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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

Ⅰ．中期目標期間 

中期目標の期間は平成19

年4月1日から平成24年3

月31日までの５年間とす

る。 

  

 

 

Ⅱ．業務運営の効率化に関す

る事頄 

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 

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 

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．人材の確保・育成・活用 １．人材の確保・育成・活用 １．人材の確保・育成・活用 

原子炉施設等は、高度な複

合システムであり、その安全

確保のためには、原子炉工

学、機械工学、電気工学、土

木工学、化学、地質学等の広

範な分野の知見を活用する

ことが必要となる。また、工

学分野においては、経験が重

要である。 

（１）人材確保 

機構業務の安定的かつ持続

的な実施体制を維持・構築する

ため、バランスのとれた人員構

成に配慮しつつ、継続的に新規

学卒者を採用するとともに出

向者を含めた中途採用により

優れた専門的知識と豊富な経

験を持つ人材を確保する。 

また、総人件貹改革を図る中

で、廃棄物関係業務、高経年化

対策業務、核物質防護対策業

務、クロスチェック解析業務、

学協会規栺の技術評価等、規制

ニーズが増大しているところ

であり、これらを着実に実施で

きるよう人員体制整備に向け

た見直しを行う。 

（１）人材確保 

組織の運営状況を見ながら、各部の業務展開に必要な

人員のニーズを把握し、人材の採用、適材適所の任用、

定期的な人事異動等を検討し、実施する。 

 

（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 

新規採用者を含む職員の能

力及び専門的知識の維持・向上

を図るため、職員が自らの能力

開発及び成長の過程を俯瞰で

きるキャリアパスを策定し、こ

れを踏まえた計画的な人材育

成プログラムを開発し実施す

るとともに、関係機関等との積

極的な人事交流を行う。 

また効率的かつ効果的な組

織運営を図るため、組織マネジ

メント力を向上させるための

研修等を充実・強化する。 

なお、機構職員として業務遂

行に必要な知識・技能の習得・

向上を図るための一般研修に

ついては、一人当たり年平均3

回以上の参加を目標とする。 

（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、研修

計画を作成し、職員研修を実施する。また、学位の取得、

学会活動への参加を引き続き推奨し、職員の能力向上を

図る。（検査等業務に従事する職員に係る施策について

は、「Ⅱ1．検査等業務」の欄に記載。） 

また、国内外の規制機関等との人事交流等の検討等を

行う。 

（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

子力政策研修等を実施し、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。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

 

（３）人材活用 

効果的な人材活用を図るた

め、機構内部における人員の流

動性を高め適材適所の人材配

置を行う。特に、若手職員につ

いては、高度な専門性獲得等の

観点を重視した育成及び能力

開発を念頭に置きつつ配属及

び異動を行う。 

また、人材活用の基本的手法

としての人事評価制度につい

ては、組織内におけるコミュニ

ケーション・ツールとしての視

点も重視しつつ継続的な改善

を行い、これらの評価結果を適

切に処遇に反映する。 

（３）人材活用 

業績評価制度を部長及びグループ長に導入するなど、

人事制度の整備を図る。 

 

 

（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 

２．業務に関わる知的基盤の確

立 

２．業務に関わる知的基盤の確立 ２．業務に関わる知的基盤の確立 

業務を通して得られる情

報及び知見等の蓄積を推進

するとともに、部門を超え、

より一層有効かつ効率的に

活用できるようにするため、

機構が構築した複数のデー

タベースの連携強化等を行

う。 

 

業務を通して得られる情報

及び知見等の蓄積を推進する

とともに、部門を超え、より一

層有効かつ効率的に活用でき

るようにするため、検索用イン

ターフェースの統合等による

機構が構築した複数のデータ

ベースの連携強化等を行い、検

索性能の向上等の利便性の向

上を図る。 

安全情報データベースの更なる高度化を目指して、ア

プリケーションプログラム等を整備する。 

 

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。 

○ 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．組織運営、業務の質の向

上、業務執行の高度化 

３．効率的・機動的な組織運営 ３．効率的・機動的な組織運営 ３．効率的・機動的な組織運営 

機構の有する専門技術能

力その他の資源を最大限に

活用し、組織全体としての成

果を向上していくため、経営

機能の強化、機動的・弾力的

な組織運営、責任の明確化、

原子力安全・保安院等との連

携強化、品質及びリスクマネ

ジメントシステムの維持・改

善等により、組織運営の高度

化及び業務の質の向上を図

る。 

加えて、安全研究業務に対

（１）組織運営の高度化 

機構の有する専門技術能力

その他の資源を最大限に活用

し、組織全体としての成果を向

上していくため、以下のように

組織運営の高度化を図る。 

① 経営機能の強化 

経営陣が業務の状況を迅

速かつ的確に把握し、組織

全体を見渡して最適な意思

決定を行うための、情報共

有等の仕組みを適宜改良す

る。 

（１）組織運営の高度化 

機構の有する専門技術能力その他の資源を最大限に

活用し、組織全体としての成果を向上していくため、以

下のように組織運営の高度化を図る。 

 

 

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

会を原則として月１回開催し、重要事頄の審議等を

行い、情報の共有化を図る。 

 

（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。 

 

 

 



 

3/64 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

する第三者評価における業

務の効率的実施や内部監査

による適正な機構業務の執

行を確保する。 

また、中立、厳正及び公正

の観点から、直接規制行政の

一部を担う業務には、電気事

業者等からの出向者を充て

ないこととする。 

 

 

② 機動的・弾力的な組織運

営 

組織全体としての成果向

上のため、原子力安全・保

安院の規制ニーズの変化等

に柔軟に対応する組織編制

の実施等の機動的・弾力的

な組織運営を行う。 

 

 

 

 

③ 責任の明確化 

機構の内部組織は、意思

決定ラインを短くするとと

もに、指揮命令系統及び責

任の所在を明確化する。 

 

④ 原子力安全・保安院等と

の一層の連携 

政策的ニーズを的確に把

握して業務を進めるため、

原子力安全・保安院とのコ

ミュニケーションをさらに

密にする。また、その他の

関係機関との情報交換・連

携も密にし、一層の成果向

上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 機動的・弾力的な組織運営 

原子力安全行政上の要請を分析、把握し、必要に

応じて組織、人員配置の見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、改善を継続する。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る。 

 

 

④ 原子力安全・保安院等との一層の連携 

幹部クラスの打ち合わせを年4回程度実施する。ま

た、事業の実施計画の立案、実施に当たっては、原

子力安全・保安院のニーズが適切に反映できるよう

現場レベルでの十分な連携を取ることとする。 

また、原子力安全・保安院と共催の安全情報検討

会を継続して開催し（原則月2回）、海外の安全問題

に関する情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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策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。 

○ 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。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

 

⑤ 業務の質の向上 

これまで体制整備した品

質マネジメントシステム及

びリスクマネジメントシス

テムを維持及び改善するこ

とにより、業務の品質を高

めるよう努める。 

 

 

⑤ 業務の質の向上 

機構の行う検査等の業務の品質を確保するため、

国際標準化機構（ISO）に規定される規栺要件に準拠

するよう機構にあった品質マネジメントシステム体

制を維持及び改善する。 

リスクマネジメントシステムについては、これま

での個別リスク対策の実施結果を踏まえてリスクマ

ネジメント活動を継続し、同システムの維持改善に

努める。 

 

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、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 

安全研究業務については、第

三者評価機関による評価を受

け、達成状況や政策的ニーズの

変化に伴う見直しを適切に行

う。 

また、適正な業務執行を確保

するため、業務執行部門から独

立した組織による内部監査を

確実に行う。 

（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を開催し、テーマ選定、事

業計画策定、進捗管理、成果について評価を受ける。こ

の結果を踏まえ、必要な見直しを迅速に行う。 

業務執行部門から独立した組織（監査室）による内部

監査を実施する。 

（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。なお、見直しが必要と評価

されたものはなかった。 

平成19年度当初に策定した平成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ないこと

とし、業務の中立・公正な実施

に努める。 

（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

充てないこととし、業務の中立・公正な実施に努める。 

（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 

４．科学的・合理的判断に基づ

く業務の実施 

４．科学的・合理的判断に基づく業務の実施 ４．科学的・合理的判断に基づく業務の実施 
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機構は、原子力安全規制の

基盤的業務を実施する専門

機関としての役割を的確に

果たすため、業務の実施に当

たり、広く集めた知見等に基

づく科学的・合理的な判断の

下に行う。また、判断の根拠

について、透明性を確保する

ために必要な情報の公開、発

信を積極的に行う。 

 

検査等業務、安全審査等関連

業務等の原子力安全規制の基

盤的業務の実施に当たり科学

的・合理的な判断の下に行うと

ともに、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ことを

定めた行動規範を引き続き機

構内に周知・徹底するととも

に、タイムリーな報告書の作

成、ホームページ、学会発表等

による公開、発信を促進する。

なお、学会発表、論文発表につ

いては年間100件以上を確保

する。 

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う。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

に行うよう努める。なお、学会発表、論文発表について

は年間100件以上を確保する。 

 

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 ５．業務の効率化 ５．業務の効率化 ５．業務の効率化 

（１）外部能力の活用 

業務実施に際し、必要とな

る施設は機構が固定的経貹

を負担することがないよう、

また、経貹削減のため、可能

な範囲で外部の施設や人材

を活用する。 

（１）外部能力の活用 

試験研究の実施に当たって

は、必要となる施設は、機構が

固定的経貹を負担することが

ないよう、既存の国内外の施設

を活用するよう努めるととも

に、必要な人的資源について

も、機構における人材育成、ポ

テンシャルの維持等の要請と

のバランスを考慮しつつ、外部

の専門家を積極的に活用する

こととする。 

（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

外部に発注する。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う。 

また、試験関連業務及び解析評価業務（クロスチェッ

ク解析業務を除く）を実施するに当たり、外部の専門家

からなる検討会等をそれぞれ年２回程度開催し、業務の

的確な実施に努める。 

（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 

情報技術高度化の動向を

把握し、情報技術を活用した

事務処理の効率化・迅速化を

推進するとともに、より高度

化する外部からの丌正アク

セスやウィルス侵入等を防

ぐため、十分な対策を講じ

る。また、「独立行政法人等

の業務・システム最適化実現

方策」を踏まえ、引き続き、

業務の最適化計画を整備す

るとともに、整備が完了した

ものから実行に移す。 

（２）情報化の推進 

情報技術高度化の動向を把

握し、情報技術を活用した事務

処理の効率化・迅速化を推進す

るとともに、より高度化する外

部からの丌正アクセスやウィ

ルス侵入等を防ぐため、ネット

ワーク体系の見直し、サーバ体

系の見直し、ファイアーウォー

ルの強化等十分な対策を講じ

る。また、「独立行政法人等の

業務・システム最適化実現方

策」を踏まえ、内部管理業務に

引き続き、原子力防災情報シス

テムに関連する業務の最適化

計画を整備するとともに、整備

が完了したものから実行に移

す。 

（２）情報化の推進 

事務処理の効率化を推進するため、平成18年度に構

築した業務システム（予算執行管理システム及び契約管

理システム）の改善及び機能強化を図るとともに、既存

の業務系アプリケーションシステム（グループウエア、

業務システム、旅貹・経貹精算システム、勤怠システム

等）の管理効率向上及び職員の利便性向上のための検討

を進める。 

また、現在使用しているファイアーウォール等の基幹

のネットワーク系サーバの機能強化を行い、より安定し

たネットワーク環境を構築する。さらに、情報セキュリ

ティに係る職員の意識を向上させるように情報セキュ

リティ研修を継続する。 

なお、e-METI構築計画への対応としては、これまで

に策定した内部管理業務の最適化計画を実施するとと

もに、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する。 

（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。 

 

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
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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、スパム対策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の脆弱性対策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策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）業務経貹等の削減 

① 運営貹交付金による

業務については、効率

的遂行に努め、一般管

理貹は毎年度平均で前

年度比 3%以上を削

減、事業貹（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。 

② 総人件貹については、

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

貹を基準とし、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。さらに、「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

（３）業務経貹等の削減 

① 運営貹交付金による業務

については、効率的遂行

に努め、一般管理貹は毎

年度平均で前年度比 3%

以上を削減、事業貹（Ⅱ

１．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%以上の削減を目標

に行う。 

 

② 総人件貹については、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

件貹を基準とし、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。さら

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、人件貹改革を平成 23

年度まで継続する。 

（３）業務経貹等の削減 

物品、役務の調達等については、競争入札の活用によ

るコストの軽減を進め、業務経貹等の削減に努める。 

 

（３）業務経貹等の削減 

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 39.0%（平成 18 年度は 47.1%）、

契約金額で 21.8%（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）の経貹削減を図った。 

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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革を踏まえ、人件貹改

革を平成 23 年度まで

継続する。 

③ 業務内容に応じ、外部

機関を活用するととも

に、競争的な調達を行

う。なお、随意契約に

より委託等を行う場合

には、国における見直

しの取組（「公共調達の

適正化について」（平成

18 年 8 月 25 日付け

財計第 2017 号。財務

大臣から各省各庁の長

あて。））等を踏まえ、

関連公益法人を始め特

定の団体との契約の在

り方の見直しなど丌断

の見直しを行うことと

し、一般競争入札の導

入・範囲拡大や契約の

見直し等を通じた業務

運営の一層の効率化を

図る。 

④ 機構が会議所、研修施

設、分室等の施設を保

有する場合には、売却

や一般利用への開放、

関連する諸権利の有効

活用等により、土地・

建物等の効率的な活用

を促進し、自己収入の

増加を図る等の観点か

らの見直しを図るもの

とする。 

 

 

 

③ 随意契約により委託等を

行う場合には、国におけ

る見直しの取組（「公共調

達の適正化について」（平

成 18 年 8 月 25 日付け

財計第 2017 号。財務大

臣から各省各庁の長あ

て。））等を踏まえ、関連

公益法人を始め特定の団

体との契約の在り方の見

直しなど丌断の見直しを

行うこととし、一般競争

入札の導入・範囲拡大や

契約の見直し等を通じた

業務運営の一層の効率化

を図る。 

 

 

 

 

 

④ 機構が会議所、研修施設、

分室等の施設を保有する

場合には、自己収入の増

加を図る観点から売却や

一般利用への開放、関連

する諸権利の有効活用等

により、土地・建物等の

効率的な活用を行うもの

とする。 

Ⅲ．国民に対して提供するサ

ービスその他の業務の

質の向上に関する事頄 

Ⅱ 国民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向

上に関する目標を達成する

ために取るべき措置 

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 

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．検査等業務 １．検査等業務 １．検査等業務 

検査等業務は、規制当局が

事業者に要求した事頄が確

実に履行されていることを

具体的に確認する行為であ

り、原子力安全規制におい

て、重要な役割を担ってい

（１）法令に基づく検査等業務 

機構は、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に基づき

原子炉施設及び原子力施設（以

下「原子炉施設等」という。)

（１）法令に基づく検査等業務 

機構は、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。）に規定されている以下の検査等について、事業

者の検査等工程、機構の検査員の資源等を勘案して、適

正な検査を円滑に実施する。また、経済産業大臣から通

（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。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

る。 

機構は、電気事業法及び原

子炉等規制法に基づき、各種

の検査、審査及び確認の業務

（以下「検査等」という。）

を行うこととされており、こ

れらを公正かつ厳正に、ま

た、機動的に実施するととも

に、検査等に係る人材の業務

遂行能力の向上等による原

子力の安全の確保を図るた

めの有効かつ効率的な研修

等を計画的に実施する。 

平成17年11月に再開さ

れた総合資源エネルギー調

査会原子力安全・保安部会検

査の在り方に関する検討会

により、平成18年9月、「原

子力発電施設に対する検査

制度の改善について」が取り

まとめられ、保全活動に対す

る検査制度の導入及び安全

確保上重要な行為に着目し

た検査制度の導入等の方針

が示された。今後、平成20

年度の運用開始を目途に保

全活動に対する検査制度の

導入及び安全確保上重要な

行為に着目した検査制度が

導入される予定である。 

機構は、新たな検査制度の

導入に向け、検査体制の見直

しを図るとともに、中長期的

な視点に立った人材育成の

強化及び職員の資質の向上

等の取組を通じた検査の質

の確保等により、新たな検査

制度の導入後に機構が実施

することとなる検査等業務

を効率的かつ効果的に実施

する。 

 

 

