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１．委員会の目的 

試験研究等外部評価委員会（以下「委員会」という。）は、独立行政法人原子力安全基

盤機構（以下「機構」という。）の中期目標（注１）及び中期計画（注２）を踏まえて実施する

調査、試験及び研究並びに安全性に関する解析及び評価について、研究の枠組み及び研究

の成果についての客観的評価を実施する。 

委員会名簿を別紙１に記載する。 

 

２．評価の方法と評価の経緯 

平成 19 年度の評価における評価の方法を第２．１節に示す。また、委員会及び分科

会の開催経緯については第 2．2 節に示す。 

なお、以下の理由により、今年度より、分科会の構成及び所掌範囲を見直した。 

① 平成 17 年度評価及び平成 18 年度評価において、プラント技術分科会は評価対

象テーマ数が多いこと、プラント設計・管理技術と材料技術とに分野が明確に分

かれることから、２つに分けて評価を実施する運用を行った。 

② 機構内部の組織改編として、平成 19 年７月の中越沖地震による柏崎･刈羽原子

力発電所の被災等を受け、規栺基準部及び解析評価部のそれぞれで実施していた

耐震安全分野に係る業務を一拢して実施する耐震安全部を平成19年10月に設

置した。 

このため、以下のとおり変更した。 

○ プラント技術分科会をプラント設計・管理技術、材料技術の２分科会へ分割した。 

○ 地震・構造技術分科会の名称を耐震安全分科会へ変更するとともに、安全解析分科

会所掌のうち耐震・構造関係業務を耐震安全分科会へ移管した。 

 

２．１ 評価の方法 

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（以下「JNES 部会」と

いう。）における評価との整合を考慮し、評価の方法及び評点の見直しを行い、今年度

より、以下のとおりとした。 

① 評価に当たっては、はじめに、各業務の概要をまとめた調査票とその技術的な内

容を補足した資料とにより、「核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会」、「耐

震安全分科会」、「プラント設計・管理技術分科会」、「材料技術分科会」及び

「安全解析分科会」の５つの分科会ごとに、担当の委員が予備評価を実施した。 

② 予備評価結果に基づき、分科会を開催して、ヒアリングにより、各委員の評点及

びコメントの追加・見直しを実施した。 

③ 評価対象業務は、「新規業務」、「継続業務」と「19 年度終了業務（単年度業

務はこれに該当）」に区分して、段階に応じて、「研究の枠組み（注３）」及び「研

究の成果（注４）」のうち、表－１に基づいて、５段階（Ⅰ～Ⅴ）で業務ごとに評価

を行い、総合評価の評点を付けた。 

④ 「研究の枠組み」及び「研究の成果」は、それぞれ表－２に示す小項目ごとに、
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同表に記載した指標を参考に５段階（Ⅰ～Ⅴ）で評価を行い、各評点を付けると

ともにコメントを付した。各小項目の平均を、それぞれ「研究の枠組み」及び「研

究の成果」とした。なお、表－２に示した評価項目以外の事項が評価へ影響する

場合は、総合評価において考慮することとし、その旨を評価の理由欄に記載した。 

⑤ 総合評価の評点については、各委員の評価結果を基に分科会で協議の上取りまと

めた。 

⑥ 分科会ごとに採点された評価については、委員会において審議の上議決した。 

⑦ 委員会での評価結果は、機構における自己評価結果等を踏まえ総合的な判断を行

う JNES 部会における実績評価に活用される。委員会の評価指標と JNES 部会

の評価指標との対応関係を表－３に示す。 

 

（注１）「中期目標」は、主務大臣（機構の場合は、経済産業大臣）が定める独立行政法

人が達成すべき業務運営に関する目標のことで、機構が実施すべき業務等が示さ

れている。 

（注２）「中期計画」は、主務大臣が定めた中期目標を達成するために法人（この場合は

機構）が中期目標に基づき作成する計画。 

（注３）「研究の枠組み」は、研究の目的、目標、計画等の妥当性を総合的に評価する。 

（注４）「研究の成果」は、研究の進捗、範囲・量、活用等を総合的に評価する。 
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表－1 評価の範囲 

 

段階 評価 

新規テーマ 研究の枠組み 全小項目（注１）について評価 

研究の成果 評価しない 

総合評価 「研究の枠組み」に基づき評価 

継続テーマ 研究の枠組み 外部環境の変化等があった場合のみ評価（注２） 

研究の成果 研究の進捗に応じて、「研究の成果」のうち、

評価可能な小項目について評価 

総合評価 「研究の成果」に基づき評価 

終了テーマ 研究の枠組み 外部環境の変化等があった場合のみ評価（注２） 

研究の成果 「研究の成果」の全小項目について評価 

総合評価 「研究の枠組み」及び「研究の成果」に基づき

評価 

（注１） 小項目については、表－２参照。 

（注２） 今年度は、本評価方式に変更した初年度であるため、継続テーマ、終了テー

マについても、研究の枠組みを評価した。 
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表－２ 評価項目及びその評価指標 

大項目 小項目 評点 評価の目安 

１．研究の枠組み (1)目的の妥当性（注

１） 
Ⅰ 

Ⅱに加え、当該分野の安全確保に大きな影響を及ぼす可能性の

あるテーマ設定がなされている 

Ⅱ 
規制ニーズ等の観点から重要性と緊急性が卓越して高く、最新

の技術動向等を反映して適切にテーマ選定されている 

Ⅲ 
現時点で実施する十分かつ明確な妥当性があり、規制ニーズに

適切に対応したテーマが設定されている 

Ⅳ 

現時点で実施する妥当性が必ずしも明確ではないか、又は規制

ニーズに適切に対応した十分対応したテーマ設定となっていな

い 

Ⅴ 実施する必要のないテーマである 

(2)目標の妥当性（注

１） 

Ⅰ － 

Ⅱ － 

Ⅲ 
目的を達成するための過丌足がなく、具体的かつ定量的な適切

な目標となっている 

Ⅳ 目的を達成するには必ずしも適切な目標とはなっていない 

Ⅴ 目的に沿っていない目標となっている 

(3)計画の妥当性（注

１） 

Ⅰ Ⅱに加え、その工夫は前例のない画期的なものである 

Ⅱ 
目標を達成するために適切な計画を策定していることに加え、

予算･時間･人員の効率化を図る具体的な工夫が行われている 

Ⅲ 目標を達成するために適切な計画を策定している 

Ⅳ 
目標を達成する計画の中に無駄や丌適切な点があり、目標を達

成できない可能性がある 

Ⅴ 目標を達成できない計画である 

(4)外的条件の変化

等への対応（注２） 

Ⅰ － 

Ⅱ － 

Ⅲ 外的条件の変化等に適切に対応した 

Ⅳ 外的条件の変化等への対応が丌十分である 

Ⅴ 外的条件の変化等への対応がない 

２．研究の成果 (1)研究の進捗（注３） 
Ⅰ 

計画を大幅に上回る進捗があり、予算・人員が計画を十分下回

っている 

Ⅱ 

予算･人員は概ね計画どおりだが、計画を大幅に上回る進捗があ

る。又は、概ね計画どおり進捗しているが、予算･人員が計画を

十分下回っている 

Ⅲ 予算・人員を含め、概ね計画どおり進捗している 

Ⅳ 

予算･人員は概ね計画どおりだが、必ずしも計画どおり研究が進

捗していない。又は、概ね計画どおり進捗しているが、予算･

人員は計画を上回っている 

Ⅴ 計画どおり進捗せず、予算･人員も計画を上回っている。 
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(2)成果の範囲・量（注

３） 
Ⅰ 

Ⅱに加え、これが安全規制のあり方等に大きなインパクトを不

える成果であった 

Ⅱ 目標で想定していた成果の範囲・量を大幅に上回った 

Ⅲ 目標で想定していたとおりの成果を得た 

Ⅳ 目標で想定していた成果の範囲・量を下回った 

Ⅴ 目標で想定していた成果の範囲・量を大幅に下回った 

(3)成果のレベル（注

３） 
Ⅰ 

Ⅱに加え、これが安全規制のあり方等に大きなインパクトを不

える成果であった 

Ⅱ 
達成すべき目標に照らして想定されたレベルを大幅に上回る成

果を得た 

Ⅲ 目標を達成するために十分なレベルの成果を得た 

Ⅳ 
達成すべき目標に照らして必ずしも十分なレベルの成果が得ら

れなかった 

Ⅴ 想定した成果がほとんど得られなかった 

(4)成果の活用（注３） 
Ⅰ 

Ⅱに加え、これが安全規制のあり方等に大きなインパクトを不

えた 

Ⅱ 
目的に照らし期待を大幅に上回る成果の活用が行われた/行わ

れる見通しである 

Ⅲ 
目的に照らし期待していたとおりの成果の活用が行われた/行

われる見通しである 

Ⅳ 
目的に照らし期待していたとおりの成果の活用が行われなかっ

た/行われる見通しがない 

Ⅴ まったく活用されなかった 

(5)成果の公表（注３） 
Ⅰ 

Ⅱに加え、安全規制、学会等に大きなインパクトを不えた。又

は学会等から表彰された 

Ⅱ 
成果を査読される論文誌等へ投稿し、掲載された/掲載される見

通しを得た。又は、セミナー等を開催した 

Ⅲ 国内外の学会等への発表等により成果を公表した/予定がある 

Ⅳ 成果の公表が丌十分である 

Ⅴ 成果の公表がまったくない 

総合評価 Ⅰ 
総合評価には、以下のようなコメントを記載する。 

・ 全体的（総合的）なコメント。 

・ 評価上重点を置いた点についてのコメント。 

・ 今後より一層の成果を得ること等を期待した要望等のコ

メント。 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

（注１）継続、終了テーマについては、見直しが行われた場合に再評価。 

（注２）原則として、外的条件の変化等がなければ評価対象外。 

（注３）新規テーマについては評価しない。 
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表－３ 試験研究等外部評価委員会の指標と JNES 部会の指標との対応関係 

 

試験研究等外部評価委員会の指標（研究の成果） ＪＮＥＳ部会の指標（年度評価のケース） 

Ⅰ： 
年度計画を上回る進捗に加え、安全規制、

学会等に大きなインパクトを不えた 
ＡＡ： 

法人の実績について、質・量の両面において中期計画を超えた極めて

優れたパフォーマンスを実現 

Ⅱ： 年度計画を上回る進捗がある Ａ： 
法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画を超え

て優れたパフォーマンスを実現 

Ⅲ： 概ね年度計画通りに進捗している Ｂ： 法人の実績について、質・量の両面において概ね中期計画を達成 

Ⅳ： 成果の質・量が年度計画の想定を下回った Ｃ： 
法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画に未達、

もしくは、法人の業務運営に当たって問題となる事象が発生 

Ⅴ： 
成果の質・量が年度計画の想定を大幅に下

回ったか、成果がほとんど得られなかった 
Ｄ： 

法人の実績について、質・量の両面において中期計画に大幅に未達、

もしくは、法人の業務運営に当たって重大な問題となる事象が発生 
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２．２ 委員会及び分科会の開催経緯 

平成 19 年度の評価を実施するに当たっては、以下のとおり２回の委員会と計 10 回

の分科会を開催し、評価の基本的考え方及び実施方法について検討するとともに、調査

票による予備評価を踏まえて、業務実施の担当部署から成果等について資料を用いて説

明を受けた後に、評価を行った。 

 

◆ 平成 20 年３月 27 日 第１回 試験研究等外部評価委員会 

◆ 平成 20 年６月 ５日 第２回 試験研究等外部評価委員会 

 

○ ５月 ７日 第１回 核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会 

○ ５月 13 日 第２回 核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会 

○ ５月 22 日 第３回 核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会 

 

○ ５月 12 日 第１回 耐震安全分科会 

 

○ ５月 14 日 第１回 プラント設計、管理技術分科会 

 

○ ５月 ７日 第１回 材料技術分科会 

○ ５月 ８日 第２回 材料技術分科会 

○ ５月 16 日 第３回 材料技術分科会 

 

○ ５月 ８日 第１回 安全解析分科会（発電炉分野） 

○ ５月 ９日 第１回 安全解析分科会（核燃料サイクル･廃棄物分野） 
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３．評価結果 

３．１ 総合評価結果のまとめ 

19 年度評価対象の 52 業務の総合評価結果（一覧）のまとめを表１に示す。また、

中期計画／年度計画と評価対象業務との対応を別紙２に、個別業務ごとのコメントを含

めた評価結果を別紙３にまとめた。 

 

 

表 1 各業務の総合評価結果（一覧） 

No. 評 価 対 象 業 務 名 総合評価 

サ－１ MOX 燃料加工施設閉じ込め性能等調査・試験 Ⅱ 

サ－２ 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） Ⅲ 

サ－３ 高燃焼度燃料破損限界試験 Ⅱ 

サ－４ 高燃焼度等混合酸化物燃料特性評価試験 Ⅲ 

サ－５ 中間貯蔵施設基準体系整備事業 Ⅲ 

サ－６ 再処理施設保守管理技術等調査 Ⅲ 

サ－７ 放尃性廃棄物処分に関する調査（浅地中処分に関する調査） Ⅲ 

サ－８ 放尃性廃棄物処分に関する調査（余裕深度処分に関する調査） Ⅱ 

サ－９ 放尃性廃棄物処分に関する調査（地層処分に関する調査） Ⅱ 

サ－10 放尃性廃棄物処分に関する調査（返還廃棄物に関する調査） Ⅲ 

サ－11 廃止措置に関する調査 Ⅲ 

サ－12 クリアランス制度に関する調査 Ⅲ 

サ－13 核燃料施設火災防護等調査･試験 Ⅲ 
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No. 評 価 対 象 業 務 名 総合評価 

