣＡＬＥ－５コードシステムのＴＳＵ

ＮＡＭI モジュールにより、実効増倍率への感度及び検証用実験解析との相関の程度を
評価し、手法の有用性を確認した。 

ロ）熱流動・構造解析コード 
ⅰ）空気自然循環冷却解析手法の整備 

原子力施設の自然循環冷却解析の高度化に向けて、大規模詳細解析を実施するための
並列計算技術に関する知見を得ることを目的に、計算機を接続した並列計算を行った。
その結果、１，０００万メッシュ規模の大規模詳細空気自然循環熱流動解析を合理的な
解析時間で実施するのに必要な計算機台数について見通しを得た。 

ⅱ）コンクリート構造物衝撃応答用新モデルの導入及び検証 
航空機等の外部飛来物の衝突に対する、使用済核燃料再処理施設等のＲＣ構造物の構

造健全性の評価を目的として、航空機がＲＣスラブに衝突する際に生じる全体破壊に着
目した検証解析を行い、平成１７年度までに整備した衝撃コンクリート構成則が高速載
荷時のＲＣ構造物の破壊挙動の予測に有効であることを確認した。 

ハ）事故解析コード 
ⅰ）臨界事故時挙動の試験データによる検証 

溶液系臨界事故解析コードＩＮＣＴＡＣに、液位が大幅に低下する場合に対する解析
機能等の改良を行い、臨界が長時間（約２０時間）継続する場合を想定した事故解析を
行い、コードの適用性を確認した。ＯＥＣＤ／ＮＥＡのベンチマーク問題により検証解
析を実施し、容器から外部への熱伝達をモデル化することにより、長時間（約６０００
秒）の出力挙動が実験値とよく一致することを確認した。 

また、粉末燃料系臨界事故解析コード INCTAC-P により MOX の質量、投入反応度量、
添加剤の比熱に関する感度解析を行い、臨界終息までの総核分裂数への影響を簡易評価
手法と比較し検討した。 
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ⅱ）ＭＯＸ燃料加工施設等の火災・爆発解析手法の検討等 
核燃料施設における火災・爆発事故解析に用いる換気系内熱流動解析コード（ＦＡＣ

Ｅ－ＶＥＮＴ２）の改良及び三次元衝撃波解析コード（ＡＵＴＯＤＹＮ）による２種類
の典型的なベッセル形状を対象とした爆発解析を実施した。 

ＦＡＣＥ－ＶＥＮＴ２の改良により、火災・爆発発生から長時間経過後の状態までの
解析及び実体系で想定される水封を介した気体の流出挙動の模擬が可能になった。 

ＡＵＴＯＤＹＮによる解析から、典型的な環状形のベッセルについては解析条件と体
系の単純化が必要なことが見出された。今回の解析では壁面の曲率を無視することで単
純化を図り、単純化の影響について考察した。 

ニ）被ばく解析コード 
ⅰ）再処理施設被ばく線量評価コードの改良 

ＩＣＲＰ２００５年勧告案概要（IRPA11,2004）等の動向を考慮してボクセルファン
トムに基づく外部被ばく線量係数（単位核種濃度当たりの実効線量）等を
COQDOQ-FC/JINS コードで使用できるようにするとともに、これらに対応したインターフ
ェイスシステムを整備した。 

また、中性子外部被ばくについて、旧日本原子力研究所で開発された日本人ボクセル
ファントム（OTOKO、ONAGO）を用いて単位フルエンス当たりの線量換算係数を評価する
方法を立案した。 

また、環境被ばくの等価線源の評価方法の標準化のために、ＭＣＮＰコードを使用し、
無限平面線源、半無限体積線源について中性子及び２次ガンマ線のエネルギー分布を人
体入射角度別に評価した。 

ⅱ）再処理工程のトラブル事象解析コードの整備 
抽出工程におけるトラブル事象解析手法を整備するため、①「分離･分配工程におけ

るＰｕ濃度の異常上昇事象」、②「Ｐｕ精製工程におけるＰｕ濃度の異常上昇事象」、③
「Ｐｕ精製工程における有機溶媒温度の異常上昇事象」を取り上げ、ＥＳＳＣＡＲ抽出
計算コード、ＳＡＦＥ抽出計算コードを用いて試解析を行い、課題の整理を行った。 

①、②より、Ｐｕ濃度が核的制限値を超えるまでの時間的余裕は、変動の種類・程度
により数分～６０分まで比較的大きい幅を持つことが分った。③では溶媒温度が熱的制
限値を超えるまでの時間的余裕は比較的短い（約４時間）ことが分った。 

課題としては、抽出工程の過渡変化を検証できるデータ取得のための抽出実験が必要
であること、配管による滞留を考慮できるようコードを改良する必要があることが分っ
た。 

ⅲ）日本人集団の健康影響モデル等を用いたサイクル施設の健康リスク解析 
日本人集団の健康影響モデル等を用いた評価コード MACCS２-J を対象にして、次の内

容を整備し、機能を確認した。 
がんリスク係数（がん死亡、寿命損失、がん罹患）、遺伝リスク係数（国連科学委員

会２００１年報告書に基づく２世代評価）、早期影響パラメータ（標準使用ワイブルモ
デル、参考解析用ジョンソン SBモデル）を整備した。また、がんリスクでは、全国推計
のがん罹患率２０００年データ（国立がんセンター）の取り入れ、達成年齢を考慮した
生涯リスク計算コード EPArisk２R３の整備、放射線影響研究所ＥＡＲ／ＥＲＲモデル
（白血病は BEIR VII）に基づく生涯がんリスク係数を整備した。この結果、日本人集団
２０００年の生涯がん罹患リスク係数は女性で１０%増加した。 

さらに、サイクル施設を対象にして、複数放出源（１０施設で各２０核種）の臨界事
故又は火災事故による健康リスク解析を解析した結果、複数放出源の影響が及ぶのは、
主放出源から２ｋｍ程度であり、それ以遠では単一放出源と変らないこと、早期死亡の
影響評価には複数放出源解析が不可欠なことが分かった。 

ｃ）使用済燃料中間貯蔵施設に対する安全解析コード 
イ）金属キャスク方式の使用済燃料中間貯蔵施設安全解析コード 
ⅰ）中間貯蔵施設の安全解析コード等調査 
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平成１９年３月に事業許可申請された国内で初めての使用済燃料中間貯蔵施設であ
るリサイクル燃料備蓄センターの安全審査におけるクロスチェック解析を円滑に進め
るために、以下の調査を行い海外の安全規制の最新動向を把握した。 

１)米国の使用済燃料中間貯蔵施設の許認可動向等の調査 
・使用済燃料中間貯蔵施設全般の申請状況の調査 
・民間敷地外貯蔵施設(Private Fuel Storage Facility : PFSF)の最新動向の調査 
・燃焼度クレジットに係る規制内容の調査 

２)中間貯蔵施設に係る確率論的安全性評価（ＰＲＡ）の調査 
３)使用済燃料健全性評価手法の調査 
ⅱ）中間貯蔵施設線量解析手法の検証 

使用済燃料中間貯蔵施設の敷地線量率解析等に使用するために整備してきたＭＣＮ
Ｐ－ＭＣＮＰ接続解析手法について、ＭＣＮＰ４Ｃコードを最新版であるＭＣＮＰ５コ
ードに換装した。 

また、ロシアのモスクワ物理工科大学の研究用原子炉ＩＲＴ炉で行われた遮へいルー
バーの設置を考慮したダクトストリーミングベンチマーク実験を対象とした接続解析
手法の検証解析を行い、中間貯蔵施設で設置することが計画されている遮へいルーバー
等施設の複雑な構造を有するダクトストリーミングの遮へい解析に適用できることを
確認した。 

ⅲ）中間貯蔵施設の安全性解析 
１)中間貯蔵施設の線量解析 

ＴＫ-６９型燃料輸送・貯蔵容器に対して接続計算手法を適用し、中間貯蔵建屋内に
２８８基の貯蔵容器が貯蔵された体系においても効率的に敷地境界線量を求めること
が可能であることを確認した。 

また、直接線、スカイシャイン線及びストリーミング線の各成分の線量を個別に求め
るためのモデル化の検討を行い、モデル化により生じる差異を把握した。 

２)中間貯蔵施設の臨界安全性解析 
燃料輸送・貯蔵容器を対象に、臨界解析を行うための解析パラメータ、すなわちヒス

トリー数、スキップ数等と統計誤差との関係を把握し、効率的に解析を行うための条件
を把握した。 

また、容器内の残存水量や燃料集合体の偏在状態、構造材中のホウ酸濃度等を変化さ
せた解析を実施し、臨界安全性解析のために必要な体系のモデル化等に関する検討を行
った。 

３)中間貯蔵施設の除熱安全性解析 
これまでに整備してきた中間貯蔵施設の除熱安全性解析手法で、以下の除熱安全性解

析を行い、中間貯蔵施設の除熱安全性に関する知見を得た。 
・除熱試験検証解析 

（財）電力中央研究所が実施した、１/５スケールの「スタック方式施設の除熱試
験」を解析対象とした検証解析を行い、機構が整備してきた中間貯蔵施設の除熱解析
手法が中間貯蔵施設に適用できることを確認した。 

・貯蔵建屋内熱流動解析 
実規模のスタック方式のモデル貯蔵建屋内の熱流動解析を行い、発熱量が貯蔵建屋

内の定常温度分布及び流速分布等に与える影響を把握した。 
ⅳ）杭支持中間貯蔵建屋の地震応答解析 

ＦＥＭ系解析コードＳＡＮＮＯＳを使用して、模擬地震動（水平動、上下動）を入力
とした地震応答解析を実施した。解析結果の概要を以下に示す。 
・上下動のみを入力した結果と水平動・上下動同時入力による結果を比較すると、建屋、

杭ともに応答は概ね一致した。 
・線形解析と等価線形解析の結果はほぼ一致している。非線形解析の応答は、線形解析

と等価線形解析の結果と比較して水平方向は小さめ、鉛直方向は大きめの傾向が得ら
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れた。 
ⅴ）金属キャスク落下時の使用済燃料被覆管の構造健全性解析手法の検討 

使用済燃料被覆管の構造健全性解析手法を検討する一環として、金属キャスク内の収
納物の燃料集合体に着目し、金属キャスクの落下時における使用済燃料被覆管に掛かる
加速度を検討した。 

ＢＷＲ用核燃料輸送用の金属キャスクを対象とし、汎用非線形動的構造解析コードＬ
Ｓ－ＤＹＮＡを用いて、垂直９ｍ及び水平９ｍ落下衝撃解析を実施した。 

ＢＷＲ用核燃料輸送物の金属キャスク内の使用済燃料集合体に加わる加速度の知見
が得られ、次年度以降の燃料棒被覆管のグロスな破損が生じないかの検討における荷重
の設定を行うことが可能となった。 

ロ）コンクリートキャスク方式の使用済燃料中間貯蔵施設安全解析コード 
ⅰ）容器内熱流動解析手法の整備 

キャニスタ、金属キャスク等の容器表面の熱的境界条件設定手法に関して、容器周り
空気代表温度と熱伝達率の具体的設定手順を整備し、容器内の温度分布解析を行った。
その結果、整備した熱的境界条件設定手法は容器内各部の最高温度評価に関して保守的
な設定を与えることを確認し、除熱安全性解析に適用できる見通しを得た。 

ⅱ）コンクリート製貯蔵容器の構造強度解析手法の整備 
動的陽解法に基づく有限要素法を用いた時刻歴応答解析により、キャスクのすべり及

び浮上り応答を精度よく算定する手法を検討した。 
キャスク底部の要素分割やコンクリートの弾性係数、摩擦係数が、キャスクの地震応

答解析結果に大きな影響を及ぼす結果となった。また、本解析結果を試験結果と比較す
ると、すべり及び浮上り角度時刻歴は、その最大応答を小さく算定するものの、最大応
答までの波形はおおよそ一致する結果となった。 

解析結果が試験結果の最大応答を過小評価する原因として、材料物性に係わるパラメ
ータの設定に問題があると考えられることから、今後はコンクリートの弾性係数や摩擦
係数の適切な設定方法に関する検討が必要である。 

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 
イ）三次元地下水流動解析 
ⅰ）岐阜県東濃地域においてＪＡＥＡが設定したリージョナル領域及びローカル領域を対
象として、三次元地下水流動解析コード（ＴＯＵＧＨ２、Ｄｔｒａｎｓｕ－３Ｄ及びＭ
ＯＤＦＬＯＷ）による解析を行い、ローカル領域での大局的な地下水流動を再現できた。 

ⅱ）ＴＯＵＧＨ２、Ｄｔｒａｎｓｕ－３Ｄ及びＭＯＤＦＬＯＷによる地下水流動解析にお
いて、全水頭分布の解析結果は、解析コード間で有意な差は認められなかった。 

ⅲ）飽和／不飽和解析ができるコードのうち、ＴＯＵＧＨ２によるリージョナル領域を対
象とした解析では、観測井戸において測定された地下水位の実測値をよく再現すること
ができた。 

ⅳ）核種移行解析や精度の高い地下水流動解析を実施するためには、対象スケール等を勘
案し、解析コードの選定、地質構造モデル及びメッシュの分割、水理特性の三次元的な
分布等の設定を適切に行う必要があることが分かった。 

ロ）余裕深度処分 
ⅰ）これまでに整備した解析コード等を使用して地下水流動、埋設施設浸入水量から被ば
くまでの一連の解析を行うことができることを確認した。 

ⅱ）埋設坑道は、掘削影響領域の連結（掘削により埋設坑道の周囲の岩盤の物性が、もと
もとの岩盤の物性とは異なる領域（掘削影響領域）が、複数の埋設坑道の間で繋がって
しまうことを言う。）がなければ、全水頭分布に与える影響は小さいとの結果が得られた。 

ⅲ）埋設坑道間の掘削影響領域が連結した場合、地下水流に並行するように埋設坑道が設
置されていれば、全水頭分布は、埋設坑道付近で大きく変化する。地下水流に直交する
ように埋設坑道を設置する場合には、全水頭分布変化の程度は、前者に比べ小さいとの
結果が得られた。 
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ⅳ）地下水流動解析コードの特徴（全水頭をＤｔｒａｎｓｕ－３Ｄ・ＥＬでは三次元格子
の節点での値、ＴＯＵＧＨ２では格子要素での値で評価）により、地下水の鉛直方向へ
の移行が異なり、それにより解析コード間で移行距離及び移行時間が大きく異なる場合
があるという結果が得られた。 

ⅴ）掘削影響領域の連結がある場合の施設浸入水量は、掘削影響領域の連結がない場合に
比べて、小さい値を示すという結果が得られた。 

ⅵ）施設浸入水量は、人工バリア劣化＞低拡散層破壊＞人工バリア健全＞低透水層破壊の
順に小さくなるという結果が得られた。 

ⅶ）河川水利用シナリオと河川岸利用シナリオによる被ばく線量を比べると、河川水利用
シナリオの方が大きな値を与えるという結果が得られた。 

ⅷ）埋設施設を区分した各区画からの地下水移行距離及び天然バリア中での平均実流速に
より、埋設施設全体での被ばく線量の経時変化は、大きく変動する可能性があることが
分かった。 

ハ）解析支援システム及び品質保証システム 
ⅰ）既に開発した品質保証支援システムに格納されているデータの解析コードへの流し込
み及び解析コードで計算した結果の他の解析コードへの流し込みを制御するプログラム
を作成し、システムのＧＵＩ上で操作できるようにし、解析の効率化を図った。 

ⅱ）解析結果の理解の向上を図るために、地下水流動解析及び核種移行解析の結果を三次
元で可視化するプログラムを整備し、ＧＵＩ上で操作できるようにした。 

ⅲ）分布を持つパラメータ値を使った計算を可能とするとともに、パラメータの影響度の
ランキング等を求めるプログラムを作成した。 

②原子力施設関連データベースの整理 
六ヶ所再処理施設の事業許可申請書等のデータベース検索機能拡張として、設工認申請書の

キーワードによる検索において、本文中の「設計条件及び仕様」及び配置図に記載されている
機器及び装置を検索可能とした。 
また、系統図中の機器、装置及び弁についても、同様に検索可能とした。 
これらにより、機器名等をキーワード検索することにより、該当機器の構造図、強度計算書、

耐震計算書と同時に設計条件、仕様、配置図及び系統図の関連箇所を容易かつ迅速に検索する
ことが可能となった。 
③研究開発段階炉に係る新知見の調査 
平成１７年～平成１８年の高速増殖炉の安全性に係る国内外の情報を収集し、運転・保守、

事象解析評価手法、炉心損傷に係る研究、リスク情報を活用した規則などに着目した研究開発
の動向や海外の高速炉開発の状況を把握した。 
また、高速炉、国内の軽水炉、海外軽水炉のトラブル事例を調査・整理した。これらの調査

から得られた知見が「もんじゅ」の安全性向上に有用であるかを評価した。 
 
１．２．３原子力防災支援業務 
１．２．３．１原子力防災支援業務（電源立地勘定業務） 
（１）原子力防災訓練の支援 
①原子力総合防災訓練は事前訓練（９月７日）及び本訓練（１０月２５、２６日）を組み合わ
せた訓練として実施した。事前訓練については、シナリオを知らせない方式で愛媛県オフサ
イトセンターと経済産業省緊急時対応センターとを結び、避難行動等の実動を伴わない図上
訓練として実施した。本訓練については、２日間に亘る訓練として、第一日目は政府職員、
資機材等緊急派遣の実動訓練を含む実時間での初動対応を、第二日目については緊急事態対
応をそれぞれ実施した。これらに対し、企画・立案、準備から実施、評価に至るすべての段
階において以下の支援を行った。 

ａ）企画・準備段階 
訓練準備として、国、愛媛県等関係自治体、四国電力（株）が共同で実施する事前訓練

及び本訓練の進行計画や個別訓練シナリオ等を検討し、訓練用資料を作成した。 
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準備段階では６月から関係機関との調整会議を東京で３回、現地で２回事務局として運
営し、各機関の要望等を踏まえた訓練要綱、実施要領等の訓練用資料の作成と現地説明会
を支援した。 

特に今年度は、これまでの訓練の教訓を踏まえ、避難計画の実効性を向上させる目的か
ら防護対策の迅速な決定・実施を図ることとした。そのため、タスクフォースを設置し、
警戒段階において防護対策案を検討するための手法として、シビアアクシデントの事前解
析によるデータベース等を活用した「新防護対策検討の手引き」を作成し、訓練における
試行を計画した。併せて、現地本部長へ避難決定の権限を持たせる委任手続きについても
実施を計画した。 

ｂ）訓練実施段階 
事前訓練は愛媛県オフサイトセンターと経済産業省緊急時対応センターにおけるコント

ローラを主体として同訓練の運営を支援した。 
実施段階では正確な取材と取材者の訓練目的等の理解促進のため、現地においてマスコ

ミに対し訓練要領説明会を開くとともに、見学者に対しても説明パネル及び訓練状況をリ
アルタイムで放映するモニターを設置し、訓練の理解促進を図った。住民避難を伴う実動
訓練においては各機関の連携が重要なことから首相官邸、オフサイトセンター等を結ぶ訓
練全体の連携に係る進行を監視し、訓練の進捗を支援することによりスムーズな訓練運営
に寄与した。また、訓練の実施及び成果を分かり易く紹介するように、訓練の記録をビデ
オに収めた。 

