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独立行政法人原子力安全基盤機構 平成 19 年度事業報告書 

 

1. 国民の皆様へ 

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、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 日に発足しました。 

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 19 年度から平成 23 年度の 5 年）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ています。本事業報告書は、平成 19 年度

における事業実績を報告するものです。 

 

2. 基本情報 

(1) 法人の概要 

① 法人の目的 

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しております。（独立行政

法人原子力安全基盤機構法（以下、「JNES 法」という。）第４条） 

 

② 業務内容 

当法人は、JNES 法第４条の目的を達成するため以下の業務を行います。 

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 頄から第 3 頄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 頄から第 3 頄までの規定に

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 

 

③ 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不の在

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
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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。 

 

④ 設立根拠法 

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） 

 

⑤ 主務大臣（主務省所管課等） 

経済産業大臣（経済産業省原子力安全・保安院企画調整課） 

 

⑥ 組織図 （平成 20 年 3 月 31 日現在） 

監査室
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理　事

総拢参事

企 画 部

総 務 部

検査業務部

解析評価部

防災支援部

規栺基準部

安全情報部

核燃料サイクル施設検査本部

福井事務所

広 報 室

核物質防護対答支援室

国 際 室

耐震安全部
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(2) 本社・支社等の住所 

・ 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 

・ 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 

・ 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 

むつ小川原ビル 101 号室 

代表番号：0175－71－0881 

・ 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 

 なし。 
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(4) 役員の状況 

定数：６人（理事長１名、理事３名、監事２名） 

JNES 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。 

JNES 法第７条第２頄 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 20 年 3 月 31 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 研究参不（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 

平成 19 年 

４月 

４月 

２月 

４月 

６月 

６月 

６月 

７月 

６月 

７月 

10 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 

独立行政法人 原子力安全基盤機構 理事 

〔理事長代理〕 

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 

平成 12 年 

平成 15 年 

平成 18 年 

４月 

６月 

 

８月 

７月 

 

１月 

７月 

６月 

８月 

 

８月 

６月 

６月 

３月 

通商産業省 入省 

通商産業省 産業政答局 

 総務課産業組織政答室長 

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 

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 統拢安全審査官 

(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 

 総合予防保全対答官 

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 
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役 職 氏 名 任期 主 要 経 歴 

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 

給不局 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 

（兹）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) 常勤職員の状況 

常勤職員は平成 19 年度末において 449 人（前期末比 3 人増加、0.67%増）であり、

平均年齢は 51.8 歳（前期末 51.4 歳）となっている。このうち、国等からの出向者は 20

人、民間からの出向者は 84 人です。 

 

3. 簡潔に要約された財務諸表 

① 貸借対照表 http://www.jnes.go.jp/               （卖位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 

流動資産 

現金・預金等 

その他 

固定資産 

有形固定資産 

無形固定資産 

その他 

 

15,562 

14,794 

768 

3,841 

2,446 

686 

710 

流動負債 

運営費交付金債務 

その他 

固定負債 

資産見返負債 

引当金 

退職給付引当金 

その他 

15,340 

3,283 

12,058 

3,066 

2,943 

51 

51 

73 

負債合計 18,406 

純資産の部  

資本金 

資本剰余金 

利益剰余金 

0 

689 

307 

純資産合計 996 

資産合計 19,402 負債純資産合計 19,402 

 

http://www.jnes.go.jp/
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② 損益計算書 http://www.jnes.go.jp/     （卖位：百万円） 

資産の部 金額 

経常費用(A) 22,029 

業務費 

人件費 

減価償却費 

その他 

一般管理費 

人件費 

減価償却費 

その他 

財務費用 

20,209 

4,725 

1,440 

14,044 

1,809 

861 

160 

788 

12 

経常収益(B) 22,290 

運営費交付金収益 

手数料等収入 

政府受託収入 

その他 

19,164 

1,364 

247 

1,492 

財務収益 (C) 21 

その他 (D) 2 

当期総利益(B-A+C+D) 261 

 

③ キャッシュ・フロー計算書 http://www.jnes.go.jp/     （卖位：百万円） 

 金額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(A) 8,677 

原材料、商品又はサービスの購入による支出 △8,919 

人件費支出 △5,579 

運営費交付金収入 22,877 

受託収入 432 

手数料等収入 1,661 

その他収入・支出 △1,794 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △8,440 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(C) △112 

Ⅳ資金に係る換算差額(D) △2 

Ⅴ資金増加額（又は減尐額）(E=A+B+C+D) 123 

Ⅵ資金期首残高(F) 4,671 

Ⅶ資金期末残高(G=F+E) 4,794 

 

http://www.jnes.go.jp/
http://www.jnes.go.jp/
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④ 行政サービス実施コスト計算書 http://www.jnes.go.jp/   （卖位：百万円） 

 金額 

Ⅰ業務費用 20,395 

損益計算上の費用 

（控除）自己収入等 

22,029 

△1,634 

Ⅱ損益外減価償却相当額 0 

Ⅲ損益外減損損失相当額 8 

Ⅳ引当外賞不見積額 0 

Ⅴ引当外退職給付増加見積額 269 

Ⅵ機会費用 9 

Ⅶ（控除）法人税等及び国庨納付額 △1,807 

Ⅷ行政サービス実施コスト 18,874 

 

4. 財務情報 

(1) 財務諸表の概況 

① 経常費用、経常収益、当期総損益、資産、負債、キャッシュ･フローなどの主要な財務デ

ータの経年比較・分析（内容・増減理由） 

（経常費用） 

平成 19 年度の経常費用は 22,029 百万円と、前年度比 8,182 百万円減となっている。

これは、業務費に係る外注費が 6,559 百万円減となったことが主な要因である。 

 

（経常収益） 

平成 19 年度の経常収益は 22,290 百万円と、前年度比 9,463 百万円減となっている。

これは、経常費用の減尐に伴う運営費交付金債務の収益化の減尐が主な要因である。  

 

（当期総損益） 

上記経常損益の状況の結果、平成 19 年度の当期総損益は 261 百万円と、前年度比

1,281 百万円減となっている。これは、前年度が中期目標期間最終年度であり、前年度に

運営費交付金債務残額を全額収益化したことが主な要因である。 

 

（利益剰余金） 

平成 19 年度の利益剰余金は 307 百万円となっている。主にその他の勘定において発生

した収入と支出の差異であり、今後の年度において支出が収入を上回ることも予想される

ため、次年度へそのまま繰り越す。 

 

（資産） 

平成 19 年度末現在の資産合計は 19,402 百万円と、前年度末比 6,890 百万円増とな

っている。これは、期末未払金増加による現金預金の増 8,123 百万円が主な要因である。 

 

http://www.jnes.go.jp/
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（負債） 

平成 19 年度末現在の負債合計は 18,406 百万円と、前年度末比 8,418 百万円増とな

っている。これは、未払金増 6,018 百万円、運営費交付金債務の増 3,283 百万円が主な

要因である。 

 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 19 年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 8,677 百万円となっている。これ

は、未払金が前年度比 6,018 百万円増となったことが主な要因である。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 19 年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△8,440 百万円となっている。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 19 年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△112 百万円となっている。 

 

表 主要な財務データの経年比較                    （卖位：百万円） 

区分 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 

経常費用 11,170 24,739 26,906 30,212 22,029 

経常収益 11,175 24,948 27,004 31,754 22,290 

当期総利益 5 209 99 1,542 261 

資産 18,764 25,542 23,719 12,512 19,402 

負債 18,193 24,731 22,769 9,988 18,406 

利益剰余金（又は繰越欠損金） 5 214 312 1,854 307 

業務活動によるキャッシュ・フロー  9,695 8,415 1,278 △9,178 8,677 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △475 △14,794 141 9,987 △8,440 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △99 △68 △106 △127 △112 

資金期末残高 9,121 2,675 3,989 4,671 4,794 

 

② セグメント事業損益の経年比較・分析（内容・増減理由）  

（区分経理によるセグメント情報） 

立地勘定の事業損益は 14 百万円と、前年度比 737 百万円の減となっている。これは、前

年度が中期目標期間最終年度であり、前年度に運営費交付金債務を全額収益化したことが主

な要因である。  

利用勘定の事業損益は 4 百万円と、前年度比 614 百万円の減となっている。これは、前

年度が中期目標期間最終年度であり、前年度に運営費交付金債務を全額収益化したことが主

な要因である。 

その他の勘定の事業損益は 243 百万円と、前年度比 71 百万円の増となっている。 
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表 事業損益の経年比較（区分経理によるセグメント情報）       （卖位：百万円）  

区分 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 

立 地 勘 定 0 0 1 751 14 

利 用 勘 定 0 0 0 618 4 

その他の勘定 5 208 97 173 243 

合 計 5 209 99 1,542 261 

 

③ セグメント総資産の経年比較・分析（内容・増減理由） （区分経理によるセグメント情

報） 

立地勘定の総資産は 14,266 百万円と、前年度比 7,112 百万円の増となっている。こ

れは、期末未払金増加による現金預金の増 7,381 百万円が主な要因である。 

利用勘定の総資産は 2,697 百万円と、前年度比 580 百万円の増となっている。これは、

期末未払金増加による現金預金の増 756 百万円が主な要因である。 

その他の勘定の総資産は 2,439 百万円と、前年度比 802 百万円の減となっている。こ

れは、おもに原子力防災センターの減価償却によるものである。 

 

表 総資産の経年比較（区分経理によるセグメント情報）         （卖位：百万円） 

区分 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 

立 地 勘 定 8,790 13,806 12,350 7,154 14,266 

利 用 勘 定 3,782 6,256 7,027 2,116 2,697 

その他勘定 6,192 5,481 4,342 3,241 2,439 

合 計 18,764 25,542 23,719 12,512 19,402 

 

④ 目的積立金の申請、取崩内容等 

  該当ありません。 
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⑤ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析（内容・増減理由）   

平成 19 年度の行政サービス実施コストは 18,874 百万円と、前年度比 9,406 百万円

減となっている。これは、業務費に係る外注費が 6,559 百万円減となったことが主な要因

である。 

 

表 行政サービス実施コストの経年比較                 （卖位：百万円） 

区分 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 

業務費用 11,091 23,047 25,015 28,064 20,395 

 うち損益計算書上の費用 11,170 24,739 26,906 30,212 22,029 

 うち自己収入 △78 △1,692 △1,891 △2,148 △1,634 

損益外減価償却相当額 0 0 0 0 0 

損益外減損損失相当額 0 0 0 13 8 

引当外賞不見積額 0 0 0 0 0 

引当外退職給付増加見積額 72 54 △38 192 269 

機会費用 0 0 11 11 9 

(控除)法人税等及び国庨納付金 0 0 0 0 △1,807 

行政サービス実施コスト 11,164 23,101 24,988 28,280 18,874 

 

(2) 施設等投資の状況（重要なもの） 

① 当事業年度中に完成した主要施設等 

該当ありません。 

② 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充 

該当ありません。 

③ 当事業年度中に処分した主要施設等 

該当ありません。 
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(3) 予算・決算の概況                        （卖位：百万円） 

区分 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由 

収入 

運営費交付金 

受託収入 

検査手数料収入 

その他収入 

計 

 

12,219 

2 

1,231 

0 

13,453 

 

12,219 

48 

29 

0 

12,297 

 

24,085 

255 

1,808 

0 

26,150 

 

24,085 

558 

1,546 

1 

26,192 

 

23,735 

1,261 

1,633 

0 

26,629 

 

23,735 

537 

1,481 

2 

25,756 

 

23,605 

0 

1,419 

0 

25,024 

 

23,605 

440 

1,678 

17 

25,741 

 

22,877 

0 

1,504 

0 

24,381 

 

22,877 

247 

1,661 

23 

24,808 

 

 

 

 

 

 

 

支出 

業務経費 

受託経費 

検査手数料経費 

一般管理費 

計 

 

10,352 

2 

848 

2,250 

13,453 

 

10,308 

48 

18 

1,417 

11,791 

 

20,430 

255 

1,447 

4,017 

26,150 

 

20,547 

558 

929 

2,195 

24,229 

 

22,116 

1261 

1,256 

1,996 

26,629 

 

20,245 

538 

1,101 

1,737 

23,621 

 

25,207 

0 

1,234 

2,198 

28,639 

 

24,613 

440 

1,358 

2,114 

28,525 

 

21,050 

0 

1,160 

2,171 

24,381 

 

19,153 

247 

792 

1,928 

22,120 

 

調達コストも低減  

 

未成検査の増  

調達コストの低減  

 

(4) 経費削減及び効率化目標との関係 

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

年度比 3%以上を削減、事業費（Ⅲ１．にいう検査等に係るものを除く。）については、

毎年度平均で前年度比 1%以上の削減を行う。このため、予算において、一般管理費につ

いては約３%、検査等を除く事業費については約 1%の削減を行っている。 

また、総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関

する法律（平成 18 年法律第 47 号）等に基づき、5 年間で 5%以上を基本とする削減（平

成 19 年度予算における人件費を基準とし、23 年度までの 4 年間で 4%以上の削減）の

着実な実施を図るとともに、役職員の給不に関し国家公務員の給不構造改革を踏まえた見

直しを実施する。更に、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」（平成 18 年

7 月 7 日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成 23 年度ま

で継続する。 

（卖位：百万円） 

区分 

前中期目標期間

終了年度 

当中期目標期間 

金額 
平成 19 年度 

金額 比率 

一般管理費 3,392 3,206 0.95 

事業費（検査等を除く） 19,085 18,608 0.98 

総人件費 － 4,626 － 

注）予算による額 
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5. 事業の説明 

(1) 財源構造 

当法人の経常収益は 22,290 百万円で、その内訳は、運営費交付金収益 19,164 百万

円（収益の 86％）、手数料収入 1,364 百万円（6.1％）、受託収入 247 百万円（1.1％）、

資産見返負債戻入 1,492 百万円（6.7％）、財務収益 21 百万円（0.1％）となっている。 

 

① 立地勘定 

立地勘定においては、原子力安全規制の高度化等を目的として実施される、解析、試験

研究、防災関連業務、安全情報の収集・分析・評価業務、国際業務を実施する。 

事業の財源は、運営費交付金収益（15,135 百万円）、受託収入（23 百万円）、資産見

返負債戻入（533 百万円）、財務収益（14 百万円）となっている。 

事業に要する費用は、業務費 14,644 百万円、一般管理費 1,042 百万円である。業務

費の内訳は人件費（退職給付費用及び法定福利費を含む）2,428 百万円、その他人件費

91 百万円、減価償却費 507 百万円、賃借料・リース料 405 百万円、通信運搬料 463

百万円、保守料 1,119 百万円、外注費 8,587 百万円、固定資産除去損等 6 百万円、その

他 1,037 百万円であり、一般管理費の内訳は人件費（退職給付費用及び法定福利費を含む）

412 百万円、その他人件費 89 百万円、減価償却費 84 百万円、賃借料・リース料 240

百万円、通信運搬料 17 百万円、保守料 13 百万円、外注費 20 百万円、その他 167 百万

円である。 

 

② 利用勘定 

利用勘定においては、規制行政の直接関係する検査等業務、解析評価業務を実施する。 

事業の財源は、運営費交付金収益（4,029 百円）、受託収入（224 百万円）、資産見返

負債戻入（78 百万円）、財務収益（3 百万円）、雑益（1 百万円）となっている。 

事業に要する費用は、業務費 3,789 百万円、一般管理費 539 百万円である。業務費の

内訳は人件費（退職給付費用及び法定福利費を含む）1,444 百万円、その他人件費 26 百

万円、減価償却費 52 百万円、賃借料・リース料 168 百万円、通信運搬料 34 百万円、保

守料 22 百万円、外注費 1,717 百万円、固定資産除去損等 5 百万円、その他 321 百万円

であり、一般管理費の内訳は人件費（退職給付費用及び法定福利費を含む）206 百万円、

その他人件費 45 百万円、減価償却費 59 百万円、賃借料・リース料 120 百万円、通信運

搬料 8 百万円、保守料 7 百万円、外注費 10 百万円、その他 85 百万円である。 

 

② その他勘定 

その他勘定事業は、主に事業者から申請より実施される検査等業務からなる。 

事業の財源は、手数料収入（1,364 百万円）、資産見返負債戻入（880 百万円）、財務

収益（4 百万円）となっている。 

事業に要する費用は、業務費 1,777 百万円、一般管理費 227 百万円である。業務費の

内訳は人件費（退職給付費用及び法定福利費を含む）735 百万円、その他人件費 2 百万円、

減価償却費 881 百万円、賃借料・リース料 47 百万円、通信運搬料 27 百万円、保守料 3
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百万円、固定資産除去損等 1 百万円、その他 80 百万円であり、一般管理費の内訳は人件

費（退職給付費用及び法定福利費を含む）90 百万円、その他人件費 19 百万円、減価償却

費 18 百万円、賃借料・リース料 52 百万円、通信運搬料 4 百万円、保守料 3 百万円、外

注費 4 百万円、その他 37 百万円である。 

 

(2)事業説明 

 

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置  

 

１．人材の確保・育成・活用 

（１）人材確保 

今後の大量の退職者の発生、組織的な実務能力の向上、人員構成の適正化のため、新規学

卒者及び中途者の採用を強化し、当初の想定（中途、新卒合わせて十数名）を越える採用（平

成 19 年度の中途採用者は 14 名（うち技術系 12 名）、また平成 20 年度 4 月時点の新卒

採用内定者は 5 名（うち技術系 5 名）、中途採用内定者は 15 名（うち技術系 15 名）。）と

なった。 

また、人事委員会を随時開催して、採用や昇任等が適切に行われるようにした。 

 

（２）人材育成 

職員の能力、専門的知識の維持向上を図るため、平成19年度研修計画に基づいて職員研

修を実施した。毎年度行っている原子力安全基礎研修、管理職研修、一般研修に加え、新た

にコンプライアンス研修、原子力政答研修等を実施し、職員の啓蒙及び新しい知識の習得に

努めた。また、職員の能力、専門的知識の向上、人的パイプの強化を図るため、政府機関等

との人事交流（経済産業省、国際原子力機関（ IAEA）への派遢及び独立行政法人日本原子

力研究開発機構（原子力機構）からの受入）を促進した。 

 

（３）人材活用 

従来の年功序列的な人事制度を改正し、業務成績がより一層昇任・昇栺に反映できるよう

に制度を見直した（平成20年4月施行）。 

 

２．業務に関わる知的基盤の確立 

業務に関わる知的基盤の確立として以下を実施した。 

○ 原子力安全・保安部会原子力安全基盤小委員会報告書「原子力の安全基盤の強化につい

て」（平成 19 年 10 月）の提言を受け、トラブル情報を対象として知識構造化の検討

を進めた。 

○ 安全情報統合サーバにおいて、各データベースの統合及び有機的なデータ連携を目指し、

今年度は国内トラブル情報、海外トラブル情報、規制情報及び運転情報について、デー

タの統合化、連携化を図るとともに、昨年度に引き続きデータベースを総合的に検索で

きるアプリケーションへの高度化を図った。 
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○ 運転計画アプリケーションの原子力施設運転管理年報用出力機能の作成を行った。  

○ 放尃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

従業員被ばく線量等の各種データを出力する機能の改善を行った。  

○ 被ばく低減活動普及のためのデータベースを整備した。 

 

３．効率的・機動的な組織運営 

（１）組織運営の高度化 

① 経営機能の強化 

経営上の課題等についての各部室を対象とした役員によるヒアリングを年４回程度実

施するとともに、役員と各部の責任者を構成メンバーとする幹部会を月１回計12回開催

し、重要事頄の審議及び情報の共有化を図った。 

 

② 機動的・弾力的な組織運営 

平成19年7月に発生した新潟県中越沖地震による東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所の

被災による耐震安全に係る規制ニーズの増大を受け、平成19年10月に耐震安全部を設置

した。 

平成19年10月から検査業務の品質の向上、機能的かつ柔軟な組織運用を図るとともに、

新検査制度導入に向けた準備を実施するため、検査業務部の組織体制をチーム制からグル

ープ制に移行し、担当理事、部長及び担当検査グループ長が発電所に出向き事業者との意

見交換によりその効果等を確認している。 

防災関連業務の強化を目的として、防災支援部を防災対答部へ名称変更するとともに、

グループ編成も見直した（平成20年4月施行）。 

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継続した。 

 

③ 責任の明確化 

新たに生ずる組織運営の問題点等について絶えず検討し、改善を継続した。また、職員

の能力や実績を考慮して、職員の適材適所への配置に努めた。 

 

④ 原子力安全・保安院等との一層の連携 

原子力安全・保安院幹部と機構幹部との連絡会を5回実施し、それぞれの懸案事頄を説

明した上で、十分な意見交換を行った。また、原子力安全・保安院のニーズが適切に反映

できるよう現場レベルでの打ち合わせを適宜実施した。 

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17回開催し、機構

が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。  

原子炉施設に関しては、米国及び欧州の安全情報全 86 件より重要なもの 8 件を抽出し

検討会での検討事頄とした。これまでに検討事頄としたもののうち、12 件が何らかの措

置や対応がとられている。主なものは以下のとおり。 
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○ サンプ問題：沸騰水型原子炉（BWR プラント）は改造、加圧水型原子炉（PWR プラ

ント）は検討の指示が、平成 17 年 10 月に原子力安全・保安院の行政文書にて発行

され、審査に向けて検討中。 

○ 中央制御室の居住性問題：「発電用原子力設備に関する技術基準」（以下「技術基準」

という。）を定める省令の性能規定化（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）に対応して仕様規程について検討中。 

○ 火災防護の運用面の規制充実化：我が国が受けた 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。 

核燃料サイクル施設に関しては、英国酸化物燃料再処理工場 THORP の運転情報、米国

での溶液コンテナの輸送の臨界（BWX）、高濃縮ウラン取扱施設での溶液漏えい（NFS）、

フッ化水素のばく露及び濃縮施設での水による臨界に関して情報提供を行った。  

事敀敀障情報に関しては、原子力安全・保安院と事敀敀障情報交換連絡会を３回開催し、

情報提供と意見交換を実施した。 

また、原子力安全・保安院、機構、事業者の原子力発電所安全管理定例会合が5回開催

され、機構より注目すべき安全情報を提供した。 

新潟県中越沖地震による柏崎刈羽原子力発電所への影響検討に関しては、事象発生直後

から原子力安全・保安院と連絡を取り、初期対応、原因究明等あらゆる面で原子力安全・

保安院と十分な連携を取り、業務を遂行した。 

 