耐－１ 耐震研究ロードマップの構築 Ⅱ 

耐－２ 
変動地形学を考慮したサイト近傍の短い活断層の震源諸元の評

価手法の開発 
Ⅱ 

耐－３ 丌確実さを考慮した強震動評価手法の詳細化と手順の整備 Ⅱ 

耐－４ 津波データ信頼性向上と評価手法の詳細化 Ⅱ 

耐－５ 土木・建屋・機器・配管の耐震評価手法の高度化 Ⅱ 

耐－６ 構造物・経年化評価手法の詳細化 Ⅲ 

耐－７ 
地震 PSA の適用手順の整備と津波・地震起因火災 PSA 手法の

高度化 
Ⅱ 

耐－８ 大地震後プラント健全性評価・情報伝達システムの整備 Ⅱ 

耐－９ 機器設備の耐震機能限界試験と評価手法の整備 Ⅱ 

耐－10 
地震動観測と観測データに基づく断層パラメータの丌確実さ評

価 
Ⅲ 

プ－１ サンプスクリーンの目詰まりに対する試験 Ⅲ 

プ－２ 全 MOX 炉心核設計手法信頼性実証試験 Ⅱ 

プ－３ 人間・組織等安全解析調査 Ⅰ 

プ－４ 
原子力施設のアクシデントマネジメントに係る知識ベースの整

備 
Ⅱ 

プ－５ 
シビアアクシデント晩期の栺納容器閉じ込め機能維持に関する

研究 
Ⅲ 

材－１ 原子力用ステンレス鋼の耐応力腐食割れ実証事業 Ⅲ 

材－２ 複雑形状部機器配管健全性実証 Ⅲ 
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No. 評 価 対 象 業 務 名 総合評価 

材－３ 原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究 Ⅲ 

材－４ ニッケル基合金溶接部の非破壊検査技術実証 Ⅲ 

材－５ 容器貫通部狭隘部の非破壊検査技術実証 Ⅲ 

材－６ 原子力発電所の非破壊検査情報の収集整備 Ⅲ 

材－７ Ni 基合金応力腐食割れ進展評価技術実証 Ⅲ 

材－８ 照尃誘起応力腐食割れ評価技術 Ⅲ 

材－９ Ni 基合金溶接金属の破壊評価手法実証 Ⅲ 

材－10 高照尃量領域の照尃脆化予測 Ⅲ 

材－11 低炭素ステンレス鋼 SCC 進展への中性子照尃影響実証 Ⅲ 

材－12 照尃材溶接部の健全性評価法の実証 Ⅲ 

材－13 低炭素ステンレス鋼の低き裂進展速度領域線図の検証 Ⅲ 

材－14 電気・計装設備の健全性評価技術調査研究 Ⅲ 

解－１ PSA を用いた安全対策の解析評価 Ⅲ 

解－２ 安全規制の高度化のための PSA 活用の検討 Ⅱ 

解－３ 熱流動解析コード Ⅲ 

解－４ 炉物理、遮へい、被ばく解析コード Ⅲ 

解－５ シビアアクシデント解析コード Ⅱ 
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No. 評 価 対 象 業 務 名 総合評価 

解－６ 再処理施設等の安全性確認のための解析評価 Ⅲ 

解－７ 再処理施設、ウラン加工施設等の PSA／ISA 手法の検討 Ⅱ 

解－８ 再処理施設等の解析コード Ⅲ 

解－９ 中間貯蔵施設の解析コード Ⅲ 

解－10 廃棄物埋設処分の解析コード Ⅲ 
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３．２ 業務全般に係るコメント及び感想等 

個別業務ごとのコメントに加え委員から出された、試験研究等業務全般に係るコメン

ト、評価を終えての感想、機構に対する期待などを以下に示す。 

 

（1）研究の推進方法、マネジメント等について 

○ 全体的には、各年度の計画が、ほぼ遅滞なく進められ、所定の計画を満たす成果が

得られている。 

○ 全体的には大変に良い評価だったと思う。自信を持ってよい。 

○ 安全規制上のニーズに対応するという点では、核燃料サイクル施設・廃棄物管理技

術分野全般にわたり、適切な遂行がなされ成果をあげている。 

○ 核燃料サイクル施設・廃棄物管理技術分野について、今回の評価結果は、大部分が Ⅲ

評価で昨年度と大差ないものとなっているが、全体的なレベルとしては昨年度より

も向上しているという印象である。 

○ 安全解析分科会でのテーマは、「核燃料サイクル・廃棄物」をはじめ他の分科会の

テーマと密接に関係しているので、安全審査等の外部への対応するときには統拢者

（または統拢グループ結成）を決め、統一見解の下で対応することが必要である。 

○ 耐震分野について、長期にわたる研究計画が体系的に構築され、着実な成果をあげ

ている。 

○ 新潟県中越沖地震の経験に照らして、入力時振動評価の丌確定性に対処すべく、耐

震裕度確保のための方法論の確立に向けた研究の強化をすべきである。 

○ 確率論的手法の導入を現実的なものとするには、確率論的手法と決定論的手法の融

合の途を開くことが必頇である。 

 

（２）成果の活用について 

○ 調査・試験・研究の成果は、安全規制・評価・審査に反映されたり、実機プラント

の安全解析コードあるいは要素解析モデルの検証や改善などに活用されることにな

る。 

 

（３）他機関との連携、国際協力、機構への期待等 

○ 検査・安全解析・評価を通して原子力の安全確保の技術的基盤整備が当基盤機構の

目的であるとされているが、さらに、原子力安全についての唯一の専門家集団であ

ることから、国民の信頼性・安心感の醸成にも積極的な貢献していく立場にあると

考える。 

○ 原子力施設の事敀の影響に国境はないので、今後、中国・台湾・インド等アジア地

域（いわば、原子力の発展途上地域）でも原子力発電所の緊急かつ活発な建設が必

頇であることから、国際的な安全文化・安全情報や安全規制・レベルの共有化・均

一化が重要である。原子力安全に関する国際的交流や広報と共に、安全文化や安全

技術を身につけた技術者・研修者の養成が急務であることから、今後、JapanNES
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から、国際的、尐なくとも AsiaNES Center としての観点からの組織・活動の強

化が期待される。 

○ 安全規制を技術面から支援するという点での機構の役割は非常に大きいと考える。

今後も、安全規制ニーズに的確に対応したテーマ設定と研究業務の遂行において、

一層のレベルアップを期待する。また、規制の技術ベースとして引用に耐える論文、

報告書等による成果の公表について、更なる努力を期待したい。 

 

（４）成果の公表について 

○ 許認可等で機構の試験結果に基づき、専門家の意見を求められることが多くなると

思うが、マスコミ、一般人になるべく分かりやすく説明できるように常に心がけて

おくことが必要である。 

○ 核燃料サイクル施設・廃棄物管理技術分野について、成果の公表という点では、分

野によっては更なる努力が求められるところもあるが、一般に昨年度に比べ努力の

跡が見られる。 

 

（５）運営、プレゼンテーションについて 

○ 調査票や説明資料では、研究成果は詳しい報告となっているが、成果の活用につい

ては、一般に抽象的で簡単な報告がなされている。ここで行われる試験研究は、成

果が実機プラントの安全評価・解析に、どのように活用され、どのような評価・改

善が得られたのかが重要な視点であるので、成果の活用についても、具体的な詳し

い説明がほしい。 

○ 予め評価したときには質問・矛盾などを中心に読み、その結果分科会では十分な対

応があり、良かったと思う。 

○ 当日の報告は予め読んで理解したより充実していた。実際に説明を聞いて良かった

と思う。 

○ 第１回委員会での議論に従って、分科会において殆どのテーマについて詳細説明を

聞くことになり、かなりの手間を掛けたが、このような分科会での説明がないと評

価に必要な情報は得られず、これは必要なプロセスであろうと考える。また、分科

会に先立ち事前送付資料に基づいて評価委員の要求を集約した今回のやり方は、的

確な説明を受けるという点で効果的であった。 

 

（６）評価方法について 

○ 「成果の公表」の評価の目安（表－２参照）について、成果が関係した機関（原子

力安全・保安院、電気事業者等）には報告されているが、論文誌等への公表や国内

外の学会等への発表がなされていない場合、この評価基準では「Ⅳ 成果の公表が

丌十分である」または「Ⅴ 成果の公表がまったくない」と評価せざるを得ないが、

評価基準の「Ⅰ」では、「Ⅱに加え、安全規制、学会等に大きなインパクトを不え

た。又は学会等から表彰された」として、「安全規制」に大きなインパクトを不え
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たことも評価項目になっている。これは「Ⅱ」及び「Ⅲ」とは尐し違う観点であり、

整合性が取れていないのではないか。 

○ 今回の評価においては成果に重点をおくとされたが、例えば燃料照尃試験など長期

にわたる試験研究の場合は評価が困難であり、テーマによっては評価の観点に工夫

が必要であろう。 

○ 試験研究では、研究期間が一般的に 10 年を越える長期継続研究がいくつかある。

外部評価委員会の評価は、毎年実施されるので、主として、単年度の研究成果につ

いて評価が行われることになる。１つの試験研究が、纏まった成果を出すには１年

は短すぎ複数年を要するが、一方、10 年以上では間延びしている。緊張感を持っ

て、試験研究を効果的に進め、纏まった有為な成果を出し、正当な評価をうけるた

めには、３－５年の中期スパンで総合した成果・活用を総拢し、次期スパンの計画

を検証、あるいは、見直しつつ進めることも必要ではないか。具体的には、長期継

続研究については、単年度の成果に代えて、３－５年毎の中期スパンでの総合的成

果の評価を含めるのはどうか。 
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４．評価結果の取扱い 

JNES 部会では、機構の試験研究等業務の評価に当たっては積極的に本委員会の評価

結果を活用することとされている。また、各業務を評価するに当たっては、評点だけで

なく、コメントや助言を付しており、委員会の評価結果は、今後の機構の試験研究等業

務の改善・向上のために寄不することを期待したい。 

 

以上 
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試験研究等外部評価委員会名簿 

 

委員長 井 上  晃 東京工業大学名誉教授 

委員長代理 工 藤 和 彦 九州大学大学院 高等教育開発推進センター 特任教授 

秋 山  宏 日本大学 総合科学研究所 教授 

大 西 有 三 京都大学大学院 工学研究科 教授 

岡  芳 明 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

柴 田 明 徳 東北文化学園大学大学院 教授 

鈴 木 浩 平 首都大学東京 副オープンユニバーシティ長 

鈴 木 正 昭 東京工業大学大学院 理工学研究科 教授 

辻 川 茂 男 東京大学名誉教授 

野 本 敏 治 東京大学名誉教授 

藤 城 俊 夫 財団法人高度情報科学技術研究機構 参不 

古 屋 廣 高 九州大学名誉教授 

湯 原 哲 夫 東京大学 サステイナビリティ学連携研究機構 特任教授 

（敬称略） 

 

核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会 

大 西 有 三 京都大学大学院 工学研究科 教授 

藤 城 俊 夫 財団法人高度情報科学技術研究機構 参不 

古 屋 廣 高 九州大学名誉教授 

（敬称略） 

 

耐震安全分科会 

秋 山  宏 日本大学 総合科学研究所 教授 

柴 田 明 徳 東北文化学園大学大学院 教授 

鈴 木 浩 平 首都大学東京 副オープンユニバーシティ長 

（敬称略） 

 

プラント設計・管理技術分科会 

井 上  晃 東京工業大学名誉教授 

工 藤 和 彦 九州大学大学院 高等教育開発推進センター 特任教授 

（敬称略） 

 

別紙 1 
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材料技術分科会 

辻 川 茂 男 東京大学名誉教授 

野 本 敏 治 東京大学名誉教授 

湯 原 哲 夫 東京大学 サステイナビリティ学連携研究機構 特任教授 

（敬称略） 

 

安全解析分科会 

岡  芳 明 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

鈴 木 正 昭 東京工業大学大学院 理工学研究科 教授 

（敬称略） 

 

 

事務局  独立行政法人 原子力安全基盤機構 

企画部 企画グループ 
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中期計画／年度計画との評価対象業務との対応 

№ 中期計画 No. 年度計画の項目 評価対象事業名 
分科会（注

１） 
備考 

サ－１ 4－B(1) 燃料加工施設 MOX 燃料加工施設閉じ込め性能等調査・試験 サ 最終年度 

サ－２ 4－B(1) 使用済み燃料中間貯蔵施設 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） サ 単年度 