ｃ）評価段階 
訓練計画段階から有識者を入れた訓練検討会を設け、訓練要領の確認及び訓練の評価を

行うとともに、政府本部事務局及びオフサイトセンターでの訓練参加者にアンケートを実
施して意見を収集し、次年度への提言を含め入れた報告書をまとめた。 

 
②地方自治体が定期的に実施する防災訓練の支援については、自治体に対し事前アンケート調
査を行い自治体の要望を把握した上で、必要な訓練メニューを作成し、設備操作支援、防災
講演会等への講師派遣等の訓練支援を実施した。その際事故シナリオの作成等計画準備段階
から訓練後の評価にわたる各段階で原子力安全・保安院と一体となって支援を行った。また、
自治体訓練の実施と連携した要素訓練として自治体現地本部運営訓練を企画実施し、訓練の
実効性を向上させた。支援実績は次のとおりであり、今年度原子力防災訓練を実施した道県
すべてに対し支援を行った。 
・防災講演会（５自治体、全９回） 
・プレス、見学者への事故シナリオ等説明（６自治体） 
・訓練評価（１５自治体） 
・オフサイトセンター設備操作（１５自治体） 
・プラント情報、予測情報の提供（１１自治体） 
・国等の関係機関代行（コントローラ役）の実施（３自治体） 

 
③国民保護に係る次の業務を実施した。 
茨城県で実施された国民保護訓練（原子力災害対処訓練）において、当初から指定公共機関
として内閣官房による概況説明会に参画することにより、情報入手に努め、実訓練において
は県原子力オフサイトセンターに運営要員を派遣し、原子力安全・保安院の助勢を行うとと
もに、機構の武力攻撃原子力災害時における国民保護業務を体得した。 
 

④その他 
ア）燃料輸送訓練 

陸上輸送事故時に主担当となる経済産業省の初動対応、関係省庁の連携及びプレス対応
を確認する訓練の支援として、事業者に対する事故シナリオ作成指導、原子力安全・保安
院に対する訓練シナリオ作成支援の他、訓練時のコントローラー、模擬記者としてプレス
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対応支援を実施した。 
イ）避難シミュレータ 

緊急時避難計画の実効性を向上させるため、避難計画支援のシステム構築の実現性検討
のため、新潟県を代表地域として、システムに必要なデータの検討を行った上で、プロト
タイプの試作を行い、次年度以降のシステムの構築に向けての課題を抽出した。 

 
（２）オフサイトセンター設備の維持管理及び改善 
①日常点検、定期点検による設備の維持管理 
２０地区のオフサイトセンター及び緊急時対応センターの維持管理について地区ごとに保

守管理会社に発注し、次のとおり設備の維持管理及び運用支援を実施した。 
ａ）日常点検として、設備の員数確認、点検、起動確認等を全地区それぞれ月１回実施した。

また年１回定期保守点検を実施した。これらにより、オフサイトセンター機器が正常に機
能することを確認した。なお、年１回の定期保守点検は機構職員が直接現地において、設
備の保守管理状況を確認するとともに、設備管理台帳と現品との照合を実施した。 

ｂ）放射線測定器の校正試験をすべてのオフサイトセンターで年１回実施し、放射線測定器
が、使用可能状態にあることを確認した。 

ｃ）原子力防災専門官が実施する各設備の起動・操作の支援等を着実に実施した。（延べ５３
０回、地区平均２５回） 

ｄ）原子力防災訓練時等に設備の立ち上げ等の支援を着実に実施した。（延べ１８０回、地区
平均８．５回） 

ｅ）設備の故障発生（主要な不具合延べ２６９件、地区平均１３件）に際し、原因調査、点
検、修理を実施し、設備の健全性維持に努めた。修理対応については、ノウハウが必要な
業務とルーチンワークとに分類し、前者は職員が、後者は補助員が担当して業務の効率化
を図った。また、不具合データベースを駆使することにより、常に修理の対応状況を把握
し、修理の早期化を図った。 

 
②緊急事態が発生した場合のオフサイトセンター立ち上げ支援 
ａ）体制の確立 

各地区とも緊急時の連絡体制表を作成し、必要な要員を確保する等、緊急時のオフサイ
トセンターの迅速な立ち上げ支援体制を確保した。また、昨年度に引き続き、保守管理会
社の参集時間を計測した結果、３０分から１時間程度で参集可能であることを再確認した。 

ｂ）緊急時における支援 
原子力発電所等の緊急事態ではないが、オフサイトセンター周辺で震度５以上の地震が

発生した場合に、オフサイトセンターの設備が健全性を保持しているかを確認するための
規程を１７年度に制定し、運用に供した。 

１８年度は愛媛地区で発生した震度５弱の地震及び滋賀地区での震度６弱の地震に対し
て、規程とおり保守管理会社が直ちにオフサイトセンターに行き、設備の健全性を確認し
た。 

ｃ）通常時における対応 
各地区とも月例点検、定期点検、原子力防災訓練・研修等の実施を通じ設備の立ち上げ、

操作に習熟した。また、関係者がオフサイトセンターに参集後、１０分以内にオフサイト
センターのすべての設備を立ち上げることができることを実測した。 

 
③運用経験等を反映した設備の改善 
ａ）意見、要望等の把握 

原子力防災専門官や保守会社等関係者からのヒヤリング等により、オフサイトセンター
設備改善に係る意見、要望を把握した。 

ｂ）設備改善計画の策定 
意見要望をもとに、優先順位、費用等を検討し、年度当初に設備の改善計画を策定した。 
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ｃ）設備改善の実施 
策定した改善計画を基に５件の設備の改善を計画的に実施するとともに防災専門官等の

要望に基づき臨機に２件の設備改善を実施した。 
主な実施項目は次の通りである。 

ⅰ）計画的な整備 
・非常用発電機設置に伴う配線変更（２地区） 
・防護対策地域検索システム改造（１地区) 
・長時間電源装置設置（１地区） 
・小型映像表示装置設置（５地区） 
・ＥＲＳＳ追設に伴う通信設備の改造（１地区） 

ⅱ）臨機の整備 
・市町村合併に伴う設備の撤去及び移設（１地区） 
・可搬型モニタリングポストのデータ処理装置調達（７地区） 

 
④設備の中長期更新計画の立案 
平成１９年度から本格的に計画しているオフサイトセンター設備の更新に際して、自治体の

原子力防災ネットワークと一体化した統合原子力防災ネットワークの構築を柱とする設備更
新実施計画を策定した。実施計画を策定するために以下の業務を実施した。 

・統合原子力防災ネットワークの全体設計 
・２１拠点を対象としたオフサイトセンター設備の詳細設計 
・停止時間を極力短縮するための新旧更新手順及び工事工程の検討 
・ネットワーク全体を管理するセンターの詳細設計及び運用管理要領の検討 
・効率的なメンテナンス方法の検討 
・更新設計及び工事に係る２１拠点の現地調査 
・関連する１８自治体との事前調整 
・国の７関連機関との調整 

実施計画を策定するに際して、ネットワークの構想や更新設備の基本概念の抽出及び関係機
関との調整については主として職員が担当して、具体的な設備設計、工事手順及び現地調査等
については経験豊富なコンサルタントに依頼し、業務の効率化を図った。また、設備設計の段
階で国の関係機関や関係自治体と事前に調整し、機器の仕様、必要数等の見直しを行い設計に
反映した。 
 
（３）緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）の管理運用業務 
①昨年度の代表プラントを対象とした整備に引き続き、その他の４７プラントを対象（下表参
照）に、電気事業者のＡＭ設備や運転手順の概要等を調査し、事故状態の判断基準や必要パ
ラメータの抽出等を実施した。 

ａ）事故状態判断基準の作成 
緊急時対応を行う上で必要となる判断項目を抽出し、判断基準を根拠とともに整理した。 

ｂ）伝送パラメータの選定 
ＥＲＳＳに伝送するパラメータを一覧表にしてまとめた。 

 
炉型 プラント名 
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ＢＷＲ 
 

東通１号 
女川１～３号 
福島第一３～６号 
福島第二２～４号 
東海第二 
柏崎刈羽１～５号、７号 
志賀１、２号 
敦賀１号 
浜岡１～５号 
島根１、２号 

ＰＷＲ 泊１、２号 
美浜１～３号 
敦賀２号 
大飯２、４号 
高浜１、２、４号 
伊方１、３号 
玄海１～４号 
川内１、２号 

 
また、下記のプラントを代表として、ＥＲＳＳの伝送パラメータ等に基づき事故の状態を確

認、判断するための「事故状態判断マニュアル」（大飯３号対象）及びＥＲＳＳが何らかの理
由により使用できない場合に備えペーパベースの「事故進展予測マニュアル」（福島第二１号
対象）等の支援ツールのドラフト版を事業者を含めたワーキンググループ方式で作成した。 

 
②六ヶ所再処理施設を対象に、代表的な事象として「溶解槽における臨界事象」、「有機溶媒火
災事象」を選定し、事故緩和設備や緊急時対応手法等の調査を行った。調査結果に基づき事
業者を含めたワーキンググループ方式で「事故状態判断マニュアル」、「予測マニュアル」を
検討しドラフト版を作成した。特に、予測マニュアルは、適切な事象進展解析コードが見当
たらないため、事象解析のデータベースではなく排気筒における放出量の傾向分析を主とし
たマニュアルを作成した。また、プラント情報表示システムについては、必要なパラメータ
を抽出するとともにオフサイトセンターに表示端末を設置しパラメータの伝送表示等機能
確認を行った。特に、火災事象については事象の発生が多くのセルで想定されるがセルごと
に表示画面を作成するのではなく、一つの標準化した画面で対応した。 

もんじゅについては事業者の整備状況を調査し、調査結果に基づき事業者を含めたワーキ
ンググループ方式で事故状態判断マニュアルのドラフト版を作成するとともに、事故進展予
測マニュアルのフレームワークを検討した。 

六ヶ所再処理施設及びもんじゅとも軽水炉に比して事業者の緊急時対応技術の整備が進
んでいなかったが指導、助言を行いつつ検討を進めた。 

 
③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ため、運転・評価要員の緊急時
対応訓練を兼ねたシステムの運用試験をＢＷＲプラントを対象に１０回、ＰＷＲプラントを
対象に１０回、合計２０回実施し、各システムの健全性を確認するとともに、職員の緊急時
対応技術の習熟を図った。 
 年度当初に運用試験の実施方針を作成し、事前に事故シナリオを知らせることなく模擬事
故データを伝送することにより、また、プラントやシーケンスに偏りがないよう配慮すると
ともに、緊急時における各人の役割を決め固定化して習熟度が深まるように実施した。 

なお、実施に当たっては以下のような点に留意し充実を図った。 
・ＰＳＡ評価の発生頻度を考慮した対象事象の選定 
・電気事業者の運転手順書を忠実に反映 
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・試験後のＡＭ策を含む事故収束運転や事故挙動の解説等 
また、国や自治体の原子力防災訓練等の支援のために、当該事業者、オフサイトセンタ

ーの原子力防災専門官、自治体等と調整を行い、事象進展解析を行って模擬事故データの
作成等支援を実施した。 

 
自治体等 プラント 事象 

国（愛媛県） 伊方３号 原子炉冷却材喪失 
北海道 泊１号 全交流電源喪失事象 

青森県 東通１号 主蒸気系配管破断 
宮城県 女川３号 主蒸気系配管破断 

新潟県 柏崎刈羽４号 主蒸気系配管破断 
石川県 志賀１号 原子炉給水喪失 

静岡県 浜岡３号 原子炉冷却材喪失 
島根県 島根２号 原子炉給水喪失 

佐賀県 玄海１号 蒸気発生器給水喪失 
鹿児島県 川内１号 蒸気発生器給水喪失 

 
平成１６年度に確立したＥＲＳＳの運転・評価要員参集体制を連絡対象者の変更等を反映

して常に最新のものに維持しつつ連絡訓練を１０回、参集訓練を２回実施した。訓練に当
たっては年度当初に実施方針を作成し、平日、休日、また、午前、昼間、夕方、夜間の時
間帯より適宜実施時期を選定して行い、一斉召集システムの連絡に対し応答操作の習熟を
図るとともに参集に必要な時間を把握する等計画的に実施した。また、一斉召集システム
の発信権限者の数を増加し発信訓練を行って緊急時参集体制の充実を図った。 

 
⑤運用経験や設備改善の反映として、以下の改造を行った。 
・予測解析システムを対象に、標準的に設定が必要な項目を検討し条件入力画面としてまと
め、条件入力の簡易化を図った。また、出力画面についても、解析結果に説明文を付加で
きる画面を作成し、提供情報の高度化を図った。これらは、原子力防災訓練で試運用して
その結果を反映した。 

・昨年度のＰＷＲの格納容器トップドーム部に外部遮へいが設置されていないプラントを対
象とした検討に引き続き、設置されている１７プラントについても、より現実的な模擬事
故データの提供を行えるよう直接線量の影響評価を可能とする改良を行った。 

・原子力発電所の設備改善の反映として、福島第一２号及び福島第二４号の２プラントにつ
いて伝送パラメータのＳＩ単位系表示への移行を反映した。 

・設置後５年を経過した、原子力安全・保安院及び機構内に設置のＥＲＳＳ端末を対象に機
器の更新を行い信頼性の向上を図った。 

 
（４）原子力防災研修 

緊急事態応急対策の実施が円滑に行われるように、原子力安全規制当局の要請に応じて、国、
地方自治体、原子力事業者等の関係機関の防災関係者を対象に原子力防災に関する研修を実施
した。 
この際、原子力防災に係る研修用テキストを作成するとともに､専門家による講師陣を整備

した。特に部内講師陣には講師能力の向上を狙いとする部外講師による「講師能力向上研修」
を企画実施し同能力の向上に努めた。また､各原子力施設近傍等に適切な研修会場を設営した｡ 
さらに、研修内容の改善を図るため、研修受講者に対してアンケート調査等を行い、その結

果を評価・分析した。 
具体的には、以下の研修を実施した。 

①防災専門官等広域支援現地研修 
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緊急時において初期に参集する機能班要員を対象とした、２日間の広域防災専門官等現地研
修及び当該事業所の半日見学を実施した。本研修は緊急時の初期活動から防災活動の要となる
原子力防災専門官等を対象に初動から防護対策の企画・立案及び運営の活動事項の習得等を主
眼として、下記のオフサイトセンター５カ所で実施した。 
また、今年度の新たな試み・特徴として、対象事業所に「もんじゅ」を取り入れた。これは、

対象事業所の事故シナリオなど防災基礎技術データの標準化整備を行うためである。 
研修に当たっては各機能班の初動活動における要素演習としてグループ討議を主体とした

シミュレーション方式を導入し、課題解決の導出プロセスに重点を置いた実践的な内容とした。 
なお、初動参集時に最低限必要となる事業所や地域特有の情報（防災地図、オフサイトセン

ター概要案内、県防災組織等）を記載したオフサイトセンター携行冊子集を全国オフサイトセ
ンター用版として一式整備した。 
総受講者数は計６１名であった。 

 

研修日 研修場所 参加人員(名) 

H１８/５/２４-２６ 宮城県原子力防災対策センター １１ 
H１８/７/１２-１３ 静岡県浜岡原子力防災センター １８ 
H１８/８/２-４ 北海道原子力防災センター １１ 
H１８/８/２９-３１ 愛媛県オフサイトセンター ８ 
H１９/２/２１-２３ 福井県敦賀原子力防災センター １３ 

６１名 
 

②原子炉施設立地道府県の原子力防災要員（原子力防災専門官、地方自治体職員等）に対する
機能班訓練をＪＡＥＡ原子力緊急時支援・研修センター及び（財）原子力安全技術センター
と共同で、下記原子力発電所管轄の地区１３カ所で実施した。実施に当たっては合同対策協
議会の運営に係わる基本を考慮した訓練としシナリオ非提示型の訓練とした。また受講者の
募集については、原子力防災専門官及び地元自治体と協議した。 

 
研修日 地区 参加人員(名) 

H１８/７/１９-２０ 石川 ７８ 
H１８/７/２６-２７ 愛媛 １２０ 
H１８/８/９-１０ 佐賀 １０５ 
H１８/８/２３-２４ 鹿児島 ８３ 
H１８/８/３０-３１ 宮城 ７３ 
H１８/９/１４-１５ 東通 ９９ 
H１８/９/２０-２１ 福島 ７８ 
H１８/９/２１-２２ 茨城 １０２ 
H１８/９/２７-２８ 北海道 ６７ 
H１８/１１/１３-１４ 静岡 ７３ 
H１９/１/１０-１１ 島根 ６８ 
H１９/１/１７-１８ 新潟 ９８ 
H１９/２/７-８ 福井 １０６ 

計１１５０名 
 

③原子力施設立地道府県の原子力防災要員（原子力防災専門官、地方自治体職員等）に対する
サイクル施設オフサイトセンター運営研修を下記オフサイトセンター４カ所で実施した。 
研修に当たり、事前に各地方自治体と調整し、昨年度に比べ課題演習に時間を割き、オフサ

イトセンターの活動を十分理解した上で図上演習を計画した。 
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研修日 研修場所 参加人員(名) 
H１８/７/４-５ 六ヶ所オフサイトセンター ８８ 

H１８/１２/１４-１５ 熊取オフサイトセンター ４４ 
H１８/１１/２０(図上訓
練) 
H１９/２/１４（技術講座） 

上斎原オフサイトセンター ５５ 
技術講座 

H１９/１/２５-２６ 横須賀オフサイトセンター ５１ 
計２３８名 

 
④警察、自衛隊、海上保安庁職員を対象とした核物質防護のための研修会 
下記オフサイトセンター設置道府県１６カ所で実施した。研修に際しては、警察庁、海上保

安庁、防衛庁（防衛省）と協議して、受講者を募集した。 
本研修会は、原子力施設及びオフサイトセンターの見学を含むため、原子力事業者、原子力

防災専門官の協力を得た。 
 

研修日 研修場所 
参加人員
(名) 

H１８/６/１５ 神奈川県 ３２ 

H１８/６/２２ 北海道 ３３ 
H１８/７/１３ 石川県 ２５ 

H１８/７/２０ 宮城県 １７ 
H１８/８/１０ 青森県 ３７ 

H１８/８/２４ 福井県 ２５ 
H１８/９/１４ 茨城県 ２０ 

H１８/９/２８ 島根県 ２５ 
H１８/１０/５ 福島県 １５ 

H１８/１０/２６ 岡山県 １５ 
H１８/１１/２１ 新潟県 １１ 

H１８/１２/７ 愛媛県 ２１ 
H１９/１/１１ 静岡県 １２ 

H１９/１/２５ 大阪府 ３６ 
H１９/２/１５ 鹿児島県 １７ 

H１９/２/２２ 佐賀県 ２１ 
計３６２名 

 
⑤消防、警察等を対象とした核燃料輸送講習会研修の実施に当たっては、機構外有識者等で構
成する「核燃料輸送講習会に係る検討会」を１回開催し、各委員からの意見を反映して、講
習会用テキストを改訂し運用した。研修は下記場所で３回開催実施した。 
なお、受講者の募集に際しては、警察庁、消防庁及び地元地方自治体と緊密に調整した。 
大阪の開催では、２日目に熊取オフサイトセンター及び原子燃料工業㈱の施設見学（受講者

のうち２７名が参加）も行った。 
 

研修日 研修場所 参加人員
(名) 

H１８/９/２２ 青森 ６８ 
H１８/１０/２０ 東京 １２２ 
H１８/１１/８ 大阪 ６１ 
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                         計 ２５１名 
 

⑥昨年度に続き、海上保安庁に対し、要望に応じて以下の通り、放射線防護研修を実施した。 
 

研修日 研修場所 参加人員(名) 
H１９/１/１５ 横浜 ８０ 

 
また、原子力災害対策の内容を広く国民に理解してもらうための「原子力防災に関するホー

ムページ」のメンテナンスを行った。 
 

（５）原子炉施設等の核物質防護対策に係る調査及び支援 
①審査・検査に係る支援 
第１回目の日米技術情報交換会合を開催し、米国側から核物質防護対策に係る専門的な技術

情報を入手・分析して核物質防護審査・検査の充実に役立てた。本会合の開催により、核物質
防護対策に係る日米技術協力を軌道に乗せることができ、更なる有益な情報の入手が期待でき
ることとなった。 
放射性廃棄物埋設事業に係る核物質防護対策について、炉規法の改正を検討するために海外