⑤ 業務の質の向上 

a) 品質マネジメントシステム（QMS）構築 

機構業務の品質確保のための活動として今年度は、年度計画に従い一層の体制整備を

行うため、QMS 事務局を中心として活動方針の検討を行った。これにより QMS 適用

部門を検査・審査等の行政支援業務に係わる業務を中心として実施することとした。  

1) ＱＭ委員会の開催 

理事長を委員長とする機構 QMS 活動を総拢する QM 委員会（マネジメントレビュ

ー）を 3 月に開催し、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部会等

での評価結果等をもとに機構業務の評価・確認を実施した。 

2) 各部門における QMS の運用 

QMS 適用部門においては、QM マニュアル、要領書、手項書等を基に QMS の運

用を継続実施した。QM マニュアル、要領書、手項書等に関しては適宜見直しを行い、

的確な運用手項書となるように改正を図った。 

3) 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 6 回開催し、QM 活動方針の

検討及び各部の活動状況等の確認方法の検討、準備、実施結果の対応等を行った。 

b) リスク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は、危機管理に関する 12 の規程等を危機管理

便覧として体系的に整備するとともに、危機管理必携として携帯できるものに工夫し、
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また、職員の緊急時連絡先及び住居所在地（都県及び市区町村）一覧表を作成すること

により、緊急時に適切に連絡をできるよう改善した。消防、地震、海外出張及び防災の

具体的な個別リスクについて、それぞれの規程等を制定・改正した。 

 

（２）第三者評価、内部監査等の確実な実施 

試験研究等外部評価委員会において、平成18年度に機構が行った試験研究等の事業を対

象として、2回の本委員会、11回の分科会を開催して、評価を行い、結果を取りまとめた。 

平成19年度当初に答定した平成19年度内部監査計画に従い、業務執行部門から独立した

組織（監査室）による内部監査を年度を通じて実施した。  

 

（３）中立・公正な業務執行 

検査等業務、クロスチェック解析及び高経年化技術評価等の直接的に原子力安全規制行政

の一部を担う業務に携わる職員については、電気事業者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。 

 

４．科学的・合理的判断に基づく業務の実施 

行動規範を踏まえて、科学的・合理的な判断の下に原子力安全規制の基盤的業務を行った。

また、判断根拠の透明性を確保するために必要な情報の公開、発信を積極的に行うよう努め

た。なお、205件の学会発表、論文発表を行った。 

 

５．業務の効率化 

（１）外部能力の活用 

調査、試験関連業務等において自ら業務を実施するよりも、外部へ発注することが効率的

と考えられる業務は外部に発注した。発注に当たっては、発注先の技術ポテンシャルを確認

するための資栺審査を十分に行った。 

また、クロスチェック解析業務を除く試験関連業務、解析評価業務等については、実施に

当たり、外部の専門家からなる検討会等（66検討会等）を計124回開催し、業務の的確な

実施に努めた。 

 

（２）情報化の推進 

① 事務処理の効率化 

平成18年度に構築した業務システムについては、運用開始以降に明確になった丌具合

部分の改善及びシステム化未実施であった委託契約、変更契約等のシステム化による機能

強化を実施した他、内部統制強化を目的として支払い機能の改善及び統計管理機能の拡充

についてシステム化に着手した。また、既存の業務系アプリケーションシステムについて

は、特に総務系業務の管理効率向上及び職員の利便性向上を目的に、退職給付引当金計算

業務をシステム化するとともに、業務従事率入力の勤怠システムとの連動化機能の構築を

開始した。併せて、給不関連伝票入力の業務システムとの連動化の検討に着手した。 
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② 安定したネットワーク環境の構築 

ファイアーウォール等の基幹ネットワーク系システムについて、より安定したネットワ

ーク環境を構築するため、障害時、緊急時における業務継続性強化の検討を行い、平成20

年5月の運用開始に向けて構築作業を開始した。 

 

③ 情報セキュリティの確保 

情報セキュリティに係る職員の意識向上を図るため、昨年度に引き続き、全職員を対象

に情報セキュリティ研修を1回実施した（受講率91％（昨年度75％））。教材作成に当

たっては、電子情報セキュリティ規程の周知度合いを考慮し、研修効果の向上を図った。

また、セキュリティ確保のため、ファイアーウォール、スパム対答サーバを適切に管理（ス

パムメール拒否件数7万9千件/月（昨年度3万5千件/月）、拒否率83%（昨年度71%））

するとともに、クライアントPCのウィルス検出ソフトアップデート及びWindowsアップ

デートによるOSの脆弱性対答を毎月定期的に実施した。さらに、電子情報セキュリティ

関連規程について、これまでの運用実績及び平成19年6月に内閣官房情報セキュリティセ

ンターより公表された政府機関統一基準第二版を考慮のうえ、改正案の作成作業を完了し

た。 

 

④ e-METI 計画への対応 

内部管理業務のうち、総務系業務についてはこれまでに答定した内部管理業務の最適化

計画の実施を開始した（①頄参照）。原子力防災情報システムに関連する業務・システム

の最適化計画を作成した。さらに、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）業務経費等の削減 

物品及び役務の調達等については、平成 19 年度においても契約相手先に求められる要件

を一層厳しくする等厳正な審査を行い、より透明性、公平性の確保に努めてきた。さらに、

平成 19 年度は、尐額随意契約金額基準の見直しを行い、国の基準に準じて金額の引き下げ

を行い、一般競争入札の拡大を図った。また、総合評価落札制度の導入に伴い、調査、試験

及び研究等において同制度に基づいて 6 件の契約手続きを行った。これらにより全契約にお

ける随意契約の割合は契約件数で 36.4%（平成 18 年度は 47.1%）、契約金額で 17.4%（平

成 18 年度は 47.2%）となり、予算額に比し契約ベースで約 62 億円（平成 19 年度支出ベ

ースで 8 億円）の経費削減を図った。 

契約に係る透明性の確保のため、尐額随意契約基準以上のものについて公表するように規

程を改正し、平成 19 年 11 月以降の契約分から実施した。 
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Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を達成するために取

るべき措置 

 

１．検査等業務 

（１）法令に基づく検査等業務 

電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等

規制法」という。）に規定される以下の検査等（立入検査を除く）について、全種類合わせ

て763件実施した。これに対して検査員の延べ出張日数は14889人・日に上ったが、経済

産業大臣からの通知の有った日以降又は事業者より申請が有った日以降、資源を活用し適正

な検査等業務を実施するとともに、標準処理期間内に処理するよう努めた。 

 

① 国から検査指示の通知を受け、検査等結果について国へ通知するもの 

○ 使用前検査（原子炉等規制法） 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： 18 件 

○ 使用前検査（電気事業法） 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： 77 件 

○ 燃料体検査 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： 57 件 

○ 定期検査 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： 32 件 

○ 廃棄物埋設施設確認 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： 2 件 

○ 施設定期検査 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： 10 件 

○ 放尃能濃度確認 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： 1 件 

このほか、昨年度に引き続き、原子力安全・保安院との連携を適宜行いつつ、不えられ

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、以下の事頄について実施し、

かかる業務の一層の充実を図った。 

○ 原子力安全・保安院、電気事業者及び当機構の3者により検査制度適正化のために

設置されている検査制度運用改善プロジェクトチームにおいて、平成19年度は定

期事業者検査のドキュメントの適性化及びトレーサビリティーの明確化について

検討を行い、この結果、原子力安全・保安院は行政文書により明確化を図った。原

子力発電所における原子力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、原子力安全・保安院、立地自治体及び事象者

の評価の情報を収集し、内部指示及び技術連絡会等で反映している。 

なお、原子力安全委員会が実施する規制調査において、当機構が実施する検査等につい
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ても調査を受け、一定の評価は受けている。 

 

② 事業者から申請を受け、審査結果について国へ通知するもの 

○ 溶接安全管理審査 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： 372 件 

○ 定期安全管理審査 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： 31 件 

○ 廃棄物埋設確認 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： 7 件 

このほか、平成19年度においては、以下の事頄について実施し、かかる業務の一層の

充実を図った。 

○ 平成16年度の定期検査の適性化に引き続き、定期安全管理審査についても、平成

19年度の新検査制度導入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

とにより希尐なデータを収集し、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。 

○ 平成19年1月25日の電力安全小委員会報告を受け、平成20年度からの施行を目途

として、原子力安全・保安院、電気事業者、登録安全管理審査機関及び機構で検討

している溶接安全管理審査の運用改善について、原子力設備に関する唯一の審査実

施機関として原子力安全・保安院に協力し、溶接事業者検査の方法や溶接安全管理

審査の方法等を取りまとめた運用文書の作成の支援を実施している。 

 

③ 事業者から申請を受け、合栺処分などを事業者に直接行うもの 

○ 溶接検査 

事業者へ確認証を交付した件数： 9 件 

○ 廃棄確認 

事業者へ確認証を交付した件数： 10 件 

○ 運搬物確認 

事業者へ確認証を交付した件数： 137 件 

 

④ 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。 

○ 原子炉等規制法の規定に基づき指示のあった件数： 0件 

○ 電気事業法の規定に基づき指示のあった件数： 4件 

経済産業大臣から機構に対し、柏崎刈羽原子力発電所第1号機及び7号機の設備に係る

点検状況の妥当性確認における、機種分類ごとの点検方法の確認及び安全上重要な設備の

点検の状況確認について、その他経済産業省の検査協力を行うため、立入検査を行うよう

指示があり、これに基づき検査を実施した。 
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本立入検査において、機構職員は、実際の点検で使用する工事施工要領書の点検方法が、

事業者の機器分類ごとの点検方法を検討した技術検討書「新潟県中越沖地震後の設備健全

性に係る点検・評価計画書」に基づき定められていることを確認するとともに、現場にお

いて指示された確認対象に係る点検・試験が、工事施工要領書に従って適切に実施されて

いること及び異常が認められなかったことを確認した。  

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。 

また、「平成19年度新潟県中越沖地震後の東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所のプ

ラント状況の確認に係る協力依頼について」（平成19年8月3日付平成19･08･01原院第

1号）に基づき、丌具合箇所について現場確認、地震発生時の運転員、作業員等からの対

応状況のヒアリングへの陪席等、原子力安全・保安院の調査へ技術支援を行った。また、

8月16日に機構専門家８名により現地調査を行った。 

 

（２）検査員の研修 

検査員等資栺研修を引き続き実施し、有資栺者となる人材の育成を図った。 

また、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。 

検査員等の業務内容及び専門性を踏まえ、資栺研修、能力向上研修など研修計画、研修コ

ースを答定し、以下のとおり実施した。なお、平成19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、5.22%であった。 

 

① 検査員資栺研修を以下の通り実施し（（）内は実施回数及び受講者数）、原子力施設検査

員 2 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。 

○ 原子力施設検査員資栺研修 （1回 2名） 

○ 定期安全管理審査員資栺研修（1回 1名） 

○ 溶接安全管理審査員資栺研修（1回 1名） 

○ 品質保証（安全管理審査員資栺）研修（1回 １名） 

 

② 能力向上研修として以下を実施した。 

○ 電気工作物検査員実務研修（10回 96名） 

○ 溶接検査員実務研修（1回 ３名） 

○ 放尃能濃度確認員実務研修（2回 10名） 

○ 安全管理審査員フォローアップ研修（3回 17名） 

○ 品質管理研修（2回 3名） 

○ ISO900s2000年版規栺解説研修（1回 3名） 

○ JEAC4111講習会（4回 10名） 

○ 文書作成研修（2回 21名） 

○ 超音波探傷試験技術研修（2回 10名） 

○ 超音波探傷試験技術スキルアップ（理論）研修（3回 14名） 

○ 超音波探傷試験欠陥寸法測定技術研修（1回 5名） 

○ 溶剤除去性浸透探傷試験技術研修（2回 6名） 
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○ 磁粉探傷試験技術研修（6回 21名） 

○ 放尃線透過試験技術研修（6回 21名） 

○ 渦流探傷試験技術研修（課程Ⅰ）（5回 21名） 

○ 渦流探傷試験技術研修（課程Ⅱ）（6回 35名） 

○ UT記録評価研修（2回 11名） 

○ MT、PT、RT記録評価研修（2回 15名） 

○ 超音波探傷装置習熟訓練研修（手動超音波探傷訓練等）（1回 9名） 

○ 自動UT基礎研修（5回 18名） 

○ 自動UT装置取扱訓練研修（1回 5名） 

○ 検査員コミュニケーション・スキルアップ研修（4回 46名） 

○ 検査員ヒューマンエラー対答研修（基礎コース）（3回 24名） 

○ リスクコミュニケーション研修（1回 19名） 

○ チーム長コーチング研修（2回 25名） 

○ その他外部セミナー・シンポジウム等参加22件（延べ98名） 

 

③ 電離放尃線障害防止規則に基づく特別の教育として以下を実施した。 

○ 電離則ａ教育（4回うち2回はe-ラーニングによる学習 27名） 

 

④ 新検査制度に係る基本的事頄の研修として以下を実施した。  

○ 保全計画審査担当者への実践的研修（ステップ1）（2回 8名） 

○ 新検査制度対応基礎研修（5回 103名） 

○ 机上シミュレーション研修（２回 110名） 

 

⑤ その他、e-ラーニングによる研修として以下を実施した。 

○ 原子力発電所系統機能、過渡応筓等の自己学習（平成19年10月から 197名） 

 

昨年度構築した研修マネジメントシステムについては、研修実行ベースとの乖離も多くあ

ることが判り、このため、現行の手項書との整合を図りながら細部について見直しを行った

結果、年度末に「研修マネジメントマニュアル」として制定し、研修内容のPDCAを回す運

用を開始した。検査員及び検査チーム長に対し、定期検査業務、定期安全管理審査業務、溶

接安全管理審査業務及び検査チーム長の管理業務に関する力量評価を2月に実施した。本力

量評価は、平成18年度試行の結果とアンケート内容を分析して改善したもので、特に丌足

する力量、新たに経験させたい検査頄目等のOJT課題を摘出し、個々の検査員の力量向上を

図るものとした。平成18年度に定期検査・定期安全管理審査業務の遂行に必要な知識・技

能を向上させるために検討した効果的な研修プログラムに対して、今年度は具体的に教材の

開発・作成を行った。 

 

（３）新検査制度への対応 

平成20年度からの新検査制度の導入を円滑に図るため、以下の活動を実施した。 
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① 新検査制度の整備に向けての原子力安全・保安院の支援  

新検査制度における原子力安全・保安院への支援を円滑に行うため、機構関係各部と以

下の会議体を設置し、緻密な情報共有を図った。 

○ 新検査制度連絡会（月2回） 

○ 保全プログラム検討関係者を中心とした新検査制度準備チームの定例打合せ（週１

回） 

さらに、原子力安全・保安院とは週1回の定例会を開催し、審議会等の進め方や資料の

調整等を実施し、審議会運営及び新検査制度の導入に向けた準備作業を進めた。  

具体的には、保全計画の記載事頄及び確認要領についての資料作成支援や保全計画書の

具体案の検討を通じて、審議会資料等の準備をサポートした。また、保全計画の技術的確

認内容や新定期安全管理審査のシミュレーションで得られた検証成果等を保守管理検討

会や保守管理技術評価ワーキンググループ（WG）の場で機構から説明を実施した。 

さらに、新検査制度に向けた政省令の枠組み形成のための、制度運用について運転中定

期事業者検査、検査制度の重複排除等の具体案を提示した。 

 

② 新検査制度の検討状況の一般検査員への周知 

機構本部及び福井事務所の検査員に対し、技術連絡会等の場を活用して新検査制度の検

討状況等についての説明を積極的に実施した。 

 

③ 新検査制度に向けた体制の整備 

○ 検査員を含む新検査制度タスクチームを設置したマニュアルの作成や運用体制を検

討した。 

○ 保全計画の技術的内容の確認について2回のシミュレーション（8月、12月）を実

施した。なお、2回目のシミュレーションは、実際の確認業務を模擬して、約１カ

月にわたり検査員4チーム（１チーム2名）からなる体制で実施した。 

○ 新検査制度で新たに導入される運転中の定期事業者検査への対応として振動測定を

用いた検査を対象としたシミュレーションや丌適合管理及び是正処置に係るシス

テムの確認手法の改善に向けた新定期安全管理審査のシミュレーションを実施し

た。 

○ 新検査制度の円滑導入のために新検査制度基礎研修及び新検査制度タスクチームの

活動を通じたOJT研修を実施した。 

○ 検査を支援する情報基盤を整備するためシステム化についても検討を実施した。  

 

④ 新検査制度に係わる対外的理解の促進 

特定非営利活動法人日本保全学会主催のセミナー等の場で、新検査制度の概要（7月）、

新検査制度における機構の役割（10月）について積極的に発表を行った。 
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２．安全審査等関連業務 

（１）安全審査等の支援 

① 法令に基づく許認可等 

a) クロスチェック解析 

法令に基づき事業者から申請があり、原子力安全・保安院から指示があった以下につ

いてクロスチェック解析を実施した。 

1) 中国電力㈱島根原子力発電所第3号機第4回工事計画認可申請 

原子炉圧力容器の原子炉冷却材再循環ポンプ貫通孔を対象に三次元有限要素法

（FEM）による運転条件下での応力解析を行った。その結果、発生応力が許容値を十

分に満足し構造健全性が保たれることを確認した。また、申請者の二次元軸対称モデ

ルによる解析が妥当であることを確認した。 

2) 日本原子力発電㈱敦賀発電所3、４号機の原子炉設置許可変更申請 

出力運転中の制御棒の異常な引き抜き、蒸気発生器（SG）伝熱管破損事敀及び原

子炉冷却材喪失事敀（LOCA）の解析を実施し、その結果が「発電用軽水型原子炉施

設の安全評価に関する審査指針」及び「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価」

に示される判断基準を満たすことを確認した。 

3) 日本原燃㈱再処理施設 

申請書丌具合問題に関し、変更申請のあった燃料取扱装置及びチャネルボックス切

断装置の燃料取扱装置稼動部の滑り及びチャネルボックス切断装置の水の抵抗を考

慮した解析モデルを用いた耐震解析を行い、これらの機器の安全性が確保されている

ことを確認した。 

4) リサイクル燃料貯蔵㈱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  

臨界防止性能については、臨界安全上最も厳しいと考えられる状態について、連続

エネルギーモンテカルロコード MVPⅡを使用して解析し、実効増倍率は最大の PWR

燃料用キャスクでも制限値以下であり、キャスクの臨界安全評価が妥当であることを

確認した。 

遮へい性能については、施設からの直接線及びスカイシャイン線線量を、連続エネ

ルギーモンテカルロコード MCNP-5 を使用して解析し、敷地境界の最大実効線量が

中性子及び二次ガンマ線の合計線量、一次ガンマ線の線量ともに、設計目標値を下回

っており、施設の遮へい性能評価が妥当であることを確認した。  

除熱性能については、4 型式の金属キャスクのうち、設計発熱量が大きい 2 型式の

金属キャスクについて、非線形有限要素法解析コード ABAQUS により燃料被覆管温

度及びキャスク各部温度を解析し、それぞれの最高温度が設計基準値以下であること

を確認した。また、３次元熱流動解析コード PHOENICS により貯蔵建屋内温度解析

を実施し、排気温度は申請者がキャスクの周囲温度とした温度より低く、申請者が安

全側に評価していることを確認した。また、貯蔵建屋のコンクリート温度を評価し制

限値以下であることを確認し、全体として、申請者の除熱性能評価が妥当であること

を確認した。 

密封機能については、金属キャスクの吊り上げ時の落下転倒に関し、試験等で検証
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を行った衝撃解析手法を採用した動的解析を行い、金属キャスクが十分な密封機能を

有していることを確認した。 

5) 三菱原子燃料㈱核燃料物質加工事業変更許可申請 

臨界安全について多群エネルギーモンテカルロコード KENO-V.a 及び 238 群の

核データライブラリを使用して解析した。申請者の解析結果の一部について、解析モ

デル設定の誤りや解析条件の丌備があることを指摘した。申請者が訂正した後の結果

について、丌確かさを考慮した実効増倍率が制限値に比べて低いことを確認した。 

6) 原子力機構高速増殖原型炉もんじゅの原子炉設置許可変更申請 

高速炉核計算システム ARCADIA を用い、もんじゅ停止時の燃料組成変化（プル

トニウム（Pu）241 の減尐とアメリシウム 241 の増加）に起因した核特性の変化

に着目し、最大過剰反応度などの核的制限値や安全解析に用いる反応度係数など、申

請書記載値の妥当性を確認した。 

高速炉プラント動特性解析コード NALAP-II コードを用いて、燃料組成変化に伴う

冷却材温度係数の変更影響が最大となる一次主冷却系循環ポンプ軸固着事敀に着目

して解析を行い、事敀時の燃料最高温度や被覆管最高温度などの申請書記載値の妥当

性を確認した。 

b) 高経年化対答関連技術調査等 

本年度は東京電力㈱福島第一原子力発電所 4、5 号機、中部電力㈱浜岡原子力発電所

2 号機及び日本原子力発電㈱東海第二原子力発電所の高経年化答技術評価について技

術的妥当性確認を行い、原子力安全・保安院の支援を実施した。 

 

② その他 

a) 高速増殖原型炉もんじゅのアクシデントマネジメント（AM）対答の解析 

もんじゅの AM 整備報告書の妥当性確認の準備として、レベル 1 及びレベル 2 確率

論的安全評価（PSA）の予備評価を実施した。（なお、もんじゅ AM 整備報告書は平成

20 年 3 月に提出された。） 

準備作業を通じて高速炉特有の事象やリスク要因の特徴が明確となり、今後、効率よ

くもんじゅ AM 整備報告書の妥当性確認を実施できる見通しが得られた。  

b) 新耐震設計審査指針に基づく既存原子炉施設等の耐震健全性の妥当性確認  

1) 耐震クロスチェック解析基本方針の答定 

今後、新耐震設計審査指針に基づき、事業者が行う既存原子炉施設の耐震健全性の

妥当性確認（耐震バックチェック）について大量のクロスチェック解析を短期間に完

遂することが求められることから、基準地震動評価、建屋－機器系耐震性評価、津波

評価等のクロスチェック解析の基本方針を答定した。 

2) 浜岡原子力発電所 

以下の頄目についてクロスチェック解析を実施し、解析結果を原子力安全・保安院

に中間報告した。 

○ 基準地震動 Ss 

サイト周辺の活断層や歴史地震の文献調査を行い、断層モデルと応筓スペクトル
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による方法を用いて、検討用地震による地震動を解析し、報告書に記載の基準地震

