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1. 委員会の目的 

原子力安全研究評価委員会（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

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、安全研究の計画、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 2２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。 

 

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、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、「廃棄物技術分科会」、「核燃料サイクル技術分科

会」、「材料技術分科会」、「プラント技術分科会」及び「耐震安全分科会」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「２２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 2－１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 2－2 に示す小項目ごとに、

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。なお、原則として、小項目の評点を平均し、大項目の

評点としたが、テーマによっては、重み付けをした総合的な判断により評価した。

さらに、表 2－2 に示した評価項目以外の事項が評価に影響する場合は、総合評

価において考慮することとした。 

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 原子力安全・保安院が(独)日本原子力研究開発機構へ委託したテーマ（廃－８、

サ－１２、サー１３、材－１３）については、(独)日本原子力研究開発機構 安全

研究・評価委員会による外部評価の結果について、関係する廃棄物技術分科会、

核燃料サイクル技術分科会及び材料技術分科会の担当の委員がその妥当性を確認

した。担当の委員からは、(独)日本原子力研究開発機構による評価結果について

異議がなかったことから、同評価結果を委員会の評価結果として活用した。 
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⑦ 原子力安全・保安院が(財)電力中央研究所へ委託したテーマ（サ－１４）につい

ては、(財)電力中央研究所 中間貯蔵設備等長期健全性等試験 検討委員会による

研究の成果への外部評価の結果について、核燃料サイクル技術分科会の担当の委

員がその妥当性を確認した。担当の委員からは、(財)電力中央研究所による評価

結果について異議がなかったことから、同評価結果を委員会の評価結果として活

用した。 

⑧ 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。 

⑨ 委員会での評価結果は、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 2－3 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。 

 

 

表 2-1 評価の範囲 

 

段階 評価 

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 

新規テーマ 

総合評価 「研究の枠組み」に基づき評価 

研究の枠組み 外部環境の変化等があった場合のみ評価 

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 

継続テーマ 

総合評価 「研究の成果」に基づき評価 

研究の枠組み 外部環境の変化等があった場合のみ評価 

研究の成果 「研究の成果」の全小項目について評価 

終了テーマ 

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 2－2 参照。 
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表 2-2 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 

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、 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 

(1)目的の妥当性（注１） 

Ⅴ 実施する必要のないテーマである 

Ⅰ － 

Ⅱ － 

Ⅲ 
目的を達成するための過不足がなく、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 

(2)目標の妥当性（注１） 

Ⅴ 目的に沿っていない目標となっている 

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不適切な点があり、目標を達

成できない可能性がある 

(3)計画の妥当性（注１） 

Ⅴ 目標を達成できない計画である 

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不十分である 

１．研究の枠組み 

(4)外的条件の変化等

への対応（注２） 

Ⅴ 外的条件の変化等への対応がない 

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 

２．研究の成果 (1)研究の進捗（注３） 

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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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与

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 

(2)成果の範囲・量 

（注３） 

Ⅴ 目標で想定していた成果の範囲・量を大幅に下回った 

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与

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 

(3)成果のレベル（注３） 

Ⅴ 想定した成果がほとんど得られなかった 

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与

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 

(4)成果の活用（注３） 

Ⅴ まったく活用されなかった 

Ⅰ 
Ⅱに加え、安全規制、学会等に大きなインパクトを与えた。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 成果の公表が不十分である 

(5)成果の公表（注３） 

Ⅴ 成果の公表がまったくない 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

総合評価 

Ⅴ 

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。 

（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 2-3 原子力安全研究評価委員会の指標と JNES 部会の指標との対応関係 

 

原子力安全研究評価委員会の指標（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与えた 
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 2２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６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 2３年２月 ２日 原子力安全研究評価委員会（第４回） 

 

 平成 2３年４月 27 日 原子力安全研究評価委員会（第５回） 

 

 

○ 平成２３年２月２３日 核燃料サイクル技術分科会（第２回） 

 

○ 平成２３年３月 ２日 耐震安全分科会（第２回） 

 

○ 平成２３年３月 ３日 耐震安全分科会（第３回） 

 

○ 平成２３年３月 ３日 プラント技術分科会（第２回） 

 

○ 平成２３年３月 ４日 廃棄物技術分科会（第２回） 

 

○ 平成２３年３月 ９日 材料技術分科会（第３回） 
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3. 評価結果 

3.1 総合評価結果 

平成 2２年度評価対象の 63 業務の総合評価結果（一覧）のまとめを表 3-１に示す。

また、過去の評価結果と平成 2２年度の評価結果を表 3-2 に示し、各分科会の比較表

を表 3-3 に示す。さらに、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 3-1 各業務の総合評価結果（一覧） 

 

No. 評 価 対 象 業 務 名 総合評価 

廃－１ 第二種埋設事業の安全審査基準等に関する調査 Ⅲ 

廃－２ 埋設施設等の技術基準適合性確認に関する調査 Ⅲ 

廃－３ 放射性廃棄物処分安全解析及びコード改良整備等事業 Ⅲ 

廃－４ 地層処分に関する調査 Ⅲ 

廃－５ 廃止措置に関する調査 Ⅲ 

廃－６ クリアランス制度に関する調査 Ⅲ 

廃－７ 地層処分に係る地質評価手法等の整備 Ⅲ 

廃－８ 地層処分の安全審査に向けた評価手法等の整備 Ⅲ 

サ－１ 高燃焼度燃料破損限界試験 Ⅱ 

サ－２ 高度化燃料健全性評価手法の整備 Ⅲ 

サ－３ 高燃焼度等混合酸化物燃料特性評価試験 Ⅲ 

サ－４ 中間貯蔵施設基準体系整備事業 Ⅲ 
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No. 評 価 対 象 業 務 名 総合評価 