の規制動向を急遽調査するよう要請があり、放射性廃棄物評価室等の協力を得て対応し、成果
を危機管理ＷＧへ報告した。 
海外のテロ事例を調査するとともに、米国の規制動向について調査・分析し、原子力安全・

保安院を技術支援した。 
技術ガイド（枢要区域設定ガイドライン、タイムライン分析評価ガイドライン等）のドラフ

トを作成し、原子力安全・保安院を技術支援した。 
②防護対策の評価検討 
軽水炉プラントが定検時に妨害破壊行為を受けた場合の、重大シナリオを評価するとともに、

枢要設備の抽出を行った。 
再処理施設が妨害破壊行為を受けた場合の重大シナリオを評価するとともに、枢要設備の抽

出を行った。 
防護設備のうち侵入検知設備・出入管理設備の性能試験を実施し、核物質防護審査・検査の

充実のベースとなる基礎データの一部を整備できた。 
③動向調査 
ＩＡＥＡの専門家会議等（７回）に出席して我国の対処方針に沿って対応するとともに、Ｉ

ＡＥＡのガイドライン策定に協力した。またＩＡＥＡガイドライン案を分析して我が国の核物
質防護審査・検査への充実に反映した。 
海外における関連基準等の整備・運営状況について規制当局等との打合せ（７回）、各国が

進める核物質防護対策等国が進める核物質防護規準等の策定・改訂のために必要な情報を収集
するとともにこれを分析し原子力安全・保安院に提供した。 
国内外のワークショップ、セミナー等（２回）へ参加し、核物質防護に関する技術情報を収

集・分析し原子力安全・保安院に提供した。また職員にこれらセミナー等への参加を通じ最新
の知見等を習得させる等により専門家の育成に努めた。 

 
 
１．２．４安全確保に関する調査、試験及び研究 
１．２．４．１安全確保に関する調査、試験及び研究（電源立地勘定業務） 
１．２．４．１．１規格基準類に関する調査、整備 
（１)規格基準類調査 
①国内外の規格基準整備状況等の調査・分析 
ａ）欧米諸国の規制制度・規格基準の実情調査 

原子炉設備の技術基準性能規定化検討の過程で、詳細情報が必要となった以下の事項に
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ついて調査を行った。 
イ）落雷防護に関する米国の規制について、我が国の関連基準との比較を含めて調査を行っ
た。我が国では、概括的な民間規格しかないため、民間規格を充実する必要があることが
分かった。 

ロ）ライフサイクル管理、構成管理に関して新たなガイドラインを作成するため、米国の基
準を参考に、メーカーの知見を取り入れて日本の実情も考慮した検討を実施した。 
また、ディジタル安全保護系の特徴としてドリフト等の誤差が生じないこと、自己診断

機能があることから、重複や不要な検査がないか調査を行い、合理的な検査手法を策定す
べく検討を行った。 
さらに、ＩＥＣ６１５０８（ＩＥＣ：国際電気標準会議）において機能安全という新し

い考え方（リスクに基づく設備の安全度水準の決定、それを確保するための人、技術、組
織等に関する技法を示すもの）に基づいた規格が発行された。この考えに照らしたディジ
タル安全保護系に対する検討を実施した。 

ハ）ＯＥＣＤ／ＮＥＡの核燃料サイクル施設の安全にかかわるワーキンググループの年次会
合に参画し、タスクの策定、平成１９年度開催予定のワークショップの準備、我が国の状
況の報告等を行った。 

ニ）ＩＡＥＡで従来から策定中の核燃料サイクル施設の安全基準文書（４文書）について、
国内の関係者（原子力安全委員会、原子力安全・保安院、研究機関、大学、事業者）の意
見を反映し、４文書の加盟国コメント案を作成した。また、新たな安全基準文書（再処理
施設のガイドライン）のドラフト作成のためのコンサルタント会議に参加し、ドラフト作
成に貢献した。 

ｂ）米国機械学会（ＡＳＭＥ）準拠品以外の民間規格活用状況調査 
イ）米国の落雷防護規制で引用している民間規格のうち、ＡＳＭＥ規格を除く学協会規格と
して、米国電気電子学会、ＮＦＰＡ等の規格について我が国の規格基準との比較検討を行
った。 

ｃ）ＩＡＥＡ安全基準の調査、分析 
イ）原子炉施設にかかる基準 

ＩＡＥＡにおいて今年度に改訂着手が予定されていた「原子力発電所の設計：要件」は、
改訂の方向性を検討するための専門家会合が開催されただけで、実質的な技術的検討まで
至らなかった。このため、今年度は、専門家会合においてわが国の国内法令の対比からの
提言を提示する段階でとどまり、ＩＡＥＡにおける議論の国内反映のための分析評価には
至らなかった。（我が国からの情報の提供については、③ｂ）を参照。） 

ロ）ＩＲＲＳに対する情報提供 
原子力安全・保安院がＩＡＥＡによるＩＲＲＳ（国際規制レビューサービス）を受ける

にあたり、機構にてこれまでに実施した政府機関にかかるＩＡＥＡ基準（GS-R-1）の国内
法令との対比に関する資料を再レビューし提供した。 

ｄ）原子力規格・基準情報の発信 
国内、海外主要国(米国、英国、独国、仏国)及びＩＡＥＡの原子力安全に係る規格・基

準等を機構内及び原子力安全・保安院へウェブにてデータを提供できる環境を整備した。
また、今年度は管理者機能として米国の規格・基準を対象に、登録済の規格・基準が更新
されているかを検索するシステムを開発した。また、規格・基準情報データベースへは１
１０件の情報を追加登録した。 

ｅ）国内学協会の規格整備状況の調査 
イ）国内学協会と定期的な打ち合わせを行い、規格策定状況を調査した。また、技術基準の
性能規定化検討で明示された、今後整備が必要となる民間規格を関連学協会に提示した。 

ロ）原子力安全研究ロードマップ整備に関して、今年度は下記の技術分野におけるロードマ
ップを整備した。本作業は、調査の中立性を確保するため原子力学会に依頼して行った。 

・原子力発電施設の運転及び廃止措置等に伴い発生する放射性廃棄物等の処分に関連
する分野 
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・水科学分野（原子炉冷却系統の水質と材料） 
 

②安全規制に係る規格類の整備支援 
ａ）学協会の規格策定のための作業会等への対応 

機構の専門家の計画的派遣を目的とし、原子力関連規格を作成している学協会の委員会
等に参加する機構内専門家リストを作成した。 

ｂ）海外規制情報等に関する調査・研究成果等の提供 
機構が調査した海外規制情報を機構内及び原子力安全・保安院へホームページで発信す

るシステムを開発した。このシステムは別途整備した法令データベースとのリンクを設定
し、利便性の向上を図った。また、このシステムに下記の３件の海外規制情報を登録した。 

・中央制御室の居住性に関する調査（平成１７年度） 
・技術基準等の整備と民間規格基準に関する調査（ＡＳＭＥ適用品以外の民間規格活
用状況調査）（平成１７年度） 

・欧米諸国の規制制度･規格基準の実情調査（火災防護に関する調査）（平成１７年度） 
 

③国際機関における基準類整備活動への参画 
ａ）国際安全基準検討 
イ）前年度設置した、ＮＵＳＳＣ会合の対処方針を検討するＩＡＥＡ国際安全基準検討会及
びＣＳＳ会合の対処方針を検討するＣＳＳ検討会を継続実施し、ＩＡＥＡから提示される
安全基準案に対して原子力安全・保安院がＩＡＥＡに提示する意見等の作成に必要な情報
をまとめた。 

特に、ＩＡＥＡ安全基準の最上位図書である改訂「基本安全原則」に関しては、ＩＡＥ
Ａ当初案は、我が国の考え方との乖離が大きかったが、最終決着に至るまでに、ＩＡＥＡ
各委員会等にて我が国の考え方とその根拠を繰り返し説明し、多くの国の賛同を得た結果、
最終案では我が国の考え方との乖離は非常に少なくなっている（例；事故の防止と緩和に
おける「緩和」機能の積極的な位置づけ）。 

ロ）ＩＡＥＡ主催のＮＵＳＳＣ会合（Ｈ１８／９及びＨ１９／４）及びＣＳＳ会合(Ｈ１８
／６及びＨ１８／１１)に出席する我が国の委員（保安院職員)の活動支援として、我が国
におけるＩＡＥＡ安全基準の活用状況等の情報を提供すると共に、これらの会合に参加し、
我が国の意見の反映を図った。 

ハ）ＩＡＥＡ安全基準の原案を作成する専門家会合については、戦略的にわが国からの専門
家派遣を申し出て、重要安全基準にわが国の考え方を反映できる体制を整備した。専門家
の派遣に当たっては、安全委員会事務局との協調体制を確立し、より相応しい人材を派遣
できる体制の整備を行った。今年度は７件の専門家会合に専門家を派遣した（ＪＮＥＳ内
各部の協力を得ている。但し、１件は安全委員会事務局による派遣）。 

・原子力発電所の設計要件 
・原子力発電所の運転要件 
・原子力発電所の機器等の安全重要度分類ガイド 
・既設炉の耐震評価ガイド 
・燃料貯蔵施設の安全ガイド 
・再処理施設の安全ガイド 
・リスク情報を活用した意志決定ガイド 

ニ）ＩＡＥＡで策定中の核燃料サイクル施設に対する安全基準文書（４文書）については、
加盟国コメント段階に移っており、これまでの専門家会合等で我が国が出張してきた事項
の基準案における反映状況を確認し、我が国のコメント（案）を取りまとめ、原子力安全・
保安院に報告した。 

ｂ）原子力規格・基準情報の発信 
国内の原子力安全に係る規格・基準等の技術関連情報等を発信した。 

イ）「原子力発電所の設計要件」基準に関しては、ＩＡＥＡ基準の定期的見直しのための専
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門家会合に参加し、現行基準と我が国既設炉の対比分析結果、我が国で開発の進んでいる
革新炉に係る基準面からの改訂提案を行った。 

ロ）「原子力発電所運転要件」基準に関しては、ＩＡＥＡ基準の定期的見直しのための専門
家会合に参加し、機構が実施したＩＡＥＡ基準と我が国の基準体系の比較分析で抽出した
観点での改訂提案を行った。 

ハ）上記以外の安全基準案検討のための会合については、事前の国内関係者との意見の摺り
合わせ等を行い、該当テーマに関する我が国の実施状況に関する情報提供を行っている。
また、原子力安全委員会事務局からの派遣となった会合については、事前の国内会合に参
加し、意見のすりあわせを行い、我が国の見解の提示方法についての意見調整を行った。 

 
④規格類の適用性評価 
技術基準の性能規定化により仕様規格として必要となる下記の日本電気協会規格１件、日本

機械学会規格２件の技術評価を原子力安全・保安院の要請により実施した。実施に当たっては、
機構内及び外部の専門家の参加を要請し、作業会形式で行った。これらの結果は、技術評価書
としてまとめて原子力安全・保安院に提示した。 
ａ）機会学会規格 

・設計建設規格 事例規格 過圧防護に関する規定 
・設計建設規格 事例規格 応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮 

ｂ）電気協会規格 
・原子炉格納容器の漏えい率試験規程 

 
（２）国の安全審査、検査に係る規定等の作成支援 
①審査基準、検査要領等の作成支援 
ａ)「解釈」の背景、根拠等を説明する「解説」を「解釈」原案作成と同時に整備し、原子力
安全・保安院の了承を得て、機構ホームページに掲載し、利用者の便を図った。 

ｂ)「解釈」及び「解説」を充実させるため、機構内に技術基準検討委員会及び技術基準適用
分科会を立ち上げ、定期的に改訂する作業を開始した。 

ｃ）技術基準検討会、技術基準適用分科会にて活発な検討がなされ、コメントを「解釈」及
び「解説」に反映した。 

ｄ）技術基準検討会は３回まで、技術基準適用分科会は８回まで開催した。 
 

②発電用原子炉を対象とした安全規制におけるリスク情報の適用と評価 
ａ）リスク情報活用の着実な推進に資することを目的として、米国におけるリスク情報活用
の最新動向や課題に関する調査、分析を実施した。これまで実施した代表４ループＰＷＲ
及び代表ＢＷＲ ５の出力運転時内的事象レベル１ＰＳＡにおけるモデル化の内容につい
て「ＰＳＡ品質ガイドライン」の要求と比較して適合性を検討した。 

ｂ）平成１７年５月に策定した「原子力安全規制への『リスク情報』活用の当面の実施計画」
について安全規制を巡る最近の動向やこれまでの成果を踏まえた見直しを行い平成１９年
１月に改訂版を発行した。 

 
③再処理施設の高経年化対策評価審査要領等の作成支援 
ａ）原子力安全・保安院が実施する事業者の高経年化対策の妥当性評価を支援するために「再
処理施設の高経年化対策の評価の手引き（案）」を作成した。 

ｂ）調査研究成果に基づいて妥当性評価の根拠となる技術資料集を作成した。 
ｃ）技術資料集の充実を図るために必要な試験研究の試験装置の整備を完了した。 
 
④耐震安全性審査基準類の高度化調査 
平成１８年９月１９日に「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（以下「新指針」と

いう）」が決定され、当初計画との関連を確認し、以下を実施した。 
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ａ)新指針適用で設計用地震動が見直されることから、既往設備が有する耐震裕度の把握が重
要となることから、耐震信頼性実証試験１２試験に対して、試験内容、最大加振レベルを
調査し、ＪＮＥＳ－ＳＳレポ－トにまとめた。地震動の支配要因調査では、断層モデルの
プレート間地震に関する審査上留意すべき因子の抽出・整理を行った。 

ｂ)地震・地震動に関する最新の研究動向調査及び主要な地震について観測記録の収集とその
特性分析等を行い、原子力施設の耐震設計に反映すべき知見として整理した。 

ｃ）ＩＡＥＡの既存プラントの耐震、津波、火山についての基準策定作業では日本の寄与へ
のＩＡＥＡの期待が大きく、機構が日本の意見を通りまとめる形で対応した。 

 
１．２．４．１．２原子炉施設等の安全性確認に関する試験等 
（１）原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 
①原子力用機器材料の非破壊検査技術実証事業 
ａ）低炭素ステンレス鋼の非破壊検査技術実証 
イ）製作が完了したシュラウド及びＰＬＲ配管のＳＣＣ模擬試験体を用いて実証試験を実施
した。Ｈ６、Ｐ４００Ａ及びＦ６００Ａ試験体については、模擬ＳＣＣ欠陥について２次
評価まで完了した。 

ロ）実証試験の終了した模擬試験体のうち、Ｈ６及びＦ６００Ａ試験体について切断試験を
実施し、ＳＣＣ欠陥寸法・性状等の調査を行った。 

ハ）実証試験における試験結果の妥当性確認・不明事象の解明等のため、シミュレーション
システムによる解析評価等を実施した。ＵＴについては実証試験３０事例についてＵＴ探
触子や欠陥条件等を変えて実施し、試験データの妥当性等を確認した。ＥＣＴについては
実証試験２５事例についてプローブや欠陥等の異なる条件で実施した。 

ニ）欠陥検出の校正方法に関する検討を行い、Ｐ４００Ａ及びＦ６００Ａ試験体について非
破壊試験データと切断試験結果を比較し、校正方法の違いによる検査結果の比較分析を行
った。 

ホ）ＰＬＲ配管模擬試験体及びシュラウド模擬試験体（薄平板試験体を含む）の試験体シリ
ーズごとに、欠陥検出性とサイジング精度に関する総合評価を行った。それを基に、ＰＬ
Ｒ配管に対しては超音波探傷試験指針（案）を、炉心シュラウドに対しては超音波探傷試
験指針（案）及び渦流探傷試験指針（案）を策定した。 

ｂ）ニッケル基合金溶接部の非破壊検査技術実証 
イ）ニッケル基合金溶接部のＳＣＣに対するＵＴ、ＥＣＴの欠陥検出性及びサイジング精度
を確認するために、２種類の炉内構造物模擬試験体及び４種類の圧力容器貫通部模擬試験
体の製作を実施した。 

ロ）基礎試験として放電加工（ＥＤＭ）ノッチを付与した水位計装ノズルセーフエンド、Ｃ
ＲＤハウジング／スタブチューブ試験体、ＣＲＤスタブチューブ／ＲＰＶ試験体、炉内計
装管台試験体に対してＵＴ及びＥＣＴを行い、ＳＣＣを測定する際の検査要領書の一部を
製作した。 

ハ）確証試験として加圧器安全弁管台セーフエンド模擬試験体、炉内計装管台試験体に対し
てＵＴ、ＥＣＴのＳＣＣに対する検査データを取得した。また、前年度に測定を実施した
原子炉出口管台セーフエンド試験体、ＥＣＴ用平板試験体の切断試験を実施し、欠陥検出
性及びサイジング精度の確認を行った。 

ニ）ＵＴの試験データを検証するための試験装置である超音波探傷シミュレーションシステ
ムの設計製作として、平成１７年度までに製作した３次元シミュレーションコードに任意
の欠陥形状を設定できるように、３次元有限要素法コード用欠陥形状モデル作成機能を追
加した。 

ホ）超音波探傷シミュレーション等の装置を用いて探傷試験について解析を実施し、試験方
法の改良提案を行うとともに、試験結果の妥当性を確認した。 

ヘ）ＥＤＭノッチを付与した容器貫通部試験体に対するＵＴ及びＥＣＴの試験結果から容器
貫通部の検査指針（１次案）として、欠陥検出、長さサイジングにはＥＣＴ、深さサイジ
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ングにはＵＴの適用を提案した。 
ト）ＮＲＣが実施する「ニッケル基合金及び異種金属溶接部のＰＷＳＣＣのための非破壊試
験に関する国際協力研究計画」に関する会議が３回開催され、ニッケル基合金ＳＣＣに関
する最新技術の情報交換等を行うとともに、日本で実施したラウンドロビンテストの管理
を実施した。 

ｃ）容器貫通部狭隘部の非破壊検査技術 
イ）狭隘部模擬試験体として、ＥＤＭノッチを付与して炉内計装筒（ＢＭＩ）模擬試験体及
び制御棒駆動機構（ＣＲＤＭ）模擬試験体を製作した。また、ＳＣＣを付与したＢＭＩ模
擬試験体を製作した。さらに、ＳＣＣを付与するＣＲＤＭ模擬試験体については、ＳＣＣ
導入用初期ノッチの機械加工までの工程を終了した。加えて、圧力容器の J溶接部まで含
めて溶接部付管台模擬試験体については、溶接前の開先加工までの工程を終了した。 

ロ）実証試験等として、ＥＤＭノッチを付与した炉内計装筒（ＢＭＩ）模擬試験体について、
ＵＴ及びＥＣＴの測定試験を実施し、欠陥検出性及びサイジング精度を評価した。また、
この結果を基にＳＣＣ付与ＢＭＩ模擬試験体の測定要領を策定し、ＳＣＣを付与したＢＭ
Ｉ模擬試験体に対してＵＴ及びＥＣＴの測定試験を終了した。さらに、ＵＴ及びＥＣＴシ
ミュレーション解析により、測定試験の結果及び策定した測定要領の妥当性を確認した。 

 
②原子力プラント機器健全性実証事業 
ａ）実用原子力発電設備環境中材料等疲労信頼性実証 
イ）実用原子力発電設備環境中材料等疲労信頼性実証 
ⅰ）環境効果の基礎的な疲労試験のうち、ＢＷＲ環境中及びＰＷＲ環境中で、ステンレス鋼、
ニッケル基合金の疲労試験を実施し、極低ひずみ速度における疲労寿命データ等を取得し評
価を行った。 

ⅱ）個別影響因子に着目した疲労試験のうち、ひずみ速度変動の影響については、炭素鋼、
低合金鋼及びステンレス鋼の試験を実施し、ひずみ保持条件の疲労寿命への影響等を確
認した。切欠効果については、ニッケル基合金の試験を実施し、応力集中部の現行の疲
労強度設計手法の妥当性を確認した。流速の影響については、ステンレス鋼及びニッケ
ル基合金の試験を実施し、疲労寿命に及ぼす流速の影響を確認、評価した。 