サ－３ 4－A(2) 燃料・炉心関連 高燃焼度燃料破損限界試験 サ  

サ－４ 4－A(2) 燃料・炉心関連 高燃焼度等混合酸化物燃料特性評価試験 サ  

サ－５ 4－B(1) 使用済み燃料中間貯蔵施設 中間貯蔵施設基準体系整備事業 サ  

サ－６ 4－B(1) 再処理施設 再処理施設保守管理技術等調査 サ  

サ－７ 4－B(4) 浅地中処分 放尃性廃棄物処分に関する調査（浅地中処分に関する調査） サ  

サ－８ 4－B(4) 余裕深度処分 放尃性廃棄物処分に関する調査（余裕深度処分に関する調査） サ  

サ－９ 4－B(4) 地層処分 放尃性廃棄物処分に関する調査（地層処分に関する調査） サ  

サ－10 4－B(4) 返還廃棄物 放尃性廃棄物処分に関する調査（返還廃棄物に関する調査） サ  

サ－11 4－B(5) 廃止措置・クリアランスに係る規制整備等の対応 廃止措置に関する調査 サ  

サ－12 4－B(5) 廃止措置・クリアランスに係る規制整備等の対応 クリアランス制度に関する調査 サ  

サ－13 4－B(1) 燃料加工施設 核燃料施設火災防護等調査･試験 サ Ｈ20 新規 

耐－１ 4－C(1) 耐震対応に係る分野 耐震研究ロードマップの構築 耐  

耐－２ 4－C(1) 
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 

変動地形学を考慮したサイト近傍の短い活断層の震源諸元の評

価手法の開発 
耐  

耐－３ 4－C(1) 断層モデルの高度化に関する検討 丌確実さを考慮した強震動評価手法の詳細化と手順の整備 耐  

耐－４ 4－C(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 

インド洋津波を対象とする津波遡上解析 

津波データ信頼性向上と評価手法の詳細化 耐  

耐－５ 

4－A(2) 

4－C(1) 

 

 

 

全般 

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 

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 

土木・建屋・機器・配管の耐震評価手法の高度化 耐  

別紙２ 
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№ 中期計画 No. 年度計画の項目 評価対象事業名 
分科会（注

１） 
備考 

耐－６ 

4－A(1) 

4－A(2) 

4－C(1) 

解析コードの整備等 

燃料・炉心関連 

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） 

構造物・経年化評価手法の詳細化 耐  

耐－７ 

4－C(1) 

 

4－C(4) 

個別プラントのレベル 1 地震 PSA 解析モデルの整備 

地震時火災 PSA 手法の開発 

環境影響関連 

地震 PSA の適用手順の整備と津波・地震起因火災ＰＳＡ手法の

高度化 
耐  

耐－８ 4－C(4)  原子力防災関連 大地震後プラント健全性評価・情報伝達システムの整備 耐  

耐－９ 4－C(1) 原子力施設等の耐震性評価技術に関する試験及び調査 機器設備の耐震機能限界試験と評価手法の整備 耐  

耐－10 4－C(1) 原子力施設等の耐震性評価技術に関する試験及び調査 
地震動観測と観測データに基づく断層パラメータの丌確実さ評

価 
耐  

プ－１ 4－A(2) 全般 サンプスクリーンの目詰まりに対する試験 プ  

プ－２ 4－A(2) 燃料・炉心関連 全 MOX 炉心核設計手法信頼性実証試験 プ  

プ－３ 4－C(2) 

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 

人的過誤率データの収集 

人間・組織等安全解析調査 プ  

プ－４ 4－C(4) 原子力防災関連 
原子力施設のアクシデントマネジメントに係る知識ベースの整

備 
プ  

プ－５ 4－C(4) 原子力防災関連 
シビアアクシデント晩期の栺納容器閉じ込め機能維持に関する

研究 
プ  

材－１ 4－A(1) 原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 原子力用ステンレス鋼の耐応力腐食割れ実証事業 材 最終年度 

材－２ 4－A(1) 原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 複雑形状部機器配管健全性実証 材 最終年度 

材－３ 4－A(1) 高経年化対策技術の評価等に係る調査、試験及び研究 原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究 材  

材－４ 4－A(1) 原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 ニッケル基合金溶接部の非破壊検査技術実証 材  

材－５ 4－A(1) 原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 容器貫通部狭隘部の非破壊検査技術実証 材  

材－６ 4－A(1) 原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 原子力発電所の非破壊検査情報の収集整備 材  

材－７ 4－A(1) 原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 Ni 基合金応力腐食割れ進展評価技術実証 材  



 

 

20 

№ 中期計画 No. 年度計画の項目 評価対象事業名 
分科会（注

１） 
備考 

材－８ 4－A(1) 原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 照尃誘起応力腐食割れ評価技術 材  

材－９ 4－A(1) 原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 Ni 基合金溶接金属の破壊評価手法実証 材  

材－10 4－A(1) 原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 高照尃量領域の照尃脆化予測 材  

材－11 4－A(1) 原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 低炭素ステンレス鋼 SCC 進展への中性子照尃影響実証 材  

材－12 4－A(1) 原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 照尃材溶接部の健全性評価法の実証 材  

材－13 4－A(1) 原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 低炭素ステンレス鋼の低き裂進展速度領域線図の検証 材 Ｈ20 新規 

材－14 4－A(1) 高経年化対策技術の評価等に係る調査、試験及び研究 電気・計装設備の健全性評価技術調査研究 材 Ｈ20 新規 

解-１ 

4－A(2)  

4－C(3) 

 

 

4－C(4) 

高速増殖炉関連 

新検査制度整備に係る検討 

安全規制へのリスク情報活用に係る検討 

手法、モデル及びデータの整備 

環境影響関連 

PSA を用いた安全対策の解析評価 安  

解-２ 4－C(3)  

新検査制度整備に係る検討 

安全規制へのリスク情報活用に係る検討 

手法、モデル及びデータの整備 

安全規制の高度化のための PSA 活用の検討 安  

解-３ 

4－A(1) 

4－A(2) 

 

解析コードの整備等 

全般 

高速増殖炉関連 

熱流動解析コード 安  

解-４ 
4－A(2) 

4－C(4) 

燃料・炉心関連 

環境影響関連 
炉物理、遮へい、被ばく解析コード 安  

解-５ 4－C(4) 原子力防災関連 シビアアクシデント解析コード 安  

解-６ 4－B(1) 再処理施設 再処理施設等の安全性確認のための解析評価 安  

解-７ 4－B(2) 

再処理施設の PSA 手順の整備 

ウラン燃料加工施設の総合安全解析（ISA）手順の整備等 

その他の原子力施設に係る検討 

再処理施設、ウラン加工施設等の PSA／ISA 手法の検討 安  

解-８ 4－B(1) 
使用済み燃料中間貯蔵施設 

再処理施設 
再処理施設等の解析コード 安  

解-９ 4－B(1) 使用済み燃料中間貯蔵施設 中間貯蔵施設の解析コード 安  

解-10 4－B(4) 余裕深度処分 廃棄物埋設処分の解析コード 安  

（注）サ：核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会、耐：耐震安全分科会、プ：プラント設計・管理技術分科会、材：材料技術分科会、安：安全解析分科会 
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評 価 結 果 

 

評価は、「研究の枠組み（注）」及び「研究の成果」の大項目に分け、「研究の枠組み」は、「目的の妥当性」、「目標の妥当性」、「計画の妥当

性」、「外的条件の変化等への対応（外的条件の変化等がなければ評価対象外）」の４つの小項目について、「研究の成果」は、「研究の進捗」、

「成果の範囲・量」、「成果のレベル」、「成果の活用」、「成果の公表」の５つの小項目について，それぞれ５段階評価を行い、さらに，これら

を纏めた総合評価を行っている。コメント欄には、総合評価の理由とともに、今後、より一層の成果を上げることを期待する観点から、評価委員の

意見が記されている。 

なお、「研究の枠組み」及び「研究の成果」の評点は、それぞれに属する小項目の評点の単純平均を記載しているため、総合評価に当たり、特に

考慮した事項（評点の決定に影響した事項）がある場合には、「研究の枠組み」/「研究の成果」欄に「総合評価上の特に考慮した点」欄を追加した。 

 

（注） 新規テーマについては、研究の枠組みのみで評価する。 

 

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

サ－１ 
MOX 燃料加工施設閉じ込め性能等

調査・試験 
Ⅱ 

Ⅲ 

1) MOX 加工施設の安全審査に必要な基礎データを提供するという具体的な規

制ニーズに対応している。 

2) 平成 19 年度には新耐震設計指針への対応を考慮した計画とするなど、妥当

な目標設定がなされている。 

3) 耐震試験においては、上下動加振や、試験体の設置方向の工夫によりＳｓの

約 2.7 倍までの試験を実施するなど、新たな目標に対応した工夫を行ってい

る。 

Ⅲ 

1) 新耐震指針への対応も含め、ニーズに適切に対応する成果を得ている。 

2) 成果の一部はこれまでの安全審査において活用されており、また、今後も進

行中の MOX 燃料加工施設の安全審査等に反映するとしている。 

3) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 学会の口頭発表は多いが、査読付きの論文投稿は尐ない。膨大なデータ

取得、詳細な解析を行っているので、学術誌で数編の論文にもなりえる。 

・ その上で、例えば日本原子力学会の技術賞に応募することを期待する。 

別紙３ 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

・ 個々の要因についての検討は充分な成果を得ている。次に、要因が複合

した場合（地震時の火災など）やヒューマン・エラーの可能性も考慮し

てほしい。 

総合評価上

の特に考慮

した点 

1) 以下のコメントを考慮し、総合評価はⅡとした。 

・ これまでにない新しいデータを多く取得している。 

・ MOX 燃料加工施設での閉じ込め特性は、プルトニウム利用が始まった

40 年以上前から大きな課題で、国の内外で多くの研究、実証が行われて

きた。本テーマで実施した火災実験は、これまでの閉じ込め特性を確証

する上でその意義は大きい。 

・ 平成 15―19 年で実施して得た成果は大きい。安全規制に役立つのみな

らず、今後この成果は MOX 燃料加工施設の爆発、火災対策に役立つと

思う。 

サ－２ 
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） 
Ⅲ 

Ⅲ 

1) 予定された安全審査対応という具体的ニーズに沿った目的設定がなされて

いる。 

2) 試験の対象範囲は、安全審査対象となる燃料の種類、最高燃焼度等の評価範

囲を十分包含したものとなっている。 

3) 比較的短時間で目的とした成果を得ている。 

4) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 安全解析分科会テーマで解-９「中間貯蔵施設の解析コード」で詳細な解

析を実施しているので今後一層連携を深めてほしい。 

Ⅲ 

1) 安全上の判断基準を確定する上で必要な基礎データは取得している。 

2) 口頭発表に加え、査読ありの論文投稿も複数件投稿、及び準備中であり、公

表は良好と判断できる。 

3) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 淡々と研究が行われ、終了したという印象を受ける。 

・ やや基礎的側面に偏りすぎている傾向がある。 

・ いくつかの条件下で行われてきた実験結果をクロスに比較・評価して、

何か一般的な傾向を見つけたり、次のステップにつながる考えを出すこ

とは可能か。 

・ 材料強度特性を取り入れた新たな評価指標の導入などに向けた成果の活
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

用や、試験データの充実を期待したい。 

・ 実験成果の活用ということだけでなく、理論的な考察を深めて検討する

ことも必要ではないか。 

・ 今後予定される中間貯蔵施設の安全審査での活用が期待される。 

・ 今後、中間貯蔵庫への搬入、貯蔵、搬出、再処理のプロセスにおいて、

貯蔵容器内で燃料が破損した場合と破損しない場合、コストがどれだけ

違うかを考え、最終的に評価することも必要ではないか。 

サ－３ 高燃焼度燃料破損限界試験 Ⅱ 

Ⅲ 

1) 産業界において準備が進行中の燃料の高燃焼度化に対応した規制ニーズに

対応している。 

2) 前年度まで（前プロジェクト）の成果を基に、実験と解析における方法の拡

充が行われている。 

3) 未照尃材試験、照尃材試験、炉内ランプ照尃試験と適切に段階を踏んだ試験

計画であること、解析手法の開発により一般化を図ることとしていること等

から、妥当な事業計画であると考える。また、目的達成には長期の試験期間

を要することから、これを見込んだ計画となっておりタイミング的にも適切

である。 

4) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 各国での原子炉で発生した被覆管外面からの亀裂発生例に関する出来る

だけ多くの情報を収集、整理することを今後も進めてほしい。 

Ⅲ 

1) 計画は順調に進行している。現時点は計画の中期であり、基礎となる知見が

得られ始めたところであるが、示唆に富む結果を得ている。 

2) 未照尃材についての試験は成功しており、次の照尃材への準備が整ったこと

は評価できる。 

3) 被覆管の外面水素化に関する貴重な新知見が得られつつあり、国際的にみて

も成果の質は高いものと評価する。 

4) まだ計画の中途で、結果の評価も進行中のところであり、成果の活用は更に

先のことと理解する。 

5) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 他機関（JAEA での RIA 実験等）の高燃焼度化に対応した燃料研究と適

切な情報交換を進めるなど、効率的な研究の遂行を期待する。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