サ－５ 使用済燃料貯蔵施設に係る解析コード改良整備 Ⅲ 

サ－６ 再処理施設保守管理技術等調査 Ⅲ 

サ－７ 核燃料施設安全解析及びコード改良整備等 Ⅲ 

サ－８ 燃料加工施設のリスク情報活用 Ⅲ 

サ－９ 核燃料施設火災防護等調査・試験 Ⅲ 

サ－１０ 核燃料輸送物に係る解析コード改良整備 Ⅲ 

サ－１１ 再処理施設のリスク情報活用 Ⅲ 

サ－１２ 軽水炉燃材料詳細健全性調査（燃料照射試験） Ⅲ 

サ－１３ 燃料等安全高度化対策事業 Ⅱ 

サ－１４ 中間貯蔵設備長期健全性等試験 Ⅲ 

材－１ 電気計装設備の健全性評価技術調査研究 Ⅲ 

材－２ 高照射量領域の脆化予測 Ⅲ 

材－３ 照射材溶接部の健全性評価手法実証 Ⅲ 

材－４ 照射誘起応力腐食割れ健全性評価法検証 Ⅲ 

材－５ 低炭素ステンレス鋼 SCC 進展への中性子照射影響実証 Ⅲ 

材－６ 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－７ PWSCC 健全性評価法検証 Ⅲ 
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No. 評 価 対 象 業 務 名 総合評価 

材－８ ニッケル基合金異材溶接部のき裂進展評価技術検証 Ⅲ 

材－９ 原子力発電所の非破壊検査情報の収集整備 Ⅲ 

材－１０ ステンレス鋳鋼の高精度非破壊検査技術検証 Ⅲ 

材－１１ 高経年化対策強化基盤整備事業 Ⅲ 

材－１２ 高経年化技術評価高度化事業 Ⅲ 

材－１３ 軽水炉燃材料詳細健全性調査 Ⅲ 

プ－１ 安全評価技術の整備、核特性評価技術の整備 Ⅲ 

プ－２ 全 MOX 炉心核設計手法信頼性実証試験 Ⅲ 

プ－３ PWR サンプスクリーン閉塞事象に関する調査・試験・解析 Ⅲ 

プ－４ 被ばく評価手法の高度化研究 Ⅲ 

プ－５ 検査基盤整備 Ⅲ 

プ－６ 実効性のある防護対策要領の整備検討 Ⅲ 

プ－７ 事後・復旧対策の整備 Ⅱ 

プ－８ 軽水炉のアクシデントマネジメントに係る知識ベースの整備 Ⅲ 

プ－９ 
シビアアクシデント晩期の格納容器閉じ込め機能の維持に関す

る研究 
Ⅲ 

プ－１０ 火災防護対策の高度化に係る調査・試験 Ⅲ 

プ－１１ 活用が進みつつあるテーマの規制基準や実施方法の作成 Ⅲ 
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No. 評 価 対 象 業 務 名 総合評価 