ⅲ）温度とひずみ速度等を同時に変化させる試験では、環境中疲労評価手法の妥当性を検
証するため、ＢＷＲ環境中(炭素鋼)及びＰＷＲ環境中(ステンレス鋼)で複合効果確認試
験を実施し、本事業で策定した環境中疲労評価手法の妥当性を確認、評価した。 

ⅳ）得られたデータを評価して環境中疲労寿命式及び環境中疲労評価手法の見直しを行い、
炭素鋼、低合金鋼、ステンレス鋼及びニッケル基合金の環境中疲労寿命式の最終案を策
定した。 

ロ）炉水環境疲労き裂進展評価技術調査 
ニッケル基合金のＰＷＲ炉水環境中での疲労き裂進展試験を行い、疲労き裂進展速度線

図案を策定した。 
なお、事業の最終年度として、事業期間中に得られた成果の全体を整理し、まとめ、総

括版報告書を作成した。 
ｂ）複雑形状部機器配管健全性実証 
イ）複雑形状部の残留応力評価技術検討 
ⅰ)セーフエンド、容器貫通部、シュラウドサポート等の複雑形状溶接部を模擬したモデ
ル試験体の応力測定、応力解析を実施した。 

ⅱ)シュラウドサポート溶接部等の残留応力解析における精度向上を図り、実機当該部を
模擬して製作済みのモデル試験体の溶接金属部から試験片を作製し、ヤング率、引張及
びクリープ特性等の材料データを取得した。 

ⅲ)平成１８年度までにモデル試験体による残留応力試験及びＦＥＭ解析が終了している
機器部位について評価結果を整理するとともに、具体的なＦＥＭ解析手順をまとめた溶
接残留応力標準問題(案)を作成した。 



- 60 - 

ロ）複雑形状機器配管モデル実証試験 
ⅰ）セーフエンド、容器貫通部及びシュラウドサポート溶接部に想定した表面き裂の応力
拡大係数（Ｋ値）の評価法として、円筒あるいは平板等の簡易解の適用性及び保守性を
解析により検証した。ＩＣＭハウジング等機器別に得られた成果をまとめ、き裂進展評
価に必要な応力拡大係数評価ガイド(案)を作成した。 

ⅱ）管継手エルボ、ティーについても同様に、母材部内表面き裂の応力拡大係数評価ガイ
ド(案)を作成した。 

ｃ）原子力用ステンレス鋼の耐応力腐食割れ実証事業 
イ）本プロジェクトで取得するき裂進展速度と実機との整合性を判断するために必要な要因
を検討し、これら要因のうち重要と考えられる因子の影響度評価を行った。その結果を基
にＳＣＣき裂進展速度データの信頼性確認方法を検討した。 

ロ）実機大のＰＬＲ配管及び炉心シュラウド模擬供試体の溶接部近傍の硬さ分布を加味して
採取した試験片を用いて、ＢＷＲ炉内水質模擬環境水中でＳＣＣき裂進展試験を実施しデ
ータを取得した。 

ハ）実証試験用の実規模ＰＬＲ配管溶接継手試験体の製作を完了し、試験装置への設置を行
った。これと並行して、実証試験条件を検討し、試験装置の試運転を行い試験を同試験を
開始した。 

ニ）上記イ）項の成果を反映し、上記ロ）項で取得したＳＣＣき裂進展速度データの信頼性
評価後、解析を行い、ＳＣＣき裂進展速度と硬さの相関を見出し、これを加味してＢＷＲ
通常水質条件下におけるＰＬＲ配管のＳＣＣ進展速度線図を策定するとともに、応力腐食
割れ評価ガイドラインの検討を行った。 
また、本年度までに取得した炉心シュラウドを対象としたＳＣＣき裂進展速度データを取
得し、ＢＷＲ通常水質条件下におけるＳＣＣ進展速度線図の検討を開始した。 

 
（２）原子炉施設等の耐震性評価技術に関する試験及び調査 

①機器設備耐震信頼性試験及び評価 
ａ）「機器耐力（弁）」では、小口径弁と大口径弁の実機試験体を用いて、設計範囲を超えた

大入力の加振試験を行って、機能喪失モードと耐力データを取得した。 
ｂ）「機器耐力（タンク）」では、ＰＷＲとＢＷＲの平底円筒タンクの縮尺試験体を用いて、

設計範囲を超えた大入力の加振試験や静的加力を行って、損傷モードと耐力データを取得
した。 
なお、耐震指針改訂で導入された動的上下動設計の影響を大きく受ける重要設備である天
井クレーン類の試験と評価の計画をとりまとめた。 

 
②地盤・構造物系の耐震性に関する試験等 
ＢＷＲ及びＰＷＲの建屋模型試験体の試験体詳細設計及び試験計測計画、試験体設置地盤の

地盤調査を実施した。さらに、基礎と地盤間の付着力に関する試験として試験体製作・計測を
実施し、付着力についての基礎データを取得した。また、基礎浮上り評価手法の解析検討を実
施し、大入力時に適用可能な手法の適用性の整理を行い、学協会規格の整備についての参照資
料としてとりまとめた。 
 

③経年設備耐震 
欠陥を模擬した炉内構造物（ＢＷＲ炉心シュラウド）と配管系（ＢＷＲ再循環系配管）の縮

尺モデル試験体を用いた加振試験等を完了して耐震安全裕度を評価、耐震強度評価法を構築す
るとともに、機械学会維持規格の拡充・整備にむけて成果を分科会（作業会）に提供した。 

 
（３）燃料及び炉心安全性確認試験 
①燃料集合体信頼性実証試験 
ａ）高燃焼度９×９型燃料信頼性実証 
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イ）福島第二発電所１号炉で５サイクル燃焼した９×９燃料について、燃焼後の調査・分析
として、金相試験及び再加熱試験等のペレット破壊試験、内圧破裂試験及びリング引張試
験等の被覆管強度試験等を実施し、最新知見の蓄積を行った。また、ペレットの熱伝導率、
融点、被覆管の引張強さ、破断伸び等の試験結果について燃焼度依存性等の評価を行い、
燃料の安全評価の技術的判断根拠としてまとめた。 

ロ）燃焼後の調査、分析済み燃料を借用先である電気事業者へ返還するための準備作業を実
施した。 
当該燃料を収納する模擬燃料集合体の製作に先立って模擬燃料集合体を製作し、東海再処
理工場でせん断試験を行い、その設計の妥当性を確認した。その上で、部材製作、当該燃
料の収納及び模擬燃料集合体１体の組立を実施した。 
また、返還先での再処理工程が早くなるとのスケジュール変更に対応して平成１７年度

実施予定の燃料集合体輸送も予定より早くする必要が生じ、それに間に合うよう輸送申請
手続きの準備を前倒しで実施した。 
平成１８年度までに得られたすべての試験データを整理し、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、実証するとともに、
被覆管の水素吸収等の燃料のふるまいが及ぼす現行の判断基準への影響等の高燃焼度燃
料の安全評価の留意点とその技術的判断根拠をまとめた。 

ハ）試験が完了した燃料の再加工処理を行い、燃焼後の調査、分析済み燃料について借用先
である電力会社へ返還及びスクラップ残材の保管・処分の準備を行った。 

 
②全ＭＯⅩ炉心核設計手法信頼性実証試験 
ａ）燃焼後ＭＯⅩ燃料を炉心に装荷する炉物理試験 
イ）ベルギーのベルゴニュークリア社等が主催する国際共同研究（ＲＥＢＵＳ計画）に参加
することにより高燃焼度ＭＯＸ燃料の組成分析を終了、試験データを入手しその妥当性を
確認した。 

ロ）高燃焼後ＭＯＸ燃料を装荷した炉物理試験データ等の解析については、炉心解析コード
ＳＲＡＣによる燃焼解析を進め、試験バンドルを構成する１６本の燃料棒の軸方向高さ６
領域の燃焼後の組成を求めた。この組成を利用してＳＲＡＣコード及びモンテカルロコー
ド（ＭＶＰ）を利用して炉心解析を実施し、実効増倍率、炉心出力分布等を求め測定デー
タと比較評価した。また、解析精度を向上するために輸送計算コードによる炉心解析を実
施した。 

ｂ）全数ＭＯＸ燃料を装荷する炉物理試験 
イ）仏国原子力庁原子力開発局との共同研究として同国カダラッシュ研究所の臨界試験装置
において継続実施しているＭＯＸ炉物理試験によるデータ採取を終了し、試験データの妥
当性確認及び試験報告書の作成を進めた。 

ロ）４０、７０％ボイド炉心の試験データについて、ＳＲＡＣコード及びＭＶＰコードを利
用して炉心解析を実施し、実効増倍率、出力分布等を求め測定データと比較評価した。ま
た、９×９基準炉心におけるボイド反応度の試験の解析を実施した。 

ハ）ＭＯＸ炉心のドップラー反応度を測定する炉物理試験をＪＡＥＡ臨界試験装置ＦＣＡを
利用して実施するために、試験炉心の選定・解析等を実施し、試験計画を策定した。また、
プルトニウムサンプルの健全性調査の準備を行った。 

ｃ）１／３ＭＯⅩ炉心燃焼後ＭＯⅩ燃料の核種組成等の解析の準備 
ＳＲＡＣ及びモンテカルロ燃焼計算コーﾄﾞＭＶＰ－ＢＵＲＮを利用して、敦賀１号機で燃
焼したＭＯＸ燃料集合体及び９×９ウラン燃料集合体の燃焼解析と燃焼後核種組成の測
定値との比較評価を行った。これらの知見から、今後の燃焼後ＭＯＸ燃料データの解析の
ために、使用解析コード、解析モデル・入力条件等解析手法を確立するとともに、ＭＯＸ
燃料の参照データを整備した。  

 
（４）アクシデントマネジメント知識ベース整備 
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原子炉施設の防災対策の高度化や安全目標、性能目標、環境影響評価等に係る以下の作業を実施
するとともに、国のＡＭレビューに際して、分析及び判断の技術的根拠となる知識ベースをデータ
ベースシステムへ登録した。 
①知識ベース整備=データベース 
代表プラントＢＷＲ及びＰＷＲプラントの主要な事故シーケンスを対象に、最新の知見を反

映した詳細シビアアクシデント解析コードＭＥＬＣＯＲによる事故進展解析を行い、プロセス
量の時刻や原災法第１０条事象及び第１５事象発生時刻、その他主要なイベント発生時刻を整
理した。この結果をデータベースに組み込み、事象発生予測に係る事故シーケンス情報を拡充
させた。 
また、これまでの簡易解析と今回の詳細解析の体系の異なる解析に基づく事故シーケンス情

報を識別して活用するために、データベースシステムの改良を行った。 
 
②環境への影響緩和に係る知識ベースの整備 
ａ）放射性物質挙動に関する試験 
イ）ＡＲＴＩＳＴ計画に参加して、分離効果試験及び総合試験データを取得し、ＡＲＴＩＳ
Ｔ試験により明らかにされた流動への影響が大きいサイクロン領域を模擬できるように
上部構造物モデルを改良するとともに、乱流拡散モデルの改良を図った。 

ロ）全体系を対象とすべく、新たに伝熱管束領域及び伝熱管内を対象としたＣＦＤモデルを
作成し、これを用いた解析により当該領域の流動挙動及びエアロゾル挙動を把握した。 

ハ）ＡＲＴＩＳＴ試験解析により、これらの解析モデルを検証し、破損蒸気発生器は放射性
物質の大きな捕集効果を有することを定量的に明らかにした。 

ニ）これらのＣＦＤ解析結果を一点集中型定数近似コードＭＥＬＣＯＲへ反映できるように
モデル組込み方法を検討した。 

ホ）ＰＨＥＢＵＳ試験のＦＰＴ３試験の関する最新データ（主に熱水力挙動データ）を入手
し、ＭＥＬＣＯＲコードで検証解析を行うとともに、従来のＰＨＥＢＵＳ試験（ＦＰＴ１、
ＦＰＴ２）の解析結果も踏まえ、熱水力挙動に関するコード整備を完了した。 

ｂ）デブリ冷却挙動に関する試験 
イ)２００６年４月発足の格納容器内でのデブリとコンクリートの相互作用に関するＯＥＣ
Ｄ ＭＣＣＩ－２計画に参加しガス存在下でのクラスト浸水・強度評価試験の結果を入手
した。圧力容器内デブリ挙動については参加していたＯＥＣＤ ＭＣＣＩ計画が６月に終
了した。最後のプログラムレビュー会議では中規模試験装置を用いた酸化雰囲気試験等の
結果を入手した。 

ロ）これまで入手していた格納容器内デブリ冷却・コンクリート侵食試験の結果等に基づき、
デブリ・クラスト間の熱伝達率、クラスト強度を導出・決定し、これらの値を用いて、様々
な事故条件における実機スケールの冷却挙動を評価した。 

ハ）ＭＡＳＣＡ試験結果を基に、高温のＦｅ－０系の熱力学データを評価し、相分離した溶
融デブリの金属相のＵとＺｒの割合等についてもほぼ一致するようになった。また、修正
したデータベースにより実炉条件での解析を実施し結果をまとめた。 

ニ）代表的条件における逆成層化時の溶融酸化物層と金属層の熱流動解析を実施した。これ
により、酸化物層との境界の下部金属層で圧力容器への熱流束が高くなる（逆成層化時フ
ォーカシング効果）ことが示された。 

デブリ冷却挙動関連の成果として、査読有り論文３件の投稿と口頭発表４件を行った。 
 
③ガス状ヨウ素基礎試験 
ａ)Ｃｏ－６０線源強度を増強するなど試験装置を整備するとともに、ヨウ素水溶液をγ線照
射し、有機物の有無によるガス状ヨウ素の生成・移行挙動、ｐＨの変化等の違いを調べる
基礎試験を実施した。また、格納容器内ヨウ素化学解析コードの改良・整備や実機格納容
器内雰囲気線量等の評価を行った。 

ｂ)ＭＡＡＰコードを用いてＭＡＲＫ－Ⅰ型、ＲＣＣＶ型の格納容器を有するＢＷＲ実機解析
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を行い、ＡＭ策の有無等による格納容器ソースターム評価を調査した。 
また、原子力学会にソースタームに関する特別専門委員会を設立し、委員会を計３回開

催して現実的ソースタームに関する最近の知見をレビューした。 
ａ)、ｂ)で得られた成果を、原子力学会にて口頭発表（計４件）した。 

 
（５）人間・組織の調査分析等調査業務 
①-１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 
ａ)国内外の人的事例等を分析し、再発防止対策、規制への反映事項及び教訓を抽出し、デー

タの蓄積を行った。また、重要な事例は教訓集に整理した。 
ｂ)抽出した知見・教訓については、機構イントラネット上に構築している「ヒューマンファ

クター事例の紹介システム」に登録して、検索・表示・統計処理等を可能とした。 
①-２人間・組織面の過誤データの整備 

昨年度作成した「人的過誤データの収集／評価ガイドライン」に基づき、運転訓練シミュ
レータを使用して人的過誤データの収集を試行した。また、収集したデータについて分析の
試行を行った。さらに、それらの作業のプロセス等から得られた知見に基づいて、「人的過誤
データの収集／評価ガイドライン」の見直しを行った。 

 
②原子力安全文化の組織内醸成と定着化の基盤整備 
ａ）安全文化の評価方法、項目の整備を図り、安全文化の要素を分類し、事業者の取り組みに

ついて劣化傾向を評価する視点と安全文化の劣化兆候を把握のための具体例等をまとめた。
本内容は、次年度実施する「規制当局が事業者の安全文化（組織風土）劣化防止に係る取
り組みを評価するガイドライン」の策定に活用する。 

ｂ）国際機関・海外規制機関の規制の安全文化の評価項目について調査し、規制の自己評価
の重要課題抽出とその具体的展開として、検査官の安全文化醸成のための自己評価項目の
要件を整備した。 

ｃ）技術的能力審査要件のデータ整備として、機構が作成した技術能力審査要件（案）の評価
項目について、解説、質問例、エビデンス例を追加し、充実を図った。またＩＡＥＡ、Ｏ
ＥＣＤ／ＮＥＡは、総合化安全マネジメントシステムについて検討を進めており、我が国
においても、企業文化・組織風土に適した「安全マネジメントシステム」を規制に取り組
むための課題を抽出するため、欧州の情報を調査した。 

ｄ）化学プラントの特徴を有する再処理施設に向けて、化学分野の安全マネジメントの要件を
整備した。 

ｅ）本年度実施された「検査の在り方に関する検討会」における検討結果を踏まえ、機構に設
置している「安全規制における原子力安全文化（組織風土の劣化防止）検討会」において、
学識経験者、事業者等の意見を取り入れて、「事業者の根本原因分析実施内容を規制当局が
評価するガイドライン（案）」を策定した。 
本ガイドラインは原子力安全・保安院が主催する安全管理技術評価 WG 及び品質保証サブ

ＷＧに報告し、審議された内容となっている。 
 

③中央制御室等の人間工学的評価に関する規定の検討 
ａ）昨年度、海外文献等の最新知見に基づき抽出した中央制御室のシステム運用管理に関する

要件を基に、本事業で作成済みの「原子力発電所中央制御室の人間工学的設計に関する評
価基準」のうち要員、教育訓練、手順書に関する記述から反映すべき要件について整理を
行い、システム運用管理規定の要件整理を行った。 

ｂ）NRC Inspection Manual HICB  Inspection Procedure 52001、52002、システム運用管理
の要件及びこれまでに調査した文献から、中央制御室のディジタルシステムへの改造に対
して想定される検査における留意点を人間工学の観点から検討、整理した。 

ｃ）中央制御室の検査に向けた要件整理として、昨年度、抽出、整理した中央制御室の誤操
作防止に対する検査に向けた人間工学の観点からの着眼点、留意点について、検査すべき
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基準を詳細化するとともに、定量的な評価が可能なものに対して、判断指標となる基準類
を調査し、整理した。 

 
１．２．４．２安全確保に関する調査、試験及び研究（電源利用勘定業務）  
１．２．４．２．１原子炉施設等の基準・指針等の整備のための調査、試験及び研究 
（１）高燃焼度燃料の安全裕度に関する調査及び試験 

以下の試験及び計算科学による解析・評価を開始した。 
①最新知見の収集・整理 
型式認定ＷＧを１７年度から継続し、許認可にトピカルレポート制度を導入するための検討とし

て、制度設計及び法的検討と具体的なガイドライン作成及びレポートのひな型作成を行った。課題
を分析し、原子力安全・保安院、原子力安全委員会及び事業者等の関係機関の意見も考慮して、提
案をまとめた。提案については、学識経験者からなる「ご意見を聞く会」を設置して、意見を伺っ
た。 
 

②試験 
ａ）ＢＷＲ高燃焼度燃料被覆管について、酸化膜の微細組織観察、電気化学測定、水素化物の溶

解析出挙動試験等を実施し、水素吸収増加の要因を摘出するとともに、水素化物析出に関わる
水素固溶限、水素の拡散再分布挙動などの系統的知見を得た。また、高燃焼度被覆管の機械特
性試験により、被覆管の延性低下の要因を抽出するとともに、クラックの発生、進展を支配す
る因子を明確化し、破損条件に関わる技術的知見を得た。特に、照射材の水素固溶限が従来の
報告例とは異なること、クラック発生に関与する半径方向水素化物集積の評価手法を構築して
当該現象が出力と時間に支配されることを指摘した。 

ｂ)ＰＷＲ高燃焼度燃料被覆管の機械特性試験及び試験後の微細組織観察等を実施し、温度と
照射欠陥の回復の関係等に関する知見を得るとともに、クラック進展に対して温度が大き
な影響因子であることを指摘し、ＰＷＲ燃料とＢＷＲ燃料におけるクラック進展の相違が
温度の違いによることを明らかにした。 