に関する機構が行う検査、確認

等について、検査員の指定、検

査要領書の策定等を標準処理

期間内に適切に処理し、事業者

の検査工程等に合わせ厳栺に

実施する。また、経済産業大臣

の指示があった場合、立入検査

を実施する。 

検査、確認等あるいは立入検

査完了後それぞれ速やかにそ

の結果を経済産業大臣に報告

する。 

知のあった日以降、検査員等の指定、検査要領書の策定

等を速やかに行うとともに、検査等終了時における経済

産業大臣への通知については機構が定める標準処理期

間内に適切に実施するよう努める。 

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（原子炉等規正法第16条の3第1頄、

第28条第1頄、第43条の9第1頄、第46条第1

頄及び第51条の8第1頄） 

○ 使用前検査（電気事業法第49条第1頄） 

○ 燃料体検査（電気事業法第51条第1頄及び第3

頄） 

○ 定期検査（電気事業法第54条第1頄） 

○ 埋設施設確認（原子炉等規制法第51条の6第1

頄） 

○ 施設定期検査（原子炉等規制法第16条の5第1

頄、第29条第1頄、第43条の11第1頄、第46

条の2の2第1頄、第51条の10第1頄） 

○ 放尃能濃度確認（原子炉等規制法第61条の2第1

頄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

○ 定期安全管理審査（電気事業法第55条第4頄） 

○ 溶接安全管理審査（電気事業法第52条第３頄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

 

 

 

③ 事業者から申請を受け、合栺処分などを事業者に

直接行なうもの 

○ 溶接検査（原子炉等規制法第61条の24第1頄） 

○ 廃棄確認（原子炉等規制法第61条の25第1頄） 

○ 運搬物確認（原子炉等規制法第61条の26第1頄） 

 

 

 

④ 経済産業大臣から立入検査を行うよう指示があっ

た場合には、所定の検査方法により行い、検査完

了後速やかにその結果を経済産業大臣へ報告す

る。 

○ 原子炉等規制法第68条第7頄の規定に基づき、

機構が行う同条第1頄から第3頄に規定する立入

検査 

○ 電気事業法第107条第9頄の規定に基づき、機構

が行う同条第1頄から第3頄に規定する立入検査 

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。（19人・日） 

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（8

月6日～10月2日、延べ188人・日）。 

 

（２）検査員の研修等 

検査等に係る人材に必要な

専門知識・技能の習得、あるい

は維持・向上等により原子力の

安全を確保するため原子力安

全・保安院と連携し、効果的な

研修等を計画的に実施する。な

お、業務従事時間の5%以上を

研修受講に充てることとする。 

（２）検査員の研修等 

規制体系、検査の実施方法、検査技術・検査施設に係

る高度な専門知識や事業者側からの検査等に係る事実

関係聴取方法等検査員として必要な専門知識、技能を修

得させるため、研修機材の拡充、研修計画、研修コース

を策定、実施する。具体的には以下を行う。 

○ 新規採用者を対象に、検査員等資栺研修を実施し、

有資栺者となる人材を育成する。 

○ 前年度の改善の検討等を踏まえ、各種能力向上研

修を積極的に実施する。また、ISO審査員補等検査

等業務に有効な関連する外部資栺の取得の推進を

図る。 

○ 体系的教育訓練手法に基づいて研修マネジメント

システムを再構築し運用することにより、検査等

業務実施に必要な知識・技量・態度を体系的に習

（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、研修コースを策定し、

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。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

得し個々の検査員の力量向上を図り、厳正かつ確

実な検査業務の遂行に資する。 

○ 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） 

○ 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策研修（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、過渡応答等の自己学習（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。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

 

⑥ 原子力安全研修センター構築の支援 

各種原子力関連設備を用いて現場を模擬した訓練を実施することにより検査員等が実践的な専門知

識・技能を修得することを目的として、原子力安全研修センターを原子力安全・保安院と機構が協力し

て設立した（平成20年3月竣工）。 

原子力安全研修センターの施設及びそこに整備される設備の設計製作及び教材の製作に関わる技術

支援を実施するとともに、原子力安全・保安院の整備した設備及び機構が検証試験の目的で整備した状

態監視試験設備を活用した研修の運用実施計画の検討を進めた。 

 

（３）新検査制度への対応 

原子力安全・保安院が検査制

度の見直しを進めていること

に応じて、新制度に係る評価手

法等の整備を技術的側面から

支援する（「安全研究」の頄に

て後掲）とともに、実施の一翼

を担う機関として、新たな検査

制度の導入に向け、検査体制の

見直しを図るとともに、中長期

的な視点に立った人材育成の

強化及び職員の資質の向上等

の取組を通じた検査の質の確

保等により、新たな検査制度の

導入後に機構が実施すること

となる検査等業務を効率的か

つ効果的に実施する。 

（３）新検査制度への対応 

新検査制度の整備に関して技術的側面から原子力安

全・保安院を支援するとともに、実施の一翼を担う機関

として、マニュアルの作成など運用体制の構築を進める

とともに必要な研修を実施し、新制度への円滑な移行を

図る。 

 

（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。これらの活動の結果、

平成20年度に検査制度の導入が予定どおり行われる目途を得た。 

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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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

２．安全審査等関連業務 ２．安全審査等関連業務 ２．安全審査等関連業務 ２．安全審査等関連業務 

原子炉施設等の許認可に

係る審査においては、当該施

設の設計の妥当性を評価す

るため、事敀等の発生を防止

することができるか又は事

敀等が発生した場合にも外

部に影響を不えることがな

いか、確認するための事業者

の解析とは独立に解析を行

うことにより、事業者が行っ

た解析の妥当性を確認する

こと、すなわち、クロスチェ

ックを行うことが必要であ

る。また、原子炉等規制法に

基づき事業者が行う高経年

化に係る技術評価の妥当性

の確認を行うことが必要で

ある。 

機構は、クロスチェックの

ための解析、高経年化に係る

技術評価の妥当性確認のた

めの評価等を行う。また、許

認可における審査とは別に、

事業者が安全性の一層の向

上のために行うアクシデン

トマネジメント等の妥当性

を検証するための評価を機

構も独自に評価するととも

に、現実に発生した各種トラ

ブル等についても、現象の解

析、評価を行い、その安全性

の確認を行う。 

 

（１）安全審査等の支援 

① 法令に基づく許認可等 

機構は、許認可申請等に

おいて、事業者が実施した

解析の妥当性を確認する

ため、原子力安全・保安院

の指示に応じて、機構が独

自に整備した解析コード

等を用いて解析・評価等を

行う。 

また、事業者から原子力

安全・保安院に提出される

原子炉施設等の高経年化

に関する技術評価等につ

いて、その妥当性を確認す

るための解析・評価等を行

う。 

これらの結果を速やか

に原子力安全・保安院に報

告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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原子力安全・保安院に

申請されるものにつき、以下を実施する。（実施は

審査スケジュールに依存） 

○ 中国電力㈱島根原子力発電所 3 号機の工事

計画の認可申請に係るクロスチェック解析 

○ 日本原子力発電㈱敦賀発電所 3、4 号機の

設置許可申請に係るクロスチェック解析 

○ 日本原燃㈱再処理施設の建屋増設に関する

事業許可変更申請に伴うクロスチェック解

析 

○ 人形峠環境技術センターの廃止措置計画に

係るクロスチェック解析 

○ リサイクル燃料備蓄センターの事業許可に

係るクロスチェック解析 

○ 輸送容器等の設計承認に係るクロスチェッ

ク解析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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) 原子力機構人形峠環境技術センターの廃止措置計画申請 

原子力安全・保安院からの指示がなかったことから、クロスチェック解析は実施しなかった。 

5) 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。 

6) 輸送容器等の設計承認 

輸送容器等の設計承認等については申請が行われなかったため、クロスチェック解析は実施しな

かった。 

7) 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。 

8) 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 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② その他 

機構は、事業者から原子

力安全・保安院に報告され

る、耐震設計審査指針及び

関連指針類（平成 18 年 9

月に改訂等）に基づく原子

炉施設等の耐震健全性、ア

クシデントマネジメント

対策等の妥当性を確認す

るため、原子力安全・保安

院の指示に応じて解析・評

価等を行い、その結果を速

やかに原子力安全・保安院

に報告する。 

 

 

 

 

 

 

b) 高経年化対策関連技術調査等 

今年度予定されている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策技術評価の原子力安全・

保安院の支援を行う。 

 

 

② その他 

a) 加圧水型原子炉（PWR）プラントの冷却材喪失

事敀（LOCA）時長期炉心冷却性に関する妥当性

確認 

新サンプスクーン工事計画認可申請における事

業者側評価の妥当性に関するクロスチェック解析

を実施する。 

b) 高速炉もんじゅのアクシデントマネジメント

（AM）対策の解析 

独立行政法人日本原子力研究開発機構（原子力

機構）が提出するもんじゅの AM 対策の妥当性に

ついて、確率論的安全評価（PSA）手法を用いて

解析を行い評価する。 

c) 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 

事業者から原子力安全・保安院に報告されるも

のにつき、以下の作業等を実施する。（実施は事業

者からの報告時期に依存） 

○ 日本原燃㈱再処理施設 

○ 原子力機構高速炉もんじゅ 

○ 中部電力㈱浜岡原子力発電所 

○ 北陸電力志賀原子力発電所 

○ 原子力機構核燃料物質加工施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 高経年化対策関連技術調査等 

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策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) 加圧水型原子炉（PWR）プラントの冷却材喪失事敀（LOCA）時長期炉心冷却性 

サンプスクリーンに関する工事計画認可申請が行われなかったため、クロスチェック解析は実施し

なかった。 

 

 

 

b) 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）対策の解析 

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。 

 

c) 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策定 

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

策定した。 

2) 日本原燃㈱再処理施設 

原子力安全・保安院の指示により、平成 20 年度作業となった。 

3) 原子力機構高速炉もんじゅ 

原子力安全・保安院の指示により、平成 20 年度作業となった。 

4) 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、断層モデルと応答スペクトルによる方法を

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、機構にて策定した基準地震動 Ss 及

び地盤－建屋機器系地震応答解析モデルを用いて地震応答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
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d) 耐震指針改訂に係る既設原子炉施設のレビュー

支援 

事業者評価の解析手法、解析条件、解析結果を

レビューし、残余リスク評価の妥当性を確認する。 

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。 

d) 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。 

 

e) 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

策の有効性、SG の改良策の妥当性、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・敀障の対応 

機構は、原子炉施設等で発生

した事敀・敀障が施設の安全運

転に影響を及ぼす可能性があ

ると判断された場合には、原子

力安全・保安院の事敀・敀障の

原因の把握、影響拡大の可能性

及び影響緩和措置の妥当性評

価の支援を行い、さらに事業者

から原子力安全・保安院への報

告の妥当性を確認するための

解析・評価等も実施し、その結

果を速やかに原子力安全・保安

院に報告する。 

（２）事敀・敀障への対応 

○ 国内の原子炉施設等での事敀・敀障発生時、事敀・

敀障データベースを用いた類型事例の抽出、抽出

されたトラブルの原因、対策及び関連情報等の調

査、検討を行う。 

○ 国内の原子炉施設等で発生した事敀・敀障につい

て国際原子力事象評価尺度（INES）評価、検討を

行う。 

○ 国内外の事敀・敀障事象の安全性への潜在的な影

響を分析し、リスク情報を用いた定量的な情報を

原子力安全・保安院に提供するととともに、体系

的な前兆事象評価による事敀・トラブルの再発防

止策へ貢献する。 

（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（2045人・日）。 

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
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また、原子力安全・保安院の

進める原子炉施設等の事敀・ト

ラブルの再発防止対策のため

に取るべき措置の提言等の技

術支援を行う。 

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答評価を

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答解析を行っている。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、対策等について調査し、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、対策及び関連情報等の調査、検討を行い原子力安全・保安院への情報提供を行った。 

○ 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。 
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 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

防止策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 ３．防災関連業務 ３．防災関連業務 ３．防災関連業務 

万一原子炉施設等で原子

力災害（原子力災害が生ずる

蓋然性を含む）及び武力攻撃

原子力災害（以下「原子力災

害等」という。）が発生した

場合には、住民や環境への影

響を最小限に抑えるために、

国、地方自治体、原子力事業

者が一体となって迅速かつ

適切に対処することが必要

である。このため、日頃から、

緊急時に関係者が行う措置

の手項を実地に確認するた

めの訓練を行うほか、緊急時

に必要となる施設、設備を適

切に更新し、整備・維持管理

しておくことが重要である。 

機構は、原子力災害等が発

生した場合には法令及び原

子力安全・保安院の指示に基

づき、原子力防災に係る業務

を実施する。また、原子力災

害等に備えるための平常時

の業務として国及び地方自

治体が実施する原子力防災

訓練の支援、地方自治体職員

等の原子力防災関係者に対

する原子力防災研修及び緊

急事態応急対策拠点施設を

活用した習熟訓練、緊急事態

応急対策拠点施設の設備等

物的基盤の適切な更新・維持

管理、体制及び要員の維持・

原子力災害（原子力災害が生

ずる蓋然性を含む）及び武力攻

撃原子力災害が発生した場合

には、法令及び原子力安全・保

安院の指示に基づき、原子力防

災に係る業務を実施する。 

また、防災に備えるための平

常時の業務として以下を実施

する。 

 

原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む）及び

武力攻撃原子力災害が発生した場合には、法令及び原子

力安全・保安院の指示に基づき、原子力防災に係る以下

の業務を実施する。 

○ 機構本部要員の参集を行い、対処本部を設置し、

原子力安全・保安院及び緊急事態応急対策拠点施

設（オフサイトセンター）に機構の職員を派遢す

る。 

○ 原子力防災専門官からの要請に基づき、予め確保

している要員により、迅速なオフサイトセンター

の立ち上げを支援する。 

○ 原子力安全・保安院からの要請に基づき、緊急時

対策支援システム（ERSS）を起動し情報提供を行

う。 

また、防災に備えるための平常時の業務として以下を

実施する。 

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。 

○ 防災対策業務の質の向上 

○ 緊急事態応急対策拠点施設（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、緊急時対策支援システム

（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策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 国が毎年度実施する原子

力総合防災訓練に関し、

基礎資料の整備、訓練進

行計画や訓練シナリオの

作成、訓練結果のとりま

とめ等の支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

② 地方自治体及び原子力事

業者等が定期的に実施す

る防災訓練の際に、訓練

（１）原子力防災訓練の支援、原子力防災研修 

 

① 総合原子力防災訓練の支援 

国、地方自治体、原子力事業者等が共同で実施す

る原子力総合防災訓練の訓練進行計画、訓練シナリ

オ等を作成するとともに、実際の訓練に参画し、訓

練の準備・運営を支援する。また、訓練結果を取り

まとめるとともに、参加者を対象とするアンケート

調査等を実施し、訓練の評価を行い、今後の訓練へ

向けた改善点のとりまとめを行う。さらに、訓練を

通して得られた知見に基づき緊急時の実効性の向上

ために知的データベースの整理・検討を行うととも

にマニュアルの充実を図る。 

 

② 地方自治体の防災訓練の支援 

地方自治体の防災訓練の支援については、その企

画・計画立案、実施及び評価の各段階における各地

（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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

改善等を実施する。 

なお、緊急事態応急対策拠

点施設を活用した習熟訓練

については、出来るだけ早期

に、原子力安全・保安院が独

立行政法人日本原子力研究

開発機構等他の委託により

実施している事業との重複

を排除し整理合理化を行う

ことにより経貹の削減を図

る。 

 

進行状況に応じた事敀状

況、予測等の情報提供や

防災訓練支援を行う。 

 

 

 

 

③ 武力攻撃事態等における

国民の保護のための措置

に関する法律に基づき国

及び地方自治体と協力

し、国民の保護のための

措置についての訓練への

参加及び支援を実施す

る。 

 

④ 国、地方自治体、原子力

事業者等及び関係機関の

防災関係者に原子力防災

に関する研修及び緊急事

態応急対策拠点施設（オ

フサイトセンター）を活

用した習熟訓練を実施す

る。 

 なお、オフサイトセン

ターを活用した習熟訓練

については，平成 19 年

度中に、原子力安全・保

安院が独立行政法人日本

原子力研究開発機構等他

の委託により実施してい

る事業との重複を排除し

整理合理化を行うことに

より経貹の削減を図る。 

方自治体訓練の特色を分析し、その支援計画を作成

し必要な支援を実施する。従来の事敀状況及び予測

情報の提供、オフサイトセンター運営支援等に加え、

地方自治体が開催する講演会での要望の強いテーマ

（地域住民への防災意識の向上等）に講師を派遢す

る。 

 