プ－１２ 今後の活用テーマを検討するための基礎的調査と試行 Ⅲ 

プ－１３ 規制当局がリスク情報を活用するための基盤整備 Ⅲ 

プ－１４ 人間・組織に関わる安全規制要件整備 Ⅲ 

プ－１５ 
ソフト面に係わるデジタルシステム等の新技術導入に関する安

全規制要件整備 
Ⅲ 

プ－１６ 設計・建設段階の規制に必要な安全評価手法、解析コードの整備 Ⅱ 

プ－１７ 運転段階の規制に必要な安全評価手法、規格・基準類の整備 Ⅲ 

プ－１８ 規制の高度化のための規格・基準類、安全審査要件の整備 Ⅲ 

耐－１ 活断層評価技術の整備 Ⅲ 

耐－２ 強震動評価技術の整備 Ⅲ 

耐－３ 地震動超過確率評価に関わる技術の整備 Ⅲ 

耐－４ 構造健全性関連研究項目 Ⅲ 

耐－５ 地震随伴事象関連研究項目 Ⅱ 

耐－６ 経年化関連研究項目 Ⅱ 

耐－７ 地震に係わる残余のリスク関連研究項目 Ⅲ 

耐－８ 耐震裕度関連研究項目 Ⅲ 

耐－９ 地震後のプラント健全性評価関連研究項目 Ⅲ 

耐－１０ 耐震安全研究知見の収集・蓄積と情報発信に関する検討項目 Ⅲ 



 11

3.２ 評価のまとめ 

今回の評価では評価Ⅰとなる業務はなく、評価Ⅱについては過去 2 ヵ年の評価結果と

比較して減少しているものの、評価Ⅳ及び評価Ⅴもなく、評価Ⅲが約 9０%を占めてお

り、全体として概ね計画通りの成果を上げながら業務が進められている。 

 各委員からのコメントを元に、今後の安全研究計画の修正等への提言として以下にま

とめる。 

（１）規制課題の解決について 

今回の安全研究計画では、総表の記載において、規制機関による研究目的について、

規制課題からの流れが前年度よりも明確化されているものの、一部明確になっていな

いものも見受けられた。 

規制機関が実施すべき研究としてふさわしい研究ニーズへ展開し、優先度をつけた

研究計画の策定への更なる取り組みに期待する。また、今後も規制側と推進側の研究

内容が重複しないことを忘れずに実施していただきたい。 

（２）資源の有効活用及び作業の効率化について 

研究計画は不変ではなく更新されていくものであり、今後も、予算、工程及び職員

配置について適宜柔軟に調整しつつ、効率的かつ 適な計画へ更新してほしい。 

また、海外規制機関との共同研究及び産学官の役割を明確にし、効率的に研究を進

めてほしい。協力や連携をすることにより幅広い情報を収集することも可能となり、

研究の前倒しにも繋がる。 

（３）コード改良について 

クロスチェック等の解析に活用するコードの改良目的として、解析精度向上と解析

時間短縮を目標にしているものがあるが、それぞれは相反する関係にあることから、

規制課題を元に設定した研究目的に的確に対応し、また、適切なバランスを考慮した

目標の設定を望む。特に高速化自体が目的とならないように機構内で十分に議論して

ほしい。 

また、解析誤差についても、安全裕度に対して規制機関が作成するコードとして、

どのレベルまで精度を高めていくべきか適切に評価した上で、研究の実施計画を検討

し、コードの改良作業を進めてもらいたい。 

（４）データ収集及びシステム開発について 

規制課題の解決を目的として、どの範囲までの情報を収集するべきか、また、どの

ように活用していくべきかを考慮して研究をすすめていただきたい。 

（５）成果の公表について 

全般的に外部における公表等を行っているが、一般的な発表だけでなく、査読付き

の論文へ積極的に投稿することにより、研究の成果を外部で活用されるような実績及

び機構への業績評価に繋がることを望む。 

一部の研究については、重要なデータが得られているにもかかわらず、研究の公表

がされていないのは残念であり、時期を得たタイムリーな公表を実施していただきた

い。 
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また、研究の成果について、学会発表等による公表がそぐわない研究については、

原子力関係者への成果のＰＲの方法、公表のあり方について検討してほしい。 

（６）東日本大震災を受けた福島第一原子力発電所での事故への対応について 

今回の事故に関する情報を的確に収集し、時期を逸しないような研究計画の検討及

び修正を望む。今後の原子力安全規制に必要な研究として、優先度の見直しを行うと

ともに、新たな規制ニーズへの資源展開をすることを期待する。 

 

 

表 3-2 過去２ヶ年の評価結果と平成 2２年度の評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-3 各分科会の比較表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）・JNES の組織改定に伴い、安全解析分科会を平成 21 年度に廃止。これに伴い、安全解析分科会におけ

る事業を「材料技術分科会」を除く、各分科会へ分散。また、「核燃料サイクル・廃棄物技術分科会」

を二つの分科会に分離。 

 

以 上 

 Ｈ２０年度評価 Ｈ２１年度評価 Ｈ２２年度評価 

Ⅰ １ ２％ ０ ０％ ０ ０％ 

Ⅱ ２０ ３７％ １3 ２５％ ６ １０％ 

Ⅲ ３３ ６１％ ４０ ７5％ ５７ ９０％ 

Ⅳ ０ ０％ ０ ０％ ０ ０％ 

Ⅴ ０ ０％ ０ ０％ ０ ０％ 

計 ５４ １００％ ５３ １００% ６３ １００% 

廃棄物技術 

分科会 

核燃料サイクル 

技術分科会 

材料技術 

分科会 

プラント 

技術分科会 

耐震安全 

分科会 

 

H2１ H22 H21 H22 H21 H22 H21 H22 H21 H22 

Ⅰ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

Ⅱ ２ ０ ２ ２ １ ０ ４ ２ 4 ２

Ⅲ ５ ８ ７ １２ １２ １３ ９ １６ 7 ８

Ⅳ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

Ⅴ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 ７ ８ ９ １４ １３ １３ １３ １８ １１ １０
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原子力安全研究評価委員会名簿 

 

委員長 工 藤 和 彦 九州大学 東アジア環境研究機構 

 プロジェクト推進室 特任教授 

委員長代理 広 瀬 研 吉 福井大学 重点研究高度化推進本部 特命教授 

（平成 23 年 3 月 27 日まで） 

入 倉 孝 次 郎 愛知工業大学 客員教授 

大 西 有 三 京都大学 理事 副学長 

小 山 昭 夫 京都大学 原子炉実験所 教授 

酒 井 信 介 東京大学 工学系研究科 教授 

酒 井 潤 一 早稲田大学 理工学術院 教授 

鈴 木 浩 平 首都大学東京名誉教授 

鈴 木 正 昭 東京工業大学大学院 理工学研究科 教授 

杤 山  修 財団法人原子力安全研究協会  

 処分システム安全研究所 所長 

西 谷  章 早稲田大学 理工学術院 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 参与 

堀 池  寛 大阪大学大学院 工学研究科 教授 

森 山 裕 丈 京都大学 原子炉実験所 所長 

吉 澤 善 男 東京工業大学 名誉教授 

若 林 利 男 東北大学大学院 工学研究科 教授 

（敬称略） 

 