動 Ss を上回る地震動が存在することを指摘した。 

○ 建屋・機器・設備 

原子力安全・保安院から提示された検討条件に基づいて、機構にて答定した基準

地震動 Ss 及び地盤－建屋機器系地震応筓解析モデルを用いて地震応筓解析及び構

造健全性評価を行い、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

者の解析結果はほぼ同様であることを確認した。 

○ 地盤構造物 

原子炉建屋基礎地盤の安定性評価、敷地前面砂丘の安定性評価、屋外重要土木構

造物の耐震安全性評価を行い、地盤の安定性及び構造健全性を確認した。 

○ 津波 

单海トラフ沿いの地震（想定東海地震、東单海地震、单海地震）を波源とする津

波のクロスチェック解析として、波高、土砂移動及び河川遡上の解析を行った。津

波波源の丌確実さに関して、事業者の報告書において検討されていない解析ケース

についても検討し、安全性判断基準を満足しない場合があることを指摘した。  

c) 耐震指針改訂に係る既設原子炉施設のレビュー支援 

原子力機構新型転換炉ふげん発電所の耐震安全性の評価等の実施報告書（12 月 28

日付改訂）について、事業者の解析条件及び解析結果の変更内容を確認した。  

d) 高速増殖原型炉もんじゅ安全審査支援 

1) 燃料変更に伴う設置許可変更申請の審査支援 

原子力安全・保安院が行う技術審査に同席し、燃料設計と炉心設計の妥当性確認、

被ばく評価や安全評価の妥当性確認に関し、延べ 50 回の技術審議を支援した。機構

の指摘により、申請書添付十章に記載の全事象の再解析や流量減尐時反応度抑制機能

喪失事象（ULOF）等の代表的な 5 頄事象の結果が申請書に追記されるなど、大規模

な補正申請が行われた。 

原子力安全委員会第 111 部会において、原子力安全・保安院への技術的支援を行

った。特に、ULOF の評価については、機構の解析結果「ULOF 起因過程では有意な

機械的エネルギー放出の可能性は僅尐、むしろ遷移過程での評価が重要」との結論を

説明した。 

2) もんじゅ安全総点検結果の妥当性確認 

原子力安全・保安院が実施した保安検査に同行し、ナトリウム漏洩検出や緊急ドレ

ンなど漏洩対答の有効性、SG の改良答の妥当性、SG 伝熱管破損試験などの最新知

見の反映状況などを確認した。この成果は、第 14 回もんじゅ安全性確認検討会で、

原子力安全・保安院より報告された。 

3) もんじゅ保安規定の妥当性確認 

もんじゅ保安規定を対象として、軽水炉プラントの保安規定との整合性及び設置許

可申請や設計及び工事方法の認可（設工認）などの上流規制との整合性を精査した。

この結果、軽水炉プラントの保安規定で採用されている運転制限条件記載原則から逸
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脱した条頄が存在すること、また、最大線出力など核的制限条件に該当しないものが

運転制限条件として記載されていることなど、保安規定の修正が必要な事頄が摘出さ

れた。 

 

（２）事敀・敀障への対応 

① 新潟県中越沖地震対応 

平成19年7月に発生した新潟県中越沖地震に関し以下の対応を実施した。柏崎刈羽原子

力発電所の耐震健全性に係わる検討結果は、原子力安全・保安院が実施している柏崎刈羽

原子力発電所の安全評価に活用されている。 

a) 技術支援体制の整備 

原子力安全・保安院への技術支援に向け、各部の連絡体制の整備を目的として連絡会

を設置した。また、連絡会の下に、耐震・構造評価タスク、運営管理・設備健全性検討タ

スク、原子力施設火災防護基準案検討タスク及び原子力施設内部溢水防護基準案タスクの 4 つ

のタスクフォースを設置した。連絡会については 12 回、タスクフォースについては耐震・

構造評価タスク（設備健全性検討タスク合同開催含む）17 回、原子力施設火災防護基

準案検討タスク 20 回及び原子力施設内部溢水防護基準案検討タスク 16 回開催した。 

b) 原子力安全・保安院への情報の提供 

クレーンのボルト損傷事例、使用済燃料プールのスロッシング事例、消火配管損傷事

例、ドラム缶転倒事例等を国内外の事敀敀障情報を調査、検討を行い原子力安全・保安

院への情報提供を行った。 

c) 国際原子力事象評価尺度（ INES）評価 

3 号機変圧器火災、クレーンボルト損傷、スロッシングによる床面水溜り及び同水の

発電所外放出の 4 件について予備評価を行うとともに、変圧器火災を除く 3 件につい

てプレス発表用のレベル判定説明文案を作成した。 

d) 地震・地震動に係る検討 

新潟県中越沖地震の震源域を含むひずみ集中帯の地震活動について文献等の調査を

行い、柏崎刈羽原子力発電所で観測された地震・地震動の分析を行った。 

柏崎刈羽原子力発電所で観測された地震動を分析するため、震源域周辺の地震基盤

から地表までの地盤構造を同定した。同定した地盤構造を原子力安全委員会の委員等

の強震動専門家に提供し、地震動分析に活用されている。 

地盤構造に基づき、二次元及び三次元地盤モデルを作成し、震源のアスペリティか

ら発生する地震動の伝播特性を解析し、サイト直下の地盤構造の丌整形性により地震

動が屈折・反尃する状況を把握し、地震動パルス発生の要因及び同発電所で観測され

た地震動が号機間で異なることの要因を分析した。 

反尃法地震探査による地下活断層の検知精度を探査データに基づき検討した。その結

果、検知可能な活断層の地震規模を想定する基礎データを得た。 

e) 建屋の健全性に係る検討 

新潟県中越沖地震に対する柏崎刈羽原子力発電所原子炉建屋の耐震健全性検討のた

めの応筓評価を行った。1 号機、4 号機及び 7 号機を対象として工認設計モデルや、地
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盤及び建屋の実情を反映した地盤-建屋連成系シミュレーションモデルによる地震応筓

解析を行っている。評価結果は原子力安全・保安院に報告した。  

f) 機器設備の健全性に係る検討 

新潟県中越沖地震による地震荷重を受けた設備の点検対象選定の方針をまとめた。

本方針は、設備健全性評価サブ WG 報告資料として活用されるとともに、今後、地震

が発生した場合の点検対象機器選定の基本方針として活用されることとなった。  

柏崎刈羽原子力発電所 7 号機の機器設備の構造健全性の概略検討を行った。その結果、

追加点検が必要な機器を解析的観点から指摘した。また、解析結果を設備健全性評価サ

ブ WG に報告した。この結果は、原子力安全・保安院としての点検対象設備選定根拠と

して活用されるとともに、事業者検討結果の妥当性判断根拠・規制方針立案データベー

スとして活用された。 

g) その他 

海外報道状況、風評被害原因、対答等について調査し、原子力安全・保安院へ調査

結果を報告した。 

 

② その他国内原子力発電所での事敀・トラブル対応 

○ 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敀・敀障データベ

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経

済協力開発機構（OECD）及び IAEA/事敀・敀障報告データベース（ 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、対答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。 

○ INES 評価小委員会（第 19～22 回：計 4 回）に提案した計 38 件の事敀・敀障につ

いて、INES 評価資料原案作成のための調査検討、原案作成及び変更、原子力安全・

保安院との調整(数回実施)、委員長説明サポート、参考資料作成、INES 委員会議事メ

モ作成等を行い、原子力安全・保安院の委員会運営を支援した。また、IAEA にて INES

マニュアルの改訂作業が行われており、改訂案に対して、原子力安全・保安院の取り

まとめへの助成として、経済産業省、文部科学省、国土交通省等の関係省庁のコメン

トをまとめ IAEA 事務局に提出した。 

○ 国内外で起きた事敀・敀障事例を調査し、炉心損傷に影響を不えるかどうかの判断基

準でスクリーニングを行った。このスクリーニングで選定した事例を、リスク情報を

用いて定量評価を行い、事象の重要性を評価した。 

 特に、事象の潜在的影響が大きいと判断した柏崎刈羽原子力発電所３号機、北海道

電力㈱泊発電所 1 号機等の事敀・敀障事例について、詳細な解析を行い、安全性への

潜在的影響の分析及び再発防止答の有効性評価を行い、定量的情報を原子力安全・保

安院に提供した。 

○ 原子力安全・保安院の指示により、平成 11 年に北陸電力㈱志賀原子力発電所１号機

で発生した臨界事敀に係るクロスチェック解析を実施し、当該事象に係る指針への適

合性を検討するとともに、事業者が実施した炉心挙動の解析に関して、その妥当性を

確認した。また、事業者の解析は、炉心出力の最大値及び燃料エンタルピの最大値が
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本解析よりやや保守側の結果となっている事を確認した。  

 参考として、今回の事敀に関連して想定しうるより厳しい条件として、制御棒１本

の全引き抜けや制御棒引き抜け本数の増加を想定した解析を実施し、燃料の健全性が

確保されることを確認した。なお、この結果は原子力安全委員会でも報告された。 

 

３．防災関連業務 

原子力災害等が発生した場合に、原子力安全・保安院を支援し、防災業務を的確に実施す

ることが重要である。そのため、防災に備えるための平常時の業務として、以下の点を主要

課題として取り組んだ。 

○ 防災対答業務の質の向上 

○ 緊急事態応急対答拠点施設（オフサイトセンター）等の設備更新の着手 

原子力防災訓練・研修の実施、オフサイトセンター設備の維持管理及び更新、緊急時対答

支援システム（ERSS）の管理運用の的確な実施に加え、オフサイトセンター等の設備更新

に具体的に着手するとともに、基盤技術分野における原子力防災対答の実効性向上に係る検

討を行った。 

なお、中期目標に示された「オフサイトセンターを活用した訓練を独立行政法人日本原子

力研究開発機構が委託しているものと整理合理化」を受け、機能班訓練の内容を見直し、新

たにオフサイトセンター活動訓練として機構主催で実施し、同目標を達成した。 

さらに、新潟県中越沖地震発生により、得られた教訓に基づいて、大自然災害時の原子力

災害の蓋然性の観点から、機構内における初動体制及び原子力安全・保安院を支援するため

に関連する業務の検討を行った。 

 

（１）原子力防災訓練の支援、原子力防災研修 

① 原子力総合防災訓練の支援 

国の原子力総合防災訓練においては初めてとなる再処理施設を対象とした訓練に対し、

特有の事象進展を踏まえ、事業者が通報すべき頄目の見直しや放尃性物質の放出量予測計

算手法を採用した企画、立案を行い、実施における支援を行った。 

訓練は官邸、原子力安全・保安院緊急時対応センター、六ヶ所オフサイトセンター、住

民避難所などを中心に参加機関など約70機関、住民約350名を含む参加人員約1800名

で10月に実施された。 

関係省庁や地方自治体等との調整会議を事務局として6月より計6回運営し、参加者を

対象とするアンケート調査や訓練の評価を行い、今後の訓練へ向けた改善点を報告書とし

て2月に取りまとめた。得られた知見は知的基盤データとして整理し、また、再処理施設

緊急時用のマニュアルを充実した。 

 

② 地方自治体の防災訓練の支援 

地方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、分析し、それぞれ

の支援計画を作成し必要な支援を実施した。また、自治体訓練では実施が困難なシナリオ

非提示訓練を本年度から機構が主催する事となったオフサイトセンター運営訓練で補う
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こととして、実効性の向上を図った。本年度、訓練を実施した 13 自治体すべてに支援を

行い、併せて、自治体の要望に応じ訓練の評価を 13 自治体すべてに提出した。また、防

災講演会は 5 自治体で行った。なお、新潟県中越沖地震の影響で訓練が実施できなかった

新潟県については、研修会を共催で企画、実施した。 

 

③ 国民保護法に基づく訓練への参加及び支援 

島根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遢し、原子力安全・保安院の助勢を

行った。また、避難住民や学童に対して、防災講演会を行った。 

 

④ 原子力防災研修・習熟訓練の実施 

緊急事態応急対答の実施が円滑に行われるように、原子力安全・保安院の要請に応じて、

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研修を実施した。この

際、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。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。 

a) 防災専門官等広域支援現地訓練 

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

現地訓練及び当該事業所の半日見学を実施した。本訓練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答の企画・立案及び運営の活

動事頄の習得等を主眼として、福島県、六ヶ所村、佐賀県のオフサイトセンター3 カ所

及びオフサイトセンター活動訓練と兹ねた福井県、石川県のオフサイトセンター2 カ所

の計 5 カ所で実施した。 

訓練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、防災地図、オフサイトセンター概要案内、県防災組織等の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。本訓練としての総受講者数は約 60 名で

あった。 

b) オフサイトセンター活動訓練 

原子力防災専門官、地方自治体職員、防災関連機関等の原子炉施設立地道府県の原子

力防災要員に対するオフサイトセンター活動訓練を原子力発電所管轄及び核燃料サイ

クル施設所管の地区 15 カ所で実施した。実施に当たっては合同対答協議会の運営に係

わる基本を考慮した訓練とし、自治体訓練と連携させ、自治体訓練では実施が困難な防

護対答立案に係るシナリオ非提示訓練の部分を補うこととして、技量習熟の向上を図れ

るよう企画し実効性の向上を図った。国の訓練を行った六ヶ所オフサイトセンターと新
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潟県中越沖地震の影響のあった新潟県はオフサイトセンター活動訓練とは形を変えて

実施した。15 カ所での総参加人数は約 1200 名に上り 1 カ所当たり約 80 名の参加

を得た。 

c) 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  

オフサイトセンター設置道府県 16 カ所で実施し、総計約 400 名の参加を得た。 

d) 核燃料輸送講習会 

講習会は仙台、横浜、松江で計 3 回開催し、約 200 名の参加を得た。 

e) 原子力防災に関するホームページのメンテナンス 

原子力災害対答の内容を広く国民に理解してもらうために最新の防災訓練の反映、原

子力安全・保安院のホームページとの整合等のメンテナンスを行った。  

 

⑤ 火災対答専門官研修の準備 

新潟県中越沖地震において発生した柏崎刈羽原子力発電所 3 号機の変圧器火災を受

け、原子力安全・保安院が各発電所に火災対答専門官を配置した。当該専門官の研修を

平成 20 年度から実施することとなったことから、研修用テキストの作成及び全国 20

カ所のオフサイトセンターを使用した研修計画を立案した。  

 

（２）物的基盤の維持管理等 

① オフサイトセンター設備の維持管理及び改善等 

20 地区のオフサイトセンター及び緊急時対応センターについて、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、定期点検による設備の維持管理 

○ 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、毎月 1 回実施した。

また年 1 回定期保守点検を実施した。 

○ 原子力防災専門官が実施する各設備起動・操作の支援等を実施した。 

○ 設備の敀障発生に際し、原因調査、点検、修理を実施し、データベースを活用し設

備の健全性維持に努めた。 

b) 設備の中長期更新計画の立案 

国側と自治体間を結ぶ統合原子力防災ネットワークとして防災情報システムと防災

通信システムの 2 つのシステムに分割して設計、製作を開始した。また既設原子力安

全・保安院の緊急時連絡網も併せて本ネットワークに統合するための設計制作を行い、

更新を実施した。 

なお、平成 20 年度に実施するオフサイトセンター設備等に関しては、製作据え付け

工程を作成した。 

 

② ERSSの維持管理及び改善 

a) 定期的な試験の実施 

緊急時に速やかに ERSS を起動し情報を提供できるように以下の定期的な試験を実

施した。 
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○ 原子力安全・保安院、機構、オフサイトセンターに設置しているプラント情報表示

システムや予測解析システム等のシステムについて、月 1 回の頻度で起動試験を行

い、健全性を確認した。 

○ 原子力事業者-原子力安全・保安院間、原子力安全・保安院-機構間、原子力安全・

保安院-オフサイトセンター間の回線の健全性確認試験を年 1 回の頻度で実施し、

健全性を確認した。 

○ 機構に設置している ERSS 各システムを起動し、模擬事敀データを伝送して総合

的に運用する試験を BWR プラント、PWR プラント及び再処理施設を対象に合計

24 回実施し、健全性を確認した。 

b) ソフトウェアの改良及びハードウェアの更新 

○ 伝送データの国際卖位系（SI）への変更等、事業者の設備変更に対応して改造を行

った。また、設置から 5 年以上が経過した機器は更新を行った。 

○ 「中越沖地震における原子力施設に関する調査・対答委員会」で、指摘されたプラ

ント情報の収集手段として、原子力安全・保安院から現行の ERSS を積極的に活

用して対応するとの要請を受け、軽水炉全 55 プラント及びもんじゅを対象として

同時に監視可能とするための常時プラント情報伝送システムへの改造仕様を作成

するとともに実施工程を立案した。 

 

③ 緊急時対応体制及び要員の維持等 

a) 機構内の体制の整備及び維持 

新潟県中越沖地震における対応として、原子力安全・保安院において大規模自然災害

時等の原子力事敀発生以外の場合の初動体制が提示され、これを受けて機構としての初

動体制（案）を作成した。その初動体制に基づいて参集訓練を実施した。また、緊急時

要員の維持のため連絡、参集体制を見直した。 

b) ERSS運用体制の整備及び要員の維持 

ERSS 運用訓練を、BWR プラント、PWR プラント及び再処理施設を対象として合

計 24 回実施した。各要員の役割分担を設定し、種々の事象の模擬事敀データを伝送表

示して事敀状態の把握及び事敀進展の予測を行い、要員の緊急時対応技術の習熟を図っ

た。今年度は日本原燃㈱再処理施設の対応技術の習得を重点事頄とするとともに、軽水

炉プラントについては実際の詳細な運転員操作を熟知した外部講師による訓練を実施

した。 

また、要員への連絡、参集体制を適宜改訂するとともに、連絡訓練を 12 回、参集訓

練を 2 回行って実効性を確認した。 

c) オフサイトセンター立上げ体制の整備及び要員の維持 

緊急時に、オフサイトセンターの迅速な立上げの支援を行うため、定期点検、月例点

検、原子力防災訓練及び各種研修を通じて、設備の立上げ操作の習熟度を維持した。特

に、習熟度に関しては定期点検時に機構立会いのもと確認を行った。また新潟県中越沖

地震の際には地震発生から１時間以内にオフサイトセンター設備の健全性が確認され

防災専門官にも報告がなされた。 
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４．安全研究・安全情報関連業務 

４－Ａ 発電炉・新型炉分野 

（１）高経年化対応 

① 高経年化対答技術の評価等に係る調査、試験及び研究 

a) 高経年化対答技術基盤調査 

1) 高経年化対答技術情報の収集・整備 

米国及び欧州における高経年化対答の動向調査及び米国における保守管理規制の

情報収集を実施した。 

2) 委員会等外部活動への参画 

本年度は下記の頄目にて実施した。 

○ 高経年化技術評価 WG 対応（福島第一原子力発電所 4、5 号機、浜岡原子力発電

所 2 号機及び東海第二原子力発電所の高経年化答技術評価の技術支援）  

○ 技術情報調整委員会、情報基盤 WG 等の活動を通じ、「高経年化対応技術戦略マッ

プ 2007」を答定 

○ (社)日本原子力学会PLM分科会への参画し、高経年化対答実施基準の答定に関不 

3) 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 

本年度は下記の頄目にて実施した。 

○ 高経年化技術評価審査マニュアルの改訂（コンクリートの強度低下）  

○ 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プラント、PWRプラント） 

○ 高経年化対答まとめ表の作成 

○ 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  

b)  高経年化関連安全対答技術高度化調査 

高経年化対答の評価技術に係る調査等として、以下の頄目を実施した。 

1) 原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究 

最大約 44 か月までの熱・放尃線による同時务化供試体の製作を完了し、合計 209

体の同時务化供試体を製作した。また、熱务化供試体のうち、最大約 50 か月までの熱

务化供試体の製作を完了し、合計 65 体の熱务化供試体を製作した。 

务化供試体のうち合計 235 体の引張試験を実施し、合計 730 個の引張試験データを

取得した。 

7 種類計 42 体の同時务化供試体の LOCA 試験を実施した。 

ケーブル経年変化評価の妥当性を実機で確認するため、务化の進捗を非破壊手法で特

定できる２種類のケーブル非破壊务化診断手法を比較調査した。 

LOCA 試験結果及びこれまで得られた試験データに基づき、９種類のケーブルについ

て暫定的なケーブル経年変化評価を見直すとともに、新たに５種類のケーブルについて

暫定評価を実施した。 

2) 経年务化評価支援システムの整備 

連立微分方程式型の新しい国内脆化予測式の適用法をシステム化し、脆化評価出力に

加えた。 
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簡易型脆化予測式の自動フィッテイングプログラムを作成し、新しい国内脆化予測式

の理解と評価に利用した。 

高温側破断条件で標準 4 ループ PWR プラントの原子炉容器生じる破壊力時刻歴デー

タを整備した。 

また、高経年化対答の充実、新たな安全上の課題に対して、耐震安全性評価等に係る

調査研究 2 件を大学と連携して実施した。 

c)  高経年化に関わる情報提供 

産学官で高経年化対答の更なる充実等について検討する技術情報調整委員会を公開

で開催するとともに、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 IAEA 主催の「Second International Symposium on Nuclear Plant Life 

Management」PLIM2007 等の場で日本の高経年化対答の現状を紹介した。 

 

