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規制の枠組み、決定、処理、技術基準について技術的根拠を提
供すること。

経済的、社会的変化によって、原子力産業界に予想される 安全
上の課題に備えること。

規制の枠組み、手法の改善を提案すること。

規制の枠組み、決定、処理、技術基準を裏付けるための専門技
術、人材、解析手法および情報などの技術基盤を維持すること。

規制の枠組み、決定、処理、技術基準について技術的根拠を提
供すること。

経済的、社会的変化によって、原子力産業界に予想される 安全
上の課題に備えること。

規制の枠組み、手法の改善を提案すること。

規制の枠組み、決定、処理、技術基準を裏付けるための専門技
術、人材、解析手法および情報などの技術基盤を維持すること。

安全研究の目的及び目標安全研究の目的及び目標安全研究の目的及び目標

規制機関が安全規制上の決定、処理を行うに当たり、その根拠とな
る技術基盤を構築すること。

規制機関が安全規制上の決定、処理を行うに当たり、その根拠とな
る技術基盤を構築すること。

安全研究の目的安全研究の目的

安全研究の目標安全研究の目標
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JNESでは、H16年度からH18年度にかけて、安全研究の効率的な実施のために、原子力学会
に委託し産官学の有識者の協議のもとで安全研究ロードマップを整備。

軽水炉利用の高度化 (H16) 
燃料高度化 (H16) 
高経年化対応 (H16) 
水化学分野（原子炉冷却系統の水質と材料） （H17～H18）
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置に関連する分野
(H17～H18) 

NISA 安全基盤小委員会では、産業界及び規制当局の適切な役割分担と協調が効果的・効
率的な安全基盤研究の推進に不可欠と判断し、優先的に取組むべき分野のロードマップの整
備をH19年1月から開始。

高経年化対策のロードマップ
⇒上記で作成したロードマップをもとに、JNESの『技術情報調整委員会 安全研究WG 』において

JNESが中心となり、産官学の連携のもと実施。
燃料高度化のロードマップ

⇒上記で作成したロードマップをもとに、原子力学会の『特別専門委員会』において議論が進めら
れており、JNESも委員として参画し、規制の観点から安全研究計画を提案。

社会安全技術分野のロードマップ
⇒ロードマップ策定における課題を抽出することを目的とした原子力安全管理と社会技術のワー

クショップにおいて安全規制におけるヒューマンファクタの課題等の情報を提供（原子力学会及
び品質管理学会で議論が予定）

安全研究計画の整備 ～安全研究ロードマップの整備～安全研究計画の整備安全研究計画の整備 ～安全研究ロードマップの整備～～安全研究ロードマップの整備～
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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

高レベル放射性廃棄物処分
原子力研究開発機構及び産業総合技術
研究所と研究協力協定の準備中

使用済燃料中間貯蔵施設

電力中央研究所と貯蔵連絡会

【 IAEA 】
SPAR-II (使用済燃料貯蔵)

【フランス原子力庁(CEA)】
FUBILA計画（炉心・燃料）

【フランス（IRSN）】
PHEBUS計画（シビアアクシデ
ント）

PICSELプログラム（グローブ
ボックスの火災試験）

RWMプログラム（廃棄物）
【ベルギー原子力センター】
REBUS計画 (炉心・燃料)

【OECD/NEA】
MASCA 計画（シビアアクシデント）

MCCI-2 計画（シビアアクシデント）

SCAP 計画（SCC、ケーブル劣化）

【 NRC 】
ＰＩＮＣ (検査)

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安全研究に反映

安全研究の効率的な推進 ～国内外研究機関との連携～安全研究の効率的な推進安全研究の効率的な推進 ～国内外研究機関との連携～～国内外研究機関との連携～

安全研究の民間規格化

原子力学会に委託し、産官学による『廃棄
物』、『水化学』等のロードマップを整備

日本機械学会及び日本電気協会等の規格
策定活動に参画し、技術データを提供
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JNES-SSレポート*1

の発行 （11件）
セミナー等の開催*2

（2件）

国内外学協会等

での発表 （84件）

年度事業報告書
の発行（70件）

年報・パンフレット等

の発行

国民への
情報提供

技術基準の判断根拠
安全審査の判断根拠
民間規格の妥当性判断 等

民間規格のデータ補完
技術情報の集積 等

安全研究内容の把握
技術情報の収集 等

NISA 学協会 国民
アウトカム

論文投稿 （7件） *3

*1：規格基準部が、随時発行するレポートで、定期に公表する調査、試験及び研究の事業成果報告書ではカバーできない活動を示したもの（時宜を
逸しない事業成果の中間成果の報告、セミナー等の資料、当機構が実施する検査の基準に関する検討、分野別に設けたタスクチームの検討結
果、自主調査研究の成果報告、規制への提言など）

*2：規格基準部が主催する公開セミナーであり、成果が一定の纏まりを得た段階などに外部機関の協力を得て開催するもの。
*3：論文投稿7件の内訳は、平成18年度に掲載されたものが5件であり、査読中のものが2件である。