 
③解析・評価 
ａ）分子動力学法により燃料被覆管の照射損傷蓄積及び水素原子の挙動を解析し、外面割れ機

構を原子レベルの微視的プロセスの観点から裏付けた。 
ｂ）温度勾配、応力負荷時の被覆管内水素分布と応力分布をモデル化し、破壊力学的手法を用

いて被覆管のき裂進展挙動を解析評価した。 
ｃ）試験及びミクロ、マクロ両面からの解析による理論的裏づけに基づいて、外面割れによ

る燃料破損メカニズムを明らかにし、その発生を支配する因子と発生条件を明確化すると
ともに、これらの技術的根拠データをまとめた。 

④試験に供した使用済燃料の後処理を実施し、電気事業者への変換とスクラップ残材の保管・
処分の準備を実施した。 

 
（２）核燃料加工施設等の安全性に関する調査及び試験 
①地震時等のグローブボックス（ＧＢ）閉じ込め性定量的評価 
ａ）供用期間中のＧＢ漏えいを測定する手法（ガス流入法、超音波漏れ試験法）について、手法

の確認試験を行い実機適用の見通しを得た。 
ｂ）地震時のＧＢ閉じ込め性評価のため、実規模ＧＢを用いた動的加振試験において、模擬

地震波加振（最大旧指針Ｓ２の２.６倍、最大２２００ｇａｌ）試験を実施し、併せて缶体
の塑性域まで変形させる静的加力試験を実施し、結果より、パネル部から漏えいしないこ
とを確認した。一方パネルシール部評価のためのパネル要素試験を行い、シール部からの
漏えいがないことを確認した。これら試験データに基づき、パネル挙動を考慮した閉じ込
め性を評価する解析手法を新たに整備した。 
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②ＧＢの火災時挙動評価 
ａ）火災ソースターム試験装置等を用いて、ＧＢ構成材料の熱分解特性、アクリル燃焼に伴う
飛散粒子の挙動を試験により確認した。 

ｂ）アクリルとポリカーボネイトの燃焼特性の違いを把握した。また、火災挙動の予備評価の
ため、エタノール等での燃焼試験と解析を行い、火炎及び温度分布等を考慮してＧＢ火災試
験計画を作成した。 

 
③ＧＢ等保守管理、検査技術調査 
ａ）米国で建設予定のＭＯＸ燃料加工施設（ＭＦＦＦ）に適用されている火災防護基準、規格

を調査し、その内容に対応する日本の法令、基準を調査対比した。また閉じ込め性に係わる
米国でのＧＢ及びＨＥＡＰフィルターの検査方法を調査した。 

ｂ）閉じ込め性の保守管理上重要な因子である、ＧＢに用いられているパッキン材料の経年劣
化情報について調査し、この情報を考慮して、今後行なう経年劣化評価試験計画方針を決め
た。①、②で得られた成果を、原子力学会にて口頭発表（計５件）した。 

 
（３）使用済燃料中間貯蔵施設の安全性、信頼性に関する調査及び試験 

①乾式キャスク等に関する調査及び試験 
ａ）安全規制のための基準の整備等 
イ）貯蔵設備長期健全性等 
ⅰ）国内の金属ガスケットの長期密封性に関する特性調査、併せて地震時の貯蔵容器とキャニ
スタ及びキャニスタの内部収納物同士の各衝突を確認するための振動試験結果を踏まえ、金
属キャスクでの使用済燃料貯蔵中の地震を想定した評価を実施し、併せて落下試験等を踏ま
え落下事象評価のクリアランスの影響及び課題を検討した。 

ⅱ）腐食・ＳＣＣき裂進展試験、併せて地震時の貯蔵容器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を確認するための振動試験結果を収集・検討した。 

ロ）海外規制動向、最新データ等の調査・収集・評価に関連し、安全審査での基本設計及び基本
的設計方針の妥当性の判断を行うために必要なデ－タの整備として、米国貯蔵キャスクに関す
るソースタームの調査についての情報を収集した。 
学協会規格の評価に関連し、平成１７年度に摘出した安全審査及び設工認における審査

項目とこれに対応する学協会規格を踏まえ、安全審査における規制側支援のために整理し
ておくべき知見及び課題を検討した。 
キャニスタ蓋部溶接部や胴部に対する多層ＰＴ、ＵＴ、検査等の溶接施工法、検査方法、

合格基準などの必要な基準の整備として、平成１７年度の試験計画に沿って金属キャスク
及びコンクリートキャスクの候補材を用いた材料特性試験及び溶接試験を実施した。 

 
②燃料に関する調査及び試験 
ａ）調査 

ＩＡＥＡ主催ＳＰＡＲ-Ⅱ会議、及びＡＳＴＭ主催の貯蔵時燃料健全性に関連するワーク
ショップに出席し、各国の中間貯蔵に関する実績及び研究に関する情報を収集した。以上
の結果について、現行の規制行政へ反映させるための検討・整理を実施した 

ｂ）使用済燃料被覆管クリープ試験 
５５ＧＷｄ/ｔ型使用済燃料被覆管のクリープ試験を完了し、５５ＧＷｄ/ｔ型使用済燃料

被覆管に適用できるクリープ予測式を策定した。 
ｃ）水素化物配向影響確認試験 
イ）５５ＧＷｄ／ｔまでの使用済燃料被覆管を対象に、水素化物配向特性試験、機械特性評
価試験及び照射硬化回復試験を完了し、貯蔵時の温度・応力条件下での被覆管劣化状態に
関するデータを取得、整理した。また、落下事故時の燃料棒のふるまいを把握することを
目的とした、ひずみ速度が大きい条件での機械特性データを取得した。 

ロ）上記イ）で取得したデータを基に、貯蔵時の使用済燃料の健全性を確保するための技術
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基準案を検討した。 
 
（４）廃止措置の安全性に関する調査 

①解体工事による周辺環境への影響に係る調査 
ａ）研究開発段階発電用原子炉施設の廃止措置に係る調査 
イ）原研の重水型研究炉ＪＲＲ－２のトリチウム除染作業の実績等を調査し、トリチウム残存量
の評価に反映した。 
さらに、「ふげん」の廃止措置準備状況として、残留重水の乾燥試験状況や解体時の安全

性の評価検討状況等について調査した。 
また、「ふげん」の残留重水中のトリチウムが環境へ放出された場合の公衆被ばく線量を

評価した結果、被ばく線量は海洋放出時の希釈水量に大きく左右されることが確認できた。 
また、「ふげん」特有材料である圧力管等の解体時に公衆被ばくに与える影響を評価した

結果、海洋放出時の希釈水量によってはＮＢ－９５の寄与度が比較的大きいことがわかっ
た。 

ロ）「ふげん」特有材料である圧力管の熱的切断試験を実施した結果、低沸点、高蒸気圧であ
るＳＮが濃縮される結果を得たふげん発電所の解体工事による周辺環境への影響に係る
調査 
ふげん発電所の特有材料である炉内構造物の熱的切断で発生する粉じんへの放射性核種

の移行挙動についてホット試験を実施した。ふげん特有核種であるＳｂ－１２５による公
衆被ばくについて、Ｓｂは低融点、高蒸気圧の揮発性元素であるが、粉じんとしての挙動
はＣｏ－６０と同等であることを確認した。ただし、Ｍｎについては、条件によっては数
１０倍の濃縮を考慮する必要があることが分かった。 
また、トリチウムを含む液体廃棄物の海洋放出の公衆被ばくに関しては、海洋の希釈・

拡散効果により十分に低い値になることを解析によって示した。 
以上、他の核種挙動もまとめて、ふげん発電所の廃止措置計画の安全審査に反映できる

ように、ふげん特有核種挙動のデータベース化を図った。 
 

②廃止措置に伴う諸課題及びその対策等に係る検討 
廃止措置時におけるリスク情報について、米国の状況を調査し、施設の種類や状況によるリスク

の比較について検討した。 
核燃料サイクル施設の解体時の環境影響評価手法については、対象となる人形峠の加工事業

について実態調査を実施した。 
また、本検討結果等に基づき、廃止措置制度の定着化に向けた平成１９年度以降の廃止措置

に係わる安全研究支援機関の研究計画を立案した。 
 
（５）クリアランスレベルの確認手法等に関する調査 
①模擬線源の軽水炉用クリアランス測定装置等の性能確認への適用について検討した。第１段
階として、模擬線源を用いて東海発電所のクリアランス専用測定装置の性能評価ができるこ
とを確認し、それらの結果は東海発電所のクリアランス認可申請に係る審査で活用された。
次の段階として、各種の軽水炉用クリアランス測定装置の性能確認手法の標準化に向けた調
査・検討に着手した。また、原子力安全・保安院に対する一連の制度化支援の経験を踏まえ、
「原子炉施設のクリアランスに係る基準についてのガイドライン」をＪＮＥＳ―ＳＳレポー
トとして発行した。 

 
②クリアランス確認手順等を整備することを目的として、抜取検査の具体的な適用等について
検討し、機構が行う検認マニュアルに反映した。また、クリアランス運用フォローの一環と
して、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を念頭において、対象物の放射能濃度を定量測定する方法について
検討を行い、原子力安全・保安院支援の下環境省が作成した疑義対応マニュアル等に反映す
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るとともに、実際の現場での測定方法の検討に着手した。また、次の建屋コンクリートのク
リアランスに係る海外調査を実施した。 

 
③核燃料サイクル施設のクリアランス制度について整備することを目的に、ウラン廃棄物に関
する国内外の調査を実施するとともに、規制制度化に当たって課題事項について整理し個々
の課題について検討を行った。 

 
（６）放射性物質の処分に関する調査 

①低レベル放射性廃棄物に係る調査、検討等 
ａ）均質固化体･充填固化体等の廃棄確認に係る調査 

確認方法の一部が未整備であった原電東海発電所で発生する充填固化体に対する確認マ
ニュアルを新たに作成するとともに中部電力浜岡原子力発電所で発生する均質･均一固化
体に対するＳＦ見直しを行った。 

さらに、ＰＷＲプラントで発生する均質・均一固化体のＣ－１４に対するＳＦ再設定に
関する方向性を検討した。 

また、ＳＦ設定法、ＳＦ等継続使用の妥当性確認の手順について整理を行い、これを廃
棄確認のＩＴ化に反映した。 

ｂ）大型金属廃棄物等の技術基準要件等に関する調査 
国内外の調査を行い、大型金属廃棄物及び非固型化金属等廃棄物の性状を把握するとと

もに、当該廃棄物に係る埋設処分施設等及び廃棄体等の技術上の基準として必要な要件並
びに非固型化金属等廃棄物についての放射能濃度の決定方法等の廃棄確認方法や非固型化
金属等廃棄物埋設処分に係る安全評価に必要な要件を検討した。 

ｃ）施設・廃棄体技術基準策定のための解析的検討 
イ）安全評価手法の整備 

原子力安全委員会のリスク論的考え方に基づき、安全評価手法や安全評価シナリオについて
評価検討を行い、段階的線量基準に応じて安全評価シナリオを３段階に区分する案を原子力安
全委員会埋設分科会に提案し安全規制の基本的考え方に反映された。具体的には隆起・侵食や
人工バリアの劣化を考慮した安全評価手法とその解析例等を提示した。 

ロ）埋設施設基準の整備 
人工バリアの閉鎖後挙動や天然バリアの亀裂評価に関する解析を実施し、施設確認で行

うべき重要項目の摘出を行った。また、そのために必要となるモニタリング項目・手法及
び管理終了時点の確認事項に関する検討を実施した。 

ハ）廃棄体の技術基準整備 
余裕深度処分相当の廃棄体に係る国内外の基準について調査するとともに、技術基準で

性能規定すべき項目の検討を実施した。 
 

②高レベル放射性廃棄物に係る調査、検討等 
ａ)安全要件の整備 
イ）概要調査のガイドライン素案策定 

規制側の立地段階からの早期関与の考え方に基づき、概要調査のガイドライン（素案）
を策定した。ガイドラインは環境要件への適合性と安全審査に向けてのデータベース整備
に係るガイドラインから構成され、支援機関と分担し検討を行った。機構は、地層処分の
安全評価に係る知見を収集するため、熱水活動の調査及び広域地下水流動評価技術調査を
実施した。 

ロ）安全評価手法の整備 
地質及び気候関連事象の安全評価技術に関して、地質及び気候関連事象の変動シナリオ

について調査・検討し、安全評価のモデル化の検討を行った。また地質及び気候関連事象
が処分システムに及ぼす影響の知見を収集してＦＥＰデータベースに取り込んだ。さらに
地層処分の安全評価に重要な要因を定量的・簡易的に把握するために天然バリア性能指標
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の検討を実施した。 
また、炉規法改正に関わる技術支援を実施した。 

ｂ)深地層の研究施設を活用した安全性研究 
ＪＡＥＡ幌延深地層研究計画で得られた情報を基に安全評価シナリオと安全評価モデル作成

を試行し、安全評価を実施する際の課題を抽出した。また地下研究施設での研究計画作成のた
め、海外での地下研究施設での研究状況を調査した。 

ｃ)返還廃棄物の確認手法に係る調査 
イ）英国ＢＮＧＳ社の返還ガラス固化体 

英国ＢＮＧＳ社の返還ガラス固化体の放射能濃度及び発熱量の決定方法について、主に
データのばらつき評価及び品質保証に着目した現地調査を実施し、事業者の提案する決定
方法が妥当であることを確認し、原子力安全・保安院に報告した。 

ロ）仏国ＡＲＥＶＡ社のＣＳＤ－Ｃ 
仏国ＡＲＥＶＡＮＣ社からの返還低レベル廃棄物に関しては固型物収納体(ＣＳＤ－Ｃ)

について蓋締めを前提とした仕様の妥当性を検討した結果、仏側の今後の試験あるいは検
討結果に依存する点があるものの、受入確認時の基準値として確認する項目を明確にした
上で、仕様は妥当であると評価し、中間報告を通りまとめた。 

ｄ)放射性廃棄物処分等（廃止措置も含む。）の国際基準に関する調査、検討等 
イ）ＩＡＥＡのアジア原子力安全ネットワーク（ＡＮＳＮ）の活動の一環として、機構が事
務局として第１回の放射性廃棄物管理に関するトピカルグループ(ＴＧ）会合を開催した。 

ロ）ＩＡＥＡのＷＡＳＳＣの定期会合を支援した。 
（７）放射性物質の輸送に関する調査 
①放射性物質の国際輸送規則に係る技術的動向調査として、危険物輸送に係る国連勧告の改定状況、
放射線学的緊急時への対応に係る指針の改定状況、輸送拒否問題等で関心が高い放射性医薬品分
野等での輸送に対する最近の取組状況等について広範な調査を行った。 
また、ＩＡＥＡ輸送規則に関しては、２００７年規則の２３件の改訂について国内取り入れ

方針を検討し、国内規則に直接関係しない１４件を除く９件と、助言文書の改訂ではあるが国
内規則に引用があり改訂が必要である１件を加えた１０件について取り入れる必要があるこ
とを提言した。また、２００５年版規則についてはＩＡＥＡによる我が国の輸送安全評価（Ｔ
ｒａｎＳＡＳ）での経験も踏まえて国内規則への反映を原子力安全・保安院他関係省庁へ提案
し、平成１９年１月１日の国内法令改正に反映され、国際規則との整合が図られるとともに更
なる輸送安全の向上に役立った。 
 

②輸送安全行動計画に沿ったＩＡＥＡの活動に対する支援として、危険物輸送に係る国連勧告
とＩＡＥＡ輸送規則との整合に係る比較評価を行い２００９年改訂の検討に役立てたほか、
ＩＡＥＡ輸送規則を解説した助言文書や輸送のマネジメントシステム指針等関連文書の策
定及び見直しにおいて、それらの内容確認等を行い、文書の品質向上に寄与した。また、２
００７年６月から始まる次の改訂サイクルでは、運営委員会で事前審議を行う新たな方式で
進められることとなったため、これへの対応として、我が国から有効な提案をすべく、機構
検討会において専門家等からの意見聴取を行い、次年度から開始される次期の規則見直しに
係る提案の方向を定めた。 

 
③国際原子力事象評価尺度（ＩＮＥＳ）の輸送への適用に関しては、線源の危険度に係る輸送
分野と放射線分野との取り扱いの差異について評価し、これらの解説を含む国内向けガイド
文書案を策定して円滑な国内適用への支援を行った。また、輸送分野へのＩＮＥＳ追加ガイ
ダンスの適用が試行期間を終え本格適用されることに決まったことから、各国での事象評価
の状況を把握し国内の安全規制の改善に繋げるべく、輸送分野に役立つデータベースについ
て構想を検討し、次年度からのシステム構築へ向け、仕様書としてまとめた。 

 
④輸送容器、輸送物及び輸送状況の一元化管理についてはシステムが有すべき機能等の構想に
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ついて具体的に検討し、次年度からのシステム構築へ向け仕様書としてまとめた。また、輸
送物に係る規格基準類の高度化整備への支援として、放射線防護に係る国際的な基準見直し
の要請に呼応し、表面汚染の実態調査を行うとともに基準値を評価する手法の整備を行った。
さらに、ＩＡＥＡ安全基準類の最上位文書となる基本安全原則が制定され、放射線学的事項
以外は対象としないことが明記されたことから、現在化学的毒性の面から規制されている天
然あるいは劣化ＵＦ６の輸送について、一般の危険物並みに基準を合理化する方策について
検討した。 

 
１．２．４．２．２安全規制の高度化に関する調査、試験及び研究 
（１）高経年化対策技術の評価等に係る調査、試験及び研究 

①高経年化対策技術基盤調査 
ａ）高経年化対策に関する業務 

高経年化対策技術情報の収集・整備として本年度は下記の項目にて実施した。 
・米国及び欧州における高経年化対策の情報収集 
・平成１８年度高経年化関連安全対策技術高度化調査（原子力発電所の高度化に係わる電

気設備データベースの構築） 
・高経年化対応技術高度化調査研究 
・福井県における高経年化調査研究 

ｂ）高経年化技術評価のためのマニュアル、データベースの整備 
高経年化技術評価のためのマニュアル、データベースの整備として本年度は下記の項目に

て実施した。 
・高経年化技術評価審査マニュアルの改訂（原子炉圧力容器の中性子照射脆化、応力腐食

割れ、疲労、配管減肉、電気計装設備の絶縁低下、コンクリートの強度低下、遮蔽能力
低下及び耐震安全性評価） 

・原子力発電所コンクリート構造及び鉄骨構造の経年に関する研究 
・ＡＳＲの膨張による経時変化に関する情報収集 
・原子力発電所のアルカリ骨材反応に関する解析 
・高経年化関連技術資料の整備・構築 
・高経年化関連技術資料の収集・整理(ＢＷＲ、ＰＷＲ) 
・経年劣化事象評価・判定表の作成 
・経年変化評価支援システム整備 
・ライセンスイベントレポートの収集整備 
・長期保全計画まとめ表の作成 

ｃ）事業者が実施する高経年化対策の評価 
美浜３号機の技術評価及び長期保全計画について評価を実施した。伊方１号機について

は、現在評価中。 
ｄ）長期保全計画の実施状況フォロー 

保全点検システムを作成し、事業者より提出された長期保全計画のデータベース化を実施
した。 

 
②原子炉施設健全性維持に係る技術等の調査 
ａ）海外における構造・維持規格の調査 

ＡＳＭＥ動向調査（Ｓｅｃ．Ⅲ、ⅩⅠ等調査）等、設計建設規格及び維持規格の技術的
背景等についての調査を行った。また、ＯＥＣＤ／ＮＥＡの応力腐食割れ、ケーブル等の
経年劣化に関する動向等の調査を行った。 

