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施設の設計及び事業者評価の妥当性確認により、国の安全審査
を支援すること(クロスチェック解析）。

リスク情報等を活用し安全規制の高度化の提案をすること。

事故・トラブルの原因究明により、安全対策の有効性及び再発防
止の確認をすること。

最新の知見、データベース及び数理解析的手法等を取り入れた
解析コードの開発・整備により技術基盤を維持すること。

施設の設計及び事業者評価の妥当性確認により、国の安全審査
を支援すること(クロスチェック解析）。

リスク情報等を活用し安全規制の高度化の提案をすること。

事故・トラブルの原因究明により、安全対策の有効性及び再発防
止の確認をすること。

最新の知見、データベース及び数理解析的手法等を取り入れた
解析コードの開発・整備により技術基盤を維持すること。

解析評価の目的及び目標解析評価解析評価の目的及び目標の目的及び目標

原子炉・原子力施設等の安全性が確保されていることを、解析評価
により確認すること。

原子炉・原子力施設等の安全性が確保されていることを、解析評価
により確認すること。

解析評価の目的解析評価の目的

解析評価の目標解析評価の目標
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H18年度解析評価実施業務の全容

H 18 年度実施業務H 18 年度実施業務

事故・トラブルの原因
究明や安全対策立案
の解析評価

事故・トラブルの原因
究明や安全対策立案
の解析評価

リスク情報等を活用し
た安全規制の検討
リスク情報等を活用し
た安全規制の検討

最新の知見やデー
タベース等を取り入
れた解析コードの
開発整備

最新の知見やデー
タベース等を取り入
れた解析コードの
開発整備

安全性確認のための解析評価
（クロスチェック解析等）
・日本原燃JMOX燃料加工施設に
係る解析（３件＋1件（新耐震指針
対応））

・島根3号炉(第2回申請）に係る耐震
解析（1件）

・島根３号炉（第3回申請）に係る
耐震解析及び新型ストレーナ評価
（2件）

・再処理事業所に係る解析（2件）
・女川1号炉に係る耐震解析
（１件）

・もんじゅ原子炉施設に係る解析
（2件）

・ふげん発電所に係る被ばく解析
（１件）

安全性確認のための解析評価
（クロスチェック解析等）
・日本原燃JMOX燃料加工施設に
係る解析（３件＋1件（新耐震指針
対応））

・島根3号炉(第2回申請）に係る耐震
解析（1件）

・島根３号炉（第3回申請）に係る
耐震解析及び新型ストレーナ評価
（2件）

・再処理事業所に係る解析（2件）
・女川1号炉に係る耐震解析
（１件）

・もんじゅ原子炉施設に係る解析
（2件）

・ふげん発電所に係る被ばく解析
（１件）

【3分野】

1.PSAを用いた
安全対策・・・・・・・・

2.耐震安全性及び
構造安全確認・・・・・

3.再処理施設等の
安全性確認・・・・・

1.PSAを用いた
安全対策・・・・・・・・

2.耐震安全性及び
構造安全確認・・・・・

3.再処理施設等の
安全性確認・・・・・

4.安全規制高度化の
ためのPSA活用・・・

5.耐震指針高度化・・
6.地震PSA活用・・・・
7.再処理施設等の
PSA/ISA手法・・・・

4.安全規制高度化の
ためのPSA活用・・・

5.耐震指針高度化・・
6.地震PSA活用・・・・
7.再処理施設等の
PSA/ISA手法・・・・

8.熱流動・・・・・・
9.炉物理等・・・・
10. ｼﾋ゙ｱｱｸｼﾃ゙ﾝﾄ････
11.安全ﾃ゙ ﾀーﾍ゙ ｽー･･･
12.耐震解析・・・
13～15.再処理施設等・・

8.熱流動・・・・・・
9.炉物理等・・・・
10. ｼﾋ゙ｱｱｸｼﾃ゙ﾝﾄ････
11.安全ﾃ゙ ﾀーﾍ゙ ｽー･･･
12.耐震解析・・・
13～15.再処理施設等・・