・ 解析における評価方法が一面的（ある方向からの視点に限定される）解

釈に偏らないように注意してほしい。 

・ 国際会議で発表した論文はたとえ査読があっても後世に残りづらいの

で、出来れば学術誌に投稿してほしい。 

総合評価上

の特に考慮

した点 

1) 以下のコメントを考慮し、総合評価はⅡとした。 

・ 被覆管の外面水素化に関する新知見が得られており、高燃焼度燃料の安

全規制、安全確保に貢献することが期待できる。 

・ 査読ありの論文も含め国際学会への発表が多くなされており、成果の公

表は良好であると評価する。 

・ 高燃焼度燃料で発生する被覆管外からの亀裂に関する発生機構を基礎的

に追求しており、将来高燃焼度燃料の運転、新しい被覆管材料の研究開

発につながることが期待できる。 

サ－４ 
高燃焼度等混合酸化物燃料特性評価

試験 
Ⅲ Ⅲ 

1) 今後予想される MOX 燃料高燃焼度化の安全審査に対応する上での計画と

しては、目的は妥当なものと評価する。特に高燃焼度、高富化度 MOX 燃料

に関する知見は限られていることから、データを整備することの意義は大き

い。 

2) 製造方法、Pu 富化度及び燃焼度の効果に着目していること、炉内照尃試験

と物性値検討・モデル評価の両面から進めることは妥当な目標設定であると

考える。 

3) 試験計画を見直し照尃試験の数を減らしたことは、予算減の実情ではやむを

得ない。 

4) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ JNFL の MOX 燃料加工工場ではプルトニウム負荷度１８％までの製造

になるように申請しているので、本計画でも評価できる方向で考えてほ

しい。 

・ 非常に長期間を要する照尃試験であることから、先をにらんだ長期計画

としての取り組みが必要である。必要とする海外照尃燃料の確保、

Halden 炉、BR2 炉等の照尃施設や燃料メーカとの協力の枠組みが適切

に構築されており、現状での計画は妥当なものと考える。なお、国内加

工 MOX 燃料の照尃計画が取り止められたのは、予算の制約や MOX 燃
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

料利用の大幅な遅れ等を考慮すると仕方がない面もあるが、MOX 燃料の

振る舞いが製造方法等に大きく依存することから、将来的には何らかの

実証試験が必要になるものと考える。 

Ⅲ 

1) 計画は予定に従って進捗しているが、初年度であり、具体的な研究成果はま

だ出ていない。 

2) 将来の照尃試験の準備は順調に進んでいる。 

3) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 既存（過去）の研究成果を基に、着実に研究を進めることが大事である。

（現時点では、評価が困難。今後に期待する。） 

サ－５ 中間貯蔵施設基準体系整備事業 Ⅲ 

Ⅲ 

1) 明確な目的が設定されており、許認可作業の流れとも連動している。 

2) 当該施設の国の安全審査、工事認可に必要な調査として、具体的なニーズに

対応した事業である。 

3) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 国や学協会の規栺、基準整備計画との連携を密に図りつつ進めることが

肝要と考える。 

・ 貯蔵容器に焦点を置いているが、建屋の密封性、耐震基準等は必要ない

のか。 

・ 燃料の健全性を含めシステム全体を評価するときには、サ－２「貯蔵燃

料安全性調査」テーマ、解－９「中間貯蔵施設の解析コード」と緊密な

連携して、安全規制に役立ててほしい。 

・ 国際的な安全規制の動向（航空機落下等）を把握し、同時に日本独自の

技術的考慮（耐震等）を明確にしつつ計画を進めることが必要である。 

Ⅲ 

1) 実施スケジュールに沿った事業の遂行はなされている。 

2) 海外の規制状況を非常に良く調査している。 

3) 発表件数が多いのは評価できる。 

4) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 積極的にジャーナル等（査読付き）に投稿されることを推奨する。この

ことを通じて、一般社会からの方法論のチェックと評価が行われること

になるので。（日本原子力学会のみでなく、日本機械学会等ほかの学会

へ） 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

・ 安全審査、規制の際、核燃料サイクル・廃棄物分科会、安全解析分科会

の関連するテーマのグループと緊密な連携を保つか、統拢する組織を作

り、対処してほしい。 

サ－６ 再処理施設保守管理技術等調査 Ⅲ 

Ⅲ 

1) 東海再処理工場の高経年化評価という具体的な施設に対する安全規制上の

ニーズに対応した事業である。 

2) ニーズに対応した具体的な目標設定がなされている。 

3) 対象施設の評価計画に合わせた計画の策定がなされている。 

Ⅲ 

1) 高経年化対策は重要であり、個々の案件に対しては妥当な結果が得られてい

る。 

2) 評価手引きの策定、マニュアル案の作成など目標に沿った成果を出してい

る。また、試験研究も実施フェーズに入り、有用なデータを得つつある。 

3) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 本計画で実験したデータのみを結果としているが、同様かまたは類似の

データが数多くあるはずである。こうした結果と比較することが重要で

ある。 

・ 現時点では、本栺的に発表する状況ではないので、今後に期待する。 

・ 口頭発表ではあるが、成果の公表への努力は評価する。引き続き、一般

的、学術的な部分の成果は、試験研究の進行に伴って出来るだけ公表す

るための努力を期待したい。 

・ 多くの実験データを取得しているので、今後査読付きの論文に投稿する

ことを望む。 

サ－７ 
放尃性廃棄物処分に関する調査（浅

地中処分に関する調査） 
Ⅲ Ⅲ 

1) 発電所の運用に関わる非常に具体的な目的であり、規制側、事業者側双方の

ニーズに合致している。 

2) 進行中の原子力施設廃止措置等に関連し生ずる廃棄物処分に関わる新たな

課題など、具体的な安全規制上のニーズに対応した事業である。 

3) 原子力施設の解体が多くなり、極低レベル放尃性廃棄物の発生量が多くなる

ので適切なテーマである。 

4) 合理的な廃棄物確認方法の確立を目指した実務的な課題であり、JNES－

SS レポートにまとめ公表するとした目標は妥当である。 

5) 発電炉の廃止措置等の進行に合わせた計画の立案がなされている。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

6) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 放尃性廃棄物発生の発電所の種類、固化方法の違いによる個々の事情を

考慮して確認方法を決めるという大変複雑な作業を行っていて感心する

が、こうした実績で得られるデータを蓄積解析し、将来は標準化を目指

してほしい。 

Ⅲ 

1) 個別の技術判断要件に対応して JNES－SS レポートとしての成果のまとめ

が行われている。 

2) 個々の案件に対し、対応案、判断基準案等的確な対処を行い、スムーズな成

果の活用がはかられている。 

3) 数多くの JNES－SS レポートを公表しているのは評価できる。 

4) 多くの原子力関係者が興味あると思うので、１日くらい掛けて発表会を開催

して関係者の意見を聴取することも重要かと思う。 

5) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 放尃性廃棄物の処分に関しては一般公衆の関心も高いことから、成果に

基づいた標準的な手順をまとめ、これを分かり易く PR するなどの活用

も期待したい。 

・ 今後に期待するところが大きい。 

・ せっかく成果が上がっているのだから、学会発表やジャーナルへの投稿

が望ましい。 

・ 我が国ではトレンチ処分の実績が尐ないので、海外のトレンチ処分の実

績も調査、検討して考慮の上進めてほしい。 

サ－８ 
放尃性廃棄物処分に関する調査（余

裕深度処分に関する調査） 
Ⅱ 

Ⅲ 

1) 対応が急がれている余裕深度処分事業へのコミットメントが行われている。 

2) 余裕深度処分に関する国の方針が固まってきたことから、従来進めてきた本

事業の位置づけがより明確になりつつある。 

3) 解体される原子力発電所が多くなり、比較的濃度の高い低レベルの放尃性廃

棄物が蓄積することが予想され、さらに、六ヶ所村では試験坑道が試掘され

ている状況で適切な目的だと思う。 

4) 不えられた課題に対応した妥当な目標設定と考える。 

5) 安全性に影響を及ぼす因子を非常に幅広く考慮している。 

Ⅲ 1) 余裕深度処分に関係する議論が急速に進展する中、ここで集められた資料
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

が、情報提供として大いに役立っている。ただ、細かい議論に入ると、この

ままの資料整理のみでは貢献度が低くなるので、更なる評価と解釈が必要と

なる。 

2) 余裕深度処分に関する国の規制基準等の策定、審議に有効に反映された。 

3) 成果は、充分に活用できると思う。 

4) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 個別の研究調査については、よい成果を得ているが、それらの内容が、

審査事項とどのように関連するかについて明確な検討はされていない。 

・ 各種の検討がされているが、要領の整備と具体的にどのように結びつい

ているのか、検討だけに終わっていることはないのかという懸念が残る。 

・ ガス発生を除くと、ほぼ高レベル放尃性廃棄物処分と同じ手法で解析で

きるかと思う。したがって、候補地が選定されたら FEP を考慮すること

が重要かと思う。 

・ 地層処分安全性では数多くの丌確定要因があるが、最終的にはどの因子

の影響が大きいのかも考えた上で、総合的に考え、これならば安全であ

ると言うシナリオを持つことが重要である。 

・ 優秀講演賞を受けていることは、すばらしい。次に、ジャーナル（査読

付き）に投稿し、そこでの受賞を目指してほしい。 

総合評価上

の特に考慮

した点 

1) 以下のコメントを考慮し、総合評価はⅡとした。 

・ 尐ない人数で多くの成果を挙げている。 

・ 非常に多くの成果を挙げていることは評価できる。 

サ－９ 
放尃性廃棄物処分に関する調査（地

層処分に関する調査） 
Ⅱ Ⅲ 

1) 地層処分を担当する規制機関の役割分担がコロコロ変わる中、JNES が主体

的に活動を行い、地層処分に関する調査・研究を取りまとめている。 

2) 今後、立地選定の推進を図る上で、それを支える非常に重要な事業テーマで

ある。 

3) 国の安全規制のベースとなる規制要件の検討や安全評価手法の構築はニー

ズに対応した目標設定である。 

4) 安全要件の整備及び安全評価手法の整備のために追加の案件についても積

極的に取り組んでいる。 

5) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

・ 原子力安全・保安院その他の機関の任務かとも思いますが、立地を成功

させるための最大の課題は、地域住民をはじめとした国民の理解である。

そのため、他機関とも協力して調査内容を一般の人々にも理解できるよ

うな形で公表することも考えてほしい。 

・ ３機関（産業総合技術研究所、日本原子力研究開発機構、原子力安全基

盤機構）が役割分担をして進める計画であり、目標とする成果を挙げる

上で、これを調整、総拢する JNES には、重要な役割が不えられている

と考える。円滑かつ効率的な調査研究の遂行と成果を安全規制へ反映す

るための適切な事業遂行が強く求められる。 

・ 地層処分では、丌確定因子も多くあるが、全体の安全性を考える上で、

個々の因子（現象）の安全性をどこまで追求するのかを明確にして実施

してほしい。 

・ サイト選定の進捗に対応した柔軟な事業の推進が求められる。 

Ⅱ 

1) 限られた人員で数多くの成果を挙げている。 

2) 個別の研究の成果は、高いレベルにあるものと評価する。 

3) 安全委員会の分科会で、他機関の成果を聴取したが JNES の成果が最もま

とまりが良かった。 

4) 大学に委託研究を出している分、成果の公表が活発に行われている。 

5) 以下の意見もあったが最終的にⅡと評価した。 

・ 多くのテーマが割り当てられており、個々にはレベルの高い成果が得ら

れている。成果の結果が有機的に検討されようとしておらず、並列的に

なりつつあるのが懸念される。 

・ 新たな枠組みでの事業展開の初期であり、個別の研究開発は、それなり

の進捗を見てはいるものの、全体としての成果は今後に期待すべきもの

と考える。 

・ 多くの案件が錯綜しており、「地層処分に関する調査」として何が成果

のコアになっているのかが見極めにくい。何を持って安全というか、安

全性という定義も、明確なものが示されていない状況である。 

・ 論文発表等への公表の努力はなされているが、進捗はやや遅れている。 

・ よく調査していると思うが、立地では原子力安全・保安院（JNES）の説

明が大きな比重になることが予想される。自信を持って相手の知識レベ
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

ルで説明できることが必要。 

・ 地層処分では、丌確定因子も多くあるが、全体の安全性を考える上で、

個々の因子（現象）の安全性をどこまで追求するのかを明確にして実施

してほしい。 

・ サイト選定の進捗に対応した柔軟な事業の推進が求められる。 

・ 個別研究の成果を統合し、効果的な安全規制への活用を図ることが今後

の課題と考える。 

・ 候補地が決まり、その評価が進むと推進側も規制側も地元の地方自治体、

住民等から本当に安全かという意見を求められると思う。この際、専門

的な丌確定要因ばかりを強調すると地元は丌安になり、処分計画は頓挫

すると思う。したがって、あらゆる事象を総合的に考え、現状ではここ

まで安全であるという考え方を決めておく必要がある。 

・ 廃棄物処分においては地域住民や一般の理解が丌可欠であり、このよう

な観点からは分かり易い成果の公表も重要な課題である。 

・ なるべく早く投稿して外部の評価を受けるべきである。 

サ－10 
放尃性廃棄物処分に関する調査（返

還廃棄物に関する調査） 
Ⅲ 

Ⅲ 

1) 返還廃棄物に関する調査と受け入れのための検査基準作りという目的で、明

確な目標設定がなされ、手法も明示されている。当初計画通りに作業が行わ

れている。 

2) NISA の業務を代行して実施する性栺のものであり、ニーズは明確である。 

3) 海外委託再処理で発生する廃棄物の返還が進んでいる状況で適切なテーマ

である。 

4) 返還廃棄物の受け入れ計画はすでに決められており、それに沿った計画とし

て進められている。 

Ⅲ 

1) 現地調査等の直接的な安全確認の作業も組み入れられており、妥当な進捗と

考える。 

2) 返還時に充分に対応できると思う。 

3) 研究開発的な視点でのレベルの評価は困難。 

4) 情報の公開に制約があるテーマとなっているため、この項目の評価は難し

い。とりあえず、Ⅲ。 

5) 成果の公表については、事業の性栺から非公開とされており、評価の対象外
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