ｂ）保全のための機器の重要度分類の調査 
原子力発電所の安全を維持しつつ効率的に機器の保全を実施するために開発されている

リスクベース技術を用いた機器の保全・検査分類手法の調査を行った。 
ｃ）一般産業におけるリスクベース検査規格の調査 
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米国石油産業で実施されているリスクベース検査規格の技術的背景の調査、ＰＳＡを用
いないリスクベース検査手法の調査を行った。 

 
③高経年化対策関連技術調査等 
ａ）照射誘起応力腐食割れ評価術調査研究 
イ）ＢＷＲ関連研究では、ＪＡＥＡ材料試験炉ＪＭＴＲにおけるシュラウドを模擬した試験片の
中性子照射の全計画を完了した。主にＦ２及びＦ３照射レベルの試験片を用いて、照射誘起応
力腐食割れ（ＩＡＳＣＣ）に対する感受性試験、き裂進展試験、残留応力測定試験及びミクロ
組織観察等を実施した。（Ｆ２：１×１０２５n/m２、Ｆ３：３×１０２５n/m２) 

ロ）ＰＷＲ関連研究では実機プラントのシンブルチューブから製作した試験片を用いて、定
荷重ＳＣＣ試験を実施した。また、照射中の応力緩和挙動データを得るための照射下クリ
ープ試験、ミクロ組織観察及び解析を実施した。 

ハ）ＩＡＳＣＣ評価ガイド（案）の検討を開始した。 
ｂ）ニッケル基合金溶接部構造健全性評価手法の調査 
イ）ニッケル基合金応力腐食割れ進展評価技術実証 

ＢＷＲ及びＰＷＲのニッケル基合金使用部位を対象として、応力拡大係数変化率を模擬
してＳＣＣ進展試験、溶接歪を模擬した材料を供してＳＣＣ進展試験を実施した。また、
ＳＣＣ進展速度の電位依存性、柱状晶方向依存性を検討･評価した。実機模擬試験体を用
いたＳＣＣ進展試験について、供試体を製作した。それらを溶接施工したときの残留応力
を有限要素法により算定した。 

ロ）Ｎｉ基合金溶接金属の破壊評価手法実証 
ＢＷＲ実機を評価対象として、Ｎｉ基合金の母材及び溶接材料を購入し、実機模擬の溶

接条件で継手を製作した。さらに、その溶接金属部から採取した材料試験片に対して引張
試験及び破壊靭性試験を実施し、破壊評価に必要な材料データを取得した。 
また、実機溶接部の形状・板厚を考慮した基本形状の平板及び円筒の溶接金属部にき裂

を模擬した非貫通の欠陥を導入したモデル試験体を製作し、破壊試験に着手した。併せて、
実機構造模擬モデル試験体の破壊試験条件を検討し、そのうち、厚板平板継手を対象とす
る代表的な条件での三次元弾塑性破壊解析を実施した。 

ｃ）原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究 
イ）熱・放射線による同時劣化供試体のうち、低線量率（全種類）及び中線量率（５種類）
の最大約３５か月までの劣化供試体の製作を完了し、合計２１３体の同時劣化供試体を製
作した。 

ロ）熱劣化供試体のうち、最大約３８か月までの劣化供試体の製作を完了し、合計７９体の
熱劣化供試体を製作した。 

ハ）平成１７年度末の製作完了分と平成１８年度に製作が完了した劣化供試体のうち合計２
７１体の引張試験を実施し、合計８２３個の引張試験データを取得した。  

ニ）４種類の同時劣化供試体(計２２体)のＬＯＣＡ試験を実施した。 
ホ）ＬＯＣＡ試験結果及びこれまで得られたデータに基づき、暫定的なケーブル経年変化評
価（計７種類のケーブル）を見直すとともに、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実施した。 

ｄ）高経年化関連安全対策技術高度化調査 
高経年化対策の充実、新たな安全上の課題に対して、検査、材料劣化基盤調査等５件につ

いて大学等と連携して実施した。 
 

④照射材溶接部の健全性評価法の実証 
イ）照射材溶接部に関し、実機損傷事例等を考慮し、健全性実証に必要な評価法を検討するとと
もに、各種試験方法等について詳細な実施計画をまとめた。 

ロ）健全性評価に必要な供試体を取得するため、所要のステンレス鋼等の材料を購入し、実
機模擬試験体の設計製作を実施するとともに再照射試験体の設計製作を実施した。 
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ハ）照射材溶接部を詳細に検討し、Ｈｅバブルの影響等も考慮した試験片加工等について検
討を実施し、疲労試験片、引張試験等の設計に反映した。また、中性子照射試験について、
試験炉の選定を行うとともに照射キャプセルの設計等を実施した。 

 
⑤原子力プラント機器高度安全化対策技術 
ａ）高照射量領域の照射脆化予測 
イ）実機照射材（ＰＷＲ標準材）から照射用試験片を製作するとともに、照射試験用リグ・
カプセルの製作を行い、ＯＥＣＤハルデン炉にて照射試験を予定通り開始した。 

ロ）既存照射材のうち鋼種と照射条件から全５５材料に対し、今年度予定の３３材料すべて
について組織観察を完了した。その結果、関連温度移行量は照射により生成されるクラス
タの体積と相関関係があることが分かった。 

ハ）試験結果に基づき、低靭性シャルピー衝撃試験片、破壊靭性試験片について再生条件検
討用の解析モデルを構築した。また平成１５年度構築した高靭性シャルピー衝撃試験片の
解析モデルを修正した。 

ｂ）１次冷却材管の熱脆化評価技術 
イ）模擬大型配管を熱脆化させた材料から試験体を２体製作し、耐荷重を確認する試験を行
い、解析評価手法の妥当性を検証した。 

ロ）既存照射材のうち鋼種と照射条件から全５５材料に対し、今年度予定の３３材料すべて
について組織観察を完了した。その結果、関連温度移行量は照射により生成されるクラス
タの体積と相関関係があることが分かった。 

ハ）固溶元素の脆化への影響を把握するため、①異なる照射速度で照射された２材料の組織
観察、②シリコン、ニッケル、マンガンの含有量をパラメータとした１３ケースのモデル
合金に対するイオン照射試験による機械特性変化の調査及び③計算機シュミレーション
を実施し、今後の予測式策定のための基礎試験データを取得した。 

 
⑥高経年化に関わる情報提供 
産学官で高経年化対策等について検討する技術情報調整委員会を公開で開催し、同委員会の

議事録をホームページ上で公開した。また、国外に対してはＯＥＣＤ／ＮＥＡ等の場で日本の
高経年化対策の現状を紹介した。 

 
（２）原子力安全基盤調査研究(提案公募)  
①平成１８年度研究の募集、選定、評価の事務 
新規研究募集については、一定レベル以上の研究を採択するため、競争倍率が３倍以上となるよ

うに応募研究件数の増加を図り、当初採択予定件数１２件に対して５０件（昨年度３６件）の応募
を得た。これら５０件の応募に対して、人文・社会科学、自然科学、革新的技術の分野ごとの基盤
調査研究検討会で審議を行うとともに、事務局で研究費の査定を行った。その結果、１４件（人文・
社会科学：５件、自然科学：４件、革新的技術：５件）（昨年度１３件）の応募研究を採択するこ
ととした。なお、人文・社会科学分野のうち３件、革新的技術分野のうち１件は、見通しは明らか
ではないが、もし所期の成果があげられれば画期的となるフィージビリティスタディ研究（期間と
予算を限定）の位置づけで採択した。 
継続研究に関しては、人文・社会科学分野研究７件、自然科学分野研究８件及び革新的技術

分野１３件（昨年度はそれぞれ９、７、１１件）について、基盤調査研究検討会で前年度研究
結果の評価を行い、研究継続の可否の確認を行い、一部の研究にはコメントを付して研究を継
続することとした。 
また、今までに申請・提出された提案公募研究の提案書、提案機関名、研究者名、研究報告

書等のデータベース化を進め、事務手続きの合理化、迅速化を計るとともに事務手続きのマニ
ュアル化進め、これによって、提案公募研究の受付開始から契約までの日数を７８日とし、中
期計画開始時（平成１６年度）に比べ４６％ 短縮（平成１６年度：１４５日、平成１７年度：
１０８日）することができた。 
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②公募の周知 
提案公募事業の周知のため、機構及び関係学会ホームページでの公募案内掲載、各研究機関

及び関連学会メーリングリスト登録研究者への公募案内の郵送及び公募説明会等を行い、人
文・社会科学分野、自然科学分野及び革新的技術分野の３分野の研究者への公募研究制度の周
知を図り、研究提案を募った。また、後述するワークショップ参加者に公募案内を配布し、公
募事業の認知度を高めた。これらの活動の結果、昨年度より１４件多い５０件の応募となった。 
提案公募研究成果の周知としては、学会等での研究成果の発表、専門誌への投稿を奨励し、

平成１８年度は約８０件（平成１７年度は６３件）の発表、投稿がなされた。また、１０～１
５ページの比較的詳細な研究成果概要を機構ホームページに掲載し、研究内容が容易に理解で
きるようにした。さらに、後述するワークショップでの研究成果の発表を通じて研究成果の周
知を図った。 

 
③総合的評価 
総合的評価として、自然科学分野の研究については、活断層活動履歴、強震動予測、津波地

震等にカテゴリー分けし、平成１８年９月に改訂された「発電用原子炉施設に関する耐震設計
審査指針」との関連で研究成果の適用性と今後の研究の方向性について提示した。 
また、人文・社会科学分野の研究については、平成１７年度までの研究成果を分析するとと

もに、原子力に係る安全管理、企業統治、リスクコミュニケーションの分野での世界の状況を
知るため、ＩＡＥＡ、ＮＲＣ、ＡＮＳ等海外並びに国内の文献を４５０件収集分析し、その中
で原子力安全に関係の深いもの１００件について要約を作成した。これらを基に原子力安全の
観点から提案公募研究成果の活用方法を検討するとともに、活用場面（状況）に応じて研究成
果が利用できるように分類・整理を行った。 

 
④公募研究成果の活用 
提案公募研究成果の活用を図るため、平成１７年度に引き続いて人文・社会科学分野及び自

然科学分野のワークショップを開催し、平成１７年度に完了した研究を中心に研究成果の発表
と、それに引き続いてパネルディスカッションを行った。人文・社会科学分野で約１５０名、
自然科学分野で約１６０名（平成１７年度はそれぞれ、約１６０名、約１４０名参加）と、会
場のほぼ定員の参加が得られた。人文・社会科学分野のパネルディスカッションではパネリス
ト、研究発表者、出席者の三者を巻き込んだ活発な議論が行われ、アンケートでも「研究者の
本音が聞けた」、「新機軸のパネルであった」等の好意的な意見が聞かれた。また、自然科学分
野のパネルディスカッションでは「活断層研究の最前線」をテーマに、研究の最前線を担うパ
ネリストによる学問的に高度な議論が交わされ、アンケートでも「中身の濃いハイレベルのワ
ークショップであった」との評価を得た。 
なお、革新的技術分野のうち高燃焼度燃料関係研究、自然科学分野のうち活断層調査に係る

研究がシーズとなって機構の原子力安全事業に引き継がれることにより、安全規制行政への活
用に繋がる事例が出てきた。また、活断層の判定・評価に関する研究には、「発電用原子炉施
設に関する耐震設計審査指針」の見直しの審議に大きな影響を与えたものがある。人文・社会
科学分野では、研究者の立地地域でのフィールドワーク研究を通じて地域住民の安全意識の向
上、安全文化の醸成が図られた事例が幾つか出ている。このように提案公募研究成果の蓄積に
伴い原子力安全への寄与事例が増加しつつある。  
 
⑤公開講座の実施 
「科学技術と社会安全の関係を考える市民講座」をメインテーマとした全６回の公開講座を

実施し、技術分野あるいは人文社会科学的分野から選定した６テーマごとに、他分野と対比さ
せることにより、原子力分野で取り組むべき新たな安全上の課題等があるか調査を実施した。
この結果、リスクコミュニケーション等が重要との結論に達した。なお、出席者は２００人定
員のところ最大で１７５名程度、平均で１５３名程度であった。 
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第
１
回 

2006/10/14 
13:00～17:00 
東大武田先端知ﾋﾞﾙ 5 階 
武田ホール 

テーマ： 
「科学技術とリスクを考える」 
講師： 
平野光將(原子力安全基盤機構 総括参事) 
野口和彦((株)三菱総合研究所 研究理事) 
北村正晴(東北大学名誉教授) 

第
２
回 

2006/11/11（土） 
13:30～17:00 
東大武田先端知ﾋﾞﾙ 5 階 
武田ホール 

テーマ： 
「科学技術と安全保障を考える」 
講師： 
竹内哲夫（前原子力委員会委員） 
江畑謙介（拓殖大学海外事情研究所 客員
教授、軍事評論家） 
佐々淳行（元内閣安全保障室長） 

第
３
回 

2006/12/2（土） 
13:30～17:00 
東大武田先端知ﾋﾞﾙ 5 階 
武田ホール 

テーマ： 
「科学技術と報道を考える」 
講師： 
鳥井弘之(東京工業大学 原子炉工学研究
所 教授) 
宮田俊範(中国新聞社 編集局 経済担当部
長) 
田原総一郎(ジャーナリスト) 

第
４
回 

2006/12/9 
13:30～17:00 
東大武田先端知ﾋﾞﾙ 5 階 
武田ホール 

テーマ： 
「科学技術の伝承を考える」 
講師： 
岸本洋一郎(日本原子力研究開発機構 特
別顧問) 
萩平日出男(大田区 産業経済部 産業振興
課長) 
舛添要一((株)舛添政治経済研究所 所
長、参議院議員 ) 

第
５
回 

2006/12/16 
13:30～17:00 
東大武田先端知ﾋﾞﾙ 5 階 
武田ホール 

テーマ： 
「技術倫理を考える」 
講師： 
西原英晃(京都大学 名誉教授) 
米田雅子(東京工業大学 総合研究院 特任
教授) 
猪瀬直樹(作家 ) 

第
６
回 

2007/1/34（土） 
13:30～17:00 
東大武田先端知ﾋﾞﾙ 
5 階 武田ホール 

テーマ： 
「科学技術と教育を考える」 
講師： 
有馬朗人(元東京大学総長、 元文部大臣) 
滝川洋二（東京大学 教養学部 客員教授） 
宮崎哲弥(評論化) 
 

 
 
１．２．５安全確保に関する情報の収集、整理及び提供 
１．２．５．１安全確保に関する情報の収集、整理及び提供 
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（１）情報の収集、整理等 
①トラブルに係る情報の収集整備 
ａ）国内の法律に基づく事故・故障（浜岡５号機蒸気タービンの停止に伴う原子炉自動停止、浜

岡３号機ハフニウム板型制御棒のひび等、高浜３号機蒸気発生器水位低に伴う原子炉自動停止
等計１５件）のプレス、事業者の報告書、国際原子力事象評価尺度（ＩＮＥＳ）評価結果、水
平展開実施状況等の情報を収集整理し、事故・故障データベースへの追加入力を行った。また、
保安規定上のＬＣＯ逸脱事象についても情報を収集しデータベースへ追加した。さらに平成１
７年度に発生したトラブルについて分かりやすく解説した「我が国の原子力施設に於けるトラ
ブルについて」を作成し、関係先に配布するとともに国会図書館に納本した。 

ｂ）海外トラブルデータの収集については、 
イ）１０月に開催されたＩＡＥＡ及びＯＥＣＤ／ＮＥＡの事故・故障報告データベース（ＩＲＳ）
各国担当者会合の内容をフォローし、各国のトラブル情報、同対応情報を入手するとともに、
ＩＲＳ報告書１２０件を入手し、データベースを整備更新した。米国のトラブルについては、
被認可者事象報告書（ＬＥＲ）約８９０件を収集整理し、データベースを整備更新した。また、
仏、独、英、瑞等を主とした欧州については、事故・故障情報約１８０件を、中国、韓国、台
湾についてはこれまでの事故・故障情報も含めて約４００件を収集整理し、データベースを整
備更新した。 
さらに、ＩＮＥＳ評価表については、各国から公表された事象４０件を翻訳し、原子力安全・

保安院と情報を共有化し、データベースとして整備更新するとともに、ＩＮＥＳレベル２以上
の事象２２件をホームページに掲載して一般に公開した。 

ロ）核燃料サイクル施設関連のトラブル情報の収集整備については、 
ⅰ）米国の核燃料サイクル施設（燃料製造、ウラン濃縮施設等）のトラブル情報１９件、
欧州（英国、仏国及び独国）の核燃料サイクル施設のトラブル情報１２件を収集し、事
象、原因等に関して分類整理し、データベースとして整備更新した。 

ⅱ）海外核燃料サイクル施設情報データベースシステムの整備を行い、海外核燃料サイク
ル施設トラブル情報検索システムとのリンクさせた、データベースシステムに改造した。 

ⅲ）１０月に開催されたＩＡＥＡ及びＯＥＣＤ／ＮＥＡの核燃料サイクル施設事故故障報
告システム(ＦＩＮＡＳ)のナショナルコーデイネイター会議に出席し、我が国のトラブ
ル３件を紹介した。 

ｃ）海外（仏国、米国）の核燃料物質の輸送に係るトラブル情報を収集した。また、放射線
源及び輸送の事象に対するＩＮＥＳ評価のための新たな追加ガイダンスは、２００６年６
月から試運用されているが、追加ガイダンスの国内適用検討に参画した。さらに、輸送容
器の管理に関するデータベースシステムの概念をまとめた。 

 
②運転特性に係る情報の収集整備 
ａ）国内原子炉施設等の運転情報については、事業者から国へ報告された運転状況報告等を基
に約１８００件、運転計画情報については事業者から国へ報告された運転計画届出を基に
約６５０件、定期検査情報については原子力安全・保安院がプレス発表した定期検査情報
を基に約６５０件の情報を収集、整理し、データベースを整備更新した。海外原子炉施設
等の運転特性情報についてはＩＡＥＡ－発電用原子炉情報システムを基に約６０００件の
情報を収集、整理し、データベースを整備更新した。放射線管理情報については事業者か
ら国へ報告された放射線業務従事者線量等報告書及び原子力安全・保安院がプレス発表し
た定期検査情報を基に約３００件の情報を収集、整理し、データベースを整備更新した。 

ｂ）定期安全管理審査、定期検査、使用前検査などの検査に関連する図書約４９万頁をデータ
ベース化した。データベースの対象は検査業務部分が使用前検査、定期検査等１３種類の
検査で２４万枚、核燃料サイクル本部分が施設検査、廃棄体の確認等の６種類で２５万枚
である。 

ｃ）低レベル放射性廃棄体の廃棄確認及び埋設データの整備 
スケーリングファクタ（ＳＦ）に関するデータの処理機能を追加整備するとともに、ＳＦ
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設定法、ＳＦ等継続使用の妥当性確認の手順に従ってデータ処理するＩＴシステムを整備
した。 

ｄ）クリアランス検認データベース整備 
昨年度構築したシステムに機構が行う確認時のデータ処理機能を追加し、運用を開始した。 

ｅ）ＩＡＥＡ廃棄物関連図書のデータベース整備 
ＩＡＥＡが発行する廃棄物関連図書（安全原則、安全要件、安全指針、安全レポート及

びＴＥＣＤＯＣ）の検索・活用システムを構築した。 
ｆ）被ばく評価関連データベースの整備 

廃止措置、クリアランス、放射性廃棄物処分に関連する被ばく評価で使用するパラメー
タを収集し、データベースとして整備した。 

 
③信頼性に係る情報の収集整備 
ａ）信頼性に係る情報のうち、原子力安全・保安院に報告される事象１５件については、故障

モード等の分析を行い信頼性データベースに登録した。また、軽微な事象約３９０件につ
いてデータベースを整備更新した。 

ｂ）軽微な事象を円滑に収集するため、データ登録機能の整備を実施した。また、信頼性情報
の活用方法として、高経年化データベースへの活用及び共通要因故障データへの活用につ
いての方策を検討するとともに、活用した。 