核物質防護対策業務（3件）

【13件】

NISA（意見聴取会、原子炉安全小委）に報告NISA（意見聴取会、原子炉安全小委）に報告

核物質防護対策室に報告核物質防護対策室に報告

【18件】 【52件】 【58件】

【149件】

・浜岡5号炉蒸気タービン改造に係る構造健全性評価（1件）
・志賀2号炉蒸気タービン改造に係る構造健全性評価（1件）
・福島第一6号炉のひび割れC/Rの健全性評価（1件）
・福島第一6号炉のひび割れC/R挿入運転の炉心安定性評価

（1件）

原子力安全委員会に報告原子力安全委員会に報告

・大間に係る過渡解析（1件）

外部評価委員会評価対象業務 ：128件
外部評価委員会評価対象外業務： 21件

(13件+1件+4件+3件）

外部評価委員会評価対象業務 ：128件
外部評価委員会評価対象外業務： 21件

(13件+1件+4件+3件）

赤字は予定外の依頼



24

安全研究実施機関との連携安全研究実施機関との連携

他機関との連携により、効率的・合理的な安全研究の推進

学協会学協会等等との連携との連携

国際共同研究への参画国際共同研究への参画

研究の調整や成果の評価、統合
大地震後プラントの健全性評価・情報

伝達支援システムの整備

防災科研等との連携

蒸気発生器破損時ソースターム評価

スイスPSI研と連携し次期試験計画を策定

【 IAEA 】 (新規）
津波プロジェクト (津波解析)

【スイス（PSI）】
ARTIST計画（シビアアクシデ
ント）

【OECD/NEA】
PKL計画（熱流動・安全評価） BEMUSE（最適解析評価）

ROSA 計画（熱流動・安全評価） BFBT（燃料集合体詳細解析）

PRISM 計画（火災実験・解析） SMAP（安全余裕評価手法）

FIRE（火災PSA) CFD（詳細数値解析手法）

SETH計画（格納容器内熱流動）

【 NRC 】
CAMP (解析コード開発整備)

参加各国への技術的な支援と協力体制の構築

参加機関から提供される試験データ等を解析評価に反映

解析評価の効率的な推進 ～国内外研究機関との連携～解析評価解析評価の効率的な推進の効率的な推進 ～国内外研究機関との連携～～国内外研究機関との連携～

解析評価技術の民間規格化

原子力学会の4件のPSA標準策定活動に参
画し、技術データを提供

レベル1：パブコメ準備中 、レベル2：パブコメ終了

レベル3：パブコメ終了、地震：7月発刊予定
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ワークショップの開催*1

（１件）

国内外学協会等

での発表 （77件）

年度事業報告書

の発行（１００件）

年報・パンフレット等

の発行

国民への
情報提供

クロスチェック解析
事業者評価のレビュー
リスク情報活用支援 等

PSA標準の作成支援
技術情報の集積 等

地方自治体への説明
新耐震指針へのコメント
対応等

NISA 学協会 国民
アウトカム

論文投稿 （4件） *2

*1：日台原子力安全技術ワークショップにて耐震安全性の技術情報を交換。
*2：平成18年度に日本原子力学会誌に掲載されたもの。

専門家・関係機
関への情報提供

解析評価による成果の積極的な情報発信・活用解析評価解析評価による成果の積極的な情報発信・活用による成果の積極的な情報発信・活用

最新知見を反映した技術情報を発信

 JNESのHP等で公開するなど広く透明性ある技術情報の発信
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保安院と共同事務局
新検査制度に向けたガイドラインの整備
「『保全プログラム』に基づく保全活動に対する検査制度の導入」及び「安全確保上重
要な行為に着目した検査制度の導入」における「リスク情報」の活用。

審査・検
査

評価ガイドラインを策定中
中央制御室居住性検討の支援

55基の中央制御室内の被ばく評価のレビュー等

ＥＣＣＳストレーナ有効性評価の審査基準案
ECCSストレーナ有効性評価の審査基準案でJNESが実施した破損圧力影響範囲、デ
ブリ移送量、水力加重等の妥当性評価が有益な技術情報となった。