全体統括委員 

工 藤 和 彦 九州大学 東アジア環境研究機構 

 プロジェクト推進室 特任教授 

広 瀬 研 吉 福井大学 重点研究高度化推進本部 特命教授 

（平成 23 年 3 月 27 日まで） 

藤 城 俊 夫 財団法人高度情報科学技術研究機構 参与 

（敬称略） 

別紙 1 
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廃棄物技術分科会 

大 西 有 三 京都大学 理事 副学長 

小 山 昭 夫 京都大学 原子炉実験所 教授 

杤 山  修 財団法人原子力安全研究協会  

 処分システム安全研究所 所長 

（敬称略） 

 

核燃料サイクル技術分科会 

鈴 木 正 昭 東京工業大学大学院 理工学研究科 教授 

藤 城 俊 夫 財団法人高度情報科学技術研究機構 参与 

森 山 裕 丈 京都大学 原子炉実験所 所長 

（敬称略） 

 

材料技術分科会 

酒 井 信 介 東京大学 工学系研究科 教授 

酒 井 潤 一 早稲田大学 理工学術院 教授 

野 本 敏 治 東京大学 名誉教授 

（敬称略） 

 

プラント技術分科会 

堀 池  寛 大阪大学大学院 工学研究科 教授 

吉 澤 善 男 東京工業大学 名誉教授 

若 林 利 男 東北大学大学院 工学研究科 教授 

（敬称略） 

 

耐震安全分科会 

入 倉 孝 次 郎 愛知工業大学 客員教授 

鈴 木 浩 平 首都大学東京名誉教授 

西 谷  章 早稲田大学 理工学術院 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 

 



 

1
5

中期計画／年度計画と評価対象業務との対応 

№ 中期計画 No. 年度計画の項目 評価対象業務名 分科会（注１） 備考（注２） 

廃－1 4－B(4) 浅地中処分、余裕深度処分 第二種埋設事業の安全審査基準等に関する調査 廃  

廃－2 4－B(4) 浅地中処分、余裕深度処分、地層処分 埋設施設等の技術基準適合性確認に関する調査 廃  

廃－3 4－B(4) 浅地中処分、余裕深度処分、地層処分 放射性廃棄物処分安全解析及びコード改良整備等事業 廃  

廃－4 4－B(4) 地層処分、 地層処分に関する調査 廃  

廃－5 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 廃  

廃－6 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 廃  

廃－7 － － 地層処分に係る地質評価手法等の整備 廃 保安院 

廃－8 － － 地層処分の安全審査に向けた評価手法等の整備 廃 保安院 

サ－1 4－A(2) 燃料・炉心関連 高燃焼度燃料破損限界試験 サ  

サ－2 4－A(2) 燃料・炉心関連 高度化燃料健全性評価手法の整備 サ  

サ－3 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－4 4－B(1) 使用済燃料中間貯蔵施設 中間貯蔵施設基準体系整備事業 サ  

サ－5 4－B(1) 使用済燃料中間貯蔵施設 使用済燃料貯蔵施設に係る解析コード改良整備 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(1) 
全般 

再処理施設 
核燃料施設安全解析及びコード改良整備等 サ  

サ－8 4－B(2) ウラン燃料加工施設の総合安全解析（ISA）手順の整備等 燃料加工施設のリスク情報活用 サ  

サ－9 4－B(1) 全般 核燃料施設火災防護等調査・試験 サ  

サ－10 4－B(1) 輸送容器 核燃料輸送物に係る解析コード改良整備 サ  

サ－11 4－B(2) 再処理施設の PSA 手順の整備 再処理施設のリスク情報活用 サ  

サ－12 － － 軽水炉燃材料詳細健全性調査（燃料照射試験） サ 保安院 

サ－13 － － 燃料等安全高度化対策事業 サ 保安院 

別紙２ 
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№ 中期計画 No. 年度計画の項目 評価対象業務名 分科会（注１） 備考（注２） 

サ－14 － － 中間貯蔵設備長期健全性等試験 サ 保安院 

材－1 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  

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 高照射量領域の脆化予測 材  

材－3 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 照射材溶接部の健全性評価手法実証 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 照射誘起応力腐食割れ健全性評価法検証 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 低炭素ステンレス鋼 SCC 進展への中性子照射影響実証 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 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  

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 PWSCC 健全性評価法検証 材  

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 ニッケル基合金異材溶接部のき裂進展評価技術検証 材  

材－9 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 原子力発電所の非破壊検査情報の収集整備 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 ステンレス鋳鋼の高精度非破壊検査技術検証 材  

材－11 － － 高経年化対策強化基盤整備事業 材 保安院 

材－12 － － 高経年化技術評価高度化事業 材 保安院 

材－13 － － 軽水炉燃材料詳細健全性調査 材 保安院 

プ－1 
4－A(2)  

4－C(4)  

燃料・炉心関連  

環境影響関連  
安全評価技術の整備、核特性評価技術の整備 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－A(2) 全般 PWR サンプスクリーン閉塞事象に関する調査・試験・解析 プ  