 
④職業被ばく情報システム（ＩＳＯＥ）アジア技術センター活動 
以下の活動を通じて、我が国の被ばく低減活動及び被ばく低減意識の向上に寄与できた。 
ａ）アジア技術センターとして、我が国の原子力発電所５６基に係る平成１７年度の被ばく情

報を収集、整備しＩＳＯＥ事務局へ連絡した。また、ＩＳＯＥ事務局で整備された国内外
の合計４８０基のデータについて、国内事業者へ配布した。 

ｂ）平成１８年１１月にウィーンで開催されたＩＳＯＥ運営委員会に出席し、アジア技術セン
ターの活動を報告した。この委員会で機構職員が第７代ＩＳＯＥ議長に就任した。 
アジア地域のシンポジウムを昨年度に引き続き開催して被ばく低減活動の情報交換を行

い、アジア地域シンポジウムの定着化を進めた。シンポジウムで発表された我が国の被ば
く低減努力は海外からも評価され、北米及びヨーロッパでも紹介した。また、２００７年
１月にフロリダで開催された国際ＡＬＡＲＡシンポジウム（北米技術センター主催）で我
が国の被ばく低減活動について報告した。 

この他、ＩＳＯＥネットワーク経由であった３件の情報交換要請に関して、事業者・他技
術センターへの情報の取り次ぎ及び翻訳等の支援を実施するとともに、ＯＥＣＤ／ＮＥＡ
が１９９７年に発行した被ばく低減のための図書「原子力産業における作業管理」の改訂
作業をアジア技術センターより提案した。 

また、我が国の従業員被ばく低減を目的として原子力安全・保安院が（財）原子力安全
協会に依頼している「放射線被ばく管理信頼性調査専門委員会」に参加し国内外の被ばく
情報の提供を行った。 

 
⑤海外の規制等に係る情報の収集整備 
ａ）米国については、リスク情報を活用した規制、主要機器の不具合改善策のフォロー、原子炉

監督プロセス、新設プラントの許認可制度、安全文化、原子炉施設の緊急時計画と緊急時対応、
運転認可更新、定格出力増加、ＰＷＲサンプスクリーン閉塞問題、火災防護等の規制動向を調
査・整理し、データベースを整備更新した。（１６テーマ、約１４０件）さらに、上記のテーマ
ごとの情報とは別に米国における規制及び事象等の約１７００件のトピックス情報を背景情報
も含め調査し、データベースを整備更新した。また、米国の規制項目ごとのガイドブックを改
訂した。 
欧州及びアジア等の主要国の原子力施設関連情報については、特にフランス、中国、韓国、

台湾について重点的に調査を行い、欧州分約１５００件、アジア分約１４００件の情報を入
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手するとともに、その目的、内容等を調査整理し、データベースを整備更新した。なお、
この中にはもんじゅの再立上げに関連した仏国の高速炉フェニックス炉、スーパーフェニ
ックス炉の情報を含んでいる。 

イギリス、フランス、ドイツを中心とする欧州における原子力緊急事態に対する計画、
対応等や想定される事態、これに対応する計画、避難等を含む防護対策に対する規制要件
等を、ＩＡＥＡが定めている基準を軸として調査し、我が国と比較、整理することで、必
要と考えられる項目を抽出した。 

ｂ）週報は計４７号発行し、原子力安全・保安院及び機構内へ情報提供した。週報には世界の
原子力に関する１週間程前までの最新情報が掲載されており、内容に関して原子力安全・
保安院及び機構内等からの問い合わせ、送付要求が多く寄せられた。平成１８年度に週報
に掲載された情報は、合計約４３００件にのぼる。 
また、その時々の話題事項（原子力一般事項、動向、技術事項等）について全体を取り

まとめた「原子力安全情報（トピックス）」を月１回程度発行し、機構及び原子力安全・保
安院関係者に配布した。計５号発行し、合計約２５件のトピックスを掲載した。 

なお、週報には、米国・欧州・アジア各国及び我が国の原子力規制に関連する情報（規
制当局の動向、トラブル情報等）、その他原子力に関連する一般情報等を掲載している。 

また、これらのうち主要なものについては随時安全情報検討会へ報告している。 
ｃ）欧州の核燃料サイクル施設の規制に関する調査として、以下の調査を実施した。 
イ）海外のウラン濃縮施設の規制に係わる重要課題の調査・検討及び国内課題の評価・検討
として、法規制、指針等の体系的整理、事業者の安全解析書等、規制機関の安全評価結果
及び規制機関の環境影響評価結果の検討・整理を行なった。また、国内施設との比較検討
を実施した。 

ロ）英国セラフィールドサイトの施設の状況と規制に関する調査として、再処理施設、燃料
製造施設及び廃棄物処理関連施設に関する規制の枠組み、施設の運転状況、運転・管理
上の課題の摘出及び検討を実施した。 

ハ）米国のＭＯＸ燃料製造施設の検査に関する調査として、ＭＯＸ燃料製造施設の検査の課
題の摘出及び総合安全解析の適用についての調査検討を実施した。 

ニ）米国の転換施設の規制に関する調査として、メトロポリスの転換施設に適用されている
規則及び規制、事故及び運転に関する問題の調査、規制に関する教訓の整理を行なった。 

ｄ）仏国及び米国における検査官教育プログラムを調査した。また、検査・安全規制等に知見
の深い仏国の規制官を平成１８年１１月に、元ＮＲＣ幹部を平成１９年２月に招聘し、仏
国及び米国の実態についての知見を深めるとともに、安全規制の状況についての知見を深
めた。本件に関しては、原子力安全・保安院を幹部も含めて招き、知識の共有化を図った。
上記を通じて、今後の検査官教育の在り方のベースを固めた。 
 

⑥安全情報システムの維持・管理 
ａ）イ)安全情報データベースサーバから安全情報統合サーバへ既存データベースの移行を完
了した。 
ロ)安全情報部ホ－ムページと安全情報データベースホ－ムページを統合して、リニューアル
化を図るとともに、標準プラウザをインターネットエクスプローラに統一し、データベー
ス検索、閲覧ができるようにした。 

ハ）「Microsoft.Net Framework 1.1」を活用したノータッチ・デプロイメント方式を採用す
ることによって、Ｗｅｂサーバから起動できるようなシステムに改良した。 

ニ）安全情報データベースの更なる高度化を図った。 
・安全情報データベースとアプリケーションソフトを連携する共通処理部の機能について、

保守性、拡張性、信頼性の観点から見直しを行い、今後、データベースにアクセスする
ためのアプリケーションソフトを整備していくに当たり最適な仕様を検討し、プログラ
ム改修を実施した。既存のアプリケーションに関係するアプリケーションソフトの改修
も併せて行なった。 
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・安全情報データベースにおいて、生データから統計量等を算出するような場合サーバー
に負荷がかかることが想定されるが、そのような場合の負荷軽減法等、安全情報データ
ベースを更に効率よく使用できるようにするための改善方法について検討・整備した。 

ｂ）前年度と同様にセキュリティポリシーについて、職員への徹底を図るとともに、前年度
の外部侵入模擬抜き打ち検査で判明した一部システムの脆弱性に関して、ＯＳ及びアプリ
ケーションのバージョンアップを図った。 

⑦中央資料室の運営 
各部門より原子力関連の技術図書を約１、１００部収集し、常時閲覧可能なように中央資料

室にて保管、管理した。 
 
（２）情報の分析評価  

①トラブルに係る情報の分析評価 
ａ）国内の原子力発電所でトラブル発生時、対応を迅速に行うために事故・故障データベース（国

内法律・通達で過去に報告されたトラブル検索、海外で過去に報告されたＯＥＣＤ･ＩＡＥＡ/
ＩＲＳ検索等）を用いた類型事例の抽出、抽出されたトラブルの原因、対策及び関連情報等の
調査、検討を行い原子力安全・保安院への情報提供を行った。 
また、トラブル発生時の規制対応の迅速化、的確化を目的として、昨年度実施した電気・

計装設備のトラブル要因分析で抽出された事象のうち、重要なものについて、関連する規
制情報等を詳細に分析し、プラントへの教訓を抽出するとともに、国内プラントの状況を
評価した。 

「福島第１発電所６号機の制御棒のひび」、「浜岡５号機蒸気タービンの羽根の破損」、
「志賀１号臨界事故」への対応として、主として米国の類似トラブルの原因、対策及び関
連情報等の調査、検討を行い原子力安全・保安院への情報提供を行った。 

ｂ）海外の原子炉施設等で発生した事象のうち、代表例について詳細に調査し、国内プラン
トの安全運転のための参考となるべき事項を分析評価した。 

ＰＷＲについては、「余熱除去設備ＲＣS 吸込側隔離弁バイパス配管（一次冷却材圧力バ
ウンダリ）の漏洩」、「ＴＴ６００合金製伝熱管及び管と管板溶接部の指示」、「ＰＷＲハフ
ニウム制御棒損傷事例」、「ＥＣＣＳ／格納容器スプレイ系への空気混入問題」、「ＳＧ伝熱
管の管支持板部の摩耗減肉」、「加圧器ヒータスリーブ溶接部の漏えい」についての分析評
価を実施した。 

ＢＷＲについては、「フォルスマルク１号機での安全系電源の喪失」、「機械的インタロッ
クによるモータスタータ不動作」、「主変圧器の電流変換器劣化によるタービン発電機通り
ップ」、「安全関連弁の振動誘起による劣化」、「ドライウェルペネトレーション計算への熱
移動考慮もれ」、「サービス水系統への外部条件による影響」等について分析評価を実施し
た。 

欧州主要国（これまでの仏、独、瑞の他、スイス、英）の他アジア主要国（台湾、韓国、
中国）の事故・故障データベースを用い、欧州主要国、アジア主要国等における事故・故
障の傾向について、発生機器別、発生原因別、発見方法別などといった観点から分析評価
した。 

ｃ）ＩＮＥＳ評価小委員会（第１７、１８回）に提案する計１４件の事故・故障についてＩ
ＮＥＳ評価資料の原案等の作成及び検討を行い、原子力安全・保安院の委員会運営を支援
した。また、放射線源と放射性物質輸送におけるＩＮＥＳ評価については、来年度からの
本格運用に向けた国内対応検討に参画した。 

さらに、ＩＮＥＳトラブルを掲載しているＩＡＥＡ／ＮＥＷＳ Ｗｅｂの運営に関し、そ
の改善案を作成した。この改善案は２００６年４月に開かれたＩＡＥＡ／ＩＮＥＳ技術会
議で原子力安全・保安院と文科省共同で提案された。 

ｄ）事故・故障を始めとする各種データベースを用いて、原子力発電所におけるトラブル分
析結果等の平成１８年度版運転管理年報用の各種データを作成した。 
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②運転特性に係る情報の分析評価 
ａ）国内外の原子炉施設の運転、運転性能、定検及び被ばくに関する情報の運転特性及びその変

化の要因を分析・評価した結果を取りまとめた原子力発電所に係わるプラント特性に関する評
価集を作成した。 
評価集では、しており、各年度の特徴を把握することができる。このため、我が国の運

転特性検討の際のベース資料として活用することができる。 
ｂ）検査の在り方検討会における検討に基づき国内向けの安全達成度指標及び安全重要度評

価の委員会を設置し検討を実施した。また、プラント特性向上の背景については、欧米の
規制者及び事業者の従業員被ばく低減に関する良好事例を調査するとともに、ＩＳＯＥの
データベースを拡張したデータベースを構築検討し、平成１８年度には合計約３００件の
データを登録した。 

ｃ）定期安全管理審査、定期検査、使用前検査等に係る情報を分析評価し、機構検査員の合理
化ツールである検査関連図書作成支援機能を整備した。本年度は検査業務部に加え、燃料
サイクル本部の検査にも対応するよう整備を進めた。 
また、昨年度まとめた保安規定の技術資料については、５カ所の保安検査官事務所で事

業者も含めて周知の為の研修を行った。 
 

③信頼性に係る情報の分析評価昨年度に引き続き、軽微な事象の分析評価ツールを整備した。本ツ
ールを用いて昨年度の軽微な事象に関してより大きなトラブルを防止するための分析評価
を実施し、分析評価機能について確認するとともに、トラブル未然防止のための分析を実施
した。 
また、軽微な事象の活用の方策としして、共通要因による事象及び高経年化事象を抽出する

作業を実施した。共通要因故障に関しては２件の候補の事例を抽出し、ＯＥＣＤ／ＮＥＡの共
通要因故障プロジェクトへ送付した。高経年化データについては、高経年化データベースへ登
録をした。 
 

④海外の規制等に係る情報の分析評価 
検査の在り方検討会の再開に伴い、海外の検査制度及び検査等規制業務の実施状況に関連す

る調査を行い、検査の在り方検討会への支援を行った。 
具体的な支援項目例は以下のとおり。 
・米国等諸外国における保守管理活動及び保安活動高度化に伴う規制の状況調査、分析 
・我が国の保安規定と諸外国、国際機関における基準との比較調査、分析 
・我が国の原子力発電所トラブルデータの分析 
・安全実績指標及び安全重要度評価手法導入に向けた検討 
・研修・教育に関する国際比較 
・米国における体系的な訓練手法の状況 
・ＩＡＥＡのコンピテンシーフレームワークの現状 

さらに、現在、各国とも重点的に取り組んでいる規制機関の総合的マネジメントシステムの
再構築について、海外の状況を調査するとともに国際規格の要件に照らして我が国が採るべき
基本構成の素案を原子力安全・保安院との検討会を通じ検討した。 
ＩＡＥＡ／国際原子力安全規制レビューサービスを招請する際に考慮、対応すべき状況・項

目について、最近のＩＡＥＡのＩＲＲＴ質問集や更に安全基準等にまでさかのぼって、検討し
た。また、平成１９年２月に仏国及びフィンランドのレビュー者を招いた準備会を開催した。 

 
⑤分析評価ソフトウェアの管理・整備 
安全情報データベースの分析及び評価を行なうためのソフトウェアについて職員の意見要

望等により改善を図った。主なものを以下に示す。 
・安全情報データベースへのデータ入力サポートツールの改善並びに新規作成 
－映像情報管理システム 
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－ＮＲＣ－ＮＯＴＩＣＥ 
－運転実績 
－運転計画線図（１年分） 
・放射線被ばくデータと運転データ、定検データ等と組み合わせ、データ間の連携により
各種データを出力する機能の作成 

・被ばく低減活動普及のためのデータベース整備 
 
⑥安全情報検討会の開催 
原子力安全・保安院と共催で安全情報検討会を月２回を原則として計１７回開催し、収集し

た安全情報に関して我が国での反映の必要性の有無等について検討するとともに、対応の必要
なものについてはフォロー状況を確認した。 
米国の９０年代以降の安全問題及び欧州の安全問題全６７件より重要なもの１７件を抽出

し検討会での検討事項とした。このうち、１２件が何らかの措置や対応が採られている。主な
ものは以下のとおり。 

・ＰＷＲサンプスクリーン閉塞問題：欧米で現在も検討が進行中の冷却材喪失事故に関連
する問題であるが、本検討会をきっかけとして我が国でも対応することとなり、ＢＷＲ
は改造、ＰＷＲは検討の指示が、平成１７年１０月２５日原子力安全・保安院文書にて
発行され、平成１８年７月３日原子力安全委員会へ進捗状況が報告された。 

・中央制御室の居住性問題：米国でスリーマイル事故以来問題となってきた問題であるが、
我が国でも本検討会をきっかけとして国の対応が始まり、省令６２号の性能規定化時に
本件が反映された内容となった。（平成１７年７月１日省令６２号改正の公布、平成１８
年１月１日施行） 

・火災防護の運用面の規制充実化：我が国で受けたＩＡＥＡ/ＯＳＡＲＴ調査団で共通に見
られる火災防護の運用管理面での指摘等を発端として、「我が国の火災防護規制体系の在
り方」につき検討を開始した。 

原子力安全・保安院及び機構で「火災防護管理面検討ＷＴ」を設置し火災防護運転管理面規
則類の整備・充実化を検討し、日本電気協会へ「防火管理指針」のドラフトを提示する等規制
側の意見を反映しながら学協会規格の整備に参画している。 
また、検討会を効率的に進めるためにプロセスの見直しを行い、これまでの２時間の検討会

を１時間で同等以上の効果を上げられるようにした。具体的には、検討会では国内外のトラブ
ル発生状況のリスト確認により安全問題の見落としを防止すること、抽出した問題点に対して
はその場で詳細な議論をするのではなく必要な検討項目を明確にし、かつ検討担当を明確にし
フォローを十分に行えるようにすることなどにより会議時間の短縮を図った。 
 

⑦原子力安全・保安院のリスクコミュニケーション支援 
原子力安全・保安院が実施するリスクコミュニケーションについて支援のためのデータベー

ス設計検討用プロトタイプの構築を行うとともに地域対話を支援する基本コンテンツの検討
を行った。 

 
（３）情報の提供及び広報  

①海外関係機関等への情報提供 
ａ）国内プラントのトラブルプレス、トラブルのＩＮＥＳレベル評価、国内規制制度に関する

変更等について、原子力安全・保安院から発表された４０件すべてについて海外向け英語
版を作成し、ＩＡＥＡ､ＯＥＣＤ／ＮＥＡ等国際機関、米国、フランスなど二国間協定を結
んでいる各国規制機関、在外関連機関等へ迅速に、オープンな形で提供するとともに、ホ
ームページに掲載し一般に公開した。事象の概要、原因を国際的に共有する観点から、国
際機関主催の会合、二国間会合において国内プラントのトラブル情報を提供した。また、
本年度は女川での地震等についてフランス、台湾、韓国から問い合わせがあり、公開情報
を収集して提供した。さらに、国内プラントのトラブル事象１０件（美浜３号機２次系配
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管破損事故、島根１号機ドライウェル真空破壊弁表示不具合等）のＩＲＳ報告書を作成し
た。 
また、ＯＥＣＤ／ＮＥＡのデータ交換プロジェクト（配管損傷事象等）へ国内プラントの

事象データを登録した。 
ｂ）平成１８年度版の運転管理年報を反映させた英文年報パンフレット（ダイジェスト版）を

作成し、ＩＡＥＡ等国際機関、二国間協定を結んでいる各国規制機関、在外関連機関等へ
提供するとともに、国会図書館に納本した。また、運転管理年報（平成１８年版）の完全
英語版を作成し、機構シンポジウムにサンプルを展示するとともに、各国規制機関に提供
した。更に、上記２件の図書については機構の英文ホームページに掲載した。 

ｃ）日米等の二国間会合及び海外の技術支援機関等との会合において相互の運転情報交換の
ため、我が国プラントの運転状況（設備利用率の推移、運転状況の推移、運転期間の推移、
定期検査期間の推移及び事故・故障数の推移）及び最近の事象を通りまとめて提供した。
また、上記ｂ)項の英文年報の提供及び機構ホームページへの掲載を行った。 

②安全規制に係る情報提供 
ａ）ホームページに、シンポジウム、セミナーの開催案内と結果報告、プレスリリース、委

員会・検討会の議事情報等をタイミング良く掲載した。一部の事業成果報告書の完成が遅
れたことによりホームページ掲載に遅れが発生したので、掲載手続き等の改善策を検討し、
定期的に関係部門へ周知した。 
平成１６年度開設した「みんなで考えるＪＮＥＳ公開講座」は、「信頼は対話から」を実

践しているＪＮＥＳの志向する広報活動と軌を同一とする他の分野の活動例を第４回、第
５回の２回分の掲載を行った。更に、安全規制の重要テーマの「高経年化対策」を第６回
目として平成１９年度に情報提供をする準備を完了した。 
また、必要な情報へアクセスし易いホームページのために、検索機能を付加した。 

情報提供の更新頻度は、平均１７件／月（前年度は平均１５件／月）であり、ホームペー
ジのヒット件数は、約２００,０００件（外部アクセスのみ）であった。 
また、ホームページによる問合せが８０件あり、５日間以内に全て回答した。 