専門家・関係機
関への情報提供

安全研究成果の積極的な情報発信・活用安全研究成果の積極的な情報発信・活用安全研究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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H18/8
東海発電所の充填固化体に係
る廃棄確認方法について

4

ニッケル基合金溶接部の非破
壊検査技術実証

安全文化の理解と評価のため
の手引き

高経年化技術評価審査マニュ
アル

蒸発固化体に係る廃棄確認方
法について

原子力プラントのケーブル経年
変化評価技術調査研究に関す
る中間報告書

原子炉施設のクリアランスに係
る基準についてのガイダンス

タイトル

H18/1/30 「放射性濃度の測定及び
評価の方法の認可について（内規）」
に対する解説書

H18/101

NISA文書「原子炉格納容器内の安
全機能を有するケーブルの健全性
確認について」（案）の技術的な判断
根拠として活用予定

H18/122

JNESが行う高経年化技術評価の審
査マニュアルとして活用

H18/95

電気協会規格 JEAC4207の改定作
業に反映

H18/57

新検査制度における検査官の研修
資料として活用

H18/76

核燃料サイクル施設検査本部の検
査マニュアルとして活用

H18/43

活用先発行
年月日No

H18年度に作成した 「 JNES SSレポート」 の活用の一例H18H18年度に作成した年度に作成した 「「 JNESJNES SSSSレポート」レポート」 の活用の一例の活用の一例

JNESの検
査・審査への
活用

学協会の規
格策定に活
用

NISA文書の
技術的な判
断根拠として
活用
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新検査制度に向けたガイドラインの整備
組織要因リストや安全文化評価項目等により、事業者の根本原因分析実施内容を
評価するガイドライン（案）、事業者の安全文化・組織風土劣化防止の取り組みを評
価するためのガイドライン（案）を作成。

審査・検
査

NISA文書は、本年春頃に事業者
へ通知される予定

原子炉格納容器内の健全性確認方法案
原子炉格納容器内の安全機能を有するケーブルの健全性確認に関する技術データ
をNISAに提供。

ＰＷＲサンプスクリーン有効性評価の審査基準案
ＰＷＲサンプスクリーン有効性評価の審査基準案でJNESが実施した化学試験の結
果を留意事項として記載される予定。

JNESのHPで随時公開
省令62号の解説整備
発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解説書を整備。

・蒸発固化体に係る廃棄確認方法
・東海発電所の充填固化体に係る廃棄
確認方法 等

低レベル放射性廃棄物の埋設確認方法の整備
JNESがNISAから依頼を受けて実施している六ヶ所の廃棄体埋設に係る確認に必要
な判断基準を整備し、4件の検査マニュアルを作成。

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

リサイクル燃料備蓄センターの安全審査支援
「リサイクル燃料備蓄センター使用済燃料貯蔵事業許可申請書」の安全審査におい
て、貯蔵中燃料の機械特性の低下を防止するための温度等条件の基準に関する技
術的判断根拠として活用。

NISA文書 「放射性濃度の測定
及び評価の方法の認可について
（内規）」（ H18/1/30 ）作成のサ
ポート

クリアランスレベル評価支援
日本原子力発電（株）からNISAに提出があった「東海発電所のクリアランスレベルの
測定及び評価方法」の審査において、JNESが実施した検認技術高度化調査の成果
を活用。

「放射性物質輸送関係法令の改
正」（H19/1/1 ）のサポート

放射性物質輸送関係法令の整備
関係省庁と調整、IAEA輸送安全規則の国内法規への組込み等の情報を整備。政省令

の整備

備考JNESの主な活動反映先

NISAの規制活動に対する安全研究成果の主な活用（H18）NISANISAの規制活動に対する安全研究成果の主な活用（の規制活動に対する安全研究成果の主な活用（H18H18））
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学協会規格策定活動に対する安全研究成果の提供（H18）学協会規格策定活動に対する安全研究成果の提供（学協会規格策定活動に対する安全研究成果の提供（H18H18））

改訂案を作成中
・中性子遮蔽材のデータ、金属ガス
ケット漏洩率データ

『使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全
設計及び検査基準』

原子力学
会

H18規格化済
・環境疲労に関するデータ、環境疲
労寿命評価式及び環境疲労評価手
法

発電用原子力設備規格 『環境疲労評価手法』
(JSME S NF - 2006)

日本機械
学会

改訂案を作成中

・環境中疲労き裂進展速度評価式及
び速度線図
・SCC進展速度線図
・シュラウド、PLR配管の耐震破壊強
度

発電用原子力設備規格 『維持規格』
（JSME S NA1）

規格案を作成中
JEAC46XX 『ディジタル安全保護系の適用に関す
る規程』

改訂案を作成中
・ディジタル安全保護系に対する機
能の要求事項

JEAG4609 『安全保護系へのディジタル計算機の
適用に関する指針』

改訂案を作成中
・SCC検出性/サイジングデータ
・サイジング方法

JEAG4207 『軽水型原子力発電所用機器の供用期
間中検査における超音波探傷試験指針』

改訂案を作成中・監視試験片の再生適正条件JEAC4201 『原子炉構造材の監視試験方法』

電気協会

状況反映内容規格名及び学会発行図書学協会