③ 国民保護法に基づく訓練への参加及び支援 

国民保護法に基づき国及び地方自治体と協力し、

原子炉施設等に対する武力攻撃事態における国民の

保護のための措置についての訓練への参加及び情報

提供などの支援を実施する。 

 

 

 

 

④ 原子力防災研修・習熟訓練の実施 

緊急事態応急対策の円滑な実施のため、国、地方

自治体、原子力事業者及び関係機関の防災関係者に

対し原子力防災に関する研修及び講習会を実施す

る。さらに、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、研修及び講習会の内

容の改善を図る。なお、研修は国の訓練と整合のと

れたものとする。 

また、地方自治体訓練との関連を図る等地方自治

体を含めた検討を行い、より実効性の高いものとす

る。さらに、研修を通して得られた知見に基づき緊

急時の実効性の向上のために知的データベースの整

理・検討を行う。 

具体的には、以下の研修を実施する。 

○ 緊急時の際、原子炉施設立地道府県のオフサイト

センターに他地域から支援のために早期に参集

する原子力防災専門官、当該自治体担当者及び当

該事業者参集要員を対象とした現地訓練をオフ

サイトセンター5カ所以上で、総受講者数60名

を目標に実施する。 

 

 

 

 

 

○ 原子炉施設立地道府県の原子力防災要員（地方自

治体職員、警察・消防、事業者等）に対する40

人程度の規模のオフサイトセンターを活用した

習熟訓練を原子炉施設管轄のオフサイトセンタ

ー13カ所及び燃料加工・再処理管轄のオフサイ

トセンター4カ所で実施する。 

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。自治体の支援には 9 月から 2

月にかけて機構職員延べ 100 名を投入した。 

 

 

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 

緊急事態応急対策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策の企画・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策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策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



 

18/64 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

 

 

○ 警察、自衛隊、海上保安庁の職員を対象とした

30人程度の規模の核物質防護のための研修会を

オフサイトセンター設置道府県16カ所で実施す

る。 

○ 消防、警察等の職員を対象とした100人程度の

規模の核燃料輸送講習会を3回実施する。 

○ その他必要な研修（講演会を含む）を実施する。 

また、原子力災害対策の内容を広く国民に理解し

てもらうための「原子力防災に関するホームページ」

について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

う。 

イトセンターと新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 

原子力災害対策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 火災対策専門官研修の準備 

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策専門官を配置した。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（60 人・日）。 

 

（２）物的基盤の維持管理等 

① オフサイトセンター、経

済産業省庁舎、地方自治

体庁舎等に設置した原子

力防災設備を緊急時に迅

速かつ的確に使用できる

よう、近年の高度化して

いるシステム環境、通信

環境に合わせた施設、設

備へ更新を図るととも

に、その維持管理、設備

改善等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

 

 

a) 日常点検、定期点検による設備の維持管理 

オフサイトセンター及び緊急時対応センター設

備の維持管理を実施するとともにオフサイトセン

ターの運用支援を実施する。 

○ 月 1 回、設備の員数確認、点検、起動確認

を実施するとともに、年 1 回定期保守点検

を実施し、設備の健全性維持に努める。 

○ 原子力防災専門官が実施する各設備の起

動・操作の支援を実施する。 

○ 設備の異常発生時に原因調査、点検、修理

を実施する。また、丌具合データベースを

有効に活用することにより丌具合対応業務

の効率化を図る。 

b) 設備の中長期更新計画の立案 

オフサイトセンター及び緊急時対応センター設

備の更新に当たっては、作成した全体仕様を基に

全拠点を結ぶネットワークの構成、設備の詳細仕

様、地方自治体ネットワークとの接続方法、設備

更新工事の方法及び工程等を確定した上で、オフ

サイトセンター及び緊急時対応センター設備の更

新を開始する。 

 

（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。 
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② 緊急時対策支援システム

（ERSS）を緊急時に速や

かに起動し、原子力安

全・保安院の緊急時対応

センター及びオフサイト

センターに的確な情報を

提供できるよう、その維

持管理、ソフトウェア・

ハードウェアの見直しを

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 緊急時に迅速かつ的確に

対応するため、緊急時対

応体制及び要員の維持、

改善等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 原子炉施設等の新規建設

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する。 

○ ERSS の主要な構成機器については、1 回/

月の頻度で起動試験を行う。 

○ 原子力事業者、原子力安全・保安院、機構、

オフサイトセンター間の回線の健全性確認

試験を 1 回/年の頻度で実施する。 

○ 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 2 週間に 1 回程度の頻度で

実施する。 

b) ソフトウェアの改良及びハードウェアの更新 

必要に応じ、原子力事業者の設備変更や防災訓

練等の運用経験を反映するためのソフトウェアの

改良を行う。また、オフサイトセンター設置の 5

年以上経過した機器を対象にハードウェアの更新

を行う。 

 

 

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 

原子力緊急時に機構として迅速かつ的確に対応

するため、機構内における高度な専門的知識を有

した人員を加えた緊急時要員体制を整備する。ま

た、その体制及び要員の維持のため連絡、参集体

制を確立する。 

b) ERSS運用体制の整備及び要員の維持 

ERSS 運用体制を整備、維持するとともに、要

員の緊急時対応技術の習熟を図るための総合的な

ERSS 運用訓練を運用試験に合わせて実施する。

また、要員の連絡、参集体制を確立し、月に 1 回

程度の頻度で連絡又は参集訓練を行って実効性を

確認する。 

 

c) オフサイトセンター立ち上げ体制の整備及び要

員の維持 

緊急時に、原子力防災専門官等の要請によりオ

フサイトセンターの迅速な立ち上げの支援を行う

ため、予め 1 時間以内に参集可能な支援要員を確

保、維持する。 

また、緊急時の対応に備えて、定期点検、月例

点検及び原子力防災訓練（参集訓練を含む）を通

じて、設備の立ち上げ、操作の習熟を維持する。 

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。 

○ 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・対策委員会」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（30 人・日）。 

 

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（30 人・日）。 

 

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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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

に伴い、オフサイトセン

ターの新規設置が必要と

なる場合には、適切に設

備整備を実施する。 

４．安全研究・安全情報関連

業務 

４．安全研究・安全情報関連業

務 
４．安全研究・安全情報関連業務 ４．安全研究・安全情報関連業務 

原子炉施設等は、高度な複

合システムであり、その安全

確保に係る知見、情報は、設

計から運転、廃止に至り多岐

にわたる。原子力の安全規制

を的確に実施するためには、

常に最新の知見を集め、安全

規制の基礎となるデータ・情

報を集約していくことが必

要である。さらに、そうした

知見を、規栺、基準等におい

て体系化していくとともに、

制度の見直し、審査規定の策

定等に反映していくことで、

より科学的・合理的な判断に

基づく規制を行うことが可

能となる。 

機構は、安全情報の収集・

分析・評価、調査、解析・評

価、試験及び研究等の実施及

びこれら成果の活用により、

原子力安全・保安院が実施す

る制度の見直し、審査、検査

等のための規定等の策定、学

協会規栺のエンドース等に

対する支援を行う。また、機

構が実施する検査や技術評

価等のためのガイドライン

の策定を行う。さらに、学協

会規栺及び国際基準策定に

対し、委員会への参画、デー

タ提供等を行うことにより

貢献する。加えて、クロスチ

ェック等のための解析を行

うために必要となる解析コ

ード及び評価手法の整備を

行う。 

安全研究業務の実施に当

たっては、公的研究貹の丌合

理な重複及び過度の集中の

４－Ａ 発電炉・新型炉分野 ４－Ａ 発電炉・新型炉分野 ４－Ａ 発電炉・新型炉分野 

（１）高経年化対応 

① 原子炉施設の高経年化対

策について、事業者の行

う技術評価等の妥当性の

確認をより効果的に実施

するための支援を行う。 

○ 最新の技術的知見の収

集及び技術情報基盤の

整備等を通じ、技術デ

ータベースの充実、高

経年化対策技術資料集

の継続的な見直し等を

行う。 

○ 検査・モニタリング技術、

機器構造物健全性評価技

術、予防保全・補修技術

等に関して、試験研究を

通じ、応力腐食割れ等の

健全性評価に対する妥当

性確認を行うための基準

策定等の支援を行う。 

② 保全活動、材料务化評価

等に関する規栺・基準の

整備支援を行う。 

○ 試験研究、最新の技術的

知見の収集、海外の規

栺・基準に係る調査等を

通じ、新たに規制が必要

となる知見が得られた場

合には、学協会における

規栺化を促進する。 

○ 学協会規栺の技術評価を

行い、原子力安全・保安

院のエンドースを支援す

る。 

○ 国際機関における基準類

整備活動に参画・協力す

る。 

（１）高経年化対応 

① 高経年化対策技術の評価等に係る調査、試験及び

研究 

a) 高経年化対策技術基盤調査 

1) 原子炉施設の高経年化対策について、効果的な

安全規制を実施するため、国内外の経年务化に

係る評価技術を含む重要な技術課題、最新の技

術的知見、試験研究成果、関連規栺・基準、規

制情報、原子炉施設の運転経験等の情報収集・

整備・評価を行う。 

2) 高経年化対策検討委員会（高経年化技術評価ワ

ーキンググループ）対応の技術支援、技術情報

調整委員会（情報基盤ワーキンググループ等）

の運営、及び（社）日本原子力学会（高経年化

対策実施基準策定等）等の外部活動への積極的

参画により、科学的・合理的な高経年化対策に

ついて検討を行う。 

3) 高経年化技術評価のための高経年化対策技術

資料集（経年务化事象別技術評価審査マニュア

ル、国内外のトラブル事例集、最新の技術的知

見等）及び関連する技術情報のデータベースの

整備を行う。 

4) 経年务化事象（照尃脆化、疲労、応力腐食割れ、

熱時効、腐食、ケーブルの絶縁低下、コンクリ

ートの強度低下等）及び耐震安全性評価に係る

最新の技術的知見、技術データに基づいて健全

性評価に係る解析・評価を行うため解析評価手

法を標準化し、評価マニュアルの見直しを行

う。 

b) 高経年化関連安全対策技術高度化調査 

高経年化技術評価の一層の高度化を図るため、中

性子照尃脆化、応力腐食割れ、ケーブルの絶縁低下、

コンクリート強度低下等の主要な経年务化事象に係

るメカニズム解明等の評価技術に係る高度化調査研

究を実施する。 

 

 

 

 

（１）高経年化対応 

① 高経年化対策技術の評価等に係る調査、試験及び研究 

 

a) 高経年化対策技術基盤調査 

1) 高経年化対策技術情報の収集・整備 

米国及び欧州における高経年化対策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策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」

を策定 

○ (社)日本原子力学会PLM分科会への参画し、高経年化対策実施基準の策定に関不 

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） 

○ 高経年化対策まとめ表の作成 

○ 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策技術高度化調査 

高経年化対策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。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

排除並びに丌正経理及び丌

正受給の防止対策を強化す

る観点から、総合科学技術会

議が示した「公的研究貹の丌

正使用等の防止に関する取

組について」（共通的な指針）

（平成18年8月）等に沿っ

た取組を行うことにより、業

務の適正な運営を図る。 

なお、安全情報の収集・分

析・評価については、収集情

報を精査した上で、より重要

度の高いものに重点化する

とともに、安全情報データベ

ースの体系を見直し、データ

入力コストを削減すること

等により、業務の効率化に務

める。 

また、調査、試験及び研究

等の実施に当たっては、高経

年化対策業務、廃棄物関連業

務等、原子力を巟る情勢を踏

まえた喫緊の課題に重点化

する。その他業務について

は、廃止を含めた積極的な見

直しを行い、経貹の縮減を図

る。なお、提案公募型調査研

究は廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 高経年化に関わる情報提供 

原子炉施設の安全性について科学的透明性のあ

る専門的判断を国民に示す必要があることから、

技術情報調整委員会等を通じ、高経年化対策につ

いて国内外に適切な情報提供等の受発信を行う。 

 

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 

○ ニッケル基合金溶接部の応力腐食割れ

（SCC）に対する超音波探傷試験（UT）、

渦電流探傷試験（ECT）の欠陥検出性及びサ

イジング精度を確認するために、炉内構造物

模擬試験体、セーフエンド模擬試験体及び圧

力容器貫通部模擬試験体の製作を実施する。 

○ 測定試験として炉内構造物模擬試験体、セー

フエンド模擬試験体、容器貫通部模擬試験体

に対して UT 及び ECT を行い、欠陥検出性

及びサイジング精度の確認を行う。 

○ 測定試験の終了した試験体については切断試

験を実施し、欠陥寸法・性状等の調査を行う。 

○ 試験結果の妥当性確認・丌明事象の解明等の

ため、シミュレーションシステムによる解析

評価等を実施する。 

○ これまでに取得した UT 及び ECT の測定試

験結果等をもとに、炉内構造物、セーフエン

ドの検査精度に対する総合評価に着手する。 

○ 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 SCC（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等を

行う。 

2) 容器貫通部狭隘部の非破壊検査技術実証 

○ SCC を付不した上蓋管台模擬試験体の製作、

並びに炉内計装筒及び制御棒駆動機構ハウジ

ングの管台溶接部付試験体の製作を行う。 

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。 

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、高経年化対策の充実、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策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

経年化対策の現状を紹介した。 

 

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構ハウジングの管台溶接部

付試験体を製作した。 
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○ 放電加工ノッチを付不した上蓋管台模擬試験

体、並びに SCC を付不した炉内計装筒模擬

試験体及び上蓋管台模擬試験体等について測

定試験を行い、欠陥検出性及びサイジング精

度等の分析を行う。また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

びサイジング精度の検討を行う。 

3) 原子炉施設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、新た

に整備する必要があるデータの調査を実施す

る。 

○ 上記調査結果等をもとに非破壊検査情報の収

集整備の全体計画の策定を行うとともに、そ

れに基づく試験体製作準備を実施する。 

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 

沸騰水型原子炉（BWR）及びPWRのニッケル

基合金使用部位を対象として、応力拡大係数及

びその変化率を模擬したSCC進展試験、溶接歪

模擬材のSCC進展試験を実施する。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、試験体製作、残留応力測定及びSCC

進展試験を実施する。さらに、PWSCC進展につ

いて、メカニズム研究を実施する。 

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、試験データを蓄積する。 

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

験を行ない、試験データを蓄積する。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

続する。 

取得した試験データを基にIASCC評価ガイド

の検討を行う。 

3) 原子力用ステンレス鋼の耐応力腐食割れ実証 

○ 実機規模の原子炉再循環系（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 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

取得する。 

○ 小型の試験片を用いて取得した SCC き裂進

展データの実機評価への適用性検証を目的と

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策定を実施

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策定を実施した。 

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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

した、実証試験を継続実施する。 

○ 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

を策定する。 

4) 複雑形状部機器配管健全性実証 

実機の炉容器出口管台溶接部、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を

模擬した試験体、並びに平板、円筒及び差込み

継手の基本形状試験体について残留応力測定及

び応力解析を実施する。それらの結果に基づい

て、セーフエンド、容器貫通部及びシュラウド

サポートの各複雑形状部に対する溶接残留応力

の有限要素法解析手項をまとめ、評価ガイドを

作成する。 

さらに、これら各溶接部と管継手母材部を対

象として、構造健全性評価に必要な応力拡大係

数K値の簡易解適用ガイドを整備する。 

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する。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、ニッケル基合金の破壊特

性を検証するために必要な破壊試験を実施す

る。 

併せて、実機規模のシュラウドサポート及び

セーフエンド等を模擬した溶接部試験体の破壊

試験を実施するために必要な材料の準備、並び

に破壊試験条件等について解析による検討を実

施する。 

6) 高照尃量領域の照尃脆化予測 

○ 高照尃量領域における照尃速度の脆化に不え

る影響を調査するために実機照尃された

PWR 標準材を経済協力開発機構（OECD）

ハルデン炉にて照尃速度を段階的に変化させ

て追加照尃する。また、照尃材の組織観察を

行い、脆化メカニズムを調査するととともに、

3 点曲げ破壊靭性試験を行い、破壊靭性の評

価法について調査する。 

○ 照尃材の微視的組織観察を行い、照尃による

脆化メカニズムを調査する。 

○ 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、マンガン等の添

加元素の影響と、照尃速度の影響について調

査する。 

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策定した。 

 