プ－4 4－C(4) 環境影響関連 被ばく評価手法の高度化研究 プ  

プ－5 4－A(2) 全般 検査基盤整備 プ  

プ－6 4－C(4) 原子力防災関連 実効性のある防護対策要領の整備検討 プ  

プ－7 4－C(4) 原子力防災関連 事後・復旧対策の整備 プ  

プ－8 4－C(4) 原子力防災関連 軽水炉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－9 4－C(4) 原子力防災関連 
シビアアクシデント晩期の格納容器閉じ込め機能の維持に関す

る研究 
プ  
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№ 中期計画 No. 年度計画の項目 評価対象業務名 分科会（注１） 備考（注２） 

プ－10 4－A(2) 全般  火災防護対策の高度化に係る調査・試験 プ  

プ－11 4－C(3) 新検査制度整備に係る検討 活用が進みつつあるテーマの規制基準や実施方法の作成 プ  

プ－12 4－C(3) 安全規制へのリスク情報活用に係る検討 今後の活用テーマを検討するための基礎的調査と試行 プ  

プ－13 4－C(3) 手法、モデル及びデータの整備 規制当局がリスク情報を活用するための基盤整備 プ  

プ－14 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 

事故・トラブル・不適合事象等の人的要因、組織要因の

調査・分析 

人間・組織に関わる安全規制要件整備 プ  

プ－15 4－C(2) ディジタル計測制御システムの調査検討 
ソフト面に係わるデジタルシステム等の新技術導入に関する安

全規制要件整備 
プ  

プ－16 4－A(2) 高速増殖炉関連 
設計・建設段階の規制に必要な安全評価手法、解析コードの整

備 
プ  

プ－17 4－A(2) 高速増殖炉関連 運転段階の規制に必要な安全評価手法、規格・基準類の整備 プ  

プ－18 4－A(2) 高速増殖炉関連 規制の高度化のための規格・基準類、安全審査要件の整備 プ  

耐－1 4－C(1)  地震・地震動・津波評価手法の高度化  活断層評価技術の整備 耐  

耐－2 4－C(1) 地震・地震動・津波評価手法の高度化  強震動評価技術の整備 耐  

耐－3 4－C(1) 地震・地震動・津波評価手法の高度化 地震動超過確率評価に関わる技術の整備 耐  

耐－4 4－C(1) 土木・建築構造物の評価手法の高度化 構造健全性関連研究項目 耐  

耐－5 4－C(1) 

地震・地震動・津波評価手法の高度化 

土木・建築構造物の評価手法の高度化 

津波PSA手法の高度化 

地震随伴事象関連研究項目 耐  

耐－6 4－C(1) 経年・構造評価手法の高度化  経年化関連研究項目 耐  

耐－7 
4－C(1) 

4－C(4) 

地震PSA手法の活用  

環境影響関連 
地震に係わる残余のリスク関連研究項目 耐  

耐－8 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 

プラント耐震裕度に関する調査 
耐震裕度関連研究項目 耐  

耐－9 4－C(1) 

4－C(4) 

耐震関連の 新知見の収集・整理・分析・評価 

原子力防災関連 
地震後のプラント健全性評価関連研究項目 耐  



 

1
8

№ 中期計画 No. 年度計画の項目 評価対象業務名 分科会（注１） 備考（注２） 

5－(1) 二国間及び多国間の協力枠組に基づく各種活動 

耐-10 
4－C(1) 

5－(1) 

耐震関連の 新知見の収集・整理・分析・評価 

海外原子力安全情報の調査及び海外への情報発信 
耐震安全研究知見の収集・蓄積と情報発信に関する検討項目 耐  

（注１） 廃：廃棄技術分科会、サ：核燃料サイクル技術分科会、材：材料技術分科会、プ：プラント技術分科会、耐：耐震安全分科会 

（注２） 保安院：原子力安全・保安院による直接委託業務 
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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段階評価を行った。「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を統合した評価点を記載している。 

また、総合評価欄には、新規テーマについては「研究の枠組み」、継続テーマについては「研究の成果」、終了テーマについては「研究の枠組み」

及び「研究の成果」を基に、これに総合的判断を考慮した評点を記載している（表 2-1 参照）。なお、総合評価の評点が大項目の評点と相違がある

場合には、※として理由を記載している。 

さらに、コメント欄には、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載されている。

別紙３ 
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 目前に迫った余裕深度余分の認可申請に備え、NISA の要請に応えるための活動を

活発に行っており、目的は明確である。 

(2) 余裕深度処分の事業計画の変更によく対応している。 

(3) 余裕深度処分、研究施設等廃棄物処分の埋設事業の許可申請が、それぞれ平成 24，

25 年度に想定されており、安全審査の解析手法を早急に整備する必要があるが、

これを整備するための適切なテーマ設定がなされている。 

(4) 設定された目標に問題はない。 

(5) 炉解体廃棄物、TRU 廃棄物等各種の評価手法の整備や研究所等廃棄物処分の審査に

向けた準備等の目標が適切に設定されている。 

(6) 全体計画、年度計画とも適切に目標が設定されている。 

(7) 課題の抽出を的確に行い、それに対応した目標と計画を設定して検討作業を実施し

ている状況は、色々な点で工夫を凝らしており、妥当と考えられる。 

(8) 余裕深度処分事業の計画の変化に対応し、安全審査のための解析手法等の整備や研

究所等廃棄物処分の安全審査の準備等適切に計画されている。 

(9) 全体計画が明瞭に示され、各年度計画に対して予算、人員が適切に配置されている。 

(10) 適切な対応がなされている。 

(11) 余裕深度処分の処分事業の規制のニーズの変化によく対応している。 

(12) 当初から想定されていた各評価手法の整備のほか、有害物質に関する基準の整備が

追加され、適切な目標設定がなされている。 

廃－１ 

（継続） 

第二種埋設事業の安全審査基準等に

関する調査 
Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 解析方法の改良など基礎的なところも踏まえて、安全審査の基準策定に取り組んで