と考える。 

6) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 返還時の立ち会いでは、電力会社からは次々と異なる検査官が派遣され

ると思う。こうした検査官以外に放尃性廃棄物の知識を充分取得した原

子力安全基盤機構の専門家が常に立ち会うことが重要である。 

サ－11 廃止措置に関する調査 Ⅲ 

Ⅲ 

1) 廃止措置に付随して様々な作業が生じている、事業の目的として４項目の調

査・評価・手法の整備があげられており、適切なテーマ設定となっている。 

2) 核燃料サイクル施設の解体措置を対象とした目的設定とされているが、それ

と共に、本事業を通して原子炉施設の解体措置のフォローアップがなされる

ことも付随的ながら重要な意義があるものと考える。 

3) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 運転、操業を終える原子炉、核燃料サイクル施設が増加する現状では非

常に重要なテーマである。サ－12 クリアランス精度に関する調査と密接

に関係するので強く連携して進めてほしい。 

・ 新規テーマとしては核燃料施設に限定した目標設定は仕方がないものと

思えるが、原子炉施設の解体措置と共通する課題があり、かつ、対象施

設としては、原子炉施設の方が圧倒的に多い。従って、原子力施設の解

体措置全般を考えた視点からの考慮も必要と考える。 

・ 廃止時に如何に廃棄物発生量を尐なくするかを目標の１つに置くべきで

ある。 

・ 処理、処分に適した形状で保管する必要があるので、処理処分関係者と

も連携を密にすること。 

Ⅲ 

1) 初年度ながら、評価のベースとなる具体的なデータの取得がなされている。 

2) 順調に進展している。今後、一層外部機関との連携も必要である。 

3) 放尃化計算で使う元素組成に関しては、「ふげん」構造材料のデータが公表

されている。 

4) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 規制に関してはなるべく具体的な数値を決めることが必要である。 

・ 廃止措置の中で、放尃性廃棄物がどのように発生し、その管理及び処分

されるのか流れを示してほしい（クリアランスも絡んでいると思うが）。
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

廃止措置は廃止措置、処分は処分となり、中間部分の対応が丌明確なよ

うに思われる。 

・ サイト解放に伴う土壌・敷地測定であるが、こうした測定は廃止措置さ

れる前（操業時）にも定期的に行われていたと思われる。そうしたデー

タの継続性はどう考えるのか。 

・ 解体時の安全確保に参考になるが、総合的な規制に活用するには更に努

力が必要である。 

・ 査読付き論文があるのは評価できるが、一層の努力が望まれる。 

・ 発表件数が尐ない。国の内外で同様な研究が進んでいるので、数多く成

果を発表し、外部からの評価を受ける必要がある。 

・ 原子炉、核燃料サイクル施設の解体も今後増加することが予想されるの

で、一層努力することが必要である。 

サ－12 クリアランス制度に関する調査 Ⅲ 

Ⅲ 

1) クリアランスの基準を的確に定めることは、社会的に安全性を認知してもら

うための重要なテーマであり、規制ニーズのみならず事業者の要望に合致し

ている。 

2) クリアランス制度運用に伴う国の安全規制支援としてのニーズは、明確であ

る。 

3) クリアランスは、使命を終え閉鎖しようとする原子力施設及び老朽化した原

子力施設が増加する状況下で、きわめて重要な課題である。 

4) 進行中の原子炉施設の解体等の進捗に適切に対応した目標となっているこ

とが肝要であり、ほぼ要件を満たしている。 

5) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ クリアランスするための測定技術をかなり充実して研究している。クリ

アランス基準をパスした物質に関しては、再利用に際して大きな関心を

呼ぶので、海外での状況を詳細に調査する必要がある。 

Ⅲ 

1) 計画に対応した成果が得られている。 

2) 測定方法に関してはかなり充実している。 

3) 測定装置の開発整備等順調である。 

4) 今後の活用が期待される成果が得られている。 

5) 多くの成果は上げていて評価できるが、結論がない。将来改良されるかも知
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

れないが、現状ではこういうことが言えると言う方向で考えるべきである。 

6) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 今後、東海原電等で実施する現場にも適用することが期待される。試験

においては、請負業者に指示するだけでなく原子力安全基盤機構の担当

者が現場で確認することが重要である。 

・ 今後、具体的な規制値にすることが重要である。 

・ 査読がある学会誌等に公表する努力をしてほしい。 

・ 今後、技術の高度化に対応した成果の公表を期待する。 

・ 国内だけではなく、国際学会で発表するか、国際学術誌に投稿し国際的

な評価を受けることも重要である。 

サ－13 核燃料施設火災防護等調査･試験 Ⅲ Ⅲ 

1) 核燃料施設の火災防護に関する指針、基準等は原子炉施設に比べて丌十分で

ある現状に照らし、本事業の目的は妥当なものと考える。 

2) JNFL－MOX 燃料加工工場建設を控え適切なテーマである。 

3) 試験データの収集に併せ指針整備も事業の中に含め実施することとしてい

るのは、適切である。 

4) 過去の研究成果を充分に理解して研究を進めるべきである。 

5) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ MOX 燃料加工施設特有のデータを収集することは必要であるが、併せ

て、内外の関連研究成果も十分サーベイし、これらの活用を図ることも

大切であろう。 

・ 現在の核燃料サイクル施設（例えば MOX 燃料製造施設等）で、どのよ

うな火災、爆発事敀対策をしているのかを充分に理解して計画を進めて

ほしい。 

・ 火災の要因となるハザード項目の洗い出しにも十分注意を払っていただ

きたい。 

・ 旧サイクル機構でのアスファルト火災事敀のように、フィルターの目詰

まりの事敀も詳細に調査することが必要である。 

・ 火災が発生した際、その延焼を防止するためには、酸素供給の遮断、冷

却等が必要である。しかし、核物質を含む施設では臨界防止のため冷却

水を掛けることができない場合も多い。こうした場合、どのような対策

を講ずるべきかも研究計画に含むべきである。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

－ 新規テーマのため、「研究の成果」は評価しない。 

耐－１ 耐震研究ロードマップの構築 Ⅱ 

Ⅱ 

1) 耐震研究は、多面的かつ長期的に行われる必要があり、全体の関連を把握し

つつ研究の推進をはかることは、極めて重要である。 

2) 中越沖地震による状況変化と経年プラント増加による見直しがなされてい

る。 

3) 研究の全体を総覧し、必要度の検討を行うことは、大変重要であり、従来欠

けていた所である。 

4) 研究ニーズ、研究項目、成果の見通しが十分に検討されている。 

5) 中越沖地震からの知見や外的機関との連携の変化に適切に対応している。 

6) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 中越沖地震の諸経験を吟味・累積し、検討を加えていくことが重要であ

る。 

・ Ｂ・Ｃ級構造物の耐震性と機能維持について留意する必要がある。 

Ⅱ 

1) 初期の目標を大幅に上回る成果を得ている。 

2) ロードマップが今後活用される見通しを得ている。 

3) 課題の重要性、中越沖地震を踏まえた研究の推進、安全規制のあり方への寄

不等の観点から、総合評価はⅡと考える。 

4) 以下の意見もあったが最終的にⅡと評価した。 

・ 既存プラントの耐震裕度評価への取組が充分とは云えない。 

・ 中越沖地震における建物、機器の状況とそこからの知見を、早急に今後

の耐震検討及び安全維持に活かす必要がある。 

・ 論文集など公的発表が望まれる。 

耐－２ 

変動地形学を考慮したサイト近傍の

短い活断層の震源諸元の評価手法の

開発 

Ⅱ 

Ⅲ 

1) 新潟県中越沖地震の強震動特性の解明に関して適切な計画がなされている。 

2) 重要性、緊急性共に高い課題である。 

3) 中越沖地震の強震動記録の解明は今後の原子力施設の耐震安全のために極

めて重要丌可欠である。 

Ⅱ 
1) 地震動観測結果を踏まえ、より適切な目標を設定している。 

2) 地震動観測結果を踏まえ、観測地震動の増幅要因分析を新たに追加してい

る。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

3) 当初計画より、大幅に進捗した 

4) 耐震規定策定に有用となる成果は得られた。 

5) 以下の意見もあったが最終的にⅡと評価した。 

・ 中越沖地震の強震波形の解析資料及び３次元地盤構造資料の詳細が、一

般に活用される様にする必要がある。 

・ 立派な成果が得られており、特に学会での発表が望まれている。 

・ 地震入力レベルの予測におけるバラツキ（活断層の見落としの可能性を

包めた）の定量化が強く望まれる。 

耐－３ 
丌確実さを考慮した強震動評価手法

の詳細化と手順の整備 
Ⅱ 

Ⅲ 

1) 基準地震 Ss の評価に関する諸問題の解明が企画されている。 

2) 重要性、緊急性共に高く、目的も明確である。 

3) 震源を特定しない地震動についての検討は重要な問題である。 

4) 緊急に要請された課題に対して適切に追加計画を作成した。 

5) 中越沖地震被害教訓や原子力安全・保安院の要請に機敏に対応した。 

Ⅱ 

1) 当初計画のレベルを上回る成果を得ている。 

2) 追加課題に対しても十分な成果を得ている。 

3) 基準地震動 Ss の合理的な評価に活用される見通しがある。 

4) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 学会などへの論文発表、公開討論の場での発表が望まれる。 

・ 入力の丌確定性に対して設備の耐震裕度をいかに対置させるべきかの論

理構築が丌可欠である。 

耐－４ 
津波データ信頼性向上と評価手法の

詳細化 
Ⅱ 

Ⅲ 

1) 重要性の高い課題である。 

2) 中越沖地震における観測データなど新しい情報を活用している。 

3) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 津波対策は、わが国の原子力施設の重要課題である。また、海外への成

果の提供が可能であり、推進すべきである。 

Ⅱ 

1) 初年度としては、非常に良い展開で進めている。 

2) 困難と思われる課題に果敢に挑戦している。 

3) JNES 独自の研究としては十分な成果を上げており、外部からの期待も高

い。 



 

 

36 

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

4) WCEE、日本原子力学会誌などへ投稿している。 

耐－５ 
土木・建屋・機器・配管の耐震評価

手法の高度化 
Ⅱ 

Ⅲ 
1) 外的条件の変化をも考慮した緊急性、重要性共に高い課題である。 

2) 具体的で、精細な目標が設定されている。 

Ⅲ 

1) 順調に進められている。 

2) 現時点では、満足できる成果といえる。今後の発展が重要である。 

3) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ SMART2008 プロジェクトはぜひ積極的に参加して欲しい。 

・ 耐震裕度評価の確立に向けた取組みを導入する必要がある。 

総合評価上

の特に考慮

した点 

1) 以下のコメントを考慮し、総合評価はⅡとした。 

・ クロスチェック解析の手法を常に高度化しておくことは大変重要であ

る。（３次元非線形解析など） 

・ 得られた成果を積極的に発表している。 

耐－６ 構造物・経年化評価手法の詳細化 Ⅲ 

Ⅲ 

1) 目的が具体的に明示されている。 

2) 三つの研究目的はいずれも緊急性があり、重要性も高い。 

3) 中越沖地震の経験を踏まえ、新たな計画を設定している。 

4) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 経年に関わる問題点について、実際の事例、過去の問題事例の収集と分

析が最も重要である。中越沖地震も、経年変化の一つの事例として貴重

である。また、経年化現象の様々な新しい調査計測手法も重要ではない

か。 

・ 経年化で発生したと思われる国の内外での再処理工場でのトラブル、事

敀事例も参照することも必要である。 

Ⅲ 

1) 初年度としては満足できる成果を得ている。今後を期待したい。 

2) 日本機械学会の論文集に掲載予定の論文を発表した。 

3) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ やや解析的検討に偏している実験的研究、データの蓄積が必要である。 

耐－７ 地震 PSA の適用手順の整備と津 Ⅱ Ⅲ 
1) 「残余のリスク」の評価手法の確立は極めて重要である。 

2) 委託研究の導入など工夫が凝らされている。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

波・地震起因火災 PSA 手法の高度

化 

3) 中越沖地震の影響に適切に対応した。 

4) ただし、以下の意見もあったことからⅢと評価した。 

・ 残余のリスク評価の事例を蓄積してゆく必要がある。 

・ 残余のリスクの評価の意味と目的について、慎重な検討が必要である。 

Ⅱ 

1) 初年度としては、目標以上の成果を得ている。 

2) 原子力安全・保安院や日本原子力学会で成果が利用される見通しがある。 

3) 積極的に投稿、発表している。 

4) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 決定論的手法と確率論的手法の補完、融合に向けた方法論を探る必要が

ある。 

耐－８ 
大地震後プラント健全性評価・情報

伝達システムの整備 
Ⅱ 

Ⅲ 

1) 設計地震動よりはるかに大きい地震動に対する検討を行うことが、地震

PSA の重要な役割である。 

2) 中越沖地震で発生した課題に適切に対応している。 

3) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 中越沖地震における社会的反応と対応について十分に検討し、将来に活

かすことが必要である。（広い事例収集） 

・ 市民への知識・情報の伝達と理解の普及浸透は、今後一層重点的に進め

られねばならず、このためには、情報伝達、広報の専門家も含めた検討

が必要だろう。 

Ⅲ 
1) 14WCEE での発表予定の論文がある。 

2) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 情報伝達における質・量（信頼性・速効性）の向上が期待される。 