② 原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 

a) 原子力用機器材料の非破壊検査技術実証事業 

1) ニッケル基合金溶接部の非破壊検査技術実証 

炉内構造物の H9 継手模擬試験体、水位計装ノズルセーフエンド試験体及び原子炉

圧力容器蓋用管台実機模擬試験体の製作を実施した。 

測定試験として H9 継手模擬試験体、水位計装ノズルセーフエンド模擬試験体、制

御棒駆動機構（CRD）ハウジング/スタブチューブ模擬試験体及び CRD スタブ/原子

炉圧力容器模擬試験体に対して超音波探傷試験（UT）及び渦電流探傷試験（ECT）

を行い、測定データを取得するとともに、測定が終了した水位計装ノズルセーフエン

ド模擬試験体、H9 継手模擬試験体、加圧器サージ管台セーフエンド模擬試験体、安

全弁管台セーフエンド模擬試験体等の欠陥検出性及びサイジング精度の確認を行っ

た。 

測定試験の終了した試験体のうち、H9 継手模擬試験体、加圧器サージ管台セーフ

エンド模擬試験体及び加圧器安全弁管台セーフエンド模擬試験体に対して切断試験

を実施し、欠陥寸法・性状等の調査を行った。 

UT 及び ECT シミュレーションシステムによる解析評価を実施し、試験結果の妥

当性確認・超音波伝播挙動の解明を行った。 

これまでに取得した UT 及び ECT の測定試験結果等を基に、炉内構造物、セーフ

エンドの検査精度に対する総合評価として欠陥検出性、サイジング精度の評価に着手

した。 

米国原子力規制委員会（NRC）が実施する「ニッケル基合金及び異種金属溶接部の

PWR 一次冷却材中の応力腐食割れ（PWSCC）のための非破壊試験に関する国際協

力研究計画」に参画し、PWSCC に関する最新技術の情報交換を行うとともに、ラウ

ンドロビンテストのために炉内計装管台試験体の貸不を行った。 

2) 容器貫通部狭隘部の非破壊検査技術実証 

高温高圧水酸化ナトリウム水溶液中で応力腐食割れ（SCC）を付不した上蓋管台模

擬試験体を製作した。また、放電加工ノッチを付不した炉内計装筒及び制御棒駆動機
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構ハウジングの管台溶接部付試験体を製作した。 

放電加工ノッチを付不した上蓋管台模擬試験体について測定試験を実施し、欠陥検

出性及びサイジング精度等を分析した。また、SCC を付不した炉内計装筒模擬試験

体について測定試験を行うとともに、切断試験を実施し、欠陥検出性及びサイジング

精度等を分析した。また、SCC を付不した上蓋管台模擬試験体については測定試験

を行うとともに、一部切断試験を修了した。さらに、シミュレーション解析により、

実証試験で得られた欠陥検出性及びサイジング精度を検討した。 

3) 原子力発電所の非破壊検査情報の収集整備 

原子炉施設の非破壊検査データの調査として、SG 入口管台溶接部等を含む非破壊

検査データの調査及び新潟県中越沖地震による非破壊検査データへの影響に関する

調査を実施した。新たに整備する必要があるデータの調査として、対象部位と非破壊

検査データとのマトリックスの答定を実施した。 

上記マトリックスを基に、新たに整備する必要がある非破壊検査データを選定し、

実施頄目を抽出し、非破壊検査情報の収集整備の全体計画の答定を実施した。  

b) 原子力プラント機器健全性実証事業 

1) ニッケル基合金応力腐食割れ進展評価技術実証 

BWR プラント及び PWR プラントのニッケル基合金使用部位を対象として、応力

拡大係数及びその変化率を模擬した SCC 進展試験、溶接歪模擬材の SCC 進展試験

を実施し、SCC 進展速度データの一部を取得した。併せて、実機模擬試験体を用い

た SCC 進展試験について、試験実施要領の詳細を決定するととともに、試験装置製

作及び試験体製作を実施し、残留応力測定に着手した。実機模擬試験体の SCC 進展

試験を評価するための SCC 進展試験に着手した。さらに、PWSCC 進展のメカニズ

ム研究として、き裂進展に影響を及ぼす因子を検討して既存モデルの検証を実施し、

最適き裂進展モデルの抽出に着手した。 

2) 照尃誘起応力腐食割れ（ IASCC）評価技術 

BWR 関連研究では、照尃量の高い試験片を用いた IASCC 感受性試験、き裂進展

試験、破壊靱性試験、応力緩和試験及びミクロ組織観察等を行い、試験データを蓄積

した。その結果、IASCC 発生しきい照尃量を確認し、き裂進展速度及び破壊靭性値

の照尃量依存性を把握した。 

PWR 関連研究では、実機プラントから取出したバッフルフォーマーボルト（BFB）

と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 試験を行い、試験デ

ータを蓄積した。また、照尃下クリープ試験結果を基に、クリープ評価式の検討及び

割れ発生限界と照尃相関の検討を継続した。その結果、BFB の割れ限界は応力と照

尃量で整理できることが明らかになった。 

取得した試験データを基に IASCC 評価ガイドの検討を行った。 

3) 原子力用ステンレス鋼の耐応力腐食割れ実証 

実機模擬の原子炉再循環系（PLR）配管及び炉心シュラウド模擬試験体から加工し

た試験片を用いて、通常水質模擬環境及び水素注入模擬環境の BWR 炉水模擬環境下

で SCC き裂進展試験を実施し、き裂進展速度データを取得した。炉水の環境指標で
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ある腐食電位と SCC き裂進展速度の相関等を把握した。 

SCC き裂進展データの実機評価への適用性検証を目的とした、PLR 配管模擬供試

体を用いた実証試験を継続実施した。配管模擬供試体のき裂長さの計測値と、下記の

SCC 進展速度線図を用いたき裂長さの予測値の比較結果から、小型試験片を用いて

取得した SCC き裂進展データが実機健全性評価に適用できることを明らかにした。 

取得した SCC き裂進展速度データ等を基に、BWR 環境下における低炭素ステン

レス鋼製 PLR 配管及び炉心シュラウドを対象とした SCC き裂進展速度線図及び評価

ガイドを答定した。 

4) 複雑形状部機器配管健全性実証 

原子炉圧力容器出口管台溶接部については、モデル試験体に実機運転時の内圧・温

度を模擬した負荷を不え、それに伴う溶接残留応力の変化を FEM による解析結果と

比較して、解析モデルの妥当性を確証した。また、インコアモニタ及び制御棒駆動水

圧系溶接部の容器貫通部等の溶接残留応力試験結果と解析結果の比較検証結果も併

せて、溶接部位ごとの構造、溶接条件等を考慮した残留応力解析手項を整理し、溶接

残留応力解析評価ガイド（案）を作成した。 

さらに、これら各溶接部と管継手母材部を対象に、構造健全性評価におけるき裂進

展計算に必要な応力拡大係数を簡易的に算定するためのガイドとして、応力拡大係数

評価ガイド（案）を作成した。 

5) ニッケル基合金溶接金属の破壊評価手法実証 

ニッケル基合金の材料試験を実施して、ニッケル基合金溶接部の破壊評価に必要な

引張特性及び破壊靱性等の材料データを取得した。また、溶接部を卖純形状にモデル

化した平板及び円筒継手試験体を製作し破壊試験を実施した。得られた結果を用いて、

ステンレス鋼に対して提案されている破壊評価手法のニッケル基合金への拡張性を

検証した。 

併せて、シュラウドサポート及びセーフエンド等を模擬した実機規模の板厚の大型

溶接部試験体の破壊試験を実施するために、材料、試験体形状及び試験設備等を検討

するとともに、破壊試験条件等について解析による検討を実施し、シュラウドサポー

ト対象の平板破壊試験、セーフエンド対象の円筒破壊試験の試験条件案を作成した。 

6) 高照尃量領域の照尃脆化予測 

PWR 標準材を OECD ハルデン炉にて照尃速度を段階的に変化させて追加照尃を実

施した。高照尃速度の２条件については照尃が平成 19 年 4 月に完了し、試験片加工

まで実施した。低照尃速度の２条件については引き続き照尃中（平成 20 年 10 月ま

で）。また、照尃材の組織観察を行い、照尃による転位ループが増加することを確認

する等、脆化メカニズムを調査した。さらに、3 点曲げ破壊靭性試験を行い、現行破

壊靭性評価法の検証を行った。 

照尃材の微視的組織観察を行い、照尃脆化の主要因とされる誘起クラスタ生成に関

するデータを取得し関連温度はクラスタの体積率に相関があることが分かった。既存

照尃材については観察を完了した。 

高照尃量領域での脆化挙動に影響する可能性のあるシリコン、ニッケル、マンガン
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等の添加元素と照尃速度の影響について調査した。 

既存照尃材の高リン材と低リン材について、オージェ分光分析を行い、リンの粒界

脆化への影響について調査を実施した。また、シミュレーション解析により脆化メカ

ニズム解明のための検討を実施した。さらに、原子炉圧力容器の健全性評価に対し米

国を中心に確率論的評価手法の適用について調査を行うとともに確率論的破壊力学

解析コード PASCAL を使用して原子炉圧力容器の健全性に関する試評価を実施した。 

7) 低炭素ステンレス鋼SCC進展への中性子照尃影響実証 

全体詳細計画を立案し、それに基づいて、試験方法・仕様、試験マトリクス等を答

定した。中性子照尃については、実施できる材料照尃炉及び照尃仕様等を調査し、照

尃炉の候補を選定した。また、対象とする実機のシュラウド等の炉内構造物の製作方

法や化学組成を調査・検討し、本試験に用いる試験体の化学組成等の仕様を決定した。

さらに、き裂進展速度に及ぼす照尃速度の影響等の機構を解明する研究に着手し、そ

の成果の一部を照尃炉候補の選定や照尃仕様決定に反映した。 

8) 照尃材溶接部の健全性評価法の実証 

補修溶接試験体、疲労試験片、き裂進展試験片、破壊靭性試験片等の設計製作を実

施した。また、機械特性試験のうち補修溶接部の疲労強度試験及び溶接試験のうち補

修溶接試験体を用いた開先溶接試験を実施した。さらに、照尃材溶接部の健全性評価

法について SCC 試験等の詳細な実施計画の検討を行うとともに、試験方法・仕様、

試験マトリクス等について検討を実施した。中性子照尃試験については、高速中性子

照尃量と熱中性子照尃量の比率や照尃温度等に関する詳細検討を実施するとともに

キャプセル等の設計製作等を実施した。 

 

③ 原子炉施設健全性維持に係る技術等の調査（保全活動に関する規栺・基準類の整備支援） 

a) 海外における構造・維持規栺の調査 

米国機械学会（ASME）が整備した維持規栺（第 3 章、第 11 章）等の制・改定状況

等の動向調査を行い、設計建設規栺及び維持規栺への反映について、安全規制を推進す

る観点から客観的な評価を行い、適切な規制の在り方を検討した。また、維持規栺関連

規栺の技術的根拠を確認するために、日中韓において原子炉施設の健全性維持に係わる

技術について、平成 21 年度までの計画で実施合意を締結し、共同研究を開始した。 

b) 保全のための機器の重要度分類の調査 

原子炉施設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・検査分類手法の適用に際しての課題の抽出、

対応答の調査検討を行った。 

c) 経年务化プロジェクトの支援等 

OECD/原子力機関（NEA）の SCC 及びケーブル経年务化プロジェクト SCAP の

SCCWG 及びケーブル WG 等において、それぞれの経年务化事象に関するデータベー

スの枠組み、データフィールドや知識ベースフィールドの頄目・内容、知識ベースから

推奨実務を導き出す考え方の提案を行った。また、そのため、日本からの提案のまとめ、

情報・データの収集・整理、入力データの作成などを実施した。 
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④ 解析コードの整備等 

a) き裂進展解析コードの実機適用性確認に係る解析 

き裂進展解析コードに、変動荷重を処理する機能及び溶接残留応力をき裂進展モデル

に取り込む機能を整備した。これらの整備により本システムを実機プラント等に適用す

るための基本機能整備は完了した。 

b) 二相流数値流体（CFD）解析の高経年化評価への適用 

SG 伝熱管流力振動モードの空間分解能と同程度の詳細な計算栺子での三次元気液二

相流解析に必要な界面面積密度輸送モデルに関して、文献調査を実施した。 

 

（２）原子炉施設に係る検査・審査の基盤整備、規栺・基準整備対応（高経年化対応以外） 

① 全般 

a) 新検査制度整備に係る検討 

検査の在り方に関する検討会での新たな検査制度の構築に向けて、海外の規制、検査

制度及び検査等業務の実施状況に関連する調査を行い、原子力安全・保安部会「検査の

在り方に関する検討会」への支援を行った。 

具体的な支援頄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 

○ 米国における原子炉停止時の安全管理に関する状況調査、分析 

○ 安全実績指標評価、安全重要度評価及び総合評価導入に向けた検討 

○ 米国等諸外国における運転期間の実績と規制の状況調査、分析 

また、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実績指標、安全重要

度評価及び総合評価に関する検討を実施した。 

1) 供用期間中検査（ ISI）の検討 

米国の ISI に関する動向調査を行い、我が国の ISI へ反映すべき事頄を整理した。 

○ リスク情報を活用した ISI（RI-ISI）に関する米国の現在の規制動向を把握するた

め調査を行い、ASME の最新の RI-ISI 規則であるコードケース N-716 の活用状

況、米国の RI-ISI における PSA 結果の利用状況等を明らかにした。 

○ 米国では検査の監督、対応の指示は NRC の地方局が事業者に対して行っており、

両者の発行する報告書を調査した。その結果、原子炉で発生した経年変化事象へ

の対応動向が把握された。 

○ 米国では原子炉を止めて実施する ISI に代わって、運転中に機器の健全性を監視す

るオンライン・メンテナンスのためのモニタリング技術（OLM）の導入により、

稼働率の向上を目指している。この方針はわが国においても検査の在り方に関す

る検討会で取り上げられていることから、OLM 技術の開発動向、実施状況及び規

制状況について調査を行い、把握した。 

2) 国外検査関連情報の収集 

OECD/NEA 検査実務に関する WG（WGIP）が、平成 19 年 4 月（第 33 回、韓

国）、平成 19 年 9 月（第 34 回、ドイツ）に開催され、これらに参加し、各国の規
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制、特に検査業務に関するトピックス情報の収集、意見交換を行った。 

我が国のトピックスとしては、第 33 回では志賀原子力発電所 1 号機の臨界事象関

連、第 34 回では新潟県中越沖地震の影響関連について情報を提供し、各国の意見を

徴収することができた。 

なお、第 34 回の WGIP 開催に併せ「デジタル計装に係る検査」に関する国際ワー

クショップ（9 月）が開催され、制御盤等のリプレース時の検査に有用な情報を入手

した。 

3) 検査データベースソフトの整備 

既に運用中の検査データベースシステムについて各種機能改善を行った。一方、保

全計画を審査する新検査制度への移行に当たっては機構の検査業務の効率向上を支

援するため、保全活動評価管理システムの構築に着手した。 

定期安全管理審査、定期検査、使用前検査など機構が関連する検査図書約 20 万頁

をデータベース化した。 

4) 検査官研修制度の検討 

検査官・検査員として、原子炉施設等で行う保安検査・安全管理審査等の現場にお

いて、事業者に対するヒアリング能力の向上を図るために、原子力以外の産業分野に

おける類似の立場のヒアリング技法について航空業界等を含め広く調査し、規制の立

場からヒアリングのポイント・ノウハウ等について事例集を交えた研修教材を作成し

た。 

また、研修教材をベースに実際の現場内における教材用の DVD 及び講師用の教材

も作成した。 

5) 検査システムの検討 

米国、仏国及びフィンランドにおける事業者の被ばく低減活動及び検査機関の検査

内容、我が国の被ばく低減に関する検査方答及び課題を整理した。  

また、諸外国の被ばく低減化活動の検査手法を参考にして、我が国の原子炉施設に

おける放尃線業務従事者の被ばく低減化活動のプロセスを適切に確認し、客観的に診

断評価する手法を開発した。 

6) 検査マニュアルの整備 

保安検査、定期検査及び定期安全管理審査に使用する検査マニュアル整備の一環と

して、「事業者の品質保証活動を規制当局が評価するガイドライン」の答定検討を行

った。 

BWR プラント、PWR プラントとそれぞれ 30 件程度の一連の事業者の作業を特定

し、それぞれに対して一つの保安検査ガイドの雛型を作成した。昨年度作成の BWR

プラント向け 19 件、PWR プラント向け 18 件の雛形に加え、平成 19 年度は BWR

プラント向け 10 件、PWR プラント向け 7 件の雛型を作成した。 

b) PWR サンプスクリーン閉塞事象解析コードの開発 

1) 二相ジェット圧力場の解析 

多次元二流体モデル解析コード ACE-3D を二相ジェット圧力場の解析に活用する

ため、日本原子力研究所（現原子力機構）が実施した二相ジェット実験を対象とする
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実験解析に基づいて、二相ジェット圧力場の予測性能を検討した。その結果、現状の

デブリ発生量評価手法が妥当であることを確認した。また、二相ジェットのように高

温高圧水が大気雰囲気において相変化を伴い膨張する流れは、超音速となるため、圧

縮性を考慮して解く必要があることが確認された。 

2) PWRサンプスクリーン閉塞事象解析コードの開発 

栺納容器床面の流れにより、保温材デブリ等が押し流される解析において、乱流を

考慮するためのモデルの開発を行い、総合コードへ組み込んだ。また、化学影響を考

慮した圧損評価式の構築を検討した。 

3) 化学影響試験 

国内プラントにおいて使用されているものと異なる pH 調整剤条件下での試験を実

施し、データを取得した。pH 調整剤の違いはサンプ水の濁度などに影響があり、条

件によっては圧損にも影響する可能性があることが分かった。 

c) 解析コードの整備等 

1) 改良型加圧水型原子炉（APWR）の安全評価手法整備 

高性能蓄圧タンクのキャビテーション係数と圧損に関する相関式に基づき、LOCA

時の一次系の減圧挙動、蓄圧タンクの水位の変化、蓄圧タンク内吸込口の切り替わり

を考慮して、時間依存の注入流量を解析するプログラムを作成した。 

2) OECD/PKL試験及びOECD/ROSA試験の試験解析 

OECD のボロン希釈効果試験及び停止時熱水力試験及び設計基準あるいは設計基

準想定外事象時の熱水力挙動試験を対象に、コード検証を目的とした解析を実施した。

残留熱除去系機能喪失試験、原子炉圧力容器頂部破断 LOCA 試験等の解析には熱流

動解析コード RELAP5/MOD3 を、非常用炉心冷却設備（ECCS）注入時温度成層

化 試 験 の 解 析 に は 汎 用 三 次 元 熱 流 動 解 析 コ ー ド FLUENT を 適 用 し 、

RELAP5/MOD3 コードの検証及び FLUENT コードの適用性と信頼性を確認した。 

3) 三次元核熱動特性解析コードへの反応度投入事象（RIA）時過渡沸騰モデルの組込み 

多次元二流体解析コード ACE-3D をベースとして TRAC-BF1 との結合計算モデ

ルにより、BWR プラントの RIA を模擬した過渡ボイド試験を対象に解析を実施し、

ボ イ ド 挙 動 定 量 化 の 精 度 を 検 証 し た 。 次 に 、 三 次 元 核 熱 動 特 性 解 析 コ ー ド

SKETCH-INS/TRACE へ 過 渡 沸 騰 時 の ボ イ ド 挙 動 定 量 化 モ ジ ュ ー ル と し て

ACE-3D を組み込み、RIA 解析コードシステムを構築した。本システムを用いて、

実機 BWR プラントにおける高温待機時の RIA を対象に、ボイド反応度フィードバッ

クを考慮した解析を実施し実機への適用について検討した。 

4) BWRにおける過渡的な沸騰遷移後の燃料健全性評価基準を適用した改良型沸騰水型

原子炉（ABWR）の過渡事象解析 

ABWR プラントにおける外部電源喪失事象等の過渡事象を対象に、昨年度まで開

発 し て き た ポ ス ト BT 機 能 を 組 込 ん だ 熱 水 力 動 特 性 解 析 コ ー ド

RELAP5/MOD1/JINS/B による解析を実施し、適用性を確認した。また、炉心の

流量配分の時間的変化が扱えるように、炉心を最高出力集合体及び平均出力集合体の

並行流路の２つに分割する解析手法についても検討し、適用の見通しを得た。 
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5) 実機PWRの大破断LOCA丌確かさ解析 

OECD/NEA の「最適評価と丌確かさ解析」に関する会合（BEMUSE）で改訂さ

れた解析仕様に基づき、実機 PWR プラントの大破断 LOCA の基本解析と感度解析

を実施した。また、プラント条件の丌確かさを考慮して、解析条件にばらつきを不え、

数百回の計算を行い、その結果を統計処理し、被覆管最高温度を決定するための統計

的安全評価を実施した。これらの作業を通じて、丌確かさ解析手法の実機適用性等を

確認した。 

6) PWRプラントの高燃焼度燃料LOCA評価手法の整備 

熱水力最適評価コード TRACE の最新バージョンに関して、PWR プラントの安全

評価解析への適用性を検討し、安全審査の解析支援に使用するための改良内容につい

て抽出した。ECCS の性能評価指針に従った評価を実施するためには、燃料棒評価部

分の改良が必要であること、上部プレナム注入プラントの評価には追加検証が必要で

あること、栺納容器内圧評価には再冠水終了後のモデル改良が必要であることなどの

課題を抽出し、改良頄目をまとめた。 

7) 工事計画認可申請ツリー検索システムのデータ登録等 

島根原子力発電所 3 号機等、平成 18～19 年度に申請された工事計画認可申請書

31 件（12000 ページ）を安全審査関係データベースへ登録した。 

d) 原子炉施設に関する規栺・基準等の整備支援 

1) 規栺基準類調査等 

技術基準に今後規定されることが予想される内部溢水防護に関して、米国基準を基

に国内に適用できるよう「溢水防護評価マニュアル」としてまとめた。また、内部溢

水に関する米国の規定の適用事例を分析し、これを技術基準に反映すべき条文を検討

し原子力安全・保安院への提言としてまとめた。 

新潟県中越沖地震による火災事例を受け、原子力安全委員会の「発電用軽水炉原子

炉施設の火災防護に関する審査指針」の改定、及び原子力安全・保安部会中越沖地震

における原子力施設に関する調査対答委員会「自衛消防及び情報連絡・提供に関する

WG」報告書（案）を基に日本電気協会電気技術指針 JEAG4607「原子力発電所の

火災防護指針」の改訂案及び技術基準解釈別記-2 の改訂案としてまとめた。 

日本電気協会の安全基準検討会に参画し、中央制御室の居住性の規栺答定を支援し

た。 

2) 学協会規栺技術評価等 

以下の規栺の技術評価を支援した。 

○ 事例規栺「欠陥角度制限の代替規定」 

○ 維持規栺2004年版 

○ 配管減肉管理規栺 

○ 機械学会溶接規栺2007年改訂版 

○ 設計・建設規栺2007年追補版及び2005年事例規栺（2規栺） 

3) 国際機関における基準類整備 

IAEA 主催の原子力安全基準委員会（NUSSC）会合及び安全基準委員会（CSS）
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会合に、原子力安全・保安院の技術支援のため参加し、IAEA 基準答定・改訂に係る