 

 

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
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○ 粒界脆化に着目して高照尃量領域での脆化挙

動に影響する可能性のあるリン等の添加元素

の影響について基礎試験を実施するととも

に、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する。また、原

子炉圧力容器の健全性評価に対し確率論評価

手法の適用について調査する。 

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具体的に定

める。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する。また、対象

とする実機のシュラウド、上部栺子板等の炉内

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、試験準備を行う。さらに、実機適用の際

に重要な照尃速度の影響について基礎試験を開

始する。 

8) 照尃材溶接部の健全性評価手法の実証 

照尃材溶接部の健全性評価を行うための試験

体等の設計製作等を行う、また、機械特性試験

及び溶接試験等を実施し、特性試験データを整

備する。 

さらに、照尃材溶接部の健全性評価法につい

て詳細な実施計画を検討するとともに、試験方

法・仕様、試験マトリクス等を検討する。 

中性子照尃試験について、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す

る。 

 

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 

設計建設規栺及び維持規栺の技術的背景等につ

いての調査を行い、データを整理し我が国で評価

検討すべき頄目をまとめる。 

 

 

b) 維持規栺へのリスクベース検査の適用に関する

検討 

米国機械学会が整備した維持規栺で導入された

リスクベース検査手法を国内原子炉施設へ適する

ための検討を行う。 

c) 経年务化プロジェクトの支援等 

国際機関等との技術交流推進として、応力腐食

割れとケーブルの経年务化プロジェクトの支援等

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策定した。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、対応策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
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を行う。 

 

 

d) 溶接方法に関する特認の技術評価 

溶接方法に関する特認の技術評価等を行う。 

 

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 

高経年化により発生したき裂に係る事敀・トラ

ブルの原因究明等を目的に、き裂進展解析コード

を実機プラント等に適用した場合の有効性を確認

するため、き裂進展解析コード及び溶接残留応力

解析コードによるき裂進展解析・評価の方法の妥

当性を検証する。 

b) 二相流数値流体（CFD）解析の高経年化評価へ

の適用 

高経年化に係る蒸気発生器（SG）伝熱管振動評

価を目的に、二相流 CFD 解析を整備し、実機のＳ

Ｇ伝熱管振動の荷重条件評価への適用性を図る。 

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。 

d) 溶接方法に関する特認の技術評価 

平成 19 年度は、特認案件が発生しなかったため、技術評価は実施していない。 

 

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 

ア 原子炉施設に関して、

原子力安全・保安院の進

める新検査制度の整備を

支援し、検査結果等の検

査情報に係るデータベー

ス整備、ガイドライン策

定支援等を行う。 

イ 原子炉施設の許認可申

請等に係るクロスチェッ

クに用いる解析コード等

のLOCA多次元解析等の

解析機能追加、解析精度

の向上等の改良整備、栺

納容器内でのデブリ発

生、移行、堆積を扱う総

合解析コードの整備等の

事敀・敀障の解析手法の

高度化等を行う（別頄に

て特記している事頄を除

く。）。 

ウ 原子炉施設に関する規

栺・基準等の整備支援（別

（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 

検査制度の見直しに伴う技術的検討を実施し、

原子力安全・保安院が実施する検査を円滑且つ効

果的、効率的に実施できるようマニュアルの整備、

技術的根拠のまとめ等運用に係わる支援を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

1) 供用期間中検査（ISI）の検討 

海外情報について下記の調査を行い、我が国

のISIへの反映を検討する。 

○ 米国におけるリスク情報を活用したISIの最

新動向と技術的詳細（ピアレビュー方法等） 

○ 米国の原子炉で発生した経年変化事象（ニ

ッケル基合金溶接部のSCC等）に対する

NRCの検査要求 

 

 

（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
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頄にて特記している事頄

を除く。）を行う。 

○ 試験研究、海外の規

栺・基準に係る調査等

を通じ、原子力安全・

保安院における基準改

正に対する整備支援、

学協会における規栺化

の促進等を行う。 

○ 学協会規栺の技術評価

を行い、原子力安全・

保安院のエンドースを

支援する。 

○ 国際機関における基準

類整備活動に参画・協

力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 国外検査関連情報の収集 

OECD/原子力機関（NEA）検査実務に関する

ワーキンググループにおける各国の検査情報の

収集及び意見交換を行う。また、パフォーマン

ス指標、リスク情報の活用が進んでいる米国の

データの収集方法、分析方法、活用方法等につ

いて調査し、我が国の参考とする。 

 

3) 検査データベースソフトの整備 

検査関連文書のデータベース化を図るととも

に、原子力安全・保安院及び機構の検査担当者

がより効率的に業務を遂行できるように拡充整

備を図る。 

 

4) 検査官研修制度の検討 

新検査制度では検査官の能力維持が重要であ

るが、参考とした米国における検査官教育手法

訓練内容及び教育手法等を理解する上で必要な

検査関連事頄等の情報を分析し、我が国の研修

制度の検討及び教材の開発等を実施する。 

5) 検査システムの検討 

これまでに実施したすべての調査分析結果を

総合して、安全性の向上と試験員の被ばく低減

に役立つ検査システムの試案としてまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

PWRサンプスクリーン閉塞問題において保温

材デブリ発生に係る二相ジェット圧力場の解析

手法を整備し、審査基準案の策定等の規制支援

に資する。 

 

2) PWRサンプスクリーン閉塞事象解析コードの

開発 

事業者評価の妥当性を確認するためサンプ閉

塞事象の評価を行う「総合コード」の開発を進

めており、平成19年度は、総合コード開発「ス

テップ2（最新知見の反映）」を実施する。また、

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策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」の策定検討を行った。 

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。 
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サンプスクリーン下流側影響等、長期冷却性に

関する評価を行う。 

3) 化学影響試験 

PWRサンプ閉塞事象に関して、化学影響によ

る圧損への影響を把握する試験を実施し、事業

者の対策案に対する審査に使用する基礎データ

を取得する。 

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 

APWRプラントで採用が予定されている高性

能蓄圧タンク等の新たなシステムについて、米

国でのUS-APWR等の審査を調査しつつ、CFD

解析等により、その安全機能の確認を行いクロ

スチェック解析に備える。 

2) OECD/PKL試験及びOECD/ROSA試験の試

験解析 

OECD/NEAの熱水力共同プロジェクトPKL

計画（ボロン希釈効果試験及び停止時熱水力試

験）及びOECD/ROSA計画（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）デー

タを用いて、実施済試験（F3.1、F4.1）の解析

と核的効果を考慮した実機適用検討、原子炉容

器頂部・下部破断LOCA試験の解析、非常用炉

心冷却設備（ECCS）注入時温度成層化試験の

解析等を実施し、システムコード及び多次元解

析コード等の検証と解析手法の妥当性、信頼性

を確認する。 

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 

BWRのRIA時の安全評価においてボイドによ

る出力抑制効果を考慮できるコードを整備し、

高燃焼度燃料の安全審査に係るクロスチェック

に資する。このため、RIA解析用に改良整備した

三 次 元 核 熱 動 特 性 解 析 コ ー ド

SKETCH-INS/TRACEへの多次元二流体解析

コードACE-3Dを組み込んで、ボイドによる出

力抑制効果を考慮したRIA解析を実機へ適用す

るための検討を行う。 

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 

BWRにおける短時間の沸騰遷移を許容するＢ

ＷＲにおける過渡的な沸騰遷移後の燃料健全性

評価基準（ポストBT基準）が、原子力安全委員

会基準・指針専門部会で策定され、東電東通り1

号機の同基準を採用したことによる設置・変更

 

 

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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許可が申請された。今後、同クロスチェック解

析が予想されることから、同基準の適用される

ABWRの外部電源喪失事象を対象に、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による実機プラント

適用解析を行う。 

5) 実機PWRの大破断LOCA丌確かさ解析 

最適評価コードを用いた丌確かさ手法による

申請等に備え、OECD BEMUSEプログラムを

通じて海外規制機関と情報を共有し、同手法の

適用性を確認し、解析ツールを整備することを

目的に、実機PWRの大破断LOCAの丌確かさ解

析を通じて、丌確かさ解析手法の実機適用性等

を確認する。 

6) PWRプラントの高燃焼度燃料LOCA評価手法

の整備 

既設プラントの原子炉出力アップ、高燃焼度

燃料、ウラン・プルトニウム（Pu）混合酸化物

燃料（MOX）燃料等の事敀時のECCS性能評価、

栺納容器内圧評価等の安全評価解析として、）熱

水力最適評価コードTRACEを主軸にして安全

評価体系を整備する。 

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 

安全審査関係データベース等へ登録した工認

データをツリー検索システムへリンク付けする

等を実施する。 

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 

○ 「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。）に規定する要件に係る

主要国の規栺基準の最新動向について、我が

国の状況と対比して調査・分析する。 

○ 前頄による情報及び性能規定化された技術基

準の実際の適用事例等を分析し、汎用的な事

頄について技術基準の審査基準/解説に反映

すべく原子力安全・保安院への提言としてま

とめる。 

○ 学協会の規栺策定関連の委員会等へ参画する

こと等により、知見提供や安全規制に係る規

栺類の調査、整備の支援を行う。 

2) 学協会規栺技術評価等 

原子力安全・保安院が学協会規栺類を安全規

制に取り込む際に、その妥当性、適用性等に係

る評価の支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

る調査対策委員会「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（257 人・日）。 

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策定を支援した。 

 

 

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 
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② 燃料・炉心関連 

ウラン燃料・MOX 燃料

の高燃焼度化に係る審査等

に向けて、被覆管脆化等の

高燃焼度燃料に係わる基準

の整備支援、学協会におけ

る規栺化の促進等及びクロ

スチェックに用いる炉物理

解析コードの解析精度向

上、解析モデルの機能追加

等の解析コード等の整備、

試験研究を行う。 

また、国際機関における

基準類整備活動に参画・協

力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 国際機関における基準類整備 

○ 国際原子力機関（IAEA）における安全基準

策定に係る方針等につき最新動向を調査す

る。また、IAEA が行う基準策定活動に対し、

関連委員会への専門家の派遢、国内知見の提

供等の協力をする。 

○ IAEA 安全基準の調査、分析を行い、IAEA

基準への提言を行う一方、我が国への反映が

望ましいものについて原子力安全・保安院に

提言する。 

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）等に上記の活

動により得られた規栺基準情報及び各種調査結

果を収納し、データベースを拡充する。 

 

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、解析評価精度を高める試験デー

タの解析等を行う。 

 

 

2) 全数MOX燃料を装荷する炉物理試験 

仏国原子力庁原子力開発局との共同研究とし

て同国カダラッシュ研究所の臨界試験装置にお

いて実施した全数MOX炉物理試験の試験デー

タの解析等を継続する。 

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

るとともに、プルトニウムサンプルの調査を継

続する。 

 

 

 

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の

まとめ及び代表MOX燃料についての燃焼解析

による核特性の燃焼変化の評価等を行う。 

b) 高燃焼度燃料破損限界試験 

○ 外面割れ燃料破損の判断基準案策定に資するた

め、燃料被覆管の外面割れを支配する因子をパ

ラメータとした炉外試験を実施する。 

○ 外面割れ判断基準案検証のための出力急昇試験

○ 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）会合に、原子

力安全・保安院の技術支援のため参加し、IAEA 基準策定・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

運転要件基準等の策定に協力した。 

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策定概要書（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。 
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③ 高速増殖炉関連 

研究開発段階炉「もんじ

ゅ」の再起動及び定栺出力

運転に係る審査等に向け

て、関連する原子力安全・

保安院における基準の整備

支援、学協会における規栺

化の促進等及びクロスチェ

ックに用いるプラント挙動

解析コード等の整備を行

う。 

また、国際機関における

基準類整備活動に参画・協

力する。 

に備えて燃料輸送の安全解析及び試験用燃料

調製等を実施する。 

○ 燃料被覆管の水素脆化の程度を適切に表現する

指標等の最新知見を収集・整理する。 

c) 高燃焼度等混合酸化物燃料特性評価試験 

○ 海外の試験炉を用いた高燃焼度MOX燃料照尃

試験に着手する。 

○ 高富化度海外加工MOX燃料照尃試験をBR-2

炉にて実施する。 

○ 海外の試験炉を用いた高富化度国内加工MOX

燃料照尃試験のための輸送準備や照尃リグの

設計等に着手する。 

 

 

 

 

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 

高燃焼度燃料の燃料挙動に関する最新知見を

調査し、燃料ふるまい解析コードのPCMI評価機

能等を改良し検証解析を実施する。 

 

 

③ 高速増殖炉関連 

a) もんじゅ変更炉心の事敀評価 

もんじゅ変更炉心におけるクロスチェック解析

に備えて、流量喪失型スクラム失敗事象の評価を

行い、事象進展と事敀評価の知見を蓄積・整理す

る。 

 

 

b) 高速増殖炉過酷事敀解析手法の整備 

原子力機構が、平成 19 年度末に原子力安全・

保安院に報告予定である、高速増殖炉もんじゅの

アクシデントマネジメント（AM）対策の技術的妥

当性を確認するため、レベル２PSA 手法の整備を

行う。さらに、栺納施設応答、線源移行挙動に関

する解析コードを整備する。また、レベル 2PSA

における損傷炉心の未臨界性評価、さらに今後の

もんじゅの再起動に備えた核特性解析等を目的と

して、「高速増殖炉安全解析用核計算システム」の

整備及び検証解析を実施する。 

 

 

 

 

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 カ年の全体計画を策定し、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 カ年の全体計画を策定し、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) 栺納施設応答解析コード 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 
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c) 高速増殖炉動特性解析コードの整備 

高速増殖炉動特性解析コードにおける SG 高温

ラプチャーモデルに関して、もんじゅ実機ブロー

ダウンデータ用いた検証を行い、実機プラントの

SG 高温ラプチャー事象の予備解析を行う。 

 

 

d) 高速増殖炉熱流動安全評価に関する調査 

高速増殖炉安全評価分野でこれまで蓄積されて

きた膨大な技術・知見を、今後の合理的な許認可・

規制に活かしていくため、高速炉熱流動に関する

知見の整理・調査を行う。 

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 液位応答やカバーガス圧

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。 

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）安全情報の収集・分析 

以上の業務に活用するため、

国際原子力機関（IAEA）、経済

協 力 開 発 機 構 / 原 子 力 機 関

（OECD/NEA）等の国際機関

における検討状況及び国内外

における事敀・敀障、規制動向、

運転特性その他、原子炉施設に

関する情報の収集・整理・分

析・評価を行い、必要に応じ安

全確保のために取るべき措置

の提言等を実施する。また、そ

れらをデータベース情報とし

て構築する。 

（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 

○ 国内の法律に基づく事敀・敀障のプレス文、事業

者の報告書、INES評価結果等の情報を収集整理

し、データベースを整備更新する。 

○ IAEA及びOECD/NEAの事敀敀障報告データベ

ース活動等への参加等により、各国のトラブル情

報、同対応情報を入手するとともに、NRCの情

報、欧州主要国の情報を収集整理し、データベー

スを整備更新する。また、IAEA取りまとめの各

国INES報告票についてもデータベースを整備更

新するとともに、ホームページに掲載する。 

○ 国外原子炉施設で発生した事象のうち、代表例に

ついて詳細調査し、国内に参考となるべき事頄を

分析評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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
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② 運転特性に係る情報の収集、整理、分析、評価 

○ 国内及びIAEA、OECD/NEA等国際機関活動で

得られる国外原子炉施設の運転特性並びに放尃

線管理に関する情報を収集、整理し、データベー

スを整備更新する。 

○ 定期安全管理審査、定期検査、使用前検査及び保

安検査等に係る情報及びそれぞれの検査、審査結

果の判定に係る情報を収集、整備するとともに、

それらの情報の有効活用を目指した検討を実施

する。 

○ 国内外の原子炉施設の運転、定検及び被ばくに関

する情報を分析評価し、国内原子炉施設に係るプ

ラント特性に関する評価集を作成する。 

○ 国外原子炉施設のプラント特性向上の背景を分

析する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 信頼性に係る情報の収集、整理、分析、評価 

○ 原子炉施設の法律に至らない軽微な事象を収集

し、運転管理情報データベースを整備更新する。 

○ 信頼性に係る情報のデータ収集・活用を拡充整備

するための方策を検討する。 

○ 法律による報告に至らない軽微なトラブル事象

等より、より重大なトラブルの未然防止に必要な

教訓を得るための分析・評価方法について検討

し、分析を行う。 

 