総合評価上

の特に考慮

した点 

1) 以下のコメントを考慮し、総合評価はⅡとした。 

・ 緊急性、重要性共に高い課題である。 

・ 現時点では、当初目標を上回る成果が得られている。 

耐－９ 
機器設備の耐震機能限界試験と評価

手法の整備 
Ⅱ Ⅲ 

1) 中越沖地震での損傷事例を考慮した重要な課題である。 

2) 高加速度発生のための試験方法の改良など計画を見直して適切に策定して

いる。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

3) 中越沖地震による機器設備の損傷という外的条件の変化に適切に対応した。 

4) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 新潟県中越沖地震におけるクレーン被害の解明が必要である。 

Ⅱ 

1) 予算と人員の削減がありながらも進捗管理を改善して順調に進めている。 

2) 従前の評価方法に加えて新手法を考案し予想以上の成果を得ている。 

3) PWR タンクの耐震機能の限界条件下での挙動などについて成果を得てい

る。 

4) 内外の学会には発表し、学会賞を受けるなど顕著な成果を得た。 

5) 耐震裕度確保に向けた基礎データが着実に蓄積されつつある。 

6) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 諸試験の結果・資料が実際の機器設計に活用される様に公表が考えられ

るべきであろう。 

・ 将来の耐震機能の評価における耐力データとして活用が期待される。 

耐－10 
地震動観測と観測データに基づく断

層パラメータの丌確実さ評価 
Ⅲ 

Ⅲ 

1) 現時点で適切な目標である。 

2) 中越沖地震など外的条件の変化に対して適切に対応している。 

3) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 地域の地震活動度の評価には、その地域の研究者、研究機関の知見と支

援が丌可欠である。 

・ 国の一元的な評価手法のみでは、十分でないと考えられる。 

・ 耐震設計審査に重要な影響を不える断層パラメータの評価は常に重要で

ある。 

Ⅲ 

1) おおむね良好な成果が得られている。 

2) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 成果の活用が、今後の研究にかかわってくる。 

・ 今後、特に対外的な権威ある学会での発表が期待される課題である。 

プ－１ 
サンプスクリーンの目詰まりに対す

る試験 
Ⅲ Ⅲ 

1) 情勢変化については、平成 20 年 12 月に開催される本問題に関する OECD

ワークショップの論議待ちで、平成 19 年度は変化なし。 

2) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ サンプスクリーンの閉塞事象には複雑な現象が含まれ、国際的にも研究
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

の方針が定まっていないとのことである。平成 22 年度以降の計画を再

検討するとのことであるが、平成 21 年度の計画の再検討も必要なので

はないか。 

Ⅲ 

1) 当初の計画に沿って、統合化学試験及び圧損のパラメータ試験及び、断熱材

の腐食試験が実施され、予定通りデータが取得されると共に腐食過程の熱力

学シミュレーションが検討されており、試験・解析モデルの検討とも、計画

どおり進捗している。 

2) BWR 条件を含む各種プラント条件における統合化学試験・圧損ループにお

ける主要パラメータ試験及び腐食試験共、計画に沿って、多くの試験データ

が取得され、着実な成果が得られている。また、腐食試験の断熱材や水質条

件による溶解度・腐食速度のデータの熱力学的モデルによるシミュレーショ

ンの可能性が示され、解析的検討も進んでいる。 

3) 成果（達成度）の記述について、項目名が工程表に合わせて整理されていな

いため成果が読み取りにくい。 

4) 各種プラント条件について、圧損挙動が調べられ、また、安全上重要なポイ

ント（圧損急昇点・圧損上限点等）に対して、水溶液の化学条件やデブリの

状態による影響が明らかにされているなどの成果が得られている。 

5) 予備評価のための補足資料は代表プラント条件に添った説明ではなく、個々

の実験結果のみを呈示しており、成果が分かりにくい。たとえば、「統合化

学試験」と「化学影響試験」との関係、「熱力学解析等による検討」と「熱

力学シミュレーション」との関係などが述べられておらず、理解しにくい。 

6) 本試験研究は、５年計画の中期であり、これまでの試験の結果は、審査の技

術基準案の作成に適用された。 

7) 成果の公表が尐ない。 

8) 試験・解析・関連情報のタスクチームを作り、試験研究を進めている体制で、

当初計画に沿って、試験は着実に進められており、十分な成果も得られてい

る。 

9) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 今後、実機プラントにおける事敀時の水溶液の組成、濃度、温度やデブ

リ条件などパラメータのばらつきの範囲を考慮した定量的な評価が期待

される。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

・ JNES 報告書や国際ワークショップなど、関連専門家会議での報告はさ

れているが、広く広報するためにも国内外学会での報告が望まれる。 

・ 成果の公表が、専門家会議のみならず、広く国内外学会等へもなされる

ことを期待する。 

・ パラメータも多く、複雑な現象と条件の丌確かさを含んでいる課題であ

るので、今後試験結果の集積を経て、ポイントとなる圧力急昇条件や圧

損挙動へのデブリ条件や化学組成の丌確かさの影響を考慮した、実機プ

ラントの定量的評価解析手法の構築が待たれる。 

プ－２ 
全 MOX 炉心核設計手法信頼性実証

試験 
Ⅱ 

Ⅲ 

1) Am サンプル反応度試験データの解析、炉物理試験の核データ感度解析の追

加、海外のデータ入手などを新たに事業に追加した。燃料温度反応度計測の

実施の変更などに対応した。 

2) FCA 使用丌可能の事態に、即対応して、当初予定以上の進展が見られ、か

つ、予算の低減が見られる。 

Ⅱ 

1) 全MOX炉心及び燃焼後MOX装荷炉心の炉物理試験のデータの取得及び解

析と比較評価による各コードの予測精度・信頼性の確認、及び核特性の燃焼

変化等当初計画に沿った進捗があった。さらに、昨年度データ・解析評価で

整合性がとれなかった問題について、新たなデータ取得と解析評価が行わ

れ、問題点の解明をしたことや FCA 使用丌可能の事態に即対応して、当初

予定以上の進展が見られる。 

2) 国際共同研究による MOX 燃料等の核種組成データ取得・国内 TCA を用い

たＡｍの反応度影響試験データ等の各種データ取得と炉物理・ボイド・ドプ

ラー反応度・燃焼組成等の各解析コードの精度など、所定の計画によるデー

タ取得・解析評価に加え、昨年度のデータ・解析評価で生じた新たな問題を

解明するため、新たなデータ取得と解析評価が追加された。 

3) 全 MOX 装荷炉心に関する国際共同研究や国内の TCA を使用した炉物理デ

ータの各種解析コードとの比較検討を通して、核データライブラリーにおけ

る Am の核データの問題があることを明らかにするなど、質的にも評価さ

れる成果が得られている。 

4) 成果は、全 MOX 装荷炉心の安全設計・評価に使用される核設計手法の信頼

性向上及び核データライブラリーの Am 核断面積の見直しを促すことにな
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

ると考えられる。 

5) 国際会議を含む論文発表：７件（査読ありの論文３編）、国内学会口頭発表：

４件、JNES レポート：３件の報告があり、人員数からみて、活発な公表が

見られる。 

プ－３ 人間・組織等安全解析調査 Ⅰ 

Ⅲ 1) 目的、目標、計画は妥当である。 

Ⅰ 

1) 本年度計画の当初目標については、これを上回る進捗がある上に、「巨大シ

ステムにおける教訓集」の作成など、自主的に新たに設けた汎用性のある課

題も手がけ、尐ない人員で多くの成果を挙げている。 

2) 計画していた３つの各事業課題についてそれぞれ予定通り進捗した。また、

各種のデータ収集についても積極的に行われた。 

3) 保安活動における人間・組織面の分析評価に関してガイドラインを策定した

ほか、教育資料を作成した。 

4) 多くの事敀・トラブル情報の人的要因・組織要因の調査・分析を行ったほか、

これに関するガイドラインを策定した。 

5) ３つの各事業課題について、計４つのガイドライン、「巨大システムの事敀・

トラブル教訓集」が作成されると共に、保安検査官向けの教育資料・研修資

料、一般に向けた解説など、目標を超える量・範囲に渡る成果が得られてい

る。 

6) ガイドラインの説明会等を多数回開催した。 

7) ガイドラインの作成・公開（NISA 文書として公表）等においては、それぞ

れ、原子力安全文化・安全管理技術・品質保証分野の専門家で組織された委

員会・検討会及び「巨大システムの教訓集」の作成では、より広範な分野の

学識経験者からなる検討会が作られ、多数回の審議・検証を経て公表されて

おり、成果の質的レベルも高いと判断される。 

8) 制定されたガイドラインは実際に保守検査等に活用される。 

9) 作成されたガイドラインは、安全規制側に立ち、事業者の安全文化・組織風

土の务化や事敀・トラブルにおける保安管理や手順書の評価に関するもの

で、規制の実施に直接活用される成果であり、「巨大システムの教訓」やス

タートした「技術・人材マップ」の成果は、原子力分野を超えた社会システ

ムへのインパクトが想定される。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

10) 教育資料は研修に活用されている。 

11) 国内学会・国際会議での論文発表は３件であるが、国内外のセミナー・専

門家会議・ワークショップなどでの口頭発表は１０数件を超えている。 

12) ガイドラインについての教育・研修会の開催を含めると成果の公表も活発

に行われたと考えられる。 

13) 緻密に検討された実施計画や手法で、当初の目標を超える範囲で量・質共

に優れ、かつ、信頼性のある成果を挙げていると判断される。  

14) 活発に研究が推進され、多くのガイドライン、教育資料、成果の報告など

がなされ、この分野の研究に大きく貢献した。 

プ－４ 
原子力施設のアクシデントマネジメ

ントに係る知識ベースの整備 
Ⅱ 

Ⅲ 

1) 新設計炉（APWR)の AM 策への基盤整備への対応やそのために SERENA

計画への参加によるデータ取得は適切な対応である。 

2) 試験計画で本年度からスタートする ARTIST－Ⅱ計画、OECD の MCCI－

Ⅱ計画及び SERENA 計画への参画・データ取得は、これまでの試験研究で

明らかになった課題の解明や AM 上の重要な課題である。ただし、ＭＥＬ

ＣＯＲコードの化学挙動解析評価が、本年度計画に入っているが、本課題は、

取り扱う物理現象が同じであることからプ－５の中で取り扱うのが適当で

ある。 

3) 新設計炉から SA 対策を設計要件となる可能性に対応しており、外的状勢の

変化に適切に対応している。 

Ⅱ 

1) 関連する試験データはすべて国際共同プロジェクトによる海外リソースを

活用して得られ、予算・人的資源の低減が図られている。取得試験データに

よる解析コードの評価・改良も所定の試験計画に先んじて進められ、試験計

画の立案にも貢献している。 

2) 試験上の困難さ、計測上の丌確かさを伴う SA 時の AM 上重要な諸現象に

ついて、国際協力による各種データの取得とそれを利用した解析モデルの評

価・改良がなされ、SG のエアロゾル捕集効果・炉内溶融デブリの炉下部ヘ

ッドへの冷却対応や炉外デブリのコンクリート浸食挙動等 AM 手法を確立

する上で、重要な現象について各種解析モデル・総合評価モデルの改良・評

価検証が行われており、目標をほぼ満足する成果が得られている。 

3) 昨年度に引き続いて、２つのテーマについて計画通り進行している。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

4) SA 時の SG 内の気水・湿分分離器内流動・エアロゾル挙動解析モデルの検

証され、ほぼ確立されたこと、これらの解析により SG 各部のエアロゾル捕

集特性の相関式が得られたこと、SG の大きな捕集効果が実験・解析により

確認されたことは高く評価される。炉内・炉外溶融デブリの伝熱・流動挙動

や溶融デブリの炉下部容器やコンクリートへの溶融また浸食作用解明への

解析モデルの検証・改良等が行われている。 

5) 新設炉の AM レビューや学会標準委員会「レベル 2PSA 実施基準」、ソー

スターム評価への技術的根拠を提供するなどに成果が活用されている。 

6) 国際欧文誌への論文発表２編、国際・国内学会・専門家セミナーでの口頭発

表８件がある。 

7) ARTIST－１計画の全試験が終了し、伝熱管破損に伴う蒸気発生器内各領域

で流動とエアロゾルの沈着・捕集効果等の分離効果と総合試験データによ

り、流動・粒子挙動の解析コード評価、SG のエアロゾル捕集効果、炉内溶

融デブリの組成・熱流動特性、炉外栺納容器下部での溶融デブリによるコン

クリートの浸食等 AM 上重要な各種事象について、試験は国際共同プロジ

ェクトで実施し、計画どおり進捗している。これらによる各解析モデルの検

証・改良が精力的に行われ、初期目的に沿う十分な成果が得られた。 

8) 以下の意見もあったが最終的にⅡと評価した。 

・ ある項目ではデータの取得が遅れ、試験終了後から解析的検討が時期的

に遅れて始められた感がある。本試験研究は当初開始から５年以上経過

し、試験計画もフェーズⅡへの移行するので、これまでの成果を纏めて、

AM への総合的なコメントや提案として纏めていく時期ではないか。 

プ－５ 
シビアアクシデント晩期の栺納容器

閉じ込め機能維持に関する研究 
Ⅲ 

Ⅲ 

1) 工程表（ソースターム評価）及び予算（平成 21 年度以降）に見直しが行わ

れた。 

2) 予算枠の減尐に伴い、試験計画を再検討して工程表を適切に見直した。 

3) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 予算の縮小による来年度以降の計画・予測される成果への影響について、