いる。 

(2) 低透水層の再冠水試験等計画通り進捗している。 

(3) 予想される事業許可申請に対して、計画通り進捗している。 

(4) 人工バリアの性能評価を重点的に、精緻な解析や実験が行われており、今後の成果

が期待される内容になっている。 

(5) 低透水層の再冠水挙動の確認、人工バリアのセメント系埋め戻し材の化学的劣化な

どの有益な成果が得られている。 

(6) 安全審査に用いる評価解析手法の整備に重要となる課題について、必要な情報が得

られており、大幅な進捗があった。 

(7) 一定水準以上の成果が得られている。 

(8) 安全審査に用いる評価解析手法を整備するための十分で質の高い成果が得られてい
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

る。 

(9) 余裕深度処分の埋設事業許可の安全審査基準整備や施設確認、モニタリング、廃棄

体確認に活用が見込まれる。 

(10) 今後の安全審査の整備に用いられる見通しである。 

(11) 現在出来る範囲の成果の公表がなされている。 

(12) 積極的に公表が行われている。 

＜提言、改善意見＞ 

(13) 解析と実験の比較を行いながら精度向上に努めており、今後の挙動予測手法の進展

が見込まれる。PDCA サイクルを勘案して、検討を進めてほしい。 

(14) 非常に難しい実験が行われており、データの解釈が問題となる。問題の本質を捉え

る現象を見いだして、安全審査に適用できるよう熟慮してほしい。 

＜期待、感想＞ 

(15) ある程度論文誌等への投稿があり、価値のあるものと認めるが、成果の範囲・量か

ら見てさらに公表の価値があると考えられるので、学術誌への投稿を期待する。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 人工バリアの性能評価を重点的に、精緻な解析や実験が行われており、余裕深度処分を始め、放射性

廃棄物全般について今後の研究成果が期待される内容になっている。 

廃－2 

（継続） 

埋設施設等の技術基準適合性確認に

関する調査 
Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 埋設施設などの技術基準適合性確認に関する調査を目的として、重要項目について

検討を進めており、目的は明確である。 

(2) 施設確認要領、廃棄物埋設要領、事業所外廃棄確認等技術的根拠の整備のニーズに

よく対応している。 
(3) 二種埋設のそれぞれの施設確認、廃棄確認要領の整備のニーズに合致した目的設定

となっている。 
(4) 施設確認要領、廃棄確認要領の整備が重要であることを鑑みて、目標が適切に設定

されている。 
(5) 各種埋設施設に対する施設確認要領、廃棄物埋設要領の技術的根拠の整備が適切に

設定されている。 
(6) 次年度は特に余裕深度処分と研究施設等廃棄物処分の施設確認、廃棄確認要領の整

備が重要となる。これらは実測に基本を置いた浅地中処分の場合とはかなり異なる

ものとなると考えられるが、これも考慮した全体目標となっている。 
(7) 具体的な計画が設定されており、検討が進んでいる。 
(8) 昨年までの計画では浅地中処分や余裕深度処分などそれぞれの処分ごとに行われて
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

いた基準整備が統合され技術基準適合性確認の面からは分かりやすくなった。 
(9) 適切な予算と人員の配分がなされている。 
(10) 日本原子力発電のトレンチ処分計画の変化等に対応している。 
(11) 余裕深度処分とトレンチ処分計画の具体化、一種、二種埋設の区分と審査指針の整

備等の条件の変化に合わせ、プロジェクトの枠組みを変更しているが、この変更は

今後の安全研究の効率的な実施の観点から適切な対応である。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 
(1) 課題に沿って研究が進められていて、成果が出ている。 
(2) トレンチ処分やピット処分の施設確認要領、コンクリート等廃棄物の廃棄確認項目

の検討やピット処分対象廃棄体の廃棄確認方法等多種多様のニーズによく対応し進

捗している。 
(3) 順調に進展している。 
(4) 計画に沿って、作業が行われ、目標を達成している。 
(5) これから本格化が予想されるトレンチ処分の施設確認要領に係る確認方法などの技

術的根拠の整備が進められている。 
(6) 想定通りの成果を得ている。 
(7) 目標を達成するために必要なレベルの成果が得られている。 
(8) 施設確認、廃棄確認に必要なレベルの成果が得られている。 
(9) 廃棄確認方法が進展しており、活用は進んでいる。 
(10) 保安院や JNES が実施する施設確認、廃棄確認、事業所外廃棄確認に活用されるこ

とが予想される。 
(11) ＳＳレポートの成果が廃棄確認要領に適切に反映されている。 
＜提言、改善意見＞ 
(12) JNES-SS レポートに成果が反映されているが、実際の廃棄確認に活用されている

ことから、公表のしにくい内容でも技術的価値のあるものは、一般化して公表する

努力をしてほしい。 
＜期待、感想＞ 
(13) 契約等で難しいところもあるかもしれないが、できれば積極的な公表が望まれる。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 埋設施設などの技術基準適合性確認に関する調査は、重要項目について検討を進めて具体的な廃棄確