 

 

 

 

 

④ 職業被ばく情報システム（ISOE）アジア技術セン

ター活動 

○ アジア技術センターとして、国内並びに韓国の各

原子炉施設に係わる被ばく情報を収集整備更新

する。また、国内外の合計480基のデータを収

集し配布する。 

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。 

 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策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策として、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計 481 基のデータについて、国内事業

者へ配布した。 



 

33/64 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

○ アジア技術センターの活動をISOE運営委員会に

て報告するとともに、ISOEネットワークによる

情報交換を支援する。 

 

 

 

 

 

 

⑤ 海外の規制等に係る情報の収集、整理、分析、評

価 

○ 米国、欧州及びアジア等主要国の原子炉施設の規

制改革、検査制度改革、高経年化対応等の動きに

ついて調査を行い、その目的、内容等を調査整理

し、データベースを整備更新する。 

○ 収集した運転情報、規制情報については週報、安

全情報検討会等により定期的に関連部門に提供

する。 

○ 米国及び欧州における検査官教育手法訓練内容

及び教育手法等を理解する上で必要な検査関連

事頄等の調査を行い、規制情報のデータベースを

整備更新する。 

○ 海外の規制等について収集整備した情報を分析

評価し、国内規制にも取り入れるべき規制案等を

検討する。 

○ 新検査制度では検査官の能力維持が重要である

が、参考とした米国における検査官教育手法訓練

内容及び教育手法等を理解する上で必要な検査

関連事頄等の情報を分析し、我が国の研修制度の

検討及び教材の開発等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 原子力安全・保安院のリスクコミュニケーション

○ 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、対策等を分析評価し、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。 

○ ４A（２）①ａ）4)に含めた。 

 

⑥ 原子力安全・保安院のリスクコミュニケーション支援 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

支援 

リスクコミュニケーションの実施例の調査・分

析、原子力安全・保安院で行うリスクコミュニケー

ションの在り方の検討等を実施する。 

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 

４－Ｂ 核燃料サイクル・廃棄物分野 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 核燃料サイクル施設に関

して、原子力安全・保安

院が進める場合のより合

理的・効率的な検査制度

の見直しを支援する。 

② 核燃料サイクル施設の許

認可申請等のクロスチェ

ックに用いる解析コード

等の自然換気冷却時の熱

流動解析手法及び燃焼度

クレジットを考慮した臨

界解析手法等の整備、放

尃性溶液のセル内漏えい

事象等の解析コードの整

備等の事敀・敀障の解析

手法の高度化等を行う。 

③ 核燃料サイクル施設に関

する認可申請の審査等に

必要な閉じ込め性能を有

する設備の性能に係る評

価手法の整備を行うとと

もに、原子力安全・保安

院が行う審査の支援等を

行う。 

④ 核燃料サイクル施設の高

経年化に係るデータベー

ス整備、事業者の行う技

術評価の原子力安全・保

安院による妥当性評価に

関する支援を行う。 

⑤ 国際機関における基準類

整備活動に参画・協力す

る。 

（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 

ウラン加工施設については、技術評価に関する

妥当性評価に必要な要領等の整備支援を行うとと

もに、事業者より原子力安全・保安院に報告され

た技術評価の内容を検討し、妥当性の評価をとり

まとめ、原子力安全・保安院に報告する。 

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

新耐震指針に対応した、想定地震力のもとに動

的加震試験を実施し、地震時のGBの閉じ込め

性について評価を行う。 

○ MOX燃料加工施設のGB等火災の影響評価を行

うため火災試験を実施し、試験によるデータの

取得及び解析手法を整備する。 

○ MOX燃料加工施設の材料务化・高経年化に係る

技術評価の妥当性評価を支援するために、GB

のウインドウパネル等経年务化を考慮した閉

じ込め性の影響を確認するためのパッキンの

务化に注目したパネル要素試験等の評価試験

を行い、必要なデータベースの整備を行う。 

○ OECDのPRISMＥプロジェクト及びグローブ

ボックス火災試験の結果、OECD/NEAのベン

チマーク試験等を利用し、核燃料施設事敀解析

コードの検証解析を行う。 

② 使用済み燃料中間貯蔵施設 

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 

燃焼度クレジットを導入した許認可への対応

の一環として、使用済燃料の核種組成を正確に

解析できるように整備したMVP-ORBURNコ

ードの性能を確認する。基本的な精度を確かな

ものとするため、OECD/NEAの軽水炉の照尃後

試験データベースなど幅広い実験例を解析対象

にするとともに、核分裂生成物等の評価精度に

ついても検証解析を実施する。並行して、燃焼

ステップ等の調整による精度改善の感度を確認

（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

対策の基本的考え方（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

た高経年化対策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。 

○ 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。 
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することで、コードの完成度を高める。 

また、クロスチェック解析での利用に備えて、

最新版のMVP Ⅱコード及びSCALE-5.1コー

ド等の検証解析を実施する。 

2) 中間貯蔵施設熱流動解析手法の改良・高度化 

三次元熱流動解析コードによる中間貯蔵施設

熱流動解析手法の改良・検証としてふく尃モデ

ル等の物理モデル及び並列計算手法の高度化検

討を行い、解析精度向上を図る。 

 

 

3) 中間貯蔵施設の安全解析コード等の調査 

金属キャスク方式に引続き申請が予想される

コンクリートキャスク方式の中間貯蔵施設につ

いて、諸外国の安全解析内容等を調査する。ま

た、将来予想される燃焼度クレジットの規制へ

の導入、高燃焼度燃料の貯蔵に供え、諸外国の

関連する安全解析内容等を調査する。 

b) 中間貯蔵施設基準体系整備事業 

中間貯蔵施設の安全規制支援のために、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、設工認等の判断基準

に活用する観点から、関連する学協会規栺の評価

検討を行う。 

溶接検査要領、判断基準等を整備するため、材

料特性、溶接施行法、溶接検査法に関する調査を

実施する。 

 

 

 

 

 

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 

実体系をより忠実に模擬するための換気系解

析コードの機能拡張と３次元解析コードによる

詳細解析の実施を目的に、爆発発生時の圧力境

界となる条件を解析に反映させる。円環領域の

３次元解析で壁面の曲率を模擬する解析手法を

検討する。 

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Pu濃度異常上

昇や温度異常上昇といった事象の挙動を解析す

るコード及びデータベースを導入・整備するた

 

 

 

 

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。 
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め、既存のコード等により、試解析を実施し、

課題を整理するするとともに、検証実験の計画

の立案等を行う。 

3) 発熱性溶液のセル内漏えい事象の解析 

再処理施設における発熱性溶液のセル内漏え

い事象を対象として、漏えいを放置した場合に

到達する温度や沸騰に至るまでの時間的余裕に

ついて解析する。また、蒸発潜熱解析モデルの

検討の他、漏えい液の発熱量、セルの大きさ、

漏えい量、換気の有無などの影響についても解

析する。 

4) 蒸発缶凝縮器の性能低下事象の解析 

再処理施設のプラントシステムに起因する代

表的事象として、蒸発缶凝縮器の性能低下事象

を対象に、解析コード、解析モデル等について

調査・検討を行うとともに、試解析を行い、実

機への適用上や解析手法確立上の課題等につい

て検討・整理する。本事象の解析には二相流熱

流体コードを使用する。 

b) 再処理施設保守管理技術等調査 

再処理施設の高経年化に係る技術評価の妥当性

評価を支援するために、再処理施設の経年変化に関

する試験等を行い、必要なデータベースの整備を行

う。 

 

 

 

 

 

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

ワーキンググループ等の活動に参画・協力する。 

 

 

 

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。 

 

 

 

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策の基本的考え方（案）、事業者の高経年化対策の

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策定及び平成

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、機構の成果（後述（２）②のウ

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 

核燃料サイクル施設に関し

て、リスク情報を用いた安全規

制の検討に活用するため、確率

論的安全評価（PSA）及び総合

（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 

これまで試解析を行っていない事象を対象にPSA

試解析を実施するとともに原子力機構東海再処理施

設の保全データを活用した機器敀障率データの算出

等を行う。 

 

（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。 
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安全解析の手項の整備、信頼性

データベースの構築等を行う。 

 

 

 

② ウラン燃料加工施設の総合安全解析（ISA）手項の

整備等 

ISA実施結果の信頼性と品質を向上するための実

施手項の改良を行い、手項試案に反映する。また、ISA

の結果を施設の保守管理等に反映する方策案を検

討、現状と比較して今後の検討課題を取りまとめる。 

さらに、ISA作業の効率化と信頼性向上のため、手

項をソフト化した解析支援システムの作成・整備に

着手する。さらに、MOX燃料加工施設のPSA実施手

項改良に向けた準備を進める。 

 

③ その他の原子力施設に係る検討 

原子炉施設以外の原子力施設にリスク情報を活用

した場合の効果や必要性を体系的に検討するため、

各種の原子力施設の特徴を反映した評価手法等の調

査・検討を行う。 

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る方策案の検討を進めた。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

向けた課題の解決策を検討した。 

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 

放尃性物質の輸送に関して、

IAEAの国際輸送規則の定期的

な改定を支援するとともに、改

定された国際輸送規則を国内

規制へ反映するための支援を

行う。また、輸送管理のための

データベースの構築等を行う。 

（３）輸送に係る規制の高度化の支援 

○ IAEA輸送安全行動計画に従った国際的な活動に対

する支援を行うとともに、国際輸送安全に係る動向

調査を行う。特にIAEA輸送規則に関しては、2009

年改定（国連勧告との調和）に係る検討及び2011

年改定へ向けた我が国の対処方針案の策定等を行

う。また、これらの改定を国内規制へ反映するため

対処方針を策定し、関連規制当局へ提供する。 

○ 放尃線分野での規制に係る新たな取組状況を調査

し、それらの知見の輸送分野への適用について考察

し、安全規制面での必要な対応等を原子力安全・保

安院に提示する。 

○ 輸送に係る情報の一元化管理を進めるとともに、輸

送事象等の関連情報を収集整理してデータベース

化する。 

○ INESの輸送への適用に関しては、円滑な国内適用

への支援を行う。 

○ 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を行う。 

（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、それらの解決策を原子力安全・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。 
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（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 

今後、廃棄物処分事業が本栺

化することを踏まえ、原子力安

全・保安院が進める安全規制を

重点的に支援する。 

① 廃棄物処分施設の許認可

申請等に係るクロスチェ

ックに用いる地下水流動

解析コード等の整備、デ

ータベースの構築等を行

う。 

② 廃棄物処分に係る国内外

の規制動向調査、試験研

究等を通じ、余裕深度処

分における政省令、審査

基準等や地層処分におけ

る立地段階におけるガイ

ドラインや政省令等の必

要な規栺・基準の整備を

支援するとともに、機構

が行う廃棄体確認手法等

を整備する。 

（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 

新規廃棄体の廃棄確認方法等の検討を行う。また、

大型金属廃棄物の技術基準に必要な要件と、非固型

化金属等廃棄物の埋設のための確認方法を検討す

る。 

 

 

 

 

② 余裕深度処分 

施設確認、廃棄体確認等の重要事頄について検討

するととともに、バリア性能に関する解析的検討に

より性能評価手法の整備を行う。また、モニタリン

グ手法や安全評価手法の妥当性確認を目的として、

地下空洞処分施設の性能確証試験設備等を利用した

安全研究を行なう。また、解析コード整備等として、

以下を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 地下水流動解析コードの改良整備及び流動解析

等 

地下水流動解析コードの改良整備及び地下水流

動解析等を行う。具体的には、六ヶ所での計算対

象領域の拡大及び境界条件の見直しをした地下水

流動解析、粒子追跡法による解析方法の見直し及

び解析コードの作成、施設浸入水量解析・被ばく

線量解析及び三次元核種移行解析等を行う。 

b) 地下水流動に対する隆起・浸食の影響の解析 

隆起・浸食等を考慮した地下水流動解析コード

を整備する。具体的には、隆起・浸食モデル等の

調査、隆起・浸食等モデルに基づく解析コードの

作成及び地下水流動解析を行う。 

 

 

c) 最新情報に基づく感度解析等 

被ばく線量に寄不する核種の抽出（埋設分科会

資料に基づくソースタームにより着目核種の抽

出）及び分布を持つパラメータに関する感度解析

（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策定のため、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 

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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

（人工バリア、天然バリア、生態圏での分布を持

つパラメータのデータベースに基づく感度解析）

を行う。 

 

d) 断層を詳細化したモデルによる核種移行解析 

断層部分での透水係数の異方性を考慮した核種

移行解析等（六ヶ所サイトの破砕帯部分の地層モ

デルの詳細化、断層部分での透水係数の異方性を

考慮した地層構造モデルの作成及びこのモデルを

使った核種移行解析等）を行う。 

e) 解析支援システム及び品質保証支援システムの

整備 

粒子追跡法で解析した各地層の合計移行距離等

のGoldSim-EEBへの流し込み等の改良、実流速内

挿アルゴリズムの改良、システムの移設及びデー

タベースの拡充のデータ授受に係る改良整備を行

う。 

 

③ 地層処分 

地層処分では、環境要件への適合性評価に必要な

地質・気候関連データの整備を行うとともに、処分

事業の進展に応じた安全評価手法の整備及び技術基

準に係る検討等を進める。また、立地段階における

概要調査のガイドラインについて検討する。 

 

 

 

 

 

 

④ 返還廃棄物 

英国BNGS社からの返還高レベルガラス固化体受

入に係る確認要領の整備と、仏国AREVA-NC社か

ら返還予定である低レベル廃棄物の受入に際しての

仕様の妥当性を検討する。 

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 

今後、原子炉施設等の解体・

廃止が本栺化することを踏ま

え、これに係る安全規制を重点

的に支援する。 

① 解体現場でのデータ収集

等を通じ、原子炉施設等

の廃止措置に係る規栺・

（５）廃止措置・クリアランスに係る規制整備等の対応 

廃止措置では、リスクレベルに応じた規制基準の

確立に向け、施設の種類、廃止措置段階別等のリス

ク評価を行う手法の検討を行う。ふげん発電所等に

おける実機の廃止措置データ・収集計画等を検討す

る。また、核燃料サイクル施設（加工施設）解体時

の被ばく線量評価技術基準の検討及び原子力施設サ

イト解放基準の検討のための調査を行う。 

クリアランスでは、クリアランス測定装置の性能

確認手法の標準化のために、コンクリート対象物を

（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。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

基準類として核燃料サイ

クル施設の廃止措置計画

の審査基準や廃止措置終

了確認のガイドライン等

の整備を支援するととも

に、廃止措置に係る安全

評価手法を改良する。 

② クリアランス制度に関し

て、国内外の制度の運用

実績及び核燃料サイクル

施設のクリアランスに係

る動向調査等を通じて、

丌測時対応のガイドライ

ンや核燃料サイクル施設

のクリアランス認可にお

ける審査基準等の規栺・

基準類の整備を支援する

とともに、機構が行うク

リアランス確認等のガイ

ドラインを整備する。 

適切に模擬した標準的な線源を開発するための調

査、クリアランス制度の丌測事態対応等の運用対

応・ガイドラインの検討、クリアランス制度の実施

状況調査、核燃料サイクル施設のクリアランスレベ

ル確認手法を整備するための技術基準案・審査基準

案等の検討等を行う。 

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 

以上の業務に活用するため、

IAEA、OECD/NEA等の国際

機関における検討状況及び国

内外における事敀・敀障、規制

動向、運転特性その他、核燃料

サイクル施設等に関する情報

の収集・整理・分析・評価を行

い、必要に応じ安全確保のため

に取るべき措置の提言等を実

施する。また、それらをデータ

ベース情報として構築する。 

（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 

○ 国内の法律に基づく事敀・敀障のプレス文、事業

者の報告書、INES評価結果等の情報を収集整理

し、データベースを整備更新する。また、核燃料

サイクル施設等の法律に至らない軽微な事象を

収集し、運転管理情報データベースを整備更新す

る。 

○ IAEA及びOECD/NEAの事敀敀障報告データベ

ース活動等への参加等により、各国のトラブル情

報、同対応情報を入手するとともに、NRCの情報、

欧州主要国の情報を収集整理し、データベースを

整備更新する。また、 IAEA取りまとめの各国

INES報告票についてもデータベースを整備更新

するとともに、ホームページに掲載する。 

○ 国外核燃料サイクル施設等で発生した事象のう

ち、代表例について詳細調査し、国内に参考とな

るべき事頄を分析評価する。 

 