ｂ）原子力ライブラリで開架式閲覧による資料の充実を図り、公開を行うとともに、収集した
閲覧資料のリストを更新・整備し、インターネットによる情報公開を行った。 

 
③立地市町村等への安全情報提供等 
ａ）原子力安全規制広報の新しいあり方として平成１６年度に開始した「対話型広報」の実践

の試みとしての「住民とのオープンフォーラムの計画と実行」の調査研究を着実に進め、
昨年度明確にしたコミュニケーション論点の特性、地域・参加者特性の課題に対応したカ
スタマイズ可能な対話方策をまとめるとともに、他地域への対話型広報活動の展開を検討
した。 

 
ｂ）パンフレットは、「機構紹介（日本語）」の改訂版を発行した。特定分野として「高経年化

対策」、「放射能濃度確認」の新規版を発行し、関係先へ配布した。 
「放射能濃度確認」の説明用ビデオを作成した。 

ｃ）原子力施設立地自治体職員、立地道県の地方新聞社論説委員等との意見交換会を計４３
の自治体・新聞社と開催し、原子力安全規制と原子力リスクに対する理解共有のための活
動を行った。特に、「直接対話によるＪＮＥＳ認知の深化」、「リスクを正しく理解できる広
報の推進」、「地方での対話型シンポジウムの実施」等の意見・要望や地域で異なる状況へ
の対応の重要さ等機構の目指す広報活動へ重要な示唆を得た。 
原子力安全規制の主要課題「新検査制度への対応」「新耐震指針への対応」について、保

安院共同でシンポジウムを開催した。約５５０名の出席を得ることができ、アンケート調
査で９０％の肯定的評価であった。ファシリテーターを起用した参加者との質疑応答につ
いて高評価を得ることができた。 

また、シンポジウムの成果を地方新聞へ掲載することで原子力施設立地地域住民への理
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解促進を図った。 

 
ｄ）原子力安全規制に係るニュースレター 

「Ａｌｌ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｓａｆｅｔｙ」の第９号を６月、第１０号を９月、第１１号を
１２月、第１２号を３月の年４回、各６,０００部を作成し、発行した。原子力施設立地自
治体職員、原子力関係者等を中心に配布した。特に、第１０号は特集に「新耐震指針への
対応」を取り上げたことにより、静岡県が作成した資料のレビュー依頼、松江市からは耐
震説明のための講師派遣依頼等があり、ＪＮＥＳの活動の認知促進に寄与した。各号平均
で７５%の肯定的評価を得ることができた。 

 
 
ｅ）原子力安全規制に関する記事広告として「高経年化対策」（１２回シリーズ）の解説記事、

「保安院・機構 ２００６ シンポジウム」の紙上採録記事を、原子力施設立地地域の地方
新聞１４紙に掲載し、「高経年化対策」「新検査制度への対応」「新耐震指針への対応」につ
いて情報提供を行った。 

 
 
１．２．６安全規制に係る国際協力 
１．２．６．１安全規制に係る国際協力（電源立地勘定業務） 
(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海外の原子力安全規制情報調査等 
ａ）ＩＡＥＡ及びＯＥＣＤ／ＮＥＡ等国際機関、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（日韓（６月１２、１３日）、日中（９月４日）、日仏
（９月２８、２９日）、日米（１０月１６、１７日））、国際原子力規制者会議（ＩＮＲＡ（９月
２５、２６日））、ＥＵＲＯＳＡＦＥ会合（１１月１３、１４日）等を通じて得られた資料、情
報及びその他主要原子力発電国における安全規制情報の収集・整理を行い、国際グループ文書
管理システムへの登録を準備した。 

ｂ）米国の規制当局等との情報交換のため、引き続きワシントンＤＣに職員２名を長期派遣し
た。１９年度ワシントン事務所開設のための準備を本格的に進めた。 
また、ＩＡＥＡとの協力を強化するため、ＩＡＥＡへの職員の長期派遣のための諸手続をＩ

ＡＥＡ、原子力安全・保安院担当者と密接に連絡を取りながら実施した。 
 

②我が国の原子力安全に係る情報の提供 
ａ）以下の会合において、原子力安全・保安院の対応方針を踏まえ、我が国の原子力安全確

保のための活動や安全に係る最新知見等に関する資料の作成・提供を行った。 
イ）６月と１１月のＩＡＥＡ安全基準の最上位委員会に出席した。また、６月と１２月のＣＮＲ
ＡとＣＳＮＩ会合に出席した。我が国の原子力状況資料の作成で原子力安全・保安院をサポー
トした。 

ロ）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
（日韓（６月１２、１３日）、日中（９月４日）、日仏（９月２８、２９日）、日米（１０
月１６、１７日））が開催され、資料の作成・提供を行った。 

ハ）９月仏国で開催された第１９回ＩＮＲＡ用の原子力安全・保安院提供資料の作成をサポ
ートした。 
中国ＮＳＣ、韓国ＫＩＮＳと北東アジア地域協力プロジェクトとして、「原子力発電所の運

転経験フィードバック」について合意し、開始した（９月、成都）。 
また、「原子力発電所の機器・配管に関する検査・評価・保修技術」も実施することで中

国ＮＳＣと基本的に合意し、今後韓国ＫＩＮＳと調整して平成１９年度より開始する予定
である。 

ニ）ＥＵＲＯＳＡＦＥ会合（１１月１３、１４日）の招待講演で、機構の活動等を紹介した。 
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ｂ）上記会合への対応のほか、必要に応じて海外規制機関等に我が国の新たな原子力安全規
制制度等の情報を随時提供することができる体制を整備した。 

イ)機構の国際活動を紹介した International Activities Bulletin を作成し、各種国際会
議等にて配布あるいは説明を実施した。 

ロ）我が国のトラブル情報は原子力安全・保安院のプレス発表等ごとに英訳し、世界の関連
機関に発信した。（１６件） 

 
③情報管理コンプライアンスプログラム構築 
コンプライアンスプログラムとして、安全保障輸出管理規程及び管理細則を制定し、経済産業
省に届出を行い、受理された。 
コンプライアンスプログラムを本格運用するとともに、運用状況をチェックするため、内部監

査を行った。 
 
（２）二国間及び多国間の協力取り決め等に基づく協力活動に係る業務 

①原子力安全・保安院と海外規制当局との二国間協力取り決めに基づく規制情報交換会議や専門家
の交流等に関し、その企画、運営等において原子力安全・保安院に協力した。 
日韓（６月１２、１３日）、日中（９月４日）、日仏（９月２８、２９日）、日米（１０月１６、

１７日）の各会合において、規制当局との情報交換、専門家交流に関し、その実施の調整、関
連情報の収集、提供等を行った。 
 

②国の国際機関及び規制当局間の多国間会合への対応業務について協力するとともに、個々の
事業の重要性に応じ、委員等の派遣、計画への参画等を行った。 

ａ）ＩＡＥＡ安全基準の最上位委員会に出席（年２回）し、現状のアクションプランに対す
る次の活動方向に関する議論として安全基準体系をさらに変更する必要があるかの議論、
基本安全基準の改定の議論及び安全基準ドラフトの審議を行った。 
また、ＩＡＥＡ国際技術支援機関会議（２００７年４月予定）の準備を行うプログラム委

員会のメンバーとして、プログラム委員会会合（４月２６日－２８日、１２月６、７日）
にて会議の準備を行うとともに、東京での会合をホストした。機構からの論文の投稿の手
配を行った。（招待論文１件、投稿論文７件） 

ｂ）６月と１２月のＣＮＲＡとＣＳＮＩ会合に関し、資料準備、会合出席、報告書作成に寄与
した。また各ワーキンググループの活動方針を明確化するとともに、会合出席等を支援し
た。 
２００７年５月東京で開催されるＷＧＰＣのワークショップ（規制機関の透明性）の準

備を支援した。 
ＲＷＭＣの年次会合（２００７年３月）に出席した。 
 

③ＡＮＳＮ日本ハブセンターを運営するとともに、ＩＡＥＡの要請を受けＥＢＰ諮問委員会議
長、教育訓練トピカルグループコーディネータ等を通じＡＮＳＮを主導した。また、普及活
動、ワークショップ等に参加し、ＡＮＳＮ活動に貢献した。 

ａ）教育訓練トピカルグループ（ＴＧ）コーディネータとして各国ナショナルセンタの自律的・
持続的運営を目指す２年間の活動計画をまとめ、グループ活動を主導した。また、上位の
ＡＮＳＮ運営委員会（ＳＣ）ではこの実績を元にＳＣ会議を主導した。緊急時支援ＴＧ会
合（中国、６月）、運転安全ＴＧ会合（中国、３月）に委員を派遣した。 

日本ハブセンター運営に関し、動画配信のためのハードウェア調達、電子掲示板・ＴＧ
フォーラム実装に加え、ＩＡＥＡの要請に応じＳＣメンバー専用ホームページ開設等機能
向上を図った。また、最新原子力安全規制情報を日本ハブに搭載した。 

双方向教育訓練に関し、システム開発、初級規制者向け原子力規制用テキスト・試験問題
の作成等により、パイロットシステムによる試運用を可能とした。 

ｂ）ＡＮＳＮ普及のための中国キャラバン（６月；北京、秦山、大亜湾）に参加した。 
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ｃ）「東南アジア、太平洋及び極東における原子力施設の安全に係る特別拠出金事業（ＥＢＰ
－Ａｓｉａ）」諮問委員会において、ＩＡＥＡ要請に応じ議長を務めるとともに、委員とし
て参加し今後の活動計画等で議論を主導した。 

 
④機構と海外の原子力規制機関又はその関連機関（米国、独国、仏国、韓国等）との協力取り
決めに基づく情報交換会議について以下の通り実施した。 

ａ）機構と海外の原子力規制機関又はその関連機関との協力取り決めを次のとおり締結又は
修正を行った。 
・ＯＥＣＤ／ＮＥＡ２件：ＰＲＩＳＭＥ、ＲＩＳＭＥＴ Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ 
・ＩＲＳＮ ７件；ＰＩＣＳＥＬ、ＳＹＬＶＩＡ、ＳＴＣ ５－９ 
・ＣＥＡ １件；ＦＵＢＩＬＡ 

ｂ）原子力施設の運転経験、事故故障対応及び各種基準策定に係る技術的情報の交換、専門
技術者の交流、推進協力、状況の把握、調整を次の通り行った。 

イ）ＫＩＮＳ（韓国） 
・６月２７、２８日、廃止措置規制に関する情報交換会合（東京） 
・７月３日、情報システムに関する情報交換会合（東京） 
・８月８日、ＫＩＮＳ院長招聘に関する打合せ及び日中韓共同プロジェクト内容説明（デ
ジョン） 

・１１月９、１０日、日韓ＰＳＡ会合にてＫＩＮＳ専門家と会合（済州島） 
・１２月１１、１２日、第３回定例会合（東京）引き続き、六ヶ所村ＪＮＦＬ視察 

ロ）ＮｕＳＴＡ（台湾） 
・８月２８、２９日 第３回定例会合（台北） 
・１０月２３－２７日、台湾専門家来日。使用前検査について情報交換（東京、柏崎） 
・１１月１５－１９日、防災に関する情報交換、関連施設視察（東京、福井県） 
・１２月１１－１５日、龍門発電所への専門家派遣（台湾） 

ハ）ＩＲＳＮ（仏国） 
・９月２７日 推進協力、調整打合（パリ） 

二）ＮＳＣ（中国） 
・３月５、６日 第２回定例会合（東京） 

ホ）ＧＲＳ（独国） 
・１２月４、５日 第１回定例会合（東京） 

ｃ）次の協力活動を行った。 
・ＮＲＣと高経年化プロジェクトの情報交換の枠組み調整 

 
⑤原子力安全基盤整備及び人材育成のためのアジア諸国向け協力事業 
ａ）研修等の実績 
イ）長期研修 

中国より３名原子力安全規制担当者、ベトナムから４名の原子力安全規制候補者を招へ
いし、８月２９日～１１月１日の１０週間にわたる研修を実施した。 
研修では中国向けに安全規制・安全解析コース及び安全規制・検査コースの２コースを

設け、それぞれに２名と３名が参加した。また、ベトナム向けに別コースを設けた。 
・研修内容：コース共通で原子力安全規制に関する全般講義を３日間、「工事計画認可」・「発

電所の運転」等の共通する専門講義(フルスコープシミュレータによる運転訓練を含む)
を１６日間実施した。 
安全解析コースと検査コースに分かれて各々訓練センターでの実習を１７日間実施した。
ベトナム向けには我が国の規制の最新動向等、希望に準じて機構職員による座学を行っ
た。また、原子力関連施設４箇所の視察も合わせて実施した。 

・研修生報告書：各研修生から研修での習得内容を要約した報告書を受け取った。 
・研修成果：研修後のアンケート調査結果では、高い評価を得、一部では期間が短かった
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というような希望、解析についてはもっと深い内容を求めるような希望もあった。 
本活動により中国及びベトナムの原子力安全規制における高度な専門的知識を有する人

材の育成に大いに貢献した。 
ロ）解析評価研修 

中国より４名の原子力安全規制の中堅実務者を招へいし、１１月２７日－１２月１２日
にわたり、解析評価の研修をＰＷＲ運転訓練センターで、シミュレータを使用して実施し
た。 

ハ）高級専門家交流会 
中国原子力安全規制機関に技術的な支援を行っている高級専門家４名を招へいし、３月

７日－１１日にわたり日本の学識経験者との交流会を実施した。 
日本側からは横浜国立大学教授・電力・メーカから有識者が６名、機構の職員８名が出

席した。機構での会合の後、原子力発電所の視察を行った。 
ｂ）セミナー／ワークショップの開催 
イ）中国成都にて中国の原子力安全規制関係者を対象に機構と中国国家核安全局との共催で日中
原子力安全セミナーを開催し、耐震設計、シビアアクシデント解析、デジタル安全系、技術基
準と民間規格について情報交換した。(９月５、６日)。 
また、中国核動力研究設計院を視察し、中国の専門家と意見交換を行った。 
セミナーでは活発な意見交換が行われ、終了後のアンケートでは、セミナーの満足度と

して１００点満点に対して８３．７点の高い評価が得られた。 
ロ）ベトナムの原子力関係者を招集して１０月１０日及び１１日、ハノイにおいて原子力安
全条約・廃棄物条約についてのセミナーを開催した。近い将来原子力発電所を新規に建設
しようとするベトナムに対して上記条約に加盟することの有用性を報告したもの。このセ
ミナーは条約への加盟を世界的に推進しているＩＡＥＡの期待に応えるものでもあり、高
い評価を得た。 

ハ）ベトナムハノイにて原子力安全規制候補者を対象とした第２回原子力安全セミナーを開
催した（１月１５、１６日）。また、平成１９年度の原子力安全セミナー、長期研修等の
内容について意見交換を行った。さらに、今回初めてホーチミン市でミニ安全セミナーを
実施した（１月１８日）。 
セミナーでは活発な意見交換が行われ、終了後のアンケートでは、セミナーの満足度と

して１００点満点に対してハノイでは９３．３点、ホーチミンでは７８．４点の高い評価
が得られた。 

ニ）台湾台北にて原子力安全規制関係者を対象に、機構と技術協力取り決めを締結している
核能科技協進會共催で、原子力安全技術ワークショップを開催、ＡＢＷＲ使用前検査、Ａ
ＢＷＲデジタル計測制御設備、使用済燃料乾式貯蔵設備耐震について情報交換した（１月
２９、３０日）。ワークショップ後のアンケートでは、１００点満点に対して９２．６点
の高い評価が得られた。 
また、ＡＢＷＲを建設中の龍門原子力発電所を視察し、台湾の専門家と情報交換を行っ

た。 
 
（３）国際条約等の義務の遂行に係る業務 
①原子力安全条約 
第４回検討会合(平成２０年４月予定)に向けて、課題事項を整理し、対応計画を立案し、我

が国における条約義務の履行状況についての参考資料をまとめた。 
 

②廃棄物等安全条約 
ａ）第２回検討会合（５月）に出席し、規制体制、安全確保のための措置等に関する情報の

収集・提供を実施した。検討会合のレビュー分科会議長及びコーディネータを務め検討
会合の運営に貢献した。 

ｂ）各国の国別報告書、検討会合での収集情報を基に、主要国について比較整理した。 
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ｃ）第３回検討会合(平成２１年５月予定)に向けて、課題事項を整理し、対応計画を立案した。 
ｄ）本条約の意義、我が国の対応等を国内へ広めるため、原子力学会での報告、原子力学会

誌への投稿を実施した。 
 

③早期通報条約 
ａ）国の原子力事故防災訓練(実施日：１０月２５、２６日)に合わせ、ＩＡＥＡ方式による

海外への通報作成訓練等を実施した。 
 

１．３予算、収支計画及び資金計画 
１．予算 

   ・決算報告書（財務諸表；添付書類）に示す。 
 

２．収支計画 
   ・損益計算書に示す。 
 

３．資金計画 
   ・キャシュフロー計算書に示す。 
 

１．４短期借入金の限度額 
・実績なし 

 
１．５重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとする計画 

・実績なし。 
 

１．６剰余金の使途 
・実績なし。 

 
１．７その他国の求めに応じて行う業務等 
１．７．１国の求めに応じて行う業務 
（１）検査業務において、原子力安全・保安院所掌の検査等だけではなく、計画外の業務である文部

科学省や国土交通省所掌の検査も限られた検査員で実施した。 
①原子炉等規制法第６１条の２４第２項に規定する溶接検査（文部科学大臣所管分） 

・事業者から申請のあった件数：５件（うち変更分５件） 
・事業者へ処分を行った件数：７件（うち変更分３件） 

②原子炉等規制法第６１条の２６第２項に規定する運搬物確認（文部科学大臣所管分） 
・事業者から申請のあった件数：１４件（うち変更分４件） 
・事業者へ処分を行った件数：１６件（うち変更分６件） 
 

③原子炉等規制法第６１条の２７に規定する運搬方法確認（国土交通大臣所管分） 
・事業者から申請のあった件数：２件（うち変更分０件） 
・事業者へ処分を行った件数：９件（うち変更分０件） 

（一部の検査等について、通知のあった件数と結果通知を行った件数に乖離があるが、年度を
またいで検査等を実施しているもの等の理由による。） 

（２）電源開発株式会社大間原子力発電所の設置に係る安全審査に資することを目的として、平
成１７年度に実施した「負荷の喪失（発電機負荷遮断タービンバイパス弁不作動）」のクロ
スチェック解析（以下「基本解析」という。）を基に、平成１８年度はこれに関する感度解
析を実施し、初期炉心流量の解析条件の設定が妥当であることを確認した。 

なお、過渡時のチャンネル間の流量再配分を考慮した場合、限界出力比（ＭＣＰＲ）はや
や厳しくなるが、基本解析と申請解析との差異に及ぼす影響はあまり大きくないこと、また、
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判断基準を満足することから、安全評価上問題ないものと判断した。 
申請解析を基本解析と比較した結果、申請解析の結果基本解析よりも厳しい値であった。

両解析における解析条件及び解析モデルの差異による結果への影響を検討するための参考
解析を実施し、申請解析は圧力上昇並びに出力上昇に関して保守的に評価されているため、
ＭＣＰＲが厳しくなることを確認した。 

以上の検討結果により、当該炉の「負荷の喪失」事象が安全評価指針の判断基準を満たす
ことを確認した。また、当該事象に係る申請解析は妥当なものと判断した。 

 
１．７．２経済産業大臣による要求 

・実績なし。 
 

１．８ その他経済産業省令で定められた記載事項 
１．８．１ 人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。） 
（１）方針 
業務量の増加に対しては、既存業務の合理化を図ることにより可能なかぎり配置転換による

人員を充てるとともに、外部人材の積極的活用を図ることにより対応した。 
 

（２）人員に係る指標 
期末の常勤職員数が期初の計画数を上回ることとならないよう、慎重に職員の採用を進めた。 

 