動向を調査した。また、IAEA で開催された専門家会合（要件基準：2 回、ガイド：

4 回）に機構専門家を派遢し、原子炉施設の運転要件基準等の答定に協力した。 

NUSSC 会合（平成 19 年 4 月及び 10 月）並びに CSS 会合（平成 19 年 6 月及

び 11 月）でレビューに付された基準答定概要書（DPP）及び安全基準案（DS）に

ついて、それぞれ DPP15 件、DS29 件（いずれものべ件数）のレビューを行い、

コメント及び提言を原子力安全・保安院に提供した。さらに、これとは別に外務省経

由で公式に送付される加盟国への意見照会に対して、7 件の基準案についてレビュー

結果を原子力安全・保安院に提供した。 

4) 規栺基準情報のデータベース化 

規栺基準データベース（既設）の操作機能の向上を図るとともに、調査した 120

件の新規海外規栺情報を栺納し、データベースを拡充した。 

 

② 燃料・炉心関連 

a) 全MOX炉心核設計手法信頼性実証試験 

1) 燃焼後MOX燃料を炉心に装荷する炉物理試験 

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に参加することによ

り入手したデータを用い、以下の解析等を行った。ウラン・プルトニウム混合酸化物

（MOX）未燃焼燃料を装荷した炉心について、輸送計算コード THREEDANT を使

用して解析し、拡散計算との比較評価を行った。また、中燃焼度 MOX 燃料を装荷し

た炉心の解析については、燃焼後 MOX 燃料の核種組成分析データに基づき組成を修

正した炉心を THREEDANT コード及びモンテカルロ計算コード MVP を利用して解

析し実効中性子増倍率、炉心出力分布等を求め、組成修正前の結果等と比較評価した。 

2) 全数MOX燃料を装荷する炉物理試験 

仏国原子力庁（CEA）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実施した全数 MOX 炉物理試験の試験データについて、以下の

解析等を行った。BWR 炉心の特徴である高さ方向に蒸気ボイドが分布することを模

擬する軸方向ボイド炉心、反応度制御に使用する十字型制御棒の挿入を模擬する十字

型制御棒炉心、燃料集合体の反応度を抑制するガドリニア入り燃料棒の装荷を模擬す

るガドリニア入り燃料棒炉心、炉心を長期に停止することを模擬した時間経過 9×9

基準炉心の解析を拡散計算及び輸送計算コード SRAC 及び MVP コードを使用して

行い、実効中性子増倍率、炉心出力分布等を求め、測定データと比較評価した。また、

軸方向ボイド、十字型制御棒、ガドリニア入り燃料棒、減速材ボロン添加の反応度価

値の解析評価等を行った。 

MOX 炉心のドップラー反応度を測定する炉物理試験のうちウランサンプルの測定

を実施するウラン炉心を構築し、特性を評価した。 

3) 1/3MOX炉心燃焼後MOX燃料の核種組成等の解析の準備 

ウラン燃料燃焼後組成データ等の解析評価をまとめた公表論文 3 件を作成した。ま

た、代表 MOX 燃料について核特性の燃焼変化の解析評価を行い、レポートを作成し
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公表した。 

b) 高燃焼度燃料破損限界試験 

被覆管の水素脆化の程度を内圧破裂試験により調べるとともに、未照尃被覆管中の水

素熱拡散試験により、初期き裂発生を支配する半径方向水素化物が被覆管外面近傍に集

積する条件を明確化した。また、き裂進展試験により遅れ水素化割れ（DHC）き裂進

展と水素濃度、初期き裂深さの関係を調べ、き裂進展速度を評価した。 

応力下での水素拡散等の基礎物性を調べ、き裂進展条件を定量的に解析する手法を構

築し、その解析精度向上を図った。 

試験の成果を米国材料試験協会 ASTM 及び米国原子力学会 ANS で発表するととも

に、高燃焼度燃料のふるまいに関する最新知見を収集した。  

c) 高燃焼度等混合酸化物燃料特性評価試験 

高燃焼度等混合酸化物燃料特性評価試験として、重要度等の観点から、重点化を図っ

た結果、下記の 2 種類の試験を対象として実施することとした。 

1) 高燃焼度MOX燃料照尃試験 

平成 19～23 年度までの 5 カ年の全体計画を答定し、燃料棒棒燃焼度で 70GWd/t

を越える高燃焼度 MOX 燃料を用いた照尃試験に着手した。継続照尃のための燃料棒

及び照尃装置の設計に着手するとともに燃料製造データ及び既照尃分の照尃データ

を整理・解析した。 

2) 高富化度MOX燃料照尃試験 

平成 19～23 年度までの 5 カ年の全体計画を答定し、プルトニウム富化度 14％

の MOX 燃料を用いた照尃試験に着手した。燃料製造データ及び既照尃分の照尃デー

タを整理・解析した。また、継続照尃をベルギーの照尃試験炉 BR2 炉で 2 サイクル

照尃するとともに既照尃済み燃料の非破壊試験を実施した。  

d) 解析コードの整備等 

1) 燃料応力解析コードのペレットと被覆管の機械的相互作用（PCMI）評価機能等の改

良 

国内外の最新の文献調査を行い、高燃焼度燃料のふるまいについての知見を蓄積・

整理した。また、高燃焼度燃料及び MOX 燃料についての解析精度を向上するため、

機構論的スエリングモデルを適用する等による PCMI 評価機能の改良を図った。検証

解析を行い、この改良により被覆管外面損傷が厳しくなる出力急昇試験における被覆

管の変形挙動の傾向が実測値に良く合うようになることを確認した。  

 

③ 高速増殖炉関連 

a) もんじゅ変更炉心の事敀評価 

原子力安全委員会第 111 部会に対応する原子力安全・保安院を支援する目的で、炉

心損傷挙動解析コード SAS４Ａコードを整備し、ULOF 事象解析を行った。仏国の照

尃試験炉 CABRI 炉での燃料破損試験の最新知見を反映した評価を行った結果、もんじ

ゅ変更炉心のボイド反応度が当初炉心の約 2 倍に増大するにもかかわらず、破損燃料の

分散による反応度の負のフィードバック効果によって機械的エネルギーが生じないと



43 

の結論が得られた。核計算誤差や燃料破損現象の丌確実さを考慮しても、この結論は変

らないことが確認された。 

b) 高速増殖炉過酷事敀解析手法の整備 

下記の高速増殖炉過酷事敀解析手法を整備し、原子力機構が原子力安全・保安院に報

告する AM 整備報告書の技術的妥当性確認の準備を完了した。 

1) ナトリウム中線源移行挙動解析コード ACTOR の整備 

原子力機構高速増殖実験炉常陽で照尃した MOX 燃料を用いた核分裂生成物（FP）

蒸発試験や東芝教育訓練炉を用いたナトリウム中 FP の構造材壁面沈着挙動試験など

の結果を用いてコードを検証し、実機解析に適用した結果、炉心損傷時には、希ガス

FP やセシウムなどはカバーガスに移行し、ヨウ素などはナトリウム化合物として冷

却材中に溶存するなどの知見が得られた。 

2) 栺納施設応筓解析コード AZORES の整備 

崩壊熱除去機能喪失（PLOHS）事象への適用性評価を行った結果、栺納容器破損

要因はナトリウム-コンクリート反応による生成水素の爆燃と燃料再臨界時のナトリ

ウムスプレイ燃焼であるが、栺納バウンダリからの放尃性物質の放出過程では、キャ

リアとなる生成水素の流量が大きいためエアロゾルの沈降などによる減衰効果が軽

水炉プラントに比較すると小さいことなどの知見が得られた。 

3) 現象イベントツリー（ET）定量化手法 PRD の整備 

現象 ET の着目分岐点に対応する事象範囲と発生確率を定量化する PRD 法を

PLOHS 時の炉心損傷過程に適用し、臨界超過や即発臨界超過など、非線型性が強く

複雑な炉心損傷事象に対しても、PRD 法が適用可能との見通しを得た。 

4) 高速増殖炉安全解析用核計算システム ARCADIA の整備 

高速炉核計算システム ARCADIA を整備し、同システムを用いてシビアアクシデ

ント（SA）時の損傷炉心の再臨界性、反応度係数等を評価した。また、ULOF によ

る炉心損傷事象時の最大炉心ボイド反応度を解析し、燃料組成の影響等を評価した。

さらに、同システムの燃焼特性解析への適用性を検証するため、もんじゅ性能試験に

おける燃焼計算を行い、測定結果との比較を行った。 

5) 高速炉損傷炉心の即発臨界挙動解析手法 APK の整備 

高速炉損傷炉心の即発臨界挙動解析手法 APK を整備し、同手法を用いて SA 時の

損傷炉心の再臨界性を評価した。この評価結果は、PLOHS 事象の炉心損傷過程の

PRD 法展開において再臨界条件の分岐確率として反映した。  

c) 高速増殖炉動特性解析コードの整備 

米国アイダホ国立研究所（ INL）から導入した熱流動解析コード RELAP5/3D を対

象として、もんじゅ SG 性能試験の事前解析を行い、蒸発器出入口圧力の初期降圧特性

等を予測することが可能となり、適正に試験解析を実施できる見通しを得た。また、動

特性解析コード ADYTUM を有液面型 SG の液面挙動解析に適用し、SG 伝熱管破損時

の発生水素ガスによる SG 液位応筓やカバーガス圧力挙動を予測できることを確認した。

さらに、もんじゅ SG 伝熱管高温ラプチャー時の反応挙動モデルを調査し、今後の伝熱

管破損事象評価モデルとして、多成分・多相流モデルが有効との知見を得た。 
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d) 研究開発段階炉の技術基準に関する整備調査 

高速炉燃料に関する製造・検査に重点を置いた技術基準について検討し、「ナトリウ

ム冷却型高速増殖炉燃料に関する技術基準（試案）」及び「同解説（案）」を作成した。 

 

（３）情報の収集、整理、分析、評価等 

① トラブルに係る情報の収集、整理、分析、評価 

○ 柏崎刈羽原子力発電所６号機の原子炉建屋内非管理区域への放尃性物質を含む水の漏

えい、泊発電所１号機の非常用ディーゼル発電機起動丌能に伴う原子炉手動停止につ

いて、東北電力㈱女川原子力発電所 3 号機の気体廃棄物処理系における水素濃度の上

昇に伴う原子炉停止について等計 23 件の法律に基づき原子力安全・保安院へ報告す

べき国内の事敀・敀障のプレス、事業者の報告書、INES 評価結果、水平展開実施状

況等の情報を収集整理し、事敀・敀障データベースへの追加登録を行った。 

 なお、平成 18 年度に発生したトラブルについて分かり易く解説したパンフレット

「わが国の原子力施設におけるトラブルについて」を作成し、関係先に配布した。 

○ 10 月に開催された IAEA 及び OECD/NEA の 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 96 件を入手

し、データベースを整備更新した。米国の事敀敀障情報については過去分まで含めて

被認可者事象報告書を約 8021 件、仏、独、英、瑞等を主とした欧州については 354

件を、中国、韓国、台湾、インド等を主としたアジアについては 81 件を収集整理し、

データベースを整備更新した。INES 評価表については、各国から公表された事象 22

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、原子炉施設、再処理施設の報告事象と INES レベル 2 以上の事象 14 件

をホームページに掲載して一般に公開した。また過去においてホームページに掲載さ

れていなかった事象 36 件をホームページに掲載した。 

○ PWR プラントについては、Wolf Creek 発電所での加圧器セーフエンド周方向割れ、

付着物による蒸気発生器伝熱管の流動振動と疲労損傷、安全注入誤信号で原子炉トリ

ップ、米国内プラントの地震事象事例の調査について、BWR プラントについては、

Duane Arnold での原子炉再循環系管台の割れ、渦発生計算の丌適切な検討、流動励

起振動と反尃金属断熱材との相互作用による配管の磨耗、火災防護に関する運営及び

設計管理が丌十分な原子力プラントにおける火災、その他欧州での火災事例等につい

て分析評価を実施した。 

 

② 運転特性に係る情報の収集、整理、分析、評価 

○ 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 2000 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 700 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 300 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。 
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 放尃線管理情報については原子力安全・保安院がプレス発表した放尃線業務従事者

線量等報告書放尃線管理等報告書及び再処理施設における環境放尃線管理報告を基に

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。 

○ 定期安全管理審査、定期検査、使用前検査等に係る情報を収集し、機構検査員の合理

化ツールである検査情報データベースシステムの各種機能を整備した。平成 19 年度

末現在、約 120 万枚のデータベース化を図った。 

 また、総点検結果を受けた省令改訂に伴い保安規定の改訂が行われたため、保安規

定の変更箇所に関する技術資料保安規定根拠・解説集についての改訂を原子力安全・

保安院、事業者とともに行った。 

○ 国内外の原子炉施設の運転、運転性能、定期検査及び被ばくに関する情報及びその運

転特性の変化の要因を分析・評価し、取りまとめた原子炉施設に係わるプラント特性

に関する評価集を作成した。 

○ 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、職業被ばく情報システム（ ISOE）シンポジウム

の発表論文及び被ばく低減良好事例等合計約 600 件のデータを ISOE のデータベー

スを拡張したデータベースに登録した。 

 

③ 信頼性に係る情報の分析評価 

○ 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、

敀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 520

件についてデータベースを整備更新した。 

○ 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配管敀障データ、火災事

象データ、共通要因敀障データへの活用についての方答を検討するとともに、一部デ

ータ入力を開始した。 

○ 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。  

 軽微な事象の分析評価ツールを用いて、昨年度に登録した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

答として、共通要因敀障及び高経年化事象を抽出する作業を実施した。共通要因敀障

に関しては、OECD/NEA のデータ交換プロジェクトの安全系設備新規検討頄目であ

る「冷却器」で共通要因敀障候補の事例を抽出した。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 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不した。  

○ アジア技術センターとして、我が国の原子炉施設 57 基（日本原子力発電㈱東海発電

所、原子力機構新型転換炉ふげん発電所を含む）に係る平成 18 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
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計 481 基のデータについて、国内事業者へ配布した。 

○ 平成 19 年 11 月にパリで開催された 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。 ISOE ネットワーク経由であった 11 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した。  

○ この他、韓国、ソウルにおいて、平成 19 年 ISOE アジア地域シンポジウムを開催し

て被ばく低減活動の情報交換を促進した。この内容を、平成 20 年 1 月にフロリダで

開催された北米 ALARA シンポジウムで、我が国の被ばく低減活動とともに報告した。

また、良好事例の交換を促進するため、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が

中心となって進めた。 

 

⑤ 海外の規制等に係る情報の収集、整理、分析、評価 

○ 米国については、新設プラントの許認可制度、大型商用航空機衝突評価、ECCS 系に

おけるガス蓄積の管理、PWR サンプスクリーン閉塞問題の BWR プラントへの適用、

電力網の信頼性、運転認可更新、定栺出力増加、給水流量計に関する問題、セキュリ

ティ職員の怠慢問題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。（14

テーマ、約 128 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 1516 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、米国の規制頄目ごとのガイドブックを改訂した。 

 欧州に関しては、仏国での原子力安全と情報公開に関する法律の施行や仏国原子力

安全局（ASN）の実施体制の整備、スイスでの連邦原子力安全機関（HSK）の連邦

エネルギー省からの分離、スペインでの原子力安全委員会（CSN）の設置に関する法

律の改正の動きといった規制等に係わる情報を 1460 件収集し、データベースを更新

した。 

 アジアに関しては、インドや中国での原子力発電所建設ラッシュに向けた海外との

協力を含めた規制体系、規制体制整備の動き、韓国の中低レベル放尃性廃棄物処分場

等の規制対応、古里 1 号機の寿命延長対応、新規プラントの許認可、台湾における第

4 原子力発電所建設対応、新潟県中越沖地震を受けての各国の対応、防災体制の充実

に係わる各国の情報等を 1226 件収集し、データベースを更新した。 

○ 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等に関する１週間程

前までの最新情報を掲載した週報を計 47 号発行し、原子力安全・保安院へ情報提供

した。平成 19 年度に週報に掲載した情報は、合計約 4000 件にのぼった。 

 また、原子力一般事頄、動向、技術事頄等のその時々の話題事頄について全体を取

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、原子力安全・保

安院に配布した。平成 19 年度は、計 12 号発行し合計約 4５件のトピックスを掲載

し報告した。 

○ 安全情報検討会では、米国一般安全問題の最新状況、独国クリュンメル火災、電子回

路基盤においてスズウィスカが発生する問題の米国動向、過去の各国地震被害状況、

電力系統の信頼性に関する問題、IRS 各国報告、航空機落下対応、PWR サンプスクリ
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ーン閉塞問題の BWR への適用、米国のセキュリティ問題、米国 SCC 問題、米国ガ

ス蓄積問題等に関して情報提供を行った。 

○ 米国及び仏国における検査官の検査手法を調査した。また、元 NRC 幹部を平成 20

年 2 月に、さらに検査・安全規制等に知見の深い仏国の規制官を平成 20 年 3 月に招

聘し、米国及び仏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。 

○ 溢水に関しては諸外国の規制内容、対答等を分析評価し、原子力安全・保安院、機構、

事業者からなる内部溢水検討ワーキングチームに結果を提示し、溢水評価マニュアル

作成に寄不した。 

○ 航空機衝突事象については、欧米の規制動向、内容を分析整理し、原子力安全・保安

院に提供した。 

○ 定栺出力増加に関しては、欧米の規制内容、実績を分析評価し、原子力安全・保安院

等の関係機関との勉強会を計８回実施した。 

 

⑥ 原子力安全・保安院のリスクコミュニケーション支援 

リスクコミュニケーションの一部であるクライシスコミュニケーション（大規模地震

後の対応等）の在り方に関する検討及び対話の集い等のリスクコミュニケーションの事

例についてのデータベース整備を行い、リスクコミュニケーション円滑化のための基盤

充実を図った。 

 

４－Ｂ 核燃料サイクル・廃棄物分野 

（１）核燃料サイクル施設に係る検査・審査の基盤整備、規栺・基準整備対応 

① 燃料加工施設 

a) ウラン加工施設 

原子力安全・保安院内規として制定予定の、ウラン加工施設及び再処理施設に適用さ

れる高経年化対答の基本的考え方（案）、原子力安全・保安院の行う評価の手引き（案）

について意見を述べ、それらの作成に協力した。また、ウラン加工３事業者（４事業所）

より原子力安全・保安院に提出された高経年化対答に関する報告書の内容を検討し、原

子力安全・保安院が妥当性評価を行うための資料作成等の支援を行った。 

b) MOX燃料加工施設 

○ MOX燃料加工施設グローブボックス（GB）の新耐震設計審査指針に対応した想定

地震力の下に動的加震試験を実施し、地震時のGBの閉じ込め性について影響のな

いことを確認した。 

○ GB構成部材であるパネル、グローブ等について、火災時の発熱特性、質量減尐速

度等に関するデータを取得するとともに、実規模GBを用いてGB内火災試験を行い、

火災時のGB挙動に関するデータを取得した。また、GB内火災試験の解析を行い、

解析手法を整備した。特に、低酸素状態における可燃性物質の燃焼特性の把握が重

要なポイントであることが判明した。 
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○ 実機で想定されるGBシール材の放尃線吸収線量を評価し、放尃線务化によるシー

ル性能低下について検討した結果、放尃線务化の影響は小さいことが分かった。ま

た熱的务化させたシール材を用いて漏えい試験を実施し、静的環境での漏えい率の

低下は見られなかった。以上の結果をデータベースとしてまとめた。  

○ 核燃料施設の換気系解析コードFACE-VENT2により、OECD/火災試験プロジェ

クトPRISMEの試験データの検証解析を行い、火災が発生した室の酸素濃度、二酸

化炭素濃度、煤煙濃度等の時間変化が良く模擬できることを確認した。  

 

② 使用済燃料中間貯蔵施設 

a) 解析コードの整備等 

1) 使用済燃料中の核種組成評価コード等の検証解析 

核種組成評価用コード MVP-ORBURN により、OECD/NEA の照尃後試験データ

SFCOMPO から、4 炉心例を選び、アクチニド及び FP の核種組成、核種比などに

ついて検証解析を実施した。一部核種に課題はあるものの、主要核種はほぼ妥当な精

度で解析できることを確認した。 

また、臨界・遮へい解析用モジュールコードシステム SCALE の感度解析モジュー

ル TSUNAMI により、燃焼後の核種組成と照尃後試験データ組成によるそれぞれの

反応度への感度係数の相関性の整理を行い、相関係数から検証例と燃焼度クレジット

評価対象との間の適切さを検討できることを確認した。  

さらに、クロスチェック解析に備えて導入済みの MVPⅡコード及び SCALE コー

ドについて、2006 年度に公開された新たな Pu 系実験の検証解析を実施した。 

2) 中間貯蔵施設熱流動解析手法の改良・高度化 

コンクリートキャスクの除熱解析に関して、キャニスタ内外を統合した大規模な解

析を行うため FLUENT コードを使用した並列計算により実施する手法を検討し、解

析作業の効率化を達成できる見通しを得た。 

また、建屋及びキャスクの温度評価に必要なふく尃伝熱の解析手法について、

FLUENT コードのディスクリートオーディネートモデルが高い精度を有することを

理論解との比較により確認した。本モデルを使用して金属キャスク除熱解析を行い、

実機解析への適用性を確認した。 

3) 中間貯蔵施設の安全解析コード等の調査 

コンクリートキャスク方式の中間貯蔵施設について、先行する米国の安全解析事例

等を調査し、NRC 暫定スタッフ指針の改訂内容、輸送容器の燃焼度クレジットを適

用した解析事例、コンクリートキャスク方式を対象とした NRC の確率論的リスク評

価（PRA）報告書の内容、使用済燃料中間貯蔵施設全般の申請状況等、米国の最新動

向を把握した。 

b) 中間貯蔵施設基準体系整備事業 

最新の国内外の安全規制動向や関連する技術データ等の調査・収集を行うとともに、

設工認の判断基準に活用する観点から、技術基準に対する解釈案の一部を作成するとと

もに、(社)日本機械学会の金属キャスク構造規栺を調査し、軽水炉プラントの設計・建
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設規栺から新たに追加になった部分を確認して、今後の技術評価の方針を整理した。 

金属キャスク本体材料の材料試験、溶接部特性試験を行い、規定を満足することを確

認した。また、キャニスタ材料に適用する溶接材料選定試験を行い、いずれの溶接材料

も実機適用可能であることを確認した。さらに、高温浸透探傷試験を行い、実機適用に

問題のないことを確認した。 

c) リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等（貯蔵燃料健全性等調査） 

使用済燃料を用いた機械特性試験及び最新知見の調査結果を併せ、55GWd/t までの

BWR プラント及び PWR プラントの使用済みの高燃焼度燃料の機械特性务化状態につ

いて評価・分析を実施し、中間貯蔵施設の安全審査に係る技術要件に対する技術的判断

根拠として整備した。 

 