詳しいかつ具体的な計画の検討の必要性があるのではないか。 

Ⅲ 
1) 本年度計画については、基礎試験及びソースターム評価とも概ね計画通りに

進捗している。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

2) 昨年度に引き続いて、２つのテーマについて計画通り進行している。 

3) 基礎試験については、装置の整備とヨウ素再放出挙動に及ぼす各種パラメー

タの影響についてのデータが得られ、これに海外の分離効果試験データを加

えて、解析モデルの検証が行われた。SA 解析の MAAP コードによる代表

的実機プラントについて、AM の効果が調べられている。 

4) 栺納容器内ガス状ヨウ素再放出試験で、計画通りの装置整備と試験が行われ

た。 

5) 栺納容器ソースターム評価で MAAP コードによる解析が行われ、新たな知

見が得られている。 

6) 日本原子力学会（2007 年度秋の大会）において４件の口頭発表を行った。 

7) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 基礎試験によるガス状ヨウ素再放出挙動への各パラメータの影響につい

て、定量的データが得られ、MELCOR コードによる解析は、PH の影響

について、実験結果と丌整合があることが明らかにされたのは有為な成

果であるが、解析モデルの検討や SA 総合解析コードへの反映はなされ

ていない。 

・ MAAP コード（19 年度業務に使用したコード名に訂正）による代表的

プラントの栺納容器内ソースターム評価や AM の有無によるソースター

ムの差異が検討され、ソースタームに関する学会特別専門委で報告され

た。基礎試験の成果の活用は今後に期待される。 

・ 次年度以降の積極的な成果の活用を強く望む。 

・ 試験開始２年度にあたり、基礎試験によるガス状ヨウ素再放出挙動への

PH、溶解イオン、ガス雰囲気成分等の各パラメータの影響について、定

量的データが得られ、MELCOR コードによる解析結果と比較検討され、

PH の影響について、実験・解析結果に丌整合があることが明らかにされ

たのは有為な成果であるが、ヨウ素化学モデルの検証は始まった段階に

あり、解析モデルの改良や SA 総合解析コードへの組み込みは来年度以

降に期待される。 

材－１ 原子力用ステンレス鋼の耐応力腐食 Ⅲ Ⅲ 1) 目的、目標、計画は妥当である。 



 

 

45 

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

割れ実証事業 

Ⅲ 

1) 材－13 の新規テーマを残したものの当初の目標は達成された。 

2) き裂進展速度が、PLR 配管の作り方（TP、Ｆ）、溶接法、部品（直管、テ

ィ、エルボ）をこえ、またシュラウドのそれを含めて主として硬さ（とＫ）

で記述しうるとしての線図作成を完成させた。 

材－２ 複雑形状部機器配管健全性実証 Ⅲ 
Ⅲ 1) 目的、目標、計画は妥当である。 

Ⅲ 1) 当初の目標は達成された。 

材－３ 
原子力プラントのケーブル経年変化

評価技術調査研究 
Ⅲ 

Ⅲ 1) 目的、目標、計画は妥当である。 

Ⅲ 

1) 「かなり短期間の通常運転期間でしか健全性が維持できない」ものが尐なか

らず発見されたことにより、当該テーマの適切性は示された。 

2) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 「非金属材」での性能务化の蓋然性を例として、より広く可能性を考え

る好例となることも期待したい。 

・ 膨大な試験を実施して実用的なデータを得ている。ただし、学問的、技

術的な考察も入れると今後の研究のために良い。 

材－４ 
ニッケル基合金溶接部の非破壊検査

技術実証 
Ⅲ 

Ⅲ 1) 目的、目標、計画は妥当である。 

Ⅲ 

1) 最終年でのガイドライン作成に向けて着実に進んでいるとみなせる。 

2) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 「平成 19 年度の具体的計画」と、「平成 20 年度の具体的計画」との

差が余り明確ではない。 

・ ガイドライン策定が最終目的であるなら、「次年度の具体的な計画」に

は最終年度に向けてその骨子を明らかにして欲しい。 

材－５ 
容器貫通部狭隘部の非破壊検査技術

実証 
Ⅲ 

Ⅲ 1) 目的、目標、計画は妥当である。 

Ⅲ 1) 当初の目標を達成している。 

材－６ 原子力発電所の非破壊検査情報の収 Ⅲ Ⅲ 1) 目的、目標、計画は妥当である。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

集整備 Ⅲ 1) 初年度は予定通りに進んでいるものと思われる。 

材－７ 
Ni 基合金応力腐食割れ進展評価技

術実証 
Ⅲ 

Ⅲ 1) 目的、目標、計画は妥当である。 

Ⅲ 

1) 計画通りに進んでいる。 

2) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ Ｋ増大型、Ｋ減小型－両者の速度が一致してくるという約 3500 h 後の

速度－の意味解明、の行方が気になる－現状での「Ｋ依存性そのものが

なくなる－というのは丌可解である。 

材－８ 照尃誘起応力腐食割れ評価技術 Ⅲ 

Ⅲ 1) 目的、目標、計画は妥当である。 

Ⅲ 
1) 計画通りに進捗している。 

2) 以下の意見もあったが最終的にⅢと評価した。 

・ 総合評価はⅡでもよい。 

材－９ 
Ni 基合金溶接金属の破壊評価手法

実証 
Ⅲ 

Ⅲ 1) 目的、目標、計画は妥当である。 

Ⅲ 1) 計画通り進捗している。 

材－10 高照尃量領域の照尃脆化予測 Ⅲ 
Ⅲ 1) 目的、目標、計画は妥当である。 

Ⅲ 1) 計画通り進捗している。 

材－11 
低炭素ステンレス鋼ＳＣＣ進展への

中性子照尃影響実証 
Ⅲ 

Ⅲ 1) 目的、目標、計画は妥当である。 

Ⅲ 1) 計画通りに進んでいる。 

材－12 照尃材溶接部の健全性評価法の実証 Ⅲ 
Ⅲ 1) 目的、目標、計画は妥当である。 

Ⅲ 1) 計画通りに進んでいる。 

材－13 低炭素ステンレス鋼の低き裂進展速 Ⅲ Ⅲ 1) 材－１との関係が明確であり、適当であると考える。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

度領域線図の検証 2) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

3) 化学プラント分野での経験としてステンレス溶接金属を貫通して割れた事

例は見当たらなかったときく。溶接金属部内でのき裂進展の検討では、上記

に加えて溶融線近傍での停留挙動（の有無）の検討もお願いする。き裂がど

こででもそこそこの進展速度をもつのでは上記の｢貫通｣に至るというモデ

ルが避けがたく、化学プラント経験・原子力 PLR 配管の実績（従来の）と

反するものとなってしまう 

－ 新規テーマのため、「研究の成果」は評価しない。 

材－14 
電気・計装設備の健全性評価技術調

査研究 
Ⅲ 

Ⅲ 

1) 材－３との関係が明確であり必要性は十分である。 

2) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 「ケーブル」から「電気・計装設備」への一般化にともなう务化事象の

多様化・複合化の問題探求が更に広く深くなされることを期待する。 

－ 新規テーマのため、「研究の成果」は評価しない。 

解－１ PSA を用いた安全対策の解析評価 Ⅲ Ⅲ 

① 安全情報の分析・評価について 

1) 「リスク情報を活用した安全規制」は安全確保に大きい影響を持つ重要事項

である。その実施のための重要業務として高く評価できる。 

2) 原子炉施設の安全運転に影響を及ぼす可能性がある事敀、トラブルについて

評価・報告を行い、再発防止策について技術的提言を行うことは、これに関

する問題も実際に起きていることから、その重要性と緊急性は卓越して大き

い。 

3) 志賀、柏崎刈羽など緊急かつ重要な課題に対して当初の計画をこえて迅速に

対応している 

4) 平成 19 年度に発生した事例をスクリーニングして９件の安全情報の分析・

評価に加えて、当初の予算、人員体制で３事例の詳細評価を行った。 

 

② 中央制御室居住性に係わる検討について 

1) 中央制御室の居住性の検討は緊急性が高い。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

③ もんじゅ関連について 

1) 目的、目標、計画は妥当である。 

 

①から③を総合して、Ⅲと評価する。 

Ⅲ 

① 安全情報の分析・評価について 

1) 緊急課題対応に加えて当初計画を達成している。 

2) 当初に予定していた事敀・トラブルについての評価のほか、予定していなか

った19年度に発生した緊急かつ重要な事象についての分析・評価が行われ、

その結果が関係機関に報告された。 

3) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 分析・評価した重要なリスク情報は原子力安全・保安部会 リスク情報

活用検討会等に報告され、各方面での活用が期待される。 

テーマの重要性に鑑み、更に積極的な成果の報告を期待する。 

 

② 中央制御室居住性に係わる検討について 

1) 当初の予定より早期に目標を達成している。 

2) 当初の予定よりも早期に評価ガイドラインが策定された。 

3) 当初の予定（性能規定）を大幅にこえて仕様規定の評価ガイドラインをとり

まとめている。 

4) 従来の慣習の問題点を整理し新しい評価ガイドラインを作ったことは高く

評価できる。 

5) 審査すべき要求事項が明らかになり役立つ。 

6) 平成 19 年度に取りまとめた評価ガイドラインは原子力安全・保安院等関係

機関に報告されているが、国内外の学会等への成果の公表は行われていな

い。 

7) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 成果の公表については、今後に期待。 

・ 当初の予定よりも早く評価ガイドラインを取りまとめたことは評価され

る。ただし、今回のガイドラインは仕様規定に基づくものであり、目的

に挙げている性能規定のガイドラインに結びつける今後の検討計画を示

す必要があるのではないか。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

 

③ もんじゅ関連について 

1) 計画通り進捗している。 

2) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 成果を査読される論文誌等へ投稿することを期待したい。 

 

①から③を総合して、Ⅲと評価する。 

解－２ 
安全規制の高度化のための PSA 活

用の検討 
Ⅱ 

Ⅲ 

1) 以下の意見もあったが最終的にⅢと評価した。 

・ 検査制度の高度化のニーズが高い 

・ 多忙な中、工夫して計画されている。 

Ⅱ 

1) 検査制度への活用に関して、保全プログラム、PI・SDP、RI－ISI などにつ

いて相当の研究の進展があった。また、それらの成果を関係機関等に報告し

た。 

2) 検査制度実施の基盤整備ができたことは高く評価できる。 

3) 成果が検査制度の検査方法の策定、検査制度の総合評価の仕組みの策定など

に活用された。 

4) いくつかの論文発表及び口頭発表を行っている。 

解－３ 熱流動解析コード Ⅲ 

Ⅲ 

① 軽水炉関係 

1) 予定外の「志賀一号炉臨界クロスチェック解析を実施したが適切に計画を遂

行した。 

 

② もんじゅ関係 

1) 「もんじゅ」対応として緊急性が高い。 

 

①及び②を総合して、Ⅲと評価する。 

Ⅱ 

① 軽水炉関係 

1) サンプスクリーン閉塞事象について、試験とタイアップして解析モデルと総

合解析コードの開発・丌確かさ解析を考慮した統計的安全評価コードの整備

とその適用性の確認、改良型プラントに対応したクロスチェック解析コード
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

の整備、及び、将来の規制に取り込みを検討されている POST－BT の評価

や RIA 時のボイド反応度効果評価に関する解析コードの整備等目標に沿っ

た整備が進められた。 

2) 丌確かさを導入した統計的安全解析手法の適用性の確認は最新の安全解析

の動向を反映している。また、RIA におけるボイドフィードバック効果を評

価できるコードの構築や POST－BT 評価手法の適応性確認は、将来の規制

の高度化に向けた解析コードの整備として評価される。 

3) 実機サンプスクリーンの長期有効性評価、現在及び今後のプラントのクロス

チェック解析や申請の評価、及び、規制の高度化の検討に、直接活用される

成果である。 

4) 論文発表４件、口頭発表：１件である。 

5) 軽水炉関係の総合評価はⅢとしたが、最新の知見や最新の安全解析コード、

及び、リスク情報や丌確かさを取り入れた安全評価手法など、規制・安全評

価の高度化に向けて、意欲的に取り込こむ姿勢が伺える。 

6) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 最近の成果の量・質から口頭発表が増やすことが望まれる。 

 

② もんじゅ関係 

1) もんじゅ再始動に向け、安全審査支援及び安全性総点検や起動試験等の妥当

性について、各種解析コードによる確認が安全審査支援の厳しいスケジュー

ル遵守下でなされており、計画通りに進捗している。 

2) もんじゅの燃料組成変更に伴う安全審査関連で燃料・炉心設計の妥当性、５

項事象を含む事敀解析及び被ばく評価の妥当性について、新知見を取り入れ

た各種解析コードを駆使して、確認している。また、もんじゅ総点検結果や

保安規定の妥当性確認や起動試験に向けて、SG 部の挙動について動特性解

析など、広範な課題の検討がなされている。 

3) もんじゅの安全審査や保安規定の妥当性確認に大きく寄不した。 

4) 炉心条件と燃料破損挙動の丌確かさについて、体系的感度解析を取り入れた

SAS4A コードによる ULOF 解析は最新の事敀解析手法であり、有為な機

械的エネルギー発生がごく小さいとの結論は信頼性が高い。 

5) 本解析業務のすべてが、安全審査・安全規制上の具体的課題から出てきてお
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