認方法および判断基準としてまとめられている。 

廃－3 放射性廃棄物処分安全解析及びコー Ⅲ 
Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(1) 安全解析コードの整備は、ニーズに沿った的確な目的設定である。 

(2) 余裕深度処分及び浅地中処分の安全審査において解析コードの整備が重要であり、

余裕深度処分及び浅地中処分の安全審査時期の変更に対応している。 

(3) 安全審査のための解析コードの整備は緊急性、重要性が高く、適切な設定である。 

(4) 処分事業が遅れる中、目標の変更を行いながら、コード改良整備を続けていること

は、妥当である。 

(5) 余裕深度処分の安全審査基準のかかるクロスチェック用コードの整備、地層処分の

精密調査地区選定までに地下水流動解析コードの整備など適切に設定されている。 

(6) 安全解析コードで重要となる点について、具体的かつ適切な目標設定がなされてい

る。これも考慮した全体目標となっている。 

(7) 中長期の全体計画の中で、年度計画を定め、事業内容の整合性をとっていることが

見て取れる。 

(8) 処分計画の変更に対応した適切な計画となっている。 

(9) 本年度は浅地中、余裕深度の安全解析コードの整備に重点が置かれ、予算、人員の

配置は適切である。 

(10) 事業開始時期の遅れに対応した処置をとっている。 

(11) 余裕深度処分、浅地中処分の安全の安全審査スケジュールの変化に対応している。 

(12) 審査開始時期が遅れているが、適切に対応している。 

（継続） ド改良整備等事業 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 代表的な地質環境を例にとり、具体的な計画に沿って、計画通りに進んでいる。 

(2) 余裕深度処分安全解析コードの整備、浅地中処分安全解析コードの整備等計画通り

進捗している。 

(3) 審査の準備として計画通り進捗している。 

(4) 浅地中処分における地層構造モデルの格子の大規模化への対応や余裕深度処分にお

ける降雨浸透量の変化の地下水流動への影響の把握等の安全審査における解析コー

ドの整備に必要な成果が得られている。 

(5) 規制が独立して評価を行うための基礎が築けている。 

(6) 解析内容のレベルは高度化しており、学術的にも価値は高い。 

(7) 一定のレベルの成果が得られている。 

(8) 成果のレベルは十分である。 

(9) 安全審査におけるクロスチェックへの活用が期待されている。 

(10) 安全審査のクロスチェック解析への活用が期待される。 

(11) 近い将来にクロスチェック解析に活用される。 

＜否定的コメント＞ 
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(12) 代表的な地質環境を選び、関連する研究が進められており、解析コードの改良は解

析結果の変更をもたらす。しかし、結果の変更が、どのように一般化され、成果の

具体的な姿は何なのか見えてこない。 

＜提言、改善意見＞ 

(13) 検討内容を精査して、出来るだけ公表に努力してほしい。 

(14) 学会等での公表が望まれる。 

(15) きたるべき審査の透明性を確保するためにも、成果の公表を期待する。 

●総合コメント 

＜提言、改善意見＞ 

(1) 代表的な地質環境を例にとり、具体的な計画に沿って、計画通りに進んでいる。地質環境の問題設定

時の境界条件に汎用性が出るように注意してほしい。 

＜感想、期待＞ 

(2) 安全審査で用いられる安全解析コードについては、その validation が重要となる。 終的には、様々

なコードの特徴と信頼性を比較評価した結果として、選ばれたコードが有効であることを、論文等で

示していただければ透明性の観点ですぐれた成果になると思われる。 

廃－4 

（継続） 
地層処分に関する調査 Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 終処分法第 7 条第 2 項に対する適合性を判断する判断指標の作成を目的として、

項目を設定し具体的な作業が行われていることは評価できる。 

(2) 終処分の調査地区選定から処分地選定に至る段階に合わせて適切なテーマ設定と

なっている。 

(3) 他機関と役割分担しながら、安全評価手法の整備が計られており、目標設定は的確

である。 

(4) 概要調査結果の妥当性レビュー、精密調査結果の妥当性レビュー、安全審査に向け

た基本的考え方の整備のそれぞれの検討について適切な目標となっている。 

(5) 計画にはさまざまな具体的な計画が盛り込まれている。それぞれに細かい検討が行

われており、計画は目標達成のために適切に立てられている。 

(6) 概要調査結果の妥当性レビュー、精密調査結果の妥当性レビュー、安全審査に向け

た基本的考え方の整備のそれぞれが必要とされる時期に合わせた、適切な計画とな

っている。 

(7) 地層処分の立地時期が不確定である中、状況変化に対応した対応策が考えられてい

る。 

(8) 外的要因の変化なし。 

(9) 終処分法に示されている安全性の要件への適合性を判断する判断指標の策定とい

う廃棄物安全小委員会のニーズに沿っており、本年度の見直しは行われていない。 



 

2
5

研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(10) 処分地の選定段階に行われる調査結果の安全性に係る妥当性のレビュー、安全審査

の際の安全評価手法及び安全評価データの整備など適切に設定されており、本年度

の見直しは行われていない。 

(11) 地層処分の実施スケジュールは外的要因に左右されるが、立地選定に対し適切に設

定されており、本年度の見直しは行われていない。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 本年度の計画に沿って、順調に計画通りに進んでいる。 