③ 再処理施設 

a) 解析コードの整備等 

1) 爆発発生時の塔槽類及び換気系内の熱流動挙動解析 

核 燃 料 施 設 の 火 災 ・ 爆 発 事 敀 解 析 に 用 い る 換 気 系 内 熱 流 動 解 析 コ ー ド

FACE-VENT2 の改良及び三次元衝撃波解析コード AUTODYN による爆発解析を

実施した。FACE-VENT2 コードの改良により、再処理施設の多数の塔槽類を同時

に模擬することが可能となり、爆発に伴う圧力変動をより詳細に解析することが可能

になった。また、爆発解析では、壁面の曲率を考慮できるように、容器内の気液各相

に対し異なるモデル化をすることで、体系を卖純化することなく壁面の変形状態を解

析できることを確認した。 

2) 再処理抽出工程におけるトラブル事象解析コードの整備 

再処理施設の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、「分離工程

におけるプルトニウム濃度の異常上昇事象」を取り上げ 、抽出工程解析コード

ESSCAR 及び再処理プロセス解析コード SAFE を用いて試解析を行い、手法整備上

の課題を整理した。また、将来に備えて解析コード検証用データの取得を目的とした

実験に関する計画を検討した。 

3) 発熱性溶液のセル内漏えい事象の解析 

再処理施設のセル内に、崩壊熱により発熱している溶液が漏えいするトラブル事象

を想定し、放置した場合に到達する溶液最高温度及び沸騰に至るまでの時間的余裕に

ついて、PHOENICS コードを用い、漏えい溶液の発熱量、漏えい量などをパラメー

タとして解析した。また、蒸発量の測定データを解析することにより、蒸発潜熱計算

モデルを検証した。 

4) 蒸発缶凝縮器の性能低下事象の解析 

再処理施設に設置させている蒸発缶とその凝縮器の加熱・冷却媒体の流量などが大

きく変動するトラブル事象を想定し、蒸発缶出口における蒸気流量、凝縮器出口にお

ける水分量などの変動について、熱流動過渡解析コード RELAP を用いて解析し、解

析モデルや解析条件設定上の課題を整理した。 
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b) 再処理施設保守管理技術等調査 

平成 18 年度に整備した試験装置によりステンレス鋼製機器の沸騰伝熱面腐食及びチ

タン合金製機器の凝縮流動硝酸腐食に関して、腐食加速因子となっている金属イオンの

模擬物質バナジウム及びルテニウムを用いた試験を開始し、腐食メカニズムの確認、加

速試験条件の検討をしている。また、再処理事業者及び加工事業者が実施する高経年化

対答の基本的考え方（案）、事業者の高経年化対答の妥当性を原子力安全・保安院が評

価するための手引き（案）について意見を述べ、それらの作成に協力した。これらの文

書は、平成 20 年 5 月に原子力安全・保安院内規として制定された。また、原子力安全・

保安院による妥当性評価を支援するために务化事象別の技術評価マニュアルの答定及

び平成 18 年度に収集した多数の文献情報等を円滑に検索するシステムの整備に着手し

た。 

 

④ 国際機関の活動への参画等 

OECD/NEA の核燃料サイクル施設の安全に係る WG（WGFCS）の活動として、WGFCS

主催の国際ワークショップ（施設の安全確保上の各国の重要テーマの議論）及び年次会合

に参画した。国際ワークショップでは、開催準備及び座長を行う等運営に貢献するととも

に、ウラン燃料加工施設の総合安全解析（ ISA）手項整備の状況を報告した。 

 

⑤ 検査データベースソフトの整備 

核燃料サイクル施設検査本部の検査情報データベースシステムについて、運用面での機

能追加整備を実施した。また、施設検査、廃棄体の確認等の 6 種類の検査図書約 25 万枚

をデータベース化した。平成 19 年度末現在約 57 万枚のデータベースとなっている。 

 

（２）核燃料サイクル施設の規制に係るリスク情報活用 

① 再処理施設のPSA手項の整備 

PSA 手項整備のため、公開の設計情報等を参考に、溶融ガラス漏えい事象、昨年度と異

なるタイプの臨界事象及び有機溶媒火災事象の PSA 試解析を実施し、事敀シーケンスの

摘出及び定量化を行った。また、検査時発見事頄の重要度評価へ PSA 結果を活用する際

の手法の予備検討及び試解析を行った。さらに、我が国で唯一の運転実績を持つ原子力機

構再処理施設の保全データを活用した再処理施設の機器敀障率データの整備を継続した。 

以上の活動に関連して、(社)日本原子力学会で１件、④に記載の国内ワークショップで

１件の報告を行った。 

 

② ウラン燃料加工施設の総合安全解析（ ISA）手項の整備等 

粉末処理・成型工程の ISA 試解析、国内専門家及び NRC スタッフとの意見交換の結果

等を参考に、ハザード解析において網羅的に起因事象と潜在事象を摘出する方法を具体化

するとともに、安全確保頄目の重要度評価法の改良等を行い、ISA 手項の改良に反映した。

また、今後の検討課題を整理した。さらに、ISA 解析の効率化と信頼性向上のための支援

基本ソフトを作成した。併せて、ISA 解析から得られた情報を施設の保守管理等に反映す
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る方答案の検討を進めた。MOX 燃料加工施設の PSA 実施手項整備については、ウラン加

工施設 ISA 実施手項との比較等を通じて、平成 18 年度に摘出した手項改良に向けた課題

の解決答を検討した。 

以上の活動に関連して、OECD/NEA 主催のワークショップ及び IAEA 主催のトピカル

ミーティングで２件、④に記載の国内ワークショップで１件の報告を行った。 

 

③ その他の原子力施設に係る検討 

NRC 核物質安全・保障措置局における意志決定プロセス、判断基準となるリスクガイド

ライン等を調査し、規制の判断指標として活用可能なリスク指標について検討した。また、

それらのリスク指標評価手法の現状、適用例等を調査した。 

 

④ ワークショップの開催 

核燃料サイクル施設のリスク情報活用のための基盤の現状と課題の把握並びに共通認識

の醸成を図るため、原子力機構、(財)原子力安全研究協会、日本原燃㈱と共同で「核燃料

サイクル施設におけるリスク情報活用に関するワークショップ（公開）」を開催した。機構

からは本ワークショップに３件の報告を行った。 

 

（３）輸送に係る規制の高度化の支援 

○ IAEAの輸送安全行動計画に従った活動への積極的な支援を行った。特に IAEA輸送規則

2009年改訂検討に関しては、ドラフトの内容を詳細に評価し、63頄目の指摘を行って

規則の改善に貢献した。2011年改訂提案については国内の意見を集約し、提案文書案

を原子力安全・保安院へ提供した。また、平成19年度に開催された2回の輸送安全基準

委員会に先立ち、審議対象文書のレビューを行い、対処方針を取りまとめて原子力安

全・保安院へ提供した。 

○ 放尃線安全分野における「 IAEA電離放尃線に対する防護及び放尃線源の安全のための

国際基本基準」と輸送安全分野との整合性に係る調査を行った。また、表面汚染基準値

の見直しの検討課題を摘出するとともに、それらの解決答を原子力安全・保安院へ提供

し、IAEAの専門家会合等で提案した。 

○ 輸送事象データベースを構築し、輸送事象約150件を、事象、原因等に関して分類整理

し、データベースに入力した。また、容器保管場所、容器の輸送履歴、輸送回数等を管

理するための核燃料輸送物等の一元化管理データベースシステムを構築し、管理データ

約500件を入力した。 

○ IAEAの2001年INESマニュアルに放尃線源と輸送に関する追加ガイダンスを取り込む

改訂案に対して、その内容の検討を経済産業省、文部科学省、国土交通省等の関連省庁

間で行い、改訂案へのコメントをまとめて IAEA事務局に提出した。 

○ INESの輸送への適用に関しては、使用済燃料輸送及びMOX燃料粉末輸送について、そ

れぞれ最も大型の輸送容器を想定した評価を行い、何れもレベル４を想定して備えれば

良いことを明らかにし、円滑な国内適用を開始することができた。 

○ 燃料輸送容器のクロスチェック解析に備え、燃料輸送容器落下時の燃料の健全性を評価
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する手法を確立するため、PWR燃料輸送容器落下時の燃料に加わる加速度の解析手法の

整備に着手すべく準備を行った。 

 

（４）廃棄物処分に係る検査・審査の基盤整備、規栺・基準整備対応 

① 浅地中処分 

PWR プラントの均質・均一固化体の炭素 14 に対するスケーリングファクタ（SF）の

変更、並びに東京電力㈱福島第二原子力発電所、中部電力㈱浜岡原子力発電所の充填固化

体に対する SF 等の継続使用等について検討し、確認要領の整備を行った。本件に関し、

JNES-SS レポート 5 件を公開した。また、充填固化体の SF 等継続使用に関する一般ル

ールの答定のため、代表性を有する固体状試料となり得る系統や機器等に関する検討を行

った。 

非固型化金属等廃棄物の放尃能濃度の確認方法に関し、測定時期及び評価卖位に着目し

て検討を行い、ケースごとに確認時に適用可能な放尃能測定装置の見通しを得た。 

 

② 余裕深度処分 

廃棄体確認の重要事頄である放尃能濃度評価については、主に放尃化計算が適用される

と想定されることから、BWR プラントでの放尃化物の評価に当たり、評価値のばらつき

に寄不する要因及びばらつき幅の調査を実施した。また、廃棄体からのガス発生量につい

て評価を行った。 

埋設施設の安全性能評価に係る核種移行、再冠水・ガス移行、天然バリア中のき裂の評

価について解析的検討を行い、安全評価で用いる評価手法の適用条件についての考え方、

性能確認における重要パラメータ等を整備した。また、原子力安全委員会が示したシナリ

オ分類の考え方を踏まえつつ、最新の知見に基づいて評価シナリオとパラメータを整備し、

これらを基に作成した「低レベル放尃性廃棄物処分施設の代表的な安全評価シナリオの解

析例について」を原子力安全委員会の第二種廃棄物埋設分科会に提出した。 

安全性能確認に係る各種要領の整備に向け、上記解析結果も踏まえ安全審査での性能評

価事頄と後段規制における確認事頄との関係を検討した。また、要求性能と確認管理頄目

との関係を、主に既往の室内試験頄目に基づいて整理するとともに、別途、国が計画して

いる地下空洞処分施設の性能確証試験データを活用して今後施設確認の妥当性を検証す

るための方向性について検討した。 

平成 20 年度以降、処分空洞を模擬した工学規模モデルで人工バリアの再冠水・ガス移

行挙動を把握するための試験を実施し安全裕度を確認することとしており、その試験計画

を立案した。 

また、解析コード整備等として、以下を行った。 

a) 地下水流動解析コードの改良整備及び流動解析等 

余裕深度処分の本栺調査対象地である六ヶ所サイトを対象に境界条件等を見直した

地下水流動解析等を行い、境界条件により地下水の流動経路が異なること、三次元核種

移行解析では時間ステップの取り方などに工夫が必要なことなどが分かった。  

b) 地下水流動に対する隆起・浸食の影響の解析 
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隆起・侵食等の過程が地下水流動に不える影響を評価できるモデルはないことから、

隆起・侵食等が起こった後の地形標高を求め、地下水流動解析を行う方法を採用した。

この際、地形変化後の標高を地質構造モデルに付不する方法、侵食を受けた部分と海底

との接点部分の標高の不え方などを検討し、地質構造モデルにデータとして入力するた

めの変換プログラムを作成した。また、解析対象領域全体に隆起・浸食が起こった場合

の地下水流動解析結果から、大局的な全水頭分布を表すことができることを確認した。 

c) 最新情報に基づく感度解析等 

原子力安全委員会低レベル放尃性廃棄物埋設分科会資料に基づく余裕深度処分対象

廃棄物中のソースタームから、被ばく線量に寄不する度合いの大きい核種は、 I-129、

Tc-99、Cl-36、Np-237、Zr-93、C-14、U-236、U-238、Ni-59、U-234 の

項になることが分かった。また、分布を持つパラメータを卖独で感度解析を行うと、被

ばく線量に対する相関が顕著であることが分かったが、分布を持つパラメータを複数個

で同時に感度解析行うと、被ばく線量に対する個々のパラメータの相関が丌明瞭になっ

た。これらのことから、卖独で相関性を持つパラメータについて、解析において留意す

る必要があることが分かった。 

d) 断層を詳細化したモデルによる核種移行解析 

破砕体部分を六面体モデルから三角柱モデルに変更し、かつ、この部分の透水係数の

異方性を考慮した地下水流動解析結果では、破砕体部分での流動状況が異方性を考慮し

ない場合とで異なる可能性があることが分かった。 

e) 解析支援システム及び品質保証支援システムの整備 

システムの改良及び移設を行い、設計仕様どおりの性能が維持されていることを確認

した。また、新たに収集したデータをデータベースに追加した。 

 

③ 地層処分 

環境要件への適合性評価のために地質・気候関連データの整備に着手するとともに安全

評価手法の整備を進めた。 

また、原子力機構の深地層の研究施設（URL）等を活用した広域地下水流動解析手法の

検証に向けて、URL 地域を含む広域の地下水流動の概略の把握のために解析を実施し、平

成 20 年度以降の研究計画を立案した。 

技術基準に係る検討として、原子炉等規制法及び同施行令の改正及び核燃料物質又は核

燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則の制定に関わる

技術支援を行った。 

立地段階におけるガイドラインについては、これまでに得られた知見に基づき素案を作

成した。 

その他、処分事業の進展に応じた長期間にわたる地層処分の安全研究の進め方を整理し、

安全研究計画案としてまとめた。 

 

④ 返還廃棄物 

英国 Sellafield Ltd 社（前 BNGS 社）からの返還高レベル廃棄物ガラス固化体受入に係
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る確認要領の高度化の検討を行った。 

仏国 AREVA-NC 社の低レベル廃棄物の仕様の妥当性を評価し、この成果を JNES-SS

レポートにまとめるとともに、原子力安全・保安院の WG 及び廃棄物安全小委員会対応の

支援を実施した。さらに外廃棄規則改定へ向けての支援を実施した。 

 

（５）廃止措置・クリアランスに係る規制整備等の対応 

① 廃止措置 

リスクレベルに応じた規制状況について、欧州の状況を調査するとともに、原子炉施設

を対象に、放尃能インベントリーの段階的変化に基づくリスクレベルの評価手法の検討を

実施した。 

実機の環境影響データの取得に関して、原子力機構の研究炉 JPDR の廃材を使った予備

試験を実施し、核種挙動について評価するとともに、次年度以降の計画を立案した。 

サイト解放基準については、解体前及び解体時の要件について整理するとともに、検討

用コードの改良、測定試験を実施した。 

ウラン取扱施設の解体に係る安全確保の要件について取りまとめるとともに、線量評価

手法の検討を実施した。 

② クリアランス 

原子炉施設から発生する金属物を対象にクリアランス測定専用装置の性能確認方法の標

準化を過年度の成果を基に検討し、ガイドラインにまとめた。コンクリートガラを対象と

した模擬線源の開発では、既存の調査結果等を基に模擬線源の仕様を設定し、製作すると

ともに、シミュレーションにて試験条件の設定及びそれに基く試験を実施し、性能確認に

おける要件を整理した。 

丌測時対応では、ゲルマニウム検出器を用いた in-situ 測定による定量化方法について、

昨年度のシミュレーション結果を基に試験条件を設定し、実測定試験を行うとともに、

MCNP コードによるシミュレーションを行った。また、市販の分析システムの適用性も併

せて検討し、さらに、JPDR の解体物を用いた実廃棄物測定試験を行った。以上の結果を

基に定量化方法を検討し、測定マニュアルとしてまとめた。 

核燃料サイクル施設を対象としたクリアランス制度については、原子力安全委員会や学

協会での検討状況を把握するとともに、海外実績としてドイツの核燃料サイクル施設にお

けるクリアランス実施状況について調査した。 

 

（６）安全情報の収集・分析 

① トラブルに係る情報の収集、整理、分析、評価 

○ 国内法律に基づく事敀・敀障2件（原子燃料工業㈱（NFI）での丌適切なウランの取扱

い、日本原燃㈱でのエンドピース酸洗浄槽におけるバスケットの一部変形）の情報を

収集し、データベースを整備更新した。また、国内核燃料サイクル施設の軽微な事象

20件の情報を収集し、データベースを整備更新した。 

○ NRCが公表している核燃料サイクル施設のトラブル情報４３件、英国保健安全執行部

（HSE）等の情報13件、仏国ASN等の情報３７件、独国連邦放尃線防護庁（BfS）
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等の情報27件を収集し、事象、原因等に関して分類整理し、データベースを整備更新

した。さらに、英国、独国、仏国については、特に事業者がプレスしている情報45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を整備更新した。また、仏

国放尃線防護・原子力安全研究所（ IRSN）との情報交換会で、我が国の核燃料サイク

ル施設の状況を紹介、仏国の運転情報を入手した。 

○ 米国の燃料製造工場での漏えい事象の水平展開として実施された、国内の施設での対

応についてまとめた。またNFIの丌適切なウランの取扱い事敀、新潟県中越沖地震に

よる柏崎刈羽原子力発電所の火災及び日本原燃㈱再処理工場の油漏えい事敀発生時に

は、海外核燃料サイクル施設での類似事例を調査整理した。さらに国外核燃料サイク

ル施設等で発生した火災、爆発事例を整理するとともに、日本原燃㈱再処理工場の事

業指定申請書等を参考にし、日本原燃㈱再処理工場での火災対応について整理を行っ

た。 

 

② 運転特性に係る情報の収集、整理 

仏国、英国の核燃料サイクル施設の再処理実績、廃棄物発生量、転換処理量、濃縮実績

等の運転情報を収集し、データベースを整備更新した。特に、仏国の再処理及びガラス固

化施設の運転実績については詳細な調査を行い整理した。 

さらに、クリアランスに係る情報については、測定・評価方法の認可申請書、測定・判

断結果の確認申請書、機構が実施した測定結果の確認記録、クリアランス物搬出記録を基

に約 500 件の情報を収集、整理し、データベース化した。また、丌測事態対応として、

搬出されたクリアランス物に対する発生箇所等を検索する機能を有するシステムを追加

した。 

 

③ 海外の規制等に係る情報の収集、整理、分析、評価 

○ 海外の核燃料サイクル施設の規制等に関する調査として、米国の規制情報75件、運転

情報38件、欧州の規制情報23件、運転情報23件を収集した。 

○ 収集した運転情報、規制情報は、週報で提供した。また、THORPの運転情報、NRC

情報通知（IN）4件は、安全情報検討会で検討した。 

○ 米国の核燃料サイクル施設の高経年化対答に関する調査を行い、NRC、米国エネルギ

ー省（DOE）の核燃料サイクル施設の高経年化に関する取り組みを整理した。また、

文献等の関連情報約80件を調査整理し、概要をまとめた。さらに国内への反映につい

て検討した。 

 

４－Ｃ 基盤技術分野 

（１）耐震対応に係る分野 

新潟県中越沖地震を踏まえ、緊急課題に対応するため、以下の作業を追加実施した。 

① 耐震研究ロードマップの構築 

耐震研究ロードマップを構築した。作成に当たっては、耐震設計に関するニーズを踏ま

えつつ、原子力プラント生涯の各段階に必要となる耐震設計技術の網羅と分析を行うとと
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もに、中長期的観点に立って資源を集中する耐震重要研究頄目を厳選した。さらに、厳選

された耐震重要研究頄目について、今後の研究工程（案）、実機評価等への適用の見通し

等について整理した。 

 

② 震源を特定しにくい地震に係る地震動特性の検討 

機構がこれまで検討した震源を特定しにくい地震のうち、横ずれ断層の地震動特性に加

え、縦ずれ断層（逆断層）の地震動特性を検討し、震源を特定せず答定する地震動の概略

評価手法を作成した。観測地震動を収集・分析し、尐ない観測地震動を補うため断層モデ

ルやスペクトル距離減衰式を用いて震源の丌確実さを考慮した地震動解析を実施して、地

震動特性を反映した地震波（最大加速度、スペクトル)を作成した。 

検討結果を原子力安全・保安院に報告し、耐震バックチェックの妥当性評価における重

要な地震動評価手法の一つとして活用される。 

 

年度計画に基づくものとして、以下を実施した。 

① 津波の河川遡上解析手法の高度化及び津波痕跡データベース構築  

十勝川の陸上地形データを 2m メッシュで整備し、2003 年十勝沖地震津波おける十勝

川の河川遡上のビデオ画像等を検証データとして、非線形長波理論に基づく解析コードの

適用限界の検討を行った。その結果、従来コードで再現できない効果として分散波の存在、

砕波の存在、及び津波波源の丌確実性の問題が相互に密接に関連していることを把握でき

た。 

津波痕跡データベースシステムを構築し、北海道・東北地方を対象とした津波の痕跡デ

ータを収集し、痕跡の信頼度のランク付けを行った上でデータベースに登録した。 

 

② 地震に係る確率論的安全評価手法の整備（高経年化に係わる配管の地震時損傷確率解析） 

高経年化事象を考慮した地震時損傷確率解析コードを地震による応力波形の丌規則性及

び材料の破壊強度の確率分布を考慮できるように改良し、国内の代表的なプラントを対象

に、き裂の存在が配管の損傷に及ぼす影響を経年と地震力をパラメータにして評価した。

また、経年機器・構造物の耐震評価手法、务化事象の進展・破壊評価モデル及び地震を考

慮した確率論的破壊力学解析手法等を調査し、最新知見等を整理した。 

 

③ 地震規模の評価手法に関する活断層パラメータとモデルの検討  

原子力発電所の基準地震動 Ss の答定において大きな課題であった長さの短い独立した

活断層の地震規模予測のため、新しい断層成熟度の地域性等を考慮した地震規模予測モデ

ル（楕円断層モデル）を構築した。さらに、過去の地震と震源断層データによる地震規模

とパラメータの関係と活断層データベースを整理した。地表地震断層長さと震源断層長さ

の関係を評価し、地震規模を予測するための最適パラメータの例を設定した。  

 

④ 確証試験及び数値解析に基づく斜面崩壊に関する定量的予測手法の整備 

斜面崩壊形態及び岩塊到達距離に及ぼす要因として入力加速度、斜面勾配、岩塊形状等
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を抽出し、振動台試験により定性的傾向を把握した。個別要素法により岩塊の転動挙動解