新指針対応の評価手法整備
残余のリスク評価手法等整備
旧耐震設計指針では要求していなかった評価項目に対する技術的検討。日本全国１
８サイト（六ヶ所サイト含む）の地震ハザード及び一様ハザードスペクトルの整備

クロスチェック解析

日本原燃㈱MOX燃料加工施設に対する臨界安全のクロス
核的制限値の設定が不適切であることを指摘。崩壊熱除去解析、新耐震指針に伴

う設計用地震動、地盤安定性及び航空機衝突に係る解析、事故時の被ばく評価を行
い、同施設の安全性を確認

NISA文書は、本年夏頃に事業
者へ通知される予定

NISA文
書の判
断根拠

審査技術支援
クロスチェック解析

もんじゅ再起動に向けた安全審査支援
もんじゅ再稼動に向けた約50回の設置許可審査における技術支援、炉心核特性評価
及び一次冷却系循環ポンプ軸固着事故の解析の実施、安全性の確認

原子力安全・保安院の通達に基
づき、ウラン加工施設事業者が
「自主的なISAを実施

サイクル施設のリスク評価手法整備
再処理施設の臨界事象、有機溶媒火災事象及び実規模MOX燃料加工施設につき

PSA試解析の実施とPSA手順試案の取りまとめ。ウラン燃料加工施設の１8年度版
ISA実施手順案の作成。

H18年9月に新指針に改定
耐震設計審査指針の策定のための対応
耐震設計審査指針体系の提案、700件に及ぶパブリックコメント対応指針類

の整備

備考JNESの主な活動反映先

NISAの規制活動に対する解析評価の主な活用（H18）NISANISAの規制活動に対するの規制活動に対する解析評価解析評価の主な活用（の主な活用（H18H18））
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防災支援業務 （Ｃ1：Ａ）防災支援業務 （Ｃ1：Ａ）

平成１８年度主要業務実績

①原子力防災訓練支援

②緊急時対策支援システム（ERSS）の改良

③オフサイトセンター等の設備更新

④防災研修

平成１８年度主要業務実績

①原子力防災訓練支援

②緊急時対策支援システム（ERSS）の改良

③オフサイトセンター等の設備更新

④防災研修
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◎オフサイトセンター設備

既存設備の維持
・不具合データベースを活用 → 管理業務量を１０％減

更新計画の合理化
・設備数量、仕様を最適化 → 設備費を３０％減。
・リース方式を採用 → コストの年度間の平準化

修理業務量を４０％減。
◎防護対策決定の迅速化及び実効性を向上

・避難等の指示権限の委譲
内閣総理大臣→現地対策本部長（経済産業副大臣）

・避難等の準備開始のタイミングの前倒し
緊急事態宣言発出後→警戒段階

◎オフサイトセンター設備

既存設備の維持
・不具合データベースを活用 → 管理業務量を１０％減

更新計画の合理化
・設備数量、仕様を最適化 → 設備費を３０％減。
・リース方式を採用 → コストの年度間の平準化

修理業務量を４０％減。
◎防護対策決定の迅速化及び実効性を向上

・避難等の指示権限の委譲
内閣総理大臣→現地対策本部長（経済産業副大臣）

・避難等の準備開始のタイミングの前倒し
緊急事態宣言発出後→警戒段階
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安全確保に関する調査、試験
及び研究 （Ｄ１：Ａ、Ｄ２：Ａ）

安全確保に関する調査、試験
及び研究 （Ｄ１：Ａ、Ｄ２：Ａ）

平成１８年度主要業務実績

①多岐にわたる安全研究の着実な実施

②安全研究成果の規制への活用

・安全審査、検査等への活用、学協会規格の技術評価等

③安全研究成果の積極的な情報発信

平成１８年度主要業務実績

①多岐にわたる安全研究の着実な実施

②安全研究成果の規制への活用

・安全審査、検査等への活用、学協会規格の技術評価等

③安全研究成果の積極的な情報発信