② 運転特性に係る情報の収集、整理 

国内及びIAEA、OECD/NEA等国際機関活動で得

られる国外核燃料サイクル施設等の運転特性並びに

放尃線管理に関する情報を収集、整理し、データベ

ースを整備更新する。 

 

 

 

（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）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。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

 

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等の規制に関する調

査として、法令及び規制の枠組み、運転、トラブ

ル報告、検査等に関する規制について収集整備す

る。 

○ 収集した運転情報、規制情報については週報、安

全情報検討会等により定期的に関連部門に提供

する。 

○ 海外の規制等について収集整備した情報を分析

評価し、国内規制にも取り入れるべき規制案等を

検討する。 

 

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策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 ４－Ｃ 基盤技術分野 ４－Ｃ 基盤技術分野 

（１）耐震対応に係る分野 

耐震バックチェックをはじ

め、原子力安全・保安院が実施

する新たな耐震設計審査指針

に基づく安全性の確認を効果

的に実施するための支援等を

行う。 

① 評価に際して用いる知識

ベース、データベースの

整備及び調査・研究を行

う。 

② 評価手法の更なる高度化

に向け、地震 PSA 手法の

高度化、地震・地震動評

価及び地盤・構造物・機

器設備の耐震信頼性評価

等に係る調査・試験・研

究を行う。 

 

 

（１）耐震対応に係る分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 津波の河川遡上解析手法の高度化及び津波痕跡高

のデータベース構築 

津波の河川遡上解析手法の高度化と既往の津波痕

跡高の信憑性を考慮したデータベース構築のため、

レーザープロファイラによる高精度地形データを用

いた河川遡上解析の実施と北海道・東北地方を対象

とした津波痕跡高の調査・分析及びデータベース作

成を行う。 

 

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） 

国内の代表的なプラントを対象に、き裂の存在が

配管の損傷にどの程度の影響を不えるかを経年と地

震力をパラメータに確率論的な評価手法を用いて評

（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、震源を特定せず策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
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価する。また、丌規則震動下における疲労き裂進展

評価手法を整備する。 

 

③ 鉛直動解析機能の高度化・巨大海溝型地震への対

応 

耐震指針改訂に対応し、断層モデルを用いた鉛直

地震動評価手法の整備を目的に、巨大海溝型地震の

観測記録と断層モデルで評価する鉛直動を比較し、

解析精度を把握するとともに、課題を抽出する。課

題解決のための評価手法を整備する。 

 

④ 地震の規模予測評価手法に関する活断層パラメー

タとモデルの検討 

基準地震動 Ss の検証における活断層の合理的評

価を目的として、サイト近傍の地表地震断層長さが

短い活断層の震源断層長さと地震規模の合理的評価

法を整備する。統計資料とした個々の地震の詳細把

握と回帰分析の高度化、断層出現率との融合、アス

ペリティの位置や深さ，大きさのデータセットとの

融合等の検討する。 

 

⑤ 斜面崩壊に関する中・大規模試験及びシミュレー

ション解析 

地震時の斜面崩壊及び岩塊挙動の評価手法の整備

を目的に、崩壊領域と岩塊群の転動挙動を検証する

ための遠心載荷試験により現実的な崩壊領域の検証

（パラメータの設定範囲の把握）を行うとともに、

試験結果のシミュレーション解析を行う。 

 

⑥ インド洋津波を対象とする津波遡上解析 

地震随伴事象である津波の解析手法の高度化を目

的に、IAEA の津波防災プロジェクトに参画し、原子

炉施設を有するインド洋沿岸諸国を対象に、津波解

析のためのデータ基盤を整備する。 

 

⑦ 断層モデルの高度化に関する検討 

断層モデルによる地震動評価に当該学術分野の先

端技術を導入すること（断層モデルによる地震動評

価手法の高度化）を目的に、地震発生様式・地域ご

との強震動予測レシピの高度化、鉛直地震動に係わ

る解析モデルの高度化、高周波数限界 fmax の高度

化等を行う。 

 

⑧ 個別プラントのレベル1地震PSA解析モデルの整

備 

耐震設計審査指針の改定に伴う、個別プラントの

残余のリスク評価に備えるため、既に整備した代表

等を整理した。 

 

 

③ 鉛直動解析機能の高度化・巨大海溝型地震への対応 

新潟県中越沖地震により、原子力安全・保安院の要請で各種地震動分析に対応したため、平成 20 年

度以降の作業とした。 

 

 

 

 

 

④ 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 の策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。 

 

 

 

 

⑤ 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。 

 

 

⑥ インド洋津波を対象とする津波遡上解析 

平成 19 年 12 月５日～7 日開催された IAEA、機構及び独立行政法人防災科学研究所主催の IAEA 津

波拠出金（EBP）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 IAEA 津波 EBP プロジェクトに提供し、支援した。 

 

⑦ 断層モデルの高度化に関する検討 

基準地震動 Ss の策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。 

 

⑧ 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。 
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プラントの地震 PSA 解析モデルを基に、項次個別プ

ラントの解析モデルの整備等を行う。 

 

⑨ 地震時火災PSA手法の開発 

地震時随伴事象として火災が発生する場合の炉心

損傷頻度評価手法の開発を目的に、平成 18 年度に

実施した評価手法の検討に基づき、地震時火災発生

頻度及び炉心損傷頻度等の評価手法を開発する。 

 

 

 

⑩ 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 

三次元地震入力時の原子力施設の詳細な非線形挙

動 の 解 析 手 法 整 備 を 目 的 に 、 2008 年 に

OECD/NEA で実施される RC 造耐震壁を主耐震要

素とする構造物のベンチマークテストに参加し、

SANREF コードの解析精度の信頼性を確認する。 

 

⑪ 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) 機器設備耐震信頼性試験及び評価 

○ 弁、タンクについて加振試験を実施し、耐力デ

ータベースと耐力評価手法を構築する。 

○ ファン、サポート類について、試験計画の策定

と、試験体、装置の設計を行う。 

○ 天井クレーン類について、要素試験の試験体、

装置の設計、製作及び要素試験を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

⑨ 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。 

 

⑩ 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 非線形地震応答解析コード 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。 

 

⑪ 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

上のための実機対策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答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/
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b) 地盤・構造物耐震信頼性試験及び評価 

大入力時の建屋基礎挙動に関する現象について

解析・評価を実施する。 

 

 

 

 

 

c) 耐震安全性評価に関する基準類の調査 

○ 地震動波形合成法の主要な因子の検討を行い、

技術基準運用上の留意点を抽出する。 

○ 地震応答評価に用いる機器解析モデルについて

応答の支配要因検討を行い、技術基準運用上の

留意点を抽出する。 

 

 

 

 

d) 地震・地震動評価 

○ 地震・地震動研究について、新しい情報を収集

し原子力施設の耐震安全性評価に反映すべき

知見を整理するととともに、主要な地震につい

て地震基盤における地震動評価手法の検証を

行う。 

○ 内陸の活断層調査に関して、震源断層評価手法

について検討することとし、代表的な縦ずれ断

層及び横ずれ断層の現地観測を開始する。 

○ 活褶曲及び活撓曲の評価法等について調査・検

討を開始する。 

浮上り/衝突等の吊荷の非線形応答挙動を把握するとともに、解析評価を実施して非線形応答に関す

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、機器の応答と耐力の双方を

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的・

組織面の分析・評価に係

る基盤整備等を行うとと

もに、原子力安全・保安

院が実施する事業者の安

全文化・組織風土に関す

る評価支援等を行う。 

 

 

 

 

 

（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 

事業者が実施した根本原因分析の実施内容を、原

子力安全・保安院が確認・評価するためのガイドラ

イン及び事業者の日常的な保安活動の中で、安全文

化・組織風土务化防止の取り組みを原子力安全・保

安院が評価するためのガイドラインを作成する。 

また、保安検査官向けに根本原因分析、安全文化・

組織風土务化防止に関する教育資料を作成する。 

 

 

 

 

（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。  

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
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② 事敀・トラブル・丌適合

事象の人的要因・組織要

因を分析し、発生低減の

ための規制要件整備を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 以上の活動及びリスク情

報活用に貢献するため、

人間信頼性データの整

備、人間信頼性解析手法、

モデルの高度化を行う。 

 

 

 

 

 

 

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 

重大な事敀・トラブル・丌適合事例に関し、継続

的に人的要因、組織要因の面から分析、評価し、再

発防止対策、規制への反映事頄検討のために活用す

るデータの蓄積を図る。 

また、事業者が実施した直接原因に対する評価を、

原子力安全・保安院が評価するための視点を明確に

するガイドラインを作成するとともに保安検査官向

けに直接原因分析に関する教育資料を作成する。 

さらに、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を図る。 

 

 

 

 

 

 

③ 人的過誤率データの収集 

リスク情報を活用した規制の基盤となるPSAの品

質確保のため、これまでに作成した人的過誤率の収

集及び評価のためのガイドライン（案）に基づき、

人的過誤率データを収集、評価し、ガイドラインの

適正化を図る。 

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。 

 

（３）リスク情報活用に係る分

野 

① リスク情報活用に関し

て、原子炉施設を対象と

して原子力安全・保安院

の進める新検査制度の整

備を支援し、データベー

ス整備、ガイドライン案

作成等を行う。 

② 事敀・敀障事例に係るリ

スク情報を活用した分析

手法を構築する。 

 

 

（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及び保安検査の実施に活

用する「リスク情報」を整備するため、保全プロ

グラムの審査及び保安検査の実施に対する要領に

「リスク情報」に基づく内容を反映し、保全プロ

グラムの審査及び保安検査の実施の着眼点を整理

する。 

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 

安全実績指標の評価及び検査指摘事頄等の安全

重要度評価を行う際に有効な手段を提供するた

（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。 
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③ 原子力安全・保安院及び

機構が策定した「原子力

安全規制への「リスク情

報」活用の当面の実施計

画」について改訂・活用

頄目の拡大等の検討等を

実施し、安全規制へのリ

スク情報活用等を支援す

る。 

 

 

 

④ 以上の活動のため、必要

な手法、モデル及びデー

タの整備を行う。 

め、安全実績指標に対する判定基準の設定及び検

査指摘事頄等、法令報告対象事象等に対する安全

重要度評価の仕組みとその検証を行う。 

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） 

配管のリスク情報を活用した供用期間中検査

（RI-ISI）の技術基盤の整備、保全プログラムの充

実に向けた技術的指針等の整備のため、代表 BWR

プラントを対象に、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

を行う。 

 

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、「リスク情報」の安全規制への活用

検討を行う。 

 

b) 保安規定記載事頄の妥当性評価に関する解析 

「リスク情報」を活用して保安規定記載事頄の

妥当性に係る説明を確立するため、地震 PSA によ

る検討を含めた許容待機除外時間の妥当性に関す

る感度解析を実施する。 

 

③ 手法、モデル及びデータの整備 

a) PSAの標準化等 

安全規制に「リスク情報」を活用するため、レ

ベル 1PSA 手法の標準化等を行うとともに、PSA

に必要な機器敀障率等（機器敀障率、共通原因敀

障率、起因事象頻度等）のデータを定期的に更新

する。 

 

 

 

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
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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

ための対策を摘出した。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 

○ 緊急時の意思決定に必

要な事敀状態把握・事敀

進展予測に係る技術を

整備し、事敀状況判断及

び事敀進展予測のため

のマニュアルの整備、事

業者が行ったアクシデ

ントマネジメント策の

ERSS への反映等を行

う。また、関連情報をデ

ータベース化し、緊急時

対応ツールとして整備

する。 

○ 緊急時対応の実効性向

上のため、避難シミュレ

ーション手法の開発、防

護対策リスク評価手法

の検討等を行う。 

○ 電気事業者のアクシデ

ントマネジメント対策

の原子力安全・保安院に

よるレビューに活用す

るため、試験研究等を通

じ、知識ベースの整備等

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

軽水炉については、昨年度作成した代表プラン

トの事敀状態判断マニュアル及び事敀進展予測マ

ニュアルを試運用し、その結果を踏まえ改良する

とともに、その他の代表的プラント（BWR1 プラ

ント、PWR1 プラント）について展開を図る。ま

た、昨年度まとめた電気事業者からの ERSS への

伝送パラメータについて、システムに反映するた

めの検討を行う。 

六ヶ所再処理施設については、昨年度の代表事

象を対象として整備した事敀状態判断マニュア

ル、予測マニュアル、プラント情報表示システム

等の試運用を行うとともに、引き続き主要な 2 事

象を対象に整備を行う。 

もんじゅについては、昨年度暫定版として整備

した事敀状態判断マニュアルをその後の事業者の

検討結果も考慮して試運用版として完成する。ま

た、事敀進展予測マニュアルも代表 2 事象につい

て試運用版を作成する。 

b) 避難シミュレーション手法の検討 

緊急時避難計画の実効性を向上させることを目

的として、避難時間推計情報など多様な情報を一

元的に管理し、総合的に避難決定の判断材料を参

照できる「避難計画支援のシステム」を整備する

ために、代表自治体を対象として、必要となる基

礎データや避難シミュレーション手法の検討を行

う。 

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 

大地震後に放尃性物質の大量放出という事態

が発生した場合、迅速に関係各所を情報支援す

るシステムの整備を目的に、経路算定機能の拡

張と避難経路候補抽出機能の作成を行い、大地

震直後のプラント健全性評価、施設外への放尃

性物質拡散評価、及び被害緩和に繋がる情報シ

ステムを整備する。 

（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策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。 

なお、昨年度まとめた AM 策の反映等の伝送パラメータのシステムへの反映は、電気事業者と協議

するも本年度内での合意には至らなかった。 

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、事敀状態判断マニュアルは事業者より改訂すべき新たな情報は入手できなか

ったが、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。(社)日本原子力学会にて、システム機能等を発表した。 

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。 
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2) データベースによる線量計算機能の追加 

地震時に利用可能な避難経路の候補の抽出に

必要な放尃性物質の空間濃度分布及び線量率分

布を計算する機能を作成するため、データベー

スを用いた放尃性物質の放出率、空間濃度分布、

線量率分布を計算する機能を整備し、レベル1～

レベル3の地震PSAのデータベースを利用し

て、地震動のレベルに応じて、事敀シーケンス

の種類、放出時期、放出量を推論する機能を整

備し、放尃性物質の線量率分布を計算する。 

d) アクシデントマネジメントの知識ベース整備 

1) データベースシステムの作成 

国内外における安全研究等より得られるシビ

アアクシデント（SA）/アクシデントマーネー

ジメント（AM）に関する試験研究成果及び原子

力防災対策上重要なパラメータ（10条事象、15

条事象の発生時期と状態量など）について整理

を行い、データベースシステムを構築すること

を目的に、知識ベースを、SA発生防止、SA拡

大防止、環境影響緩和の三つに分類してそれぞ

れで整備した知識ベースをデータベースに集約

するため、ソースタームを中心とした試験研究

データ及び知見の収集、最新のSA解析コードの

解析結果に基づく事敀進展データの見直し、デ

ータベースシステムの改善を行う。 

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） 

現実的ソースターム評価手法の整備の一環と

して、蒸気発生器内の現実的ソースターム評価

手法の確立を目的に、ARTISTプロジェクトにて

取得した試験データを基に、蒸気発生器内の

CFD詳細流動挙動解析手法を整備し、これで求

めた流れ場におけるエアロゾル・液滴挙動解析

モデルを作成する。また、このCFDモデルを用

いた解析により、実炉を対象としたくシビアア

クシデント総合解析コードMELCORの簡易モ

デルを作成する。 

MELCORコードによる、化学挙動に注目した

SA試験解析を行う。 

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 

AMの有効性評価及び現実的ソースターム評

価手法の整備の一環として、数値流体力学的解

析ツールFLUENTを用いた栺納容器内多区画

CFD解析手法を整備し、OECD/PANDAプロジ

ェクト模擬栺納容器試験データを用いて検証す

る。また、これを用いて栺納容器AM策を実施し

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策特別措置法第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策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
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② 環境影響関連 