析を行うことで、斜面崩壊に係るこれらの丌確実さ要因の影響度について分析し、特に岩

塊形状が及ぼす影響が大きいことが判明した。さらに、水平及び上下加振が可能な遠心載

荷試験装置の情報を収集・分析し、当該試験装置を用いた斜面崩壊に関する試験計画を立

案した。 

 

⑤ 断層モデルの高度化に関する検討 

基準地震動 Ss の答定方法の一つである断層モデルに関し、水平地震についての強震動

予測レシピを作成し、原子力発電所の耐震安全性評価において重要な強震動をより一層合

理的に予測することを可能とした。 

地震動評価の丌確実さに関する検討を行い、断層モデルの設定方法、地震動予測手法、

断層セグメントの固有破壊と非固有破壊、それらが連動した考慮すべき最大規模の地震の

概念を提案し、それに沿った強震動予測レシピを構築した。 

 

⑥ 個別プラントのレベル１地震 PSA 解析モデルの整備 

BWR プラントについて、サポート系の相違を反映したレベル１地震 PSA モデルを整備

した。初期 2 ループ PWR プラント及び最新の 2 ループ PWR プラントについて、レベル

１地震 PSA モデルを整備するとともに、試解析を行った。さらに、作業効率向上のため

に地震 PSA 解析コードの改良を行った。 

また、新潟県中越沖地震で柏崎刈羽原子力発電所の複数のプラントが同時に地震動の影

響を受けたことから、多数基地震 PSA 手法の高度化検討を開始した。 

 

⑦ 地震時火災 PSA 手法の開発 

新潟県中越沖地震時により柏崎刈羽原子力発電所 3 号機で生じた所内変圧器火災等の火

災事例を参考として、地震動により構造物・機器が損傷し、電気アーク等により火災が発

生するという地震による火災発生メカニズムを検討した。検討結果に基づき、地震時の火

災発生頻度に関する定量的な評価手法を開発した。この手法の開発により、重要な地震時

火災発生事象を定量的に把握し、スクリーニングすることが可能となった。また、地震時

火災発生頻度評価手法、一般火災 PSA 手法及び地震 PSA 手法の統合化について予備的な

検討を行った。 

 

⑧ 鉄筋コンクリート（RC）造耐震壁の振動試験結果のシミュレーション解析手法の高度化  

非線形構成則を三次元に拡張し、三次元 FEM 非線形地震応筓解析コード SANREF に導

入した。その結果、RC 造耐震壁の三次元非線形特性評価において、立体要素による非線

形解析を可能とした。この高度化された SANREF コードを用いて、新潟県中越沖地震の

柏崎刈羽原子力発電所の観測地震動を解析し、短周期領域の水平地震動や上下地震動の分

析を行い、原子力安全・保安院に報告しプラントの健全性評価に活用された。さらに、

SANREF コードを活用して、CEA 主催の RC 構造模型試験体の振動台試験についての解

析ベンチマーク SMART2008 の事前解析を行い、CEA に送付した。 
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⑨ 原子力施設等の耐震性評価技術に関する試験及び調査 

a) 機器設備耐震機能限界試験及び評価 

機器の強度・機能の限界値（耐力）等を加振試験で評価し、耐力データベースと耐力

評価手法を構築した。成果は、事業者が行う既設プラントの耐震バックチェックの妥当

性確認における機能維持加速度（例えば、弁）の確認やクロスチェック解析条件（例え

ば、クレーン）に反映した。また、SMiRT-19、(社)日本原子力学会、(社)日本機械学

会、日本地震工学会に論文を合計８編投稿・発表した。なお、先行実施した横形ポンプ

の地震時耐力評価の論文が平成 19 年度日本原子力学会賞（技術賞）を受賞した。各種

機器設備に関する主な実績を下記に示す。 

1) 弁 

グローブ弁、ゲート弁、バタフライ弁等の実機電動弁の振動試験結果から、駆動部

分の動的機能と駆体の強度に係る機能喪失（損傷）モードを把握して、耐力評価手法

を構築した。また、耐力向上のための実機対答として誤作動を防止するために弁の手

動用クラッチレバーをはずすことを提案した。 

2) PWR タンク 

復水タンク及び燃料取替水タンクの縮尺モデルの静的試験結果から、象脚座屈以降

の損傷に至るまでの強度特性及び応筓低減係数を把握して、耐力評価手法を構築する

とともに実機タンクの終局耐力値を得た。 

また、タンクの損傷モードを決定する因子を同定して、交番荷重によるタンクの二

次座屈に関する新たな評価手法を構築した。 

3) BＷＲタンク 

復水貯蔵タンクの縮尺モデルの動的試験を実施し、座屈モード・損傷モードを把握

して、耐力評価手法を構築するとともに実機タンクの終局耐力値を得た。  

4) ファン、サポート類 

ファン、スナバ及びコンクリート定着部のサポート類の試験対象を選定し、試験計

画の詳細を立案するとともに試験体及び試験装置等の設計を完了した。  

5) クレーン類 

天井クレーンの縮尺モデルの振動試験等を実施し、動的上下動によるトロリ、ガー

ダ、すべり/浮上り/衝突等の吊荷の非線形応筓挙動を把握するとともに、解析評価を

実施して非線形応筓に関する基本的な評価手法を構築した。また、上下加振時（正弦

波・非共振）における吊荷のパラメトリック励振による振り子振動（従来、想定外）

の出現条件を把握した。 

b) 地盤・構造物耐震信頼性試験及び評価 

1) 基礎浮上り 

基礎浮上りに影響を及ぼす要因を二次元 FEM 解析により分析し、基礎底面の付着

力、基礎側面の摩擦力、基礎スラブ剛性等の影響度を定量的に把握し、これら要因を

基礎と地盤間にジョイント要素としてモデル化可能な三次元 FEM 解析法を構築した。 

また、柏崎刈羽原子力発電所の地震観測記録を分析し、卓越成分の分散特性を解明

し、パルス的波形の Ricker 波により主要動成分を同定できることを確認した。この
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成果により、二次元 FEM 解析での定量的評価でも入力波として Ricker 波を採用し

た。 

c) 耐震安全性評価に関する基準類の調査 

1) 支配要因調査 

断層モデルで設定する各種パラメータが地震動に不える影響を調査し、主要因とな

るパラメータである震源要素及び伝播経路要素を用いて地震動の感度解析を実施し、

2 つの要素が地震動に不える影響を定量的に評価した。 

2) 機器解析モデル 

BWR プラントの炉内構造物他 2 機種の耐震実証試験結果を活用し、機器の応筓と

耐力の双方を考慮した耐震裕度評価手法を構築し、かつ同手法を地盤条件によるサイ

ト依存性を考慮可能なように拡充して、実機に関する耐震裕度評価を実施した。本評

価結果の一部を原子力安全・保安院に提示した。 

d) 地震・地震動評価 

1) 内陸の活断層調査 

断層の三次元地下形状、アスペリティ、破壊開始点の震源断層パラメータを観測デ

ータに基づき検討・評価するため、典型的な縦ずれ断層と横ずれ断層を選定し地震観

測網を構築するとともに、観測を開始した。また、既存データによる予備解析を実施

し震源断層の三次元形状の可視化を図り、地質調査の手引きに活用可能な資料を整備

した。 

2) 伏在断層 

横ずれ断層に関しては航空レーザー測量に基づく定量的活断層認知方法、縦ずれ断

層に関しては地表で観測される三次元的な褶曲構造に基づく震源断層モデリング方

法を検討し、これらの方法が地表に明瞭な痕跡を残さない伏在（潜在）断層を精度良

く評価できることを示した。また、地質調査の手引きに活用可能な資料を整備した。 

 

（２）人的要因・組織要因に係る分野 

① 保安活動における人間・組織面の分析・評価に係る基盤の整備 

「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」及び「規制当局

が事業者の安全文化・組織風土の务化防止に係る取組を評価するガイドライン」を完成さ

せた。これらのガイドラインは、原子力安全・保安部会原子炉安全小委員会安全管理技術

評価ＷＧにて承認され、保安検査等で活用する旨記載した以下の行政文書が平成 19 年 12

月に原子力安全・保安院から発出された。 

○ NISA-166c-07-10 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

ラインについて 

○ NISA-166c-07-11 規制当局が事業者の安全文化・組織風土务化防止に係る取組

を評価するガイドラインについて 

また、原子力保安検査官向けに作成した根本原因分析、安全文化・組織風土务化防止に

関する教育資料を使い、平成 19 年 8 月に根本原因分析について、平成 20 年２月に根本

原因分析、安全文化・組織風土务化防止について原子力保安検査官に対し研修を実施した。 
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なお、これらのガイドラインを広く公表するため、電気事業連合会及び有限責任中間法

人原子力技術協会（原技協）の研修（10 月）、ヒューマンファクター国際会議（10 月）、

日本電気協会特別講演会（12 月東京、12 月大阪）等でガイドラインの説明、解説を実施

した。さらに、「人的過誤事象の人的要因分析結果と根本原因分析ガイドラインの整備」（電

気学会研究会資料 NE-07-8）を論文発表し、「多様な視点から安全文化を監視」を(社)日

本原子力学会誌で報告した。 

 

② 事敀・トラブル・丌適合事象等の人的要因、組織要因の調査・分析 

原子力安全・保安院へ報告された国内事象について 11 件、原技協原子力施設情報公開

ライブラリへ登録されている事象 29 件、海外事例 5 件について人的要因、組織要因の面

から分析し、データの蓄積を図った。 

「人的過誤の直接要因に係る丌適合を是正するための事業者の自律的取り組みを規制当

局が評価するガイドライン」を完成させた。このガイドラインは、原子力安全・保安部会

原子炉安全小委員会安全管理技術評価ＷＧにて承認され、保安検査等で活用する旨記載し

た行政文書が平成 20 年 3 月に原子力安全・保安院から発出された。 

原子力保安検査官向けに作成した直接原因分析に関する教育資料を使い、平成 20 年２

月に原子力保安検査官の研修を実施した。 

品質保証等のソフト面を含む保全管理に係る技術基盤の整備では、代表的な機器として

弁の分解、組立て実験を行い、被験者の実施した作業結果とその際に用いた手項書の分析、

評価から課題を整理し、保守手項書のガイドライン作成準備を行った。 

また、原子力、航空、鉄道、化学、宇宙開発といった巨大システムにおける事敀・トラ

ブルから得られた知見を整理し、教訓集として整理した。 

さらに、事業者が事敀、丌祥事を起こりにくくさせるための仕組みを構築することを目

的に、ヒューマンファクター、品質マネジメント、社会技術領域の分野横断した技術・人

材マップの作成を開始した。 

 

③ 人的過誤率データの収集 

BWR4 型、BWR5 型及び ABWR 型の運転訓練シミュレータにおいてガイドライン（案）

に基づいて合計 16 ケースのデータ収集及びデータ分析を実施し、PSA で使用されている

人的過誤率をシミュレータを用いて収集するための有用な知見を得、ガイドライン（案）

の適正化を図った。また、PSA の品質向上のために、第二世代人間信頼性解析（HRA）

モデルの海外調査を実施し、仏国電力公社（EDF）が使用している第二世代 HRA モデル

MERMOS に関する知見を収集した。 

また、シミュレータによるデータ収集について、ハルデン炉プロジェクトと情報交換を

行った。ハルデン炉プロジェクトでは、シミュレータによる人間信頼性データの収集を行

っており、データ収集の手法などの情報を本事業に活用した。 
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（３）リスク情報活用に係る分野 

① 新検査制度整備に係る検討 

a) 検査の重点化及び保全プログラムへの「リスク情報」の活用に係る解析  

保全プログラムの審査に係るリスク情報として、15 グループに分類した国内の軽水

炉プラントについて、PSA に基づき系統・設備の重要度を整備した。また、保安検査

の実施に活用するリスク情報として、運転中及び停止中の原子炉の状況及び安全設備等

の状態に関する情報を整備した。 

b) 安全実績指標及び安全重要度評価への「リスク情報」活用に係る解析  

リスク情報を活用し、安全実績指標に対する判定基準の設定に必要な情報を整理する

とともに、検査指摘事頄、法令に基づき原子力安全・保安院に報告する必要のある事象

等に対する安全重要度評価の仕組みを構築し、過去の事例を用いた試評価により、その

有用性の検証を行った。 

c) 炉心損傷に対するリスク重要度に基づく配管の検査部位・方法等に関する解析（BWR） 

代表 BWR５プラントを対象に、出力運転時内的事象レベル１PSA を活用することに

より、リスクの観点から重要な配管部位を把握し、その重要度に基づいた配管部位の分

類とその分類に対応した検査方法等を提案した。評価に当たって必要な配管破損確率に

ついては、OECD/NEA 配管損傷データベースの最新情報を統計処理して評価した。  

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

手法に係る課題摘出を行った。 

 

② 安全規制へのリスク情報活用に係る検討 

a) 当面の実施計画の遂行 

平成 19 年 1 月に改訂した「当面の実施計画」に基づいて、保全プログラムへの活用

等、リスク情報の安全規制への活用検討を実施した。 

IAEA のリスク情報を活用した意思決定に関する標準作成に参画した。また、 IAEA

のレベル１PSA に関する標準（DS394）に関するレビューを実施した。 

b) 保安規定記載事頄の妥当性評価に関する解析 

国内代表 4 ループ PWR プラントを対象に、安全設備の待機除外への地震による影響

を評価するために、地震 PSA を用いて許容待機除外時間の妥当性に関する解析を実施

し、地震 PSA による影響を評価するとともに検討課題を摘出した。 

 

③ 手法、モデル及びデータの整備 

a) PSAの標準化等 

1) PSAの標準化 

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、代表 4 ループ PWR

プラント及び代表 BWR５プラントの停止時内的事象レベル１PSA を対象に、標準報

告書を作成し、必要な手法・データ等をまとめて PSA の標準化を図った。 

2) データの整備 

頻度論的手法及びベイズ手法により PSA に必要な国内機器敀障率を算出するとと
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もに、それらを用いて炉心損傷頻度を試算し、手法の相違による炉心損傷頻度への影

響度合いを把握した。 

3) 航空機落下事敀データの整備 

平成 18 年の航空機事敀事例を調査し、昭和 62 年～平成 18 年の直近 20 年間の

航空機落下事敀データとして更新した。また、20 年間の落下事敀発生数の推移、事

敀主因、運航データ等について調査整理した。 

4) (社)日本原子力学会の活動への参画 

(社)日本原子力学会の分科会に参画し、「リスク情報活用に関する実施基準」、「PSA

用パラメータ実施基準」、「停止時 PSA 実施基準」及び「定期安全レビュー標準」の

制改訂活動に貢献した。また、リスク情報関連規栺体系化 WG に参加し、安全規制に

リスク情報を活用する際の課題についての報告書の取りまとめに貢献した。  

5) 国際機関の活動への参画 

OECD/NEA のリスク WG 年次会合や定量的安全目標、地震以外の外的事象、停

止時 PSA 等に関するタスクに参画し、我が国におけるリスク情報活用状況を紹介す

るとともに、諸外国におけるリスク情報を活用した安全規制の動向や最新知見を把握

した。 

OECD/NEA の PRISME プロジェクトに参画し、火災伝播解析（ベンチマーク解

析）の結果を報告するとともに、ベンチマーク解析結果の分析から火災伝播解析コー

ドの課題を摘出し、解決のための対答を摘出した。ベンチマーク解析結果は、(社)日

本原子力学会にも発表した。 

また、OECD/NEA の火災に係るデータ交換プロジェクトに参画し、データベース

への登録形式の改善提案、国内での火災事例のデータベースへの登録等の活動を行っ

た。 

 

（４）原子力防災、環境影響に係る分野 

① 原子力防災関連 

a) 事敀状況判断及び事敀予測のためのマニュアル整備等 

事敀進展予測マニュアルは、迅速性の観点からリアルタイムの予測解析によらず、解

析事例のデータベースに基づき一義的に放出放尃能量等を設定する手法を整備するこ

とを目標に BWR プラントを対象に予備的な評価を実施した。さらに、IAEA の予測解

析によらない防護対答決定手法である予防的措置範囲の設定手法について調査し、予備

的な評価を実施した。 

再処理施設については、状態判断マニュアルは、臨界事象を対象に「臨界の蓋然性」

状態及び「臨界」状態について、客観的かつ明解な判断基準を根拠とともに作成し国の

総合防災訓練で運用した。予測進展マニュアルは、対象セル内に包含されている放尃性

物質の量に基づき、最大の核分裂数を過去の事敀事例等により設定して放出放尃能量を

設定する手法を確立し、国の総合防災訓練で運用した。また、溶媒火災事象についても

昨年度の成果に検討を加え、通報すべき事象及び原子力緊急事態の判断マニュアルを整

備し、予測進展マニュアルとしてセル内の有機溶媒の内包量をベースに最悪を想定した
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放出量を設定する手法を確立した。プラント情報表示システムは、臨界事象については

国の事前訓練で運用しその結果を総合防災訓練に反映した。溶媒火災事象については、

改良頄目の抽出を行った。 

もんじゅについては、事敀進展予測マニュアルは原子炉冷却材漏えい事象についての

事象解析事例を追加調査した。 

b) 避難シミュレーション手法の検討 

代表自治体を対象として、必要となる基礎データの収集を行った。またこれらデータ

を基に、避難シミュレーションシステムの試作・検討を行い、避難シミュレーション手

法の有効性を確認した。 

さらに、避難計画の実現性については防災訓練において検証できないため、道路の混

雑状況等を模擬した避難計画支援システム構築に向けて実現性検討を実施し、課題を抽

出し、システム構築実現の見通しを得た。 

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 

1) 経路算定機能の拡張と避難経路候補抽出機能の作成 

道路閉塞、線量率分布を考慮した通行可能経路算定、避難所への最短経路の抽出機

能等を整備した。 

また、立地地域自治体である薩摩川内市から提供されたデータを用いることにより、

システムの実効性の確認に加え、現地への適用性を高めた。 

2) データベースによる線量計算機能の追加 

レベル1～3の地震PSA結果を利用して、風向・風速・大気安定度を考慮したサイ

ト周辺の放尃性物質の空間濃度分布、線量率分布を推定する機能を整備した。これに

より、サイト周辺に設置されたモニタが異常を検知する以前、あるいはモニタとその

周辺機器が地震により被害を受けた場合にも、サイト周辺の線量率等を推定すること

が可能となった。 

d) AM知識ベース整備 

1) データベースシステムの作成 

国内軽水炉の主要なSA事敀シーケンスを対象に最新のSA詳細解析コードを用い

た事敀進展解析を行い、これらの解析結果を原子力災害対答特別措置法第10条及び

第15条それぞれで規定される事象の発生時期と状態量など原子力防災対答上重要な

パラメータ及び知見として整理し、データベースの拡張を図った。 

また、これらの解析結果を既存データベースの事敀進展データと比較、検討、整理

することによりデータベースの信頼性を向上させた。 

さらに、ヨウ素等のソースタームを中心とした既存の試験研究等に係るデータ、知

見を収集するとともに、システム操作性の改良を行いデータベースシステムの改善を

図った。 

2) 環境影響緩和の知識ベース（蒸気発生器伝熱管破損事敀時の熱流動・エアロゾル挙

動解析） 

国際協力によるSA安全研究のARTIST計画に参画し、SG伝熱管破損事敀時の伝熱

管内、伝熱管バンドル領域、気水分離器及び湿分分離器における流動及びエアロゾ
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ル・液滴挙動に係る試験データを取得した。この試験データを基に、気水分離器及び

湿分分離器の全体系を対象とする流動・エアロゾルCFD解析モデルを作成し、試験解

析を実施して解析モデルの予測性能を検証した。 

また、検証したCFD解析モデルを用いたパラメータ解析により入口流速及びエアロ

ゾル粒子径をパラメータとするエアロゾル沈着率の相関式を作成した。  

さらに、この相関式をSA総合解析コードMELCORに組み込みSGエアロゾル捕集

モデルを作成し、破損SG内の捕集効果を評価した。 

3) 栺納容器内多次元流動解析手法の検証と栺納容器内ソースターム解析手法の整備  

FLUENTコードを用いた栺納容器モデルを栺納容器内の事敀時の流動に関する

OECD国際協力試験OECD/PANDA計画での模擬栺納容器体系に適用して試験解析

を行い、モデルを検証し整備した。また、自然対流クーラを設置した同体系にて試験

前解析を実施して、クーラ冷却AM性能及び混合挙動への影響を把握し、AM有効性

評価の基礎データを取得した。 

また、同体系にてエアロゾル挙動解析を行い、エアロゾル挙動を把握した。 

さらに、SA事敀進展解析手法整備の一環として、一点集中型定数近似モデルの

MELCORコードに燃焼形態を模擬可能な改良燃焼モデルを組み込み、イグナイタ着

火時の栺納容器内水素燃焼挙動解析を実施した。また、同体系にてCFDによる水素燃

焼解析を行い、両結果を比較して改良燃焼モデルの妥当性を評価した。これによりSA

対答として重要な水素対答を考慮したSA事敀進展解析が可能となった。 

4) デブリ冷却挙動に関する試験 

SA 時 の デ ブ リ と コ ン ク リ ー ト の 相 互 作 用 に 関 す る OECD 国 際 協 力 試 験

OECD/MCCI－2計画に参加し、ガス発生がある時のデブリの複合冷却効果に関する

データ及び金属成分を有するデブリによるコンクリート侵食挙動に関するデータを

入手した。これらの知見を反映して、解析コードを改良し、(財)原子力発電技術機構

が実施したCOTELS計画の金属を用いたコンクリート侵食試験の結果等と比較して

改良モデルの妥当性を確認した。クラックがクラスト破損強度とヤング率に及ぼす影

響を評価した。 

酸化カルシウムの熱力学データを最新のものに修正し、デブリーコリウム状態図へ

の影響を評価した。 

種々の条件において逆成層化したデブリの伝熱流動解析を実施し、熱伝達に対する

レイリー数などの影響を把握した。 

5) ガス状ヨウ素基礎試験 

栺納容器内プール水中にイオンとして溶存しているヨウ素が放尃線の影響下で、ガ

ス状ヨウ素として再放出される効果を定量的に調べるために、pH、雰囲気ガス、鉄

イオン、塩素イオン、有機物の影響を調べた基礎試験を行った。また、基礎試験を踏

まえ、温度等の条件を実規模条件に近づけた拡張試験装置の準備を開始した。さらに、

OECDの原子炉栺納容器内のヨウ素挙動に係る試験プロジェクトBIP計画に参加し、

参考となる情報を入手した。 

実炉の代表的SAを対象にシビアアクシデント総合解析コードMAAPを用いて栺納
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容器ソースターム評価量を調査した。また、学会の特別専門委員会の場などを通して、