り即活用を前提としている。 

6) 論文発表２件、口頭発表：４件（含予定）である。 

7) 本課題の目的・対応業務は、研究テーマの「最新の知見、データベース及び

数理解析的手法等を取り入れた解析コードの開発・整備」の範疇から逸脱し

ているので、目的に沿った対応業務がなされ、十分な成果が得られているか

を考慮して評価している。 

 

①及び②を総合して、研究の成果はⅡと評価した。 

総合評価上

の特に考慮

した点 

「研究の枠組み」については、 

①：Ⅲ、②：Ⅲ 

「研究の成果」については、 

①：Ⅲ、②：Ⅱ 

である。したがって、総合評価はⅢとした。 

解－４ 炉物理、遮へい、被ばく解析コード Ⅲ 

Ⅲ 1) 目的、目標、計画は妥当である。 

Ⅲ 1) 計画通り進捗している。 

解－５ シビアアクシデント解析コード Ⅱ 

Ⅲ 

1) 新耐震指針対応の地震 PSA に関する残余リスクのレビューのために、緊急

性がある。 

2) 中越沖地震、APWR 許認可、浜岡原子炉訴訟等があり、時機を得た適切な

テーマである。 

3) 総合的なシビアアクシデント解析の一環として、国際的にも協調して実施し

ているのは評価できる。 

Ⅱ 

1) CFD 解析による SA 時の SG 内流動とエアロゾル挙動、１次系自然循環流

動、栺納容器内多次元流動と FP 挙動など、ＳＡの進展・拡大防止に係わる

SG・栺納容器内熱・流動・FP 挙動に関する解析コードや手法の検証・改良

及び整備等が積極的に進められた。また、早期の解析が国際試験計測へ反映

されるなど試験の進展にも寄不している。 

2) 計画以上に進行している。 

3) 多くの項目について成果を得ている。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

4) 詳細な CFD 流動解析による ARTIST 試験データによる SG 内気水・湿分両

分離器内エアロゾル挙動解析、そのパラメータ解析によるエアロゾル捕集相

関式を作成、SG の大きな捕集効果を確認している。SA 時に SG 内自然循

環挙動や伝熱管のクリープ破損への AM の効果、栺納容器内多次元熱流動・

FP 挙動解析手法の整備など、SA 時のＡＭに係わる主要な諸課題の解析コ

ードの検証・改良・整備がなされた。 

5) ARTIST 試験による SG の気水・湿分分離器内の CFD 流動・エアロゾル挙

動解析手法の検証・確認とこのパラメータ解析によるエアロゾル捕集相関式

が作成され、SG 内部機構の大きなエアロゾル捕集効果が試験及び解析から

確認され、リスク低減への大きな寄不が明らかにされた。 

6) 他のシビアアクシデント事象とも連携し、総合的評価の一環としてよく機能

している。 

7) 新耐震指針対応の新設炉の AM レビューなどに活用される。 

8) 大幅とまで言えないがそれに近い成果を挙げている。 

9) 多くの成果を出していることは評価できる。 

10) 論文発表：１件、口頭発表：３件（内２件は国際専門家会会議）であるが、

本年度の米国原子力学会への招聘講演が予定されている。 

11) 2.5 人と尐ないスタッフによって、所定の目標を越える成果を挙げている。

国際共同試験データで検証した CFD 解析コードによる SA 時の SG 内流

動・FP 挙動解析による SG の捕集効果の確認、MELCOR・FLUENT コー

ドによる SG 伝熱管間の自然循環挙動、栺納容器内熱・流動・ＦＰ挙動への

AM の効果など、SA 時の熱流動・FP 挙動に関する各解析コードの改良・

整備及びそれによる挙動解析が行われ、AM への有用な知見を得ている。 

12) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 新設炉対象に改良 MELCOR コードによる SA 時の栺納容器内事敀進展

や多次元熱・流動解析が行われ、FP 挙動への AM の有無の評価への基礎

データが得られ、実機の AM や設計の段階から検討を要求される新設計

炉への活用が期待される。 

・ 多くの国際会議で発表しているのは評価できるが、最終的には査読付き

の論文に投稿ことが重要である。国際会議の Proceeding は、全世界の

図書館、資料館には残りづらいが、投稿論文なら関係するほとんどの図
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

書館に残る。さらに、覆面査読者のコメントに回答し、発刉までに至る

と今後の研究計画を立案するときに大きな力となる。 

解－６ 
再処理施設等の安全性確認のための

解析評価 
Ⅲ 

Ⅲ 

1) 再処理施設の安全性の実証は、間近に迫った運転開始に際して、発生する可

能性のあるトラブル事象、他施設で起こったトラブル事象に対する解析は、

国民に対する重要な情報であり、ニーズに即したテーマが設定されている。

また、ここで掲げた目標は、目的達成のための適切な目標設定となっている。 

2) トラブル事象を整理した結果が適切に纏められており、これを基に、適切な

年度計画が策定されている。 

Ⅲ 

1) 蒸発缶凝縮器の性能低下事象の解析が、若干遅れ気味であるが、問題点が適

切に抽出されており、ほぼ計画通りと認めて良いと判断した。また、発熱性

溶液のセル内漏洩事象の解析評価は、計画通りの解析が行われ、終了したと

認められる。 

2) セル内漏洩事象の解析はリーズナブルな結果となっていると判断でき、質的

にも当初計画されたとおりの成果が得られている。蒸発缶解析の結果は、難

解な課題であることを考慮すれば、初年度としてはまずまずの成果と評価し

て良いと考える。 

3) 解析が適切に計画通り実施されており、得られた解析結果は、国民に対する

貴重な情報となり得るものと判断した。 

解－７ 
再処理施設、ウラン加工施設等の

PSA／ISA 手法の検討 
Ⅱ Ⅲ 

1) 再処理施設等の安全規制に関し、より科学的合理性が高く、効果的、効率的

な安全規制の実施を目指す国の方針に合致し、重要性と緊急性が高いテーマ

の実施を狙っていると判断される。 

2) 手法整備から、検査等への活用策までの目標が明確に示され、目的が達成し

得ると判断される。 

3) ウラン加工施設 ISA 手順整備について、原子力安全・保安院の要請に対し、

事業者等専門家を含めた意見集約を行うなどの適切な対応を実施、方針変更

後の明確な計画を策定している。これに伴う MOX 燃料加工施設 PSA 手順

整備等についても、業務計画の縮小などの適切な対応を行っている。 

4) ウラン加工施設、MOX 燃料加工施設に関する手順整備の計画変更について

ロードマップの作成等の方針が加わったが、工程表を見直して適切に対応し

た。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

Ⅱ 

1) PSA 手順の整備については、主に再処理施設に関連する業務について、代

表的事象の PSA 試解析、手順の整備が計画通り実施され、計画した量の成

果がえられていると判断される。 

2) ウラン加工施設の ISA についても、変更要請に適切に対応した計画に沿っ

て実施され、成果が得られている。 

3) 再処理施設 PSA 手順整備を計画通り進行させ、関連したワークショップを

開催した。ウラン加工施設 ISA 手順書整備に関した方針の見直しに関して

多くの専門家の意見を取り入れてロードマップの作成を行った。 

4) 再処理施設の PSA 手順の整備については、再処理施設の特徴を適切に考慮

された解析が実施されている。また、ISA 手順については、ロードマップに

したがって事業者に適切に対応されており、極めて有効に活用されていると

判断される。両課題ともに、想定以上の質的に高い成果が得られていると判

断した。 

5) ISA 手法については、ワークショップ開催において、成果の活用方針を周知

され、本手法が適切に検査等に反映されていることは高く評価できる。 

6) 再処理施設 PSA 手順整備に関する成果は原子力安全・保安部会などの規制、

政策策定についての活動に大きく貢献している。ウラン加工施設の ISA 整

備手順のロードマップは、ISA の実施に有用である。 

7) 再処理施設 PSA 手順整備については、単なる成果の公表ではなく、ワーク

ショップを開催したことにより、PSA 研究に対する様々な情報が適切に公

表されるなどの、予想以上の効果が評価できる。 

8) 論文発表、ワークショップ開催などの活発な成果公表がなされた。 

9) 質的に高い成果を得て、それを広く公表する努力を行い、総合的に、当初の

予想を上回る成果が得られたと判断する。 

解－８ 再処理施設等の解析コード Ⅲ 

Ⅲ 

1) 目的に照らし、種々施設に共通な重要課題を取り上げており、適切な目標と

判断できる。 

2) 正確な評価が常に得られるよう、コード自体の改良に加え、計算環境の変化

などに応じて最新状態に整備しえる計画となっていると判断できる。 

Ⅲ 
1) 使用済燃料中の核種組成評価コードについては、適切な更新、整備がなされ

ていることが認められる。それによる解析結果の向上が明確に認められる。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

2) 事敀解析コードについても適切に改良整備が成されていることが認められ

る。 

3) 質的に高い成果が得られ、成果が適切に活用される見通しであると判断し

た。 

4) すべてが、計画通りに実施され、計画通りの成果が得られたものと判断でき

る。 

5) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 安全審査等におけるクロスチェック機能の評価のための安全解析コード

は、より正確な評価のため整備、計算環境の変化に応じた適切な更新、

検証が絶えず行われる必要があり、積極的に実施する必要がある。 

解－９ 中間貯蔵施設の解析コード Ⅲ 

Ⅲ 

1) 一連のコード改良整備計画の中で着実に進められており、また、今後予定さ

れている各種申請に対するクロスチェック体制を整備する上で重要な課題

で有り、ニーズに即したテーマ設定であると言える。 

2) むつ市での本栺的な使用済燃料中間貯蔵庫の建設を控え、時機を得たテーマ

である。 

3) 熱流動解析手法、臨界解析手法、遮へい解析手法の高度化を実施し、安全評

価手法の最新動向の調査を反映させつつ各種手法を用いて安全評価を実施

することにより、目標は達成されるものと判断する。 

4) 中間貯蔵施設の安全性評価の柱となる、各種解析コードの高度化を中心に、

安全評価手法の最新の動向調査の結果を反映させつつ進めていく計画は妥

当なものであると判断した。 

Ⅲ 

1) 熱流動解析コードの高度化、ふく尃解析コードの整備は確実に実施され目標

とした成果は得られている。 

2) 安全性評価手法の調査についても適切に実施されている。 

3) 熱流動解析コードの高度化、ふく尃解析コードの整備は確実に実施され、熱

流動解析結果は質的向上が認められる。 

4) クロスチェック体制が確立できたことの意義は大きい 

5) 熱流動解析手法について、コードが適切に改良、高度化され、より高い精度

の結果が得られるようになった。また、安全性評価手法の最新動向の調査も

適切に実施された。 
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

6) この解析コードの作成により従来の乾式貯蔵で実施した安全審査より更に

高度な安全審査が可能になったことは評価できる。 

7) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ オリジナルな論文として執筆することは難しいかと思うが、国際学会等

で発表するとか、日本原子力学会の和文誌で技術情報として投稿し、外

部の覆面査読者による評価を受けることも重要かと思う。 

・ 今後、この研究結果と核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会での研究

結果を統合し、安全審査体系を構築することを望む。 

解－10 廃棄物埋設処分の解析コード Ⅲ 

Ⅲ 

1) 余裕深度処分における地下水移行シナリオは最重要課題であり、これに及ぼ

す各種状況の変化に対応する解析は、規制ニーズに適したテーマであると言

える。 

2) SG 交換、研究炉の廃止、東海１号原子炉の廃止等で余裕深度及びトレンチ

処分に廃棄物が増加することが予想される状況で時機を得たテーマである。 

3) 余裕深度処分に対応した解析コードが５年間で整備されることは、極めて、

具体的な適切な目標となっている。 

4) 余裕深度処分に対応した解析コードの具体的な目標に向けて整備計画が綿

密に練られていると判断し得る。 

5) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 隆起、浸食等を考慮した地下水流動解析を実施する場合、地質データよ

り過去の隆起、浸食データを調査する必要があると思う。 

Ⅲ 

1) 隆起・浸食に対応する地下水流動解析が可能となったことが認められる。 

2) 計画通りの、質的に高い成果は得られているものと判断した。 

3) 今後予定されているクロスチェックに使用し得る見通しが得られた。 

4) 計画されたとおりに業務が遂行され、計画通りの質的に高い結果が得られ、

活用の見通しも立っているものと判断した。 

5) 今後より一層の成果を得ること等を期待し以下のとおりコメントする。 

・ 海外ではトレンチ処分も多くの例があるので、これらの実績調査を参考

にして進めてほしい。 

・ 平成 20 年度以降の進展、成果を期待する。今後地球温暖化による海面

上昇による浸食挙動の変化地下水位の上昇等も考慮する必要が発生する
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No.  評価対象業務 総合評価 

研究の枠組み 

コメント 
研究の成果 

かも知れない。 

・ 核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会でのテーマを合わせ、総合的に

検討を進めてほしい。 

・ 固有名詞が入るとなかなか公表することが難しいことが理解できるが、

この解析を更に一般化して公表することを望む。 

・ 解析手法は高レベル放尃性廃棄物処分の解析と根本的な違いはないと思

う。今後、核種移動を含めた生物圏の被ばく予想が出来るように研究を

進めてほしい。 

 