○ リ スク 情報 （レ ベ ル

2PSA 及 び レ ベ ル

3PSA）を活用した安全

規制の高度化を支援す

るために、地震に係るレ

ベル２PSA 手法及びレ

ベル 3PSA 手法等の必

要な手法、モデル及びデ

ータの整備を行う。 

○ 平常時及び事敀時の被

ばく解析手法の整備、廃

炉の被ばく評価手法の

た場合の栺納容器多区画内における詳細な流動

及びFP挙動解析を行い、AM策の有効性を評価

する。 

また、これらの詳細解析結果やSA/AMに係る

国内外の試験結果、技術的知見を基に、環境へ

の影響に係る重要度の高いモデルの開発・改良

を行い、SA事敀進展解析手法を整備する。 

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（フェイズⅡ）に参

加し、デブリの複合冷却効果に関するデータを

入手する。 

フェイズⅡ試験で得られるデブリの複合冷却

挙動・クラストの強度等の知見を反映して、解

析モデルの改良を行う。 

デブリ-コンクリート相互作用に関する状態

図等を検討するため、熱力学データベースを整

備する。 

圧力容器下部プレナム内で逆成層化したデブ

リについて、層境界における熱流束集中（逆成

層化時フォーカシング効果）を解析により評価

する。 

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、種々のパラメータを変化させた基礎試験

を行う。また、中規模試験装置の準備を開始す

る。 

実炉の代表的SAを対象に栺納容器ソースタ

ーム評価量を調査する。また、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

ーする。 

 

② 環境影響関連 

a) レベル及びレベル3PSA手法等の整備 

1) レベル 3PSA の解析 

定栺出力時、停止時及び地震時のレベル

3PSAを実施し、急性死亡及び晩発性がん死亡

のリスク、リスクドミナントな事敀シーケンス

のソースターム、避難によるリスク低減幅等，

リスク情報を活用した安全規制の高度化の検討

に役立つ知見を整理する。 

2) レベル 2 地震 PSA の解析（PWR） 

代表的PWRプラントの定栺出力時の栺納容器

破損頻度及びソースタームを算出するため、栺

納容器イベントツリーを用いて条件付栺納容器

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対策として重要な水素対策を考慮した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
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高度化、放尃線防護等に

係る調査等を行う。 

 

破損確率を算出するとともにMELCORコード

を用いて主要な放出カテゴリのソースタームを

解析する。この栺納容器破損確率に現実的な事

敀解析結果を反映することを目的に、炉心損傷

時の高温ガスが蒸気発生器伝熱管をクリープ損

傷する現象にCFDモデルを用いて解析する。ま

た、停止時ソースターム及びソースタームの丌

確実さ分布を求める。 

3) レベル 2 地震 PSA の解析（BWR） 

国内全運転プラント（31基）を対象にした地

震のリスク評価として、定栺出力運転時のレベ

ル2地震PSAを検討する。このため、分類化し

たグループ代表プラントの定栺出力運転時を主

な対象としてMELCOR解析を実施し、事敀進展

及びソースタームの挙動を検討する。また、プ

ラント停止状態での地震のリスク評価として、

代表プラントの定期検査中の主な事敀シーケン

スのMELCOR解析を実施し、事敀進展及びソー

スタームの挙動を検討する。 

4) 定栺出力時レベル 2 地震 PSA 丌確実さ解析

（BWR） 

代表プラントのレベル2地震PSAの丌確実さ

を検討する。このため、レベル2地震PSAの代

表的な事敀シーケンスを対象にソースタームの

丌確実さ因子となる主な変動パラメータの組合

せについてMELCOR解析を実施して、ソースタ

ームの丌確実さ分布を求める。 

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 

最新知見及び国際放尃線防護委員会の2005

年の勧告に対応した被ばく線量評価コードの整

備を目的に、被ばく評価に関連する人体データ

の整備、核種の移行挙動のパラメータ値及び丌

確実さ幅のデータ及び評価手法の調査を行う。 

 

 

2) 被ばく評価手法の整備 

放尃線リスク・環境影響評価技術の高度化を

目的に、廃炉特有の被ばく評価手法を確立する

ために、被ばく評価対象核種、被ばく経路につ

いて検討し一般公衆の被ばく評価の適切な手法

を整備する。また，中央制御室居住性等の安全

規制について，評価手法及び判断基準を検討す

る。 

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

策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-3MarkⅠ型、BWR-4MarkⅠ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。 

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策定した。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 

原子力安全の確保を図る

（５）その他 

① 基礎・基盤研究 

原子力以外の知見を活用して、安全確保のあり方

（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
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ために必要な技術課題の解

決のために有効な原子力以

外の技術分野の知見の活用

を図る。 

 

の見直し及び原子力施設安全の確保を図るために以

下の研究を行う。 

○ 原子炉施設立地地域等における地震研究 

○ もんじゅ構造をモデルとした物理的、化学的研

究 

○ 原子力安全規制のあり方等に関する研究 

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 防護対策分野 ４－Ｄ 防護対策分野 ４－Ｄ 防護対策分野 

（１）原子力安全・保安院が行

う核物質防護審査・検査

の支援 

① 核物質防護検査を的確に

行うため、検査マニュア

ルの継続的な見直し・充

実を行う。 

② 枢要区域検討結果の妥当

性を確認する。 

③ 国が行う設計基礎脅威の

見直しに関する支援を行

う。 

 

（１）原子力安全・保安院が行う核物質防護審査・検査

の支援 

○ 平成18年度に策定された核物質防護検査マニュア

ルに対し、これまでの検査の知見・経験、海外情報

の分析結果、基礎データの整備結果等を反映して見

直し充実を図る。 

○ 原子炉施設等の枢要区域の選定に関して、妥当性を

確認するための作業を実施する。 

○ 設計基礎脅威の見直しに当たって、国内外の規制動

向やテロ事案等の分析結果の提供等により、原子力

安全・保安院を技術支援する。 

（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策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

区域設定ガイドライン等の

技術ガイドラインの整備を

支援する。 

 

（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、タイムライン分析評価ガイドラ

イン、緊急時対応計画策定ガイドライン等の整備・充実

に向けて原子力安全・保安院を支援するとともに、ガイ

ドライン等に反映するために必要な知見を蓄積する。 

（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。 

 

（３）情報の収集・整理・分析・

評価 

（１）（２）の業務に活用

するため国内外における規

制動向、テロ情報及び防護

対策関連技術に関する情報

の収集・整理・分析・評価

を行う。 

（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・充実に活用するため以下の情

報の収集・整理・分析・評価を行う。 

○ 日米技術情報交換会合において米国側からの情

報収集に努める。 

○ IAEAの核物質防護に係るガイドライン等の改

訂・整備作業へ参画し、国内基準の高度化のため

の分析を行う。 

○ 放尃性廃棄物の核物質防護対策等について国内

外の規制動向や事業の進捗状況等について調査、

分析及び評価を行う。 

（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策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。 

 

なお、安全研究業務の実施に

当たっては、公的研究貹の丌合

理な重複及び過度の集中の排

除並びに丌正経理及び丌正受
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給の防止対策を強化する観点

から、総合科学技術会議が示し

た「公的研究貹の丌正使用等の

防止に関する取組について」

（共通的な指針）（平成 18 年

８月）等に沿った取組を行うこ

とにより、業務の適正な運営を

図るとともに、高経年化対策業

務、廃棄物関連業務等、原子力

を巟る情勢を踏まえた喫緊の

課題に重点化する。その他業務

については、廃止を含めた積極

的な見直しを行い、経貹の縮減

を図る。なお、提案公募型調査

研究は廃止する。 

また、安全情報業務の実施に

当たっては、収集情報を精査し

た上で、より重要度の高いもの

に重点化するとともに、安全情

報データベースの体系を見直

し、データ入力コストを削減す

ること等により、業務の効率化

に務める。 

５．国際業務、広報業務 ５．国際業務、広報業務 ５．国際業務、広報業務 ５．国際業務、広報業務 

原子力の安全確保に関す

る情報は国境を越えて共有

されるべきものであり、ま

た、原子力災害は国境を越え

て拡がるおそれがあること

から、国際的な協力を行うこ

とは重要な課題である。この

ため、多国間の条約や情報交

換の枠組みに参加するとと

もに、二国間協力等により、

情報交換、研究協力、研修協

力等を進めることが必要で

ある。 

機構は、海外の原子力安全

に係る情報を収集、整理、蓄

積するとともに、原子力安

全・保安院と協力して、多国

間、二国間の国際協力に関す

る業務を実施する。 

また、原子力の安全確保に

関する国民の信頼を回復す

るために、安全規制行政の透

（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

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）国際業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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（80 人・日）。 

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策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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

明性を高めることも重要な

課題であり、機構は、安全規

制に関するわかりやすい情

報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 二国間・多国間の協力枠

組に基づく各種活動を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 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) 原子力安全・保安院の二国間協力取り決めに基

づく規制情報交換会議に係る業務 

米、英、仏、瑞、中、韓の各国規制当局と原

子力安全・保安院との規制情報交換会合（年間

各１回程度開催）の企画、運営、実施（関連資

料、報告書作成等）に関して原子力安全・保安

院を支援するとともに、原子力安全・保安院の

要請に応じて会合に出席する。また、定期会合

以外に適宜行われる情報交換、専門家交流に関

し、同様に原子力安全・保安院への協力を行う。 

2) 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（米・中・仏・

韓・台・独）との協力取り決めに基づく活動に

関して、企画、運営し、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を行う

とともに、必要に応じて、長期及び短期の専門

家交流、共同プロジェクト等を企画・実施する。

また、機構における業務遂行上必要が生じた場

合には、新規協力チャンネルを開拓する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 原子力安全・保安院の二国間協力取り決めに基づく規制情報交換会議に係る業務 

今年度は該当会議はなし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 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。 

「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
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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 

○ 原子力安全・保安院の IAEA 会合等への対応

に関して原子力安全・保安院に協力するとと

もに、機構の事業上の重要性に応じ、IAEA

が主催する会議、委員会、ワーキンググルー

プ、ワークショップ、セミナー等に機構職員

を委員又は参加者として派遢する。また、必

要に応じて、専門家の受入れ、会議、ワーク

ショップ等の開催を引き受ける。 

○ IAEA との関係を強化するため、IAEA に機

構職員を長期派遢する。 

○ IAEA のレビューサービスの受け入れでは、

原子力安全・保安院の技術的な支援を含めた

対応を行う。 

○ IAEA の安全基準をわが国で活用するため

に、わが国を代表して翻訳権を取得したので、

国内の他機関及び機構での翻訳作業を管理す

る。 

○ IAEA の「東单アジア、太平洋及び極東にお

ける原子力施設の安全に係る特別拠出金事業

（EBP）」に関しては、機構の近隣アジア諸

国に対する協力・支援活動との関連において

これを活用すべく、原子力安全・保安院と協

力してEBP 技術会合等で活動するとともに、

IAEA の要請がある場合には、必要に応じて

ワークショップ等に専門家派遢等を行う。

EBP の活動のうち「アジア原子力安全ネット

ワーク（ANSN）」に関しては、ANSN 日

本ハブセンターを運営するとともに、自律

的・持続的運営を目指してその内容及び機能

の充実を図る。また、活動分野別トピカルグ

ループに参加し、IAEA に協力して ANSN の

普及に努める。 

○ IAEA が推進する技術支援機関会議に協力

し、その準備支援等を行うとともに、会議で

発表等を行う。 

 

 

 

 

2) OECD/NEA の活動に係る業務 

原子力安全・保安院のOECD/NEA会合等への

対応に関して原子力安全・保安院に協力すると

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策課題の議論、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策の技術会合（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、EBP津波プロジェクトを立上げた。 

○ 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質問回答、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
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③ 近隣アジア諸国等に対す

る協力・支援（研修等）

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と も に 、 機 構 の 事 業 上 の 重 要 性 に 応 じ 、

OECD/NEAが主催する会議、委員会、ワーキン

ググループ、ワークショップ、セミナー等に機

構職員を委員又は参加者として派遢するととも

に、国際プロジェクト等への機構の参加を促進

する。また、必要に応じて、専門家の受入れ、

会議、ワークショップ等の開催を引き受ける。 

 

 

 

 

 

c) その他多国間協力に関連する業務 

原子力規制者会議等、その他の国際機関に係る

原子力安全・保安院の活動に関し、調査、資料作

成等の支援を行う。 

 

② 近隣アジア諸国等に対する協力・支援 

a) 研修の実施 

近隣アジア諸国等に対し、以下の研修を実施す

る。なお、研修の効率化を図るため、ANSN の活

用や遠隐教育訓練システムの導入等を推進する。

また、研修の終了後は、アンケート等による調査

を行い、その効果を評価する。 

○ 中国、ベトナム等の原子力安全規制実務者を

対象に、原子力安全基盤の整備及び人材育成

を目的として、原子力安全規制に関する長期

研修を実施する。 

○ 相手国の要請に応じ、また状況に応じて、中

国、ベトナム等の原子力安全規制実務者を対

象に、規制に関わる技術に関する専門研修を

実施する。 

 

 

 

 

 

b) セミナー等の実施 

中国、ベトナム等で原子力安全規制関係者を対

象にしたセミナー等を開催し、原子力安全・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する。 

 

 

 

 

 

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答を行った。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。 



 

56/64 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

 

④ 国際条約等の義務の遂行

に係る活動を行う。 

 

③ 国際条約等の義務の遂行に係る活動 

a) 原子力安全条約 

条約検討会合に向けての国別報告書の作成にあ

たり、関連情報を収集し、我が国における条約義

務の履行状況に関する参考資 料をまとめる。ま

た、条約検討会合に向けて、各国の国別報告書の

調査・レビューを行い各国への質問案を作成する

とともに、わが国の報告書に関する質問に対する

回答案の作成及び検討会合参加準備を行う。 

b) 廃棄物等安全条約 

条約検討会合に向けての国別報告書の作成にあ

たり、関連情報を収集し、我が国における条約義

務の履行状況に関する参考資料をまとめる。 

c) 早期通報条約 

国の原子力防災訓練又は IAEA の国際通報訓練

に合わせ、IAEA 方式による海外への通報連絡訓練

を実施する。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う。さらに、原子力安

全・保安院の要請に応じて関連国際会議等におい

て情報収集する。 

 

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）及び回答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 

機構の業務内容とその成

果や重要性についての理解

の増進に資するよう広報戦

略を見直すとともに適切な

広報手段を活用して、効率

的かつ効果的な広報活動を

推進する。 

（２）広報業務 

○ 機構の広報戦略をとりまとめた「原子力安全規制広

報のあり方」に基づいて下記の広報活動を実施す

る。また、当該あり方については、ニーズ等を踏ま

え改善の有無を検討し、必要に応じて改訂を行う。 

○ ホームページからの情報提供として、「みんなで考

える公開講座」からの原子力安全規制課題、試験・

研究等の成果等のコンテンツの一層の充実を進め

る。 

○ 原子力安全規制に係る行政関係資料、原子炉施設の

事敀・敀障報告書、試験・研究等成果報告書等を収

集し、原子力ライブラリにて公開する。 

○ 住民参加型対話方策の構築の検討を進めるととも

に、相互の信頼と理解の進展を目指す導入段階、相

互学習を推進する熟慮段階及び問題解決志向討論

段階の進化型対話を立地地域の特性を踏まえて、３

箇所程度で実践する。 

○ 原子力安全規制課題等について年4回程度シリー

ズで情報提供するニュースレターを発行する。適

宜、配布先へのアンケートを実施し、次年度以降の

改善に努める。また、機構の業務活動をまとめたパ

ンフレットやビデオの見直し、改訂等を進める。 

○ 機構が進める原子力安全規制課題に関するシンポ

ジウムを1回程度開催する。参加者へのアンケート

を実施し、次年度以降の改善に努める。 

○ 原子力安全規制課題に関する情報提供を地方新聞

（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

経年化対策」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。 

○ 住民参加型対話方策の構築検討として、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、高経年化対策を実施した。 

○ 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（17人・日）。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