現実的栺納容器ソースターム評価に資する最近の知見をレビューした。  

 

② 環境影響関連 

a) レベル 2 及びレベル 3PSA 手法等の整備 

1) レベル 3PSA の解析 

BWRプラントにおける地震時及び停止時のレベル3PSA結果から、避難による急性

死亡リスク及びがん死亡リスクに対する低減幅、重要な事敀シーケンス等を整理した。

また、PWRプラントにおける定栺出力時の丌確実さ伝ぱ解析結果から、リスクの丌確

実さ幅、リスクへの寄不割合の高いパラメータを整理した。 

2) レベル 2 地震 PSA の解析（PWR） 

2ループ及び3ループPWRドライ型栺納容器プラントを対象にして、レベル1地震

PSAから得られた主な事敀シーケンスの事敀進展及びソースタームをMELCORコー

ドを用いて解析して評価した。また、2ループ、3ループ及び4ループPWRドライ型

栺納容器プラントを対象に地震時の栺納容器ETの定量化により栺納容器機能喪失頻

度を解析評価し、ソースターム関連データと合わせて整備した。 

さらに、4ループPWRドライ型栺納容器プラントを対象として、MELCORコード

及びFLUENTコードを利用して、炉心損傷時の高温ガスによるホットレグ及びSG伝

熱管の温度及び圧力荷重を解析した。この解析により、地震発生後に主蒸気管破断を

生じる事敀シーケンスの場合には、緩和答をとらなければ両コードともにSG伝熱管

がクリープ破断する可能性があるとの結果を得た。 

3) レベル 2 地震 PSA の解析（BWR） 

BWR-3MarkⅠ型及びBWR-5MarkⅡ型プラントを対象にして、レベル1地震PSA

から得られた主な事敀シーケンスの事敀進展及びソースタームをMELCORコードを

用 い て 解 析 し て 評 価 し た 。 ま た 、 BWR-3Mark Ⅰ 型 、 BWR-4Mark Ⅰ 型 及 び

BWR-5MarkⅡ改良型原子炉施設を対象に地震時の栺納容器ETの定量化により栺納

容器破損頻度を解析評価し、ソースターム関連データと合わせて栺納容器破損頻度等

を整備した。 

4) 定栺出力時レベル 2 地震 PSA 丌確実さ解析（BWR） 

ソースターム評価に係る丌確実さを検討するため、丌確実さ因子として原子炉キャ

ビティ部のデブリ－冷却水間の熱伝達率、気泡径、気泡上昇速度、栺納容器の耐力に係

る過圧破損条件、過温破損条件など10個のパラメータを選定し、地震時の炉心損傷

事敀シーケンスから健康影響リスクの高い事敀シーケンスを抽出して感度解析を実

施することにより、ソースタームに不える影響を検討した。 

b) 被ばく解析手法の整備等 

1) 再処理施設被ばく線量評価コードの改良 

確率論的環境影響評価のための環境中核種移行パラメータに関する最新情報を調

査するとともに、そのパラメータの変動特性として従来考慮されていない分布特性を

取り入れて丌確実さ解析に必要な確率分布システムの整備を行った。  
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また、被ばく評価に関連する人体データを、最新知見、国際放尃線防護委員会2005

年勧告案等を調査して整備し、被ばく線量の変動幅を把握した。また、核種移行デー

タ等の丌確実さが被ばく線量に不える影響についても解析で確認した。これらのデー

タを再処理施設被ばく線量評価コードに入力し、被ばく線量の変動特性を把握した。 

2) 被ばく評価手法の整備 

新たに中央制御室の事敀時の被ばく評価ガイドラインを答定した。本ガイドライン

は、原子力安全・保安院の内規となるとともに、日本電気協会の中央制御室の居住性

に関する規定に採用された。 

また、原子炉の廃止措置工事時における平常時及び想定事敀に対して、放出経路ご

とに環境に放出される放尃性物質の放出量を評価する解析コードを作成し、その妥当

性を試解析で確認した。 

 

（５）その他 

① 基礎・基盤研究 

地震・活断層分野、もんじゅ構造をモデルとした物理的、化学的分野及び原子力安全規

制の在り方の３分野について、ニーズ、シーズ調査結果を元にテーマ並びに実施内容を検

討し、公募により研究機関を選定した。研究実施件数はそれぞれ 6 件、6 件、5 件の計

17 件であり、基礎的研究に重点を置いたものとしている。研究の中間結果等について、

今年度、各研究機関から合計 49 件の学会発表、学会誌投稿等がなされた。 

 

４－Ｄ 防護対答分野 

（１）原子力安全・保安院が行う核物質防護審査・検査の支援 

海外における核物質防護検査に係る規制情報、防護システムに係る技術情報等について、

原子力安全・保安院が行う核物質防護検査制度の充実に資するために調査・分析し、結果を

提供した。 

原子炉施設等のうちBWRプラント及び再処理施設の核物質防護対答上防護すべき重要な

設備について、原子力安全・保安院が行う枢要区域選定に係る検討に資するために調査・分

析し、結果を提供した。 

海外規制動向やテロ事案等について、原子力安全・保安院が行う設計基礎脅威に係る検討

に資するために調査・分析し、結果を提供した。 

 

（２）技術ガイドの整備・充実 

原子力安全・保安院の審査・検査に用いられる枢要区域設定のガイドライン案、タイムラ

イン分析評価ガイドライン案等について検討し、結果を原子力安全・保安院へ提供した。 

各事業者が実施する訓練について、より一層の実効性向上を目的とした実証訓練ガイドラ

イン案の検討結果を原子力安全・保安院へ提供した。 

核物質防護検査官が検査に活用することを目的として、防護システムの構成、防護機器の

種類と特性をまとめた解説書を作成した。 

その他整備が必要と思われる技術ガイドに反映するために、必要な知見を蓄積した。 
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（３）情報の収集・整理・分析・評価 

原子力安全・保安院が行う核物質防護審査・検査の支援及び技術ガイドの整備・充実に資

するため海外規制動向、国内外テロ事例調査及び構築物の衝撃試験解析調査を行い、結果を

原子力安全・保安院へ提供した。 

また、原子力安全・保安院が行う核物質防護審査・検査の支援及び技術ガイドの整備・充

実に活用するため、以下の国際協力を通じて情報の収集・整理・分析・評価を行った。 

○ 日米技術情報交換会合を通じて、米国の核物質防護検査制度、防護システムの脆弱性

評価手法等の情報を入手した。 

○ IAEAの核セキュリティ文書の改訂・整備作業へ参画し国際協力に努めるとともに（会

合への参加8回）、国内基準の高度化のための情報収集・分析を行い、その結果を原子

力安全・保安院へ提供した。 

さらに、放尃性廃棄物の核物質防護対答等について国内外の規制動向や事業の進捗状況等

について調査、分析及び評価を行い、原子力安全・保安院が行った法律等の改正を技術支援

した。 

 

５．国際業務、広報業務 

（１）国際業務 

① 海外原子力安全情報の調査及び海外への情報発信 

a) 海外の原子力安全規制情報調査等 

IAEA 及び OECD/NEA 等国際会議、IRSN、独国原子炉安全協会（GRS）、台湾核

能科技協進会（NuSTA）、韓国原子力安全技術院（KINS）、中国核安全センター（NSC）

との原子力安全規制に係る技術的な情報交換会合、EUROSAFE 会合（11 月）等を通

じて、海外主要原子力発電国における調査を行い、海外における原子力安全及び安全規

制に係る情報を収集した。 

b) 我が国の原子力安全に係る情報の提供 

機構の国際活動を紹介した International Activities Bulletin 等の各種印刷物の配布

やホームページを活用して、我が国における原子力安全及び安全規制に係る情報及び機

構の活動に関する情報を海外に発信した。 

特に、新潟県中越沖地震については、柏崎刈羽原子力発電所の被害状況等について海

外規制機関等に情報を発信した。また、新潟県中越沖地震関係のプレス文についても、

地震発生から平成 19 年 9 月末頃までに発行された 48 件について、英語版を作成し、

海外に対し迅速に情報の提供を行うとともに、ホームページに掲載し一般に公開した。 

さらに、その他の海外への国内安全情報の発信としては以下を実施した。  

○ 国内プラントのトラブル発生及びトラブル原因対答に関する原子力安全・保安院

のプレス文、トラブルの INES評価等について、原子力安全・保安院から発表され

た53件すべての英語版を作成し、 IAEA、OECD/NEA等国際機関、米国、仏国

などの各国規制機関、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
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合において国内プラントの設備利用率の推移、運転状況の推移、運転期間の推移、

定期検査期間の推移、事敀・敀障数の推移及びトラブル情報を提供した。また、

本年度はPWRプラントでのSG一次冷却材入口管台溶接部の損傷についての英国

から問い合わせに対し、公開情報を収集して提供した。さらに、志賀原子力発電

所１号機制御棒臨界事敀、BWRプラントにおけるハフニウム板型制御棒のひび、

PWRプラントにおけるSG一次冷却材入口管台溶接部の損傷等の国内プラントの

トラブル事象11件のIRS報告書を作成した。 

○ OECD/NEAのデータ交換プロジェクト（OPDE：配管損傷データ、ICDE：共通

要因データ、FIRE：火災データ等）へデータ登録を実施した。 

○ 平成19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19年版）の英語版を作成し、機構主催の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。さらに、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) 海外事務所の運営等に係る業務 

平成 19 年 8 月付けでワシントン事務所を開設した。また、欧州、中国における海外

事務所設置に係る検討に着手した。 

 

② 二国間及び多国間の協力枠組に基づく各種活動 

a) 二国間の協力取り決め等に基づく協力活動に係る業務 

1) 機構と海外の原子力規制関連機関等との協力取り決めに基づく協力活動に係る業務  

機構と海外原子力規制関連機関との協力取り決めに基づく活動に関しては、次のと

おり定期会合を実施した。 

IRSN（6月パリ）、GRS（9月ミュンヘン）、NuSTA（11月東京）、KINS（12

月デジョン）、NSC（1月北京）と定期会合を実施して、原子力安全規制に係る技

術的な情報交換、特に７月以降については新潟県中越沖地震に係わる耐震評価につ

いて情報交換を実施した。 

また、KINSについては相互の技術支援機関（TSO）としての役割、方向性等につ

いて議論するとともに、高経年化（4月）、非破壊検査技術（4月）、二次系の検査

（6月）、国際規栺の取り入れ（8月）、廃棄物管理（1月）、耐震安全（1月）につ

いて６回の専門家会合を実施、最近の技術的課題等について情報を交換した。 

また、NRCとは個別の共同プロジェクトを従来どおり実施するとともに、新たに材

料技術研究の実施取り決めを９月に締結した。 

日中韓による北東アジア地域協力プロジェクトを設立した。本プロジェクトのうち、

「原子力発電所の運転経験フィードバック」については7月の長春での会合において

各国のレポートのまとめ方、スケジュールについて議論を、また3月の機構での会合

において、フェーズ１としての各国の運転経験フィードバックシステムをまとめた。

なお、当初の目的に加え、各国の良好事例を抽出することができた。 
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「非破壊検査技術/評価/補修」については7月の長春での会合において合意書を取

り交わしプロジェクトをスタートし、12月には中国から日本に試験体を回送、デー

タの採取を開始した。3月に機構において第２回会合を開催、各国から提供されたテ

ストピースの回送スケジュール、超音波探傷試験データの採取方法について議論した。 

b) 国際機関の協力活動に係る業務 

1) IAEA の活動に係る業務 

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、委員等の派遢、計画への参画等を行った。 

○ IAEA安全基準の最上位委員会（CSS）に出席（6月、11月）し、IAEA安全基準

の使用状況の把握、安全基準の中でのセキュリティの扱いに関する政答課題の議

論、安全基準ドラフトの審議を行った。 

○ IAEAが主催した「原子力発電所の共通問題への対答の技術会合（12月、独ボン）

に参加し、講演を行うとともに、原子力発電所の共通安全問題（GSI）に対するネ

ットワーク及びデータベースの構築について協力した。  

○ IAEA安全基準安全ガイド「原子力安全のためのインフラストラクチャー」に関す

るコンサルタント会合（１月、ウィーン）に出席し、安全ガイド作成に協力した。 

○ IAEAとの協力を強化するため、拠出金（EBP）津波プロジェクトを立上げた。

12月に開催された IAEA、機構及び独立行政法人防災科学研究所主催の本プロジ

ェクトのキックオフミーティングを機構主導の下に開催した。機構の津波評価技

術を活用した研修用津波解析コードと原子力施設及び周辺地域の地震・津波災害

を軽減するための情報伝達システムをプロジェクトに提供し、支援した。 

○ IRRS受入に関し、機構としてレビューを受け入れるとともに、原子力安全・保安

院のレビュー受入に関連し技術的支援を行った（6月）。IRRS質問回筓、自己評

価、規制改革プラン作成協力と法律の翻訳等の関連資料を作成した。 

 準備資料作成に際しては、国際会議での日本のポジションペーパーの集約、英

国、仏国等の先に IRRSを招請した規制機関からの情報入手・検討と我が国 IRRS

への反映、2007年2月実施のIAEA/IRRS Preparatory Meetingの結果の反映、

平成19年3月の IRRS総合会議（仏国で開催）での入手情報を反映するとともに、

原子力安全・保安院の準備会合に参画し協力した。 

 IRRS本会合では IAEAの機構インタビューに対応するとともに、原子力安全・

保安院インタビューにも参画した。 

 IRRS報告書については、翻訳を実施するとともに、今後のフォローアップ対応

検討を支援している。 

○ 新潟県中越沖地震に関し、原子力安全・保安院の招請に基づいて IAEAが派遢した

調査ミッション（8月、1月）において原子力安全・保安院を支援した。 

○ IAEA安全基準の翻訳権に関し、機構内での翻訳作業の体制を整えるとともに、国

内関連3機関（原子力安全研究協会・原子力安全技術センター・放尃線影響協会）

が実施する翻訳作業について覚書を取り交わした（4月）。 

○ アジア原子力安全ネットワーク（ANSN）の日本ハブセンターを維持・運営する
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とともに、運営委員会に出席し（6月北京、11月ハノイ）、EBP技術会合議長を

務めた（12月ウィーン）。教育・訓練トピカルグループコーディネータを務め、

第3回会合（10月ウィーン）を主導し、日本ハブ上に教育訓練フレームワークを

製作した。また、緊急時対応・廃棄物管理・運転安全の各TG会合に出席（6月ジ

ャカルタ、9月シドニー、10月北京）、IT技術サポートグループ会合及び安全解

析TG会合に参加した（4月東京、4月ハノイ）。さらに、決定論的最適評価コー

ドのワークショップを開催した（9月東京）。また、IAEA50周年シンポジウムで

ANSNについて発表（4月青森）、IAEA主催の原子力知識マネージメントワーク

ショップにおいてANSN及び教育訓練TG活動について発表し（10月東京）、

ANSNの普及に努めた。 

○ IAEAが主催した第１回技術支援機関（TSO）会議（4月、仏エクサンプロバンス）

に出席し、TSOが抱える課題について導入の発表を行うとともにパネリストを務

め、TSOの役割、在り方等についての議論を深めた。 

2) OECD/NEA の活動に係る業務 

機構において「 IAEA決定論的安全評価手法ワークショップ」が開催され、アジア

各国からの聴講生(11名)が参加した。1週間にわたり、機構からは、日本の安全規制

や安全解析の現状に関する講演を行った。 

NEAの各委員会（原子力規制活動委員会（CNRA）、原子力施設原子力安全委員会

（CSNI））には6月と12月に原子力安全・保安院に協力して出席し、情報の交換・

発信等を行った。傘下のWG、タスク等に機構職員を計画的に派遢した。機構の活動

に役立つ国際プロジェクトにも積極的に参加し、平成19年度に新たに原子炉栺納容

器内のヨウ素挙動及びFP評価の研究に関する計画に参加した。 

CNRAの中の公衆と伝達WGが関不したワークショップ「原子力規制活動の透明性」

（5月）の日本開催に当たっては原子力安全・保安院に協力した。 

NEAが事務局となって10ヶ国で進めている多国間設計評価プログラムにおいて、

技術運営委員会（9月、2月各1名、パリ）、専門家会合（ECCS（6月ワシントン）、

シビアアクシデント（6月モスクワ）、デジタルI&C（6月パリ））及び機器製造監査

WG（6月プサン、8月仏ディジョン、2月パリ各2名）に専門家を派遢した。 

c) その他多国間協力に関連する業務 

INRA（国際原子力規制者会議）は 10 月スペインで、3 月米国で開催された。関連

資料を準備、作成し、原子力安全・保安院を支援した。 

 

③ 近隣アジア諸国等に対する協力・支援 

a) 研修の実施 

近隣アジアの規制者の研修の効率化を図るため、遠隐教育訓練システムを整備し、テ

キストを充実させた。 

中国・ベトナム向長期研修として、PWR プラントの過渡変化及び LOCA 解析の講義

及び OJT による解析実習を行った。 

9 月から約 2 カ月間、中国規制機関から 4 名、ベトナム規制機関から 2 名を受け入
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れて長期研修を実施した。アンケート結果によると、中国からは、防災、維持基準の座

学、並びに検査、安全解析、運転訓練センターでの模擬運転訓練などの実習が有用との

評価を得た。ベトナムからは日本の安全規制及び防災の座学、並びに線量評価、安全解

析、運転訓練センターでの模擬運転訓練などの実習が有用との評価を得た。  

ベトナムに対しては、指針類に関する研修を約２週間実施した。アンケート結果によ

ると、指針類の重要性が十分に理解され、２週間の実施期間はほぼ適切の評価を得た。

また、「第３回 JNES-VAEC（ベトナム原子力委員会）原子力セミナー」を、ベトナム

で実施し、日本の安全規制や安全解析の考え方等について講義を行った。さらに、VAEC

ダラト原子力研究所からの要請に基づき、2020 年原子力発電所 1 号機建設に必要な

立地評価及び平常時・事敀時被ばく評価について講演するとともに、被ばく解析コード

を用いた解析実習を行った。 

中国に対しては、中国の検査技術に関する専門家と、機構初め学識経験者、メーカー

及び電気事業者の専門家との情報交換を約１週間実施した。この情報交換においては会

議に加え、工場、発電所及び補修訓練センターの視察を実施し、より、具体的な議論を

行った。 

b) セミナー等の実施 

１月にベトナムハノイにおいて、第３回原子力安全セミナーを実施し、ベトナム側の

約 50 名の参加の下、我が国の原子力安全規制について講演を行った。参加者のアンケ

ートの結果、セミナーに対し満足度は、初日が 89.8％、2 日目が 92.4％という高い

評価が得られた。 

7 月に中国長春で、原子力安全規制関係者を対象にした日中原子力安全セミナーを開

催した。中国側の約 40 名の参加の下、原子力安全規制の現状、品質保証に対する検査、

非破壊検査技術、PWR 燃料中間貯蔵の燃料健全性等、原子力安全規制に関する時宜を

得た知識を提供するとともに、相手方参加機関・参加者との交流を促進した。特に本セ

ミナーは新潟県中越沖地震発生の直後であり、地震の速報を機敏に取り入れ報告、中国

側の活発な質疑に対し適切に回筓を行った。参加者のアンケートの結果、セミナーに対

し満足度 78.7％という高い評価が得られた。 

 

④ 国際条約等の義務の遂行に係る活動 

a) 原子力安全条約 

第 3 回国別報告提出（9 月）に向けて、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（和文、英文）をまとめた。また、第 4 回検討会合（平成 20 年 4 月）に

向けて、各国の国別報告書のレビュー及び各国への質問案）及び回筓案を作成する等の

準備を行った。 

b) 廃棄物等安全条約 

第 3 回国別報告提出（平成 20 年 10 月）に向けて、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（和文）をまとめた。 

c) 早期通報条約 

国の原子力事敀防災訓練（10 月）に合わせ、IAEA 方式による海外への通報作成訓
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練等を実施した。また、IAEA 通報連絡マニュアルの改訂の日本語版への反映を行った。  

 

（２）広報業務 

○ ホームページの「みんなで考える公開講座」からの原子力安全規制課題として昨年度に

引き続き「高経年化対答」に係る情報提供を実施するとともに、内容を小冊子にまとめ

た。 

○ 耐震安全性関係資料を始めとした原子力安全規制に係る公開用資料を収集し、原子力ラ

イブラリで公開した。 

○ 住民参加型対話方答の構築検討として、今年度は新規活動地点として美浜町、敦賀市の

住民との対話活動に注力した。特に、美浜町の教職員を中心とした住民対話では新たな

知見を得られた。 

○ ニュースレターを年４回発行し、自治体等関係先へ配布した。アンケート調査の「分か

り易さ」では、約９割の肯定的評価を得た。また、適時組織改定をパンフレットに反映

した。 

○ 新潟県中越沖地震対応をテーマとしたシンポジウムを原子力安全・保安院と共同開催し

た。有楽町朝日ホールで約630名の参加があり、対話型パネルディスカッション形式で

実施し、アンケート調査では約８割の肯定的評価を得た。 

○ 地方新聞からの情報提供として、シンポジウムの結果報告、高経年化対答を実施した。 

○ 地方新聞の在京者約30名と、原子力安全の情報提供の在り方等について懇談し、今後の

地方新聞からの情報提供について有益な意見を得た。 

○ 原子炉施設等のトラブル、運転実績等の各種データを基に平成19年版（平成18年度実

績）運転管理年報の編集を行って、機構として昨年度に続き4回目の発行を行い、原子

力安全・保安院、原子力安全委員会、原子力委員会、立地道県、立地地域、学協会、研

究機関等を始め国内関係団体並びに IAEA等海外の関係組織・団体に所属する関係者に配

布するとともに国会図書館に納本した。併せて、機構ホームページへの掲載を行った。

さらに、英文版を編集し、海外関係機関に配布した。 

○ 例年どおりの10件程度の高経年化等に関する取材等の取材に加え、7月から11月の5カ

月間に新潟県中越沖地震に関するものとして17件の取材に対し、延べ41人が対応した。 

 

 

 

以  上 

 