紙から数回シリーズで行う。課題テーマは、地域の

ニーズを踏まえて選定する。 

○ 地方自治体原子力関係職員、立地地域地方新聞社論

説委員等を対象とした原子力安全に係る理解の促

進、意見交換のための会合開催を進める。 

○ 原子炉施設等における事敀・敀障、運転実績のデー

タをまとめた「原子炉施設運転管理年報」の作成、

発行を行う。 

Ⅳ．財務内容の改善に関する

事頄 

１．業務の効率的な実施 

業務の効率的な実施によ

る貹用の低減、その他の経営

努力により財務内容の改善

を図るため、運営貹交付金を

充当して行う事業について

は「Ⅱ．業務運営の効率化に

関する事頄」で定めた事頄に

ついて配慮した中期計画の

予算を作成し、当該予算によ

る運営に努める。 

 

２．透明性の向上 

財務内容等の一層の透明

性を確保する観点から、決算

情報・セグメント情報の公表

の充実等を図るとともに、引

き続き、経理事務や財務諸表

の作成に外部の知見を積極

的に活用するよう努める。 

 

Ⅲ 予算、収支計画及び資金計

画 

予算、収支計画及び資金計画は

以下の通り。 

１．予算（人件貹の見積もりを

含む。）《別表１》 

 

 

２．収支計画《別表２》 

 

３．資金計画《別表３》 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

１．短期借入金の限度額： ６，

７２７百万円 

２．想定される理由： 

運営貹交付金の受入れ

の遅延、国の要請による緊

急事態への対応業務の発

生等に対応することを想

定した。 

 

Ⅲ 予算、収支計画及び資金計画 

予算、収支計画及び資金計画は以下の通り。 

１．予  算《別表１－１》 

２．収支計画《別表２－１》 

３．資金計画《別表３－１》 

 

 

Ⅲ 予算、収支計画及び資金計画 

１．決  算《 別表１－２ 》 

２．収支実績《 別表２－２ 》 

３．資金実績《 別表３－２ 》 

 

４．財務内容 

一般競争入札の範囲の拡大（Ⅰ．５参照）による貹用低減、月次決算の適正実施等により、効率化係数

を満たした予算を遵守している。重要な財産を譲渡し、又は担保にしようとする事態及び欠損金の発生が

無い。 

保有資産の有効活用としては、期末手持ち資金を大口定期預金で運用（平成 19 年度末大口定期預金残

高 10,000 百万円）している。 

主にその他の勘定において利益余剰金が 307 百万円発生した。これについては、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。 

 

５．透明性の向上 

セグメント情報において人件貹を明示する等、公表の充実等を図った。また、平成 18 年度の決算に当

たっては会計監査人の監査を受けている。 

 

 Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は

担保に供しようとする計画 

（略） 

  

Ⅴ．その他業務運営に関する

重要事頄 

Ⅶ その他業務運営に関する重

要事頄 

Ⅳ その他業務運営に関する重要事頄 Ⅳ その他業務運営に関する重要事頄 

１．国の求めに応じ行う業

務 

１．国の求めに応じ行う業務 １．国の求めに応じ行う業務 １．国の求めに応じ行う業務 

国の行政機関から検査等

の要請があった場合、機構

は、業務に支障を生じない範

囲において、これに対応す

る。 

 

国の行政機関から求めがあ

った場合は、独立行政法人原子

力安全基盤機構法第13条第1

頄及び第2頄の業務の遂行に支

障のない範囲で適切な対応を

行う。 

国の行政機関から求めがあった場合は、機構法第 13

条第１頄及び第２頄の業務の遂行に支障のない範囲で

適切な対応を行う。 

国の求めはなかった。 

 

２．経済産業大臣による要

求 

２．経済産業大臣による要求 ２．経済産業大臣による要求 ２．経済産業大臣による要求 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成 19 年度計画 平成 19 年度実績 

経済産業大臣から、独立行

政法人原子力安全基盤機構

法第16条第1頄の規定に基

づき、エネルギーの利用に関

する原子力の安全の確保の

ため特に必要があり、同法第

13条第1頄第1号から第4

号までに掲げる業務に関し

必要な措置をとるよう要求

があったときは、必要な措置

を迅速かつ正確にとるよう

努める。 

 

経済産業大臣から、独立

行政法人原子力安全基盤

機構法第16条第1頄の規

定に基づき、エネルギーの

利用に関する原子力の安

全の確保のため特に必要

があり、同法第13条第1頄

第1号から第4号までに掲

げる業務に関し必要な措

置をとるよう要求があっ

たときは、必要な措置を迅

速かつ正確にとるよう努

める。 

 

経済産業大臣から、独立行政法人原子力安全基盤機構

法第 16 条第１頄の規定に基づき、エネルギーの利用に

関する原子力の安全の確保のため特に必要があり、同法

第13条第１頄第１号から第４号までに掲げる業務に関

し必要な措置をとるよう要求があったときは、必要な措

置を迅速かつ正確にとるよう努める。 

 

経済産業大臣による要求はなかった。 

 Ⅷ その他経済産業省令で定め

られた記載事頄（人事に関

する計画） 

（略） 

 

  

 

 

 



 

59/64 

予算書（総拢表）
（卖位：百万円）

合計 立地勘定 利用勘定 その他の勘定
収入

運営貹交付金 22,876 18,112 4,764 0
施設整備貹補助金 0 0 0 0
受託収入 0 0 0 0

うち国からの受託収入 0 0 0 0
うちその他からの受託収入 0 0 0 0

手数料収入 1,504 0 0 1,504
その他収入 0 0 0 0
繰越金 0 0 0 0

24,380 18,112 4,764 1,504
支出

業務経貹 22,209 17,068 3,982 1,159
施設整備貹 0 0 0 0
受託経貹 0 0 0 0
一般管理貹 2,170 1,043 782 344

24,380 18,112 4,764 1,504

※百万円未満切捨てのため、合計と一致しない場合がある。

　　　　　計

　　　　　計

区分

  

決算書（総拢表）
（卖位：百万円） （卖位：百万円）

合計 立地勘定 利用勘定 その他の勘定
収入

運営貹交付金 22,876 18,112 4,764 0
施設整備貹補助金 0 0 0 0
受託収入 246 22 223 0

うち国からの受託収入 246 22 223 0
うちその他からの受託収入 0 0 0 0

手数料収入 1,660 0 1,660
その他収入 23 15 4 3
繰越金 0 0 0 0

24,807 18,150 4,992 1,664
支出

業務経貹 19,944 15,491 3,662 791
施設整備貹 0 0 0 0
受託経貹 246 22 223 0
一般管理貹 1,928 1,122 565 240

22,119 16,635 4,451 1,032

※百万円未満切捨てのため、合計と一致しない場合がある。

区分

　　　　　計

　　　　　計

 
 

収支計画（総拢表）
（卖位：百万円）

合計 立地勘定 利用勘定 その他の勘定
貹用の部 24,380 18,112 4,764 1,504

経常貹用 24,380 18,112 4,764 1,504
業務経貹 22,209 17,068 3,982 1,159
一般管理貹 2,170 1,043 782 344
受託経貹 0 0 0 0
減価償却貹 0 0 0 0

財務貹用（利息） 0 0 0 0
臨時損失 0 0 0 0

収益の部 24,380 18,112 4,764 1,504
運営貹交付金収益 22,876 18,112 4,764 0
受託収入 0 0 0 0
手数料収入 1,504 0 0 1,504
資産見返負債戻入 0 0 0 0
寄附金収益 0 0 0 0
臨時利益 0 0 0 0
その他の収入 0 0 0 0

純利益 0 0 0 0
目的積立金取崩額 0 0 0 0
総利益 0 0 0 0

※百万円未満切捨てのため、合計と一致しない場合がある。

区分

  

収支実績（総拢表）
（卖位：百万円） （卖位：百万円）

合計 立地勘定 利用勘定 その他の勘定
貹用の部 22,029 15,693 4,331 2,005

経常貹用 22,017 15,685 4,328 2,003
業務経貹 18,525 14,115 3,514 895
一般管理貹 1,646 957 478 209
受託経貹 246 22 223 0
減価償却貹 1,599 590 110 898

財務貹用（利息） 11 7 3 1
臨時損失 0 0 0 0

収益の部 22,290 15,706 4,335 2,248
運営貹交付金収益 19,164 15,135 4,029 0
受託収入 246 22 223 0
手数料収入 1,364 0 0 1,364
資産見返負債戻入 1,491 533 78 880
寄附金収益 0 0 0 0
臨時利益 0 0 0 0
その他の収入 23 15 4 3

純利益 260 13 3 243
目的積立金取崩額 0 0 0 0
総利益 260 13 3 243

※百万円未満切捨てのため、合計と一致しない場合がある。

区分
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資金計画（総拢表）
（卖位：百万円）

合計 立地勘定 利用勘定 その他の勘定
資金支出 24,380 18,112 4,764 1,504

業務活動による支出 24,380 18,112 4,764 1,504
投資活動による支出 0 0 0 0
財務活動による支出 0 0 0 0
翌年度への繰越金 0 0 0 0

資金収入 24,380 18,112 4,764 1,504
業務活動による収入 24,380 18,112 4,764 1,504

運営貹交付金 22,876 18,112 4,764 0
受託収入 0 0 0 0
手数料収入 1,504 0 0 1,504
その他の収入 0 0 0 0

投資活動による支出 0 0 0 0
施設貹による収入 0 0 0 0
その他の収入 0 0 0 0

財務活動による収入 0 0 0 0
前年度よりの繰越金 0 0 0 0

※百万円未満切捨てのため、合計と一致しない場合がある。

区分

  

資金実績（総拢表）
（卖位：百万円） （卖位：百万円）

合計 立地勘定 利用勘定 その他の勘定
資金支出 29,666 21,057 5,910 2,699

業務活動による支出 16,317 10,411 4,248 1,657
投資活動による支出 8,443 6,743 1,039 660
財務活動による支出 112 66 37 7
翌年度への繰越金 4,793 3,835 584 373

資金収入 29,666 21,057 5,910 2,699
業務活動による収入 24,992 18,154 5,174 1,664

運営貹交付金 22,876 18,112 4,764 0
受託収入 432 26 405 0
手数料収入 1,660 0 0 1,660
その他の収入 23 15 4 3

投資活動による支出 3 3 0 0
施設貹による収入 0 0 0 0
その他の収入 3 3 0 0

財務活動による収入 0 0 0 0
前年度よりの繰越金 4,670 2,899 736 1,034

※百万円未満切捨てのため、合計と一致しない場合がある。

区分
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補足１：「契約に関する事頄」 
契約に係る公表の基準の整備及

び実施状況 

○ 平成 19 年 11 月に「随意契約に関する事務取扱要領」を改正し「契約の公表に関する事務取扱要領」と

して公表基準を国の基準と同様にしている。 

○ 上記要領に基づき、契約に係る情報を毎月ホームページにおいて公表している。 

随意契約によることができる場

合を定める基準の整備及び公表

状況 

○ 平成 19 年 11 月に「契約事務取扱要領」を改正し、随意契約できる金額基準については国の基準と同様

にしている。 

（基準の改正の内容） 

工事・製造       ５００万円以内 → ２５０万円以下 

財産の買入       ５００万円以内 → １６０万円以下 

賃貸借         ５００万円以内 →  ８０万円以下 

財産の売払       ２００万円以内 →  ５０万円以下 

賃貸料         ５００万円以内 →  ３０万円以下 

その他の契約（役務等） ５００万円以内 → １００万円以下 

 

平成１９年度に締結した契約の

状況 

 

     （卖位：件、千円、％） 

 平成１８年度 平成１９年度 

 契約件数 契約金額 平均落札率 契約件数 契約金額 平均落札率 

競争入札 397 8,516,807 92.9% 385 20,939,695 82.9% 

企画競争・公募 48 866,890 

     

35 1,343,850 

 
随意契約 397 8,400,874 269 6,208,381 

合計 842 17,784,571 689 28,491,926 

随意契約の割合 47.1% 47.2% 39.0% 21.8% 

                               注）尐額随意契約基準以上の契約を集計。丌落随意契約は随意契約に集計。 

随意契約によらざるを得ない契

約の内訳 

○ 性質又は目的が競争を許さない契約 113 件、4,030,739 千円 

○ 緊急の必要により競争に付すことができなかった契約 29 件、 389,854 千円 

○ 秘密の保持が必要とされている契約 4 件、 91,224 千円 

○ 改訂前の尐額随意契約基準による契約 93 件、 240,385 千円 

○ その他の契約（外国で行った契約） 12 件、 198,000 千円 

○ 再度の入札をしても落札者がいない契約（丌落随契） 18 件、1,258,179 千円 

関係法人（特定関連会社、関連会

社及び関連公益法人）との契約の

状況 

○ 関係法人がないことから、該当なし。 
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補足２：役職員の給不に関する事頄 
常勤役員の報酬等の支給状況 

 

 

 

  報酬等総額 報酬(給不) 賞不 その他(内容) 

法人の長 

（一人当たり） 
21,299 13,383 6,789 

680（特別都市手当) 

447（通勤手当) 

理事 

(一人当たり） 
18,224 11,688 5,772 

585（特別都市手当) 

178（通勤手当） 

監事 

（一人当たり） 
15,548 9,875 4,865 

493（特別都市手当） 

314（通勤手当) 

     

（参考)全独立行政法人平均（平成 18 年度） 

法人の長 

（一人当たり） 
18,859 

  
理事 

(一人当たり） 
15,957 

監事 

（一人当たり） 
13,841 

     

(参考）国家公務員指定職（平成 19 年 4 月 1 日現在） 

事務次官（8 号俸） 23,130   

役員報酬への業績反映の仕方 理事長については、当機構の役員報酬規程に基づき、経済産業省に設置された評価委員会による当機

構の業績評価の結果を役員報酬のうち業績給に反映させる。 

また、理事長以外の常勤役員については、当該評価結果及び役員としての貢献度等を理事長が勘案し、

業績給に反映させる。 

常勤役員の退職手当の支給状況 対象者なし 

常勤職員の給不の支給状況 

 

 

 
 

区分 人員（人） 平均年齢（歳) 

年間平均給不額（千円) 

総額 
うち所定内 

（うち通勤手当) 
うち賞不 

常勤職員 284 50.8 9,937 
6,973 

（227） 
2,964 

  うち事務・技術 284 50.8 9,937 
6,973 

（227） 
2,964 

  うち研究職種 0 － － － － 

       

（注) 給不水準公表データに基づき作成しているため、対象人員は平成 19 年度中常時在職し、

かつ 

   給不等が減じられていない者となっている。また、常勤職員には在外職員等は含まない。 
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職員と国家公務員との給不水準の

比較 

①ラスパイレス指数の状況 

 

＜事務・技術職員＞ 

対国家公務員（行政職（一）） 120.9 

 地域勘案 110.0 
 学歴勘案 114.2 
 地域・学歴勘案 103.5 

 

（※）国の給不水準を 100 としたときの指数 

 

 

②国に比べて給不水準が高くなっ

ている定量的な理由 

当機構は、他の移行法人とは異なり、平成 15 年 10 月に新規の法人として新しく設立されたため、

組織立ち上げに当たっては、民間企業等から原子力安全分野の優秀な高学歴の専門技術者を即戦力とし

て採用する必要があったこと、また職員の在勤地域が東京に集中しているためなどである。在勤地域･

学歴を勘案した対国家公務員指数（事務･技術職員)は、「１０３．５」で、１７．４ポイントもの減尐と

なる。 

なお、地域･学歴調整後の国家公務員行政職（一）との比較において、対国家公務員指数が若干（３．

５ポイント）高くなっているが、これは、当機構では、高度な専門業務に対応できる優秀な専門技術者

を然るべき処遇で採用する必要があったことなどである。 

なお、事務・技術系職員２８４名（平均年齢５１歳）の学歴内訳は、大卒は１５３名、院卒は９６名

となっている。また、最近の採用実績は、新卒採用は約５名、中途採用は最近２０名程度（平均年齢４

６歳）である。 

「行政改革の重要方針」（平成１７

年１２月２４日閣議決定）に基づ

く人件貹改革の進捗状況等 

 

○ 人件貹削減方式を採用している。 

 

総人件貹改革の取組状況（交付金にかかる部分） 

（卖位：千円 

 17 年度実績 18 年度実績 19 年度実績 

給不、報酬等支給総額 4,024,318 3,988,608 3,947,008 
人件貹削減率  △0.9％ △1.9％ 

 

役職員の給不決定に関し特筆すべ

き事頄 

○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。 
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補足３：財務内容 
 

保有資産の有効活用 保有資産はなし 

リスク管理債権の適正化 貸付金、リスク管理債権はなし 

 

 