(2) 概要調査結果のレビューにおける考え方の整理、安全設計の基本的要件及び安全評

価の基本的考え方の整理等計画通り進捗している。 

(3) 当面必要とされる概要調査結果の妥当性レビューについては、その妥当性判断指標

が具体化され、精密調査結果の妥当性レビュー、安全審査に向けた基本的考え方の

整備のそれぞれについては各分野の研究や規制研究レポートの検討等が順調に進ん

でいる。 

(4) 実施内容が多岐にわたっているが、実測値などとの比較を通じて、モデルの妥当性、

他機関の研究成果の検証など、課題解決に努力している。 

(5) 概要調査結果のレビュー、安全設計の基本要件の整理、自然事象等を考慮した地下

水流動評価手法の整備、不確かな事象の評価シナリオ、地層処分規制研究レポート

など広範囲な計画に沿って想定した成果が得られている。 

(6) 目標通りの成果が得られている。 

(7) 目標を達成するための十分なレベルの成果が得られている。 

(8) 幅広い研究テ－マ仁おいて目標を達成するレベルに達している。 

(9) 調査・評価項目の抽出の考え方は、NISA の小委員会等で報告され、活用が図られ

ている。 

(10) 成果が整理され、概要調査の妥当性の判断指標を整える準備ができている。 

(11) 学会等で公表されている。 

＜提言、改善意見＞ 

(12) 安全性要件の適合性を判断する判断指標の策定が行われているが、本格的な活用は

候補地が具体化してからであり、それまでに漏れがないようにして頂きたい。 

(13) 査読のない論文発表がいくつかあり、査読付はない。JNES の独自性を勘案して、

かつ公表できる内容を精査して査読付論文を作成していただきたい。 

(14) 今後、審査指針が整備されるにあたっては、関連する知識基盤の共有（透明性）が

重要となる。その意味で得られた検討の成果は積極的に公表していただきたい。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 



 

2
6

研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(1) 地層処分の立地時期が不確定である中、状況変化に対応した対応策が考えられている。実施内容が多

岐にわたっているが、モデルの妥当性、他機関の研究成果の検証など、課題解決に努力している。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 今後想定される廃止措置に対応した目的設定は妥当である。 

(2) 見直しは実施期間のみであり変化はないが、東海発電所、ふげん、浜岡１，２号機

の現在進行している原子炉施設、また、核燃料サイクル施設の廃止措置における安

全規制によく対応している。 

(3) 重要性と緊急性の高い課題であり、適切な目的設定である。 

(4) 廃止措置計画の変更に適切に対応している。 

(5) 東海発電所の廃止措置計画の変更に対応している。 

(6) 当面計画されている廃止措置の計画に合わせて、実施のために必要とされる事項が

過不足なく目標設定されている。 

(7) 廃止措置に関する知見の収集を行い、さらに高度な適正な規制を作成する計画は適

切に作られている。 

(8) 事業者の廃止措置計画に合わせて、適切に設定されている。 

(9) 外的要因の変化に沿った見直しが行われている。 

(10) 事業者の廃止措置計画が遅れ気味ではあるが、今後本格化する見込みである。これ

に適切に対応した計画となっている。 

廃－5 

（継続） 
廃止措置に関する調査 Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 得られた成果を踏まえて、廃止措置計画の学会標準の技術評価書（中間報告）を作

成し、研究の進捗が図られている。 

(2) 廃止措置終了確認に関する解析、試験、調査や解体廃棄物管理、廃止措置計画審査

要領策定など計画通り進捗している。 

(3) 成果が適切に取りまとめられながら計画が進められており、よく整理されている。 

(4) 計画に沿った目標通りの成果が得られている。 

(5) 廃止措置計画の学会標準の技術検討書、「廃止措置の終了の確認に係る基本的考え

方」の報告、解体廃棄物の管理要領の策定のガイドラインへの反映の予定等、想定

通りの成果が得られている。 

(6) 十分なレベルの成果が得られている。 

(7) 学会標準の技術的評価、「廃止措置終了の基本的考え方」の作成、解体廃棄物の管

理要領の策定のガイドラインに反映されるなど十分なレベルの成果が得られている 

(8) 廃止措置計画の申請が想定される施設に対して適用可能な成果が得られている。 

(9) 技術報告書は、国の廃止措置技術評価ＷＧに報告されるなど、色々な面で成果が活

用されている。 



 

2
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(10) 廃止措置学会標準の技術的評価やエンドースなど有効に活用されている。 

(11) 原子力学会標準改訂、廃止措置終了確認に関する中間とりまとめの報告書に具体的

に反映されている。 

(12) 2 編の確定的な査読付論文が発表されており、今後も期待できる。 

(13) 論文や口頭発表が行われている。 

(14) 適切に学会、論文発表がなされている。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 順調な進捗状況である。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) これから本格化するであろうクリアランスの目的を明確化し、クリアランス制度の

定着を図る目的は、妥当である。 

(2) 外部環境の変化はなく、各種のクリアランス対象に対し、適切に設定されている。 

(3) 廃止措置の実施に伴い、クリアランス検認技術の整備は喫緊の課題である。 

(4) 具体的かつ定量的な適切な目標設定がなされている。 

(5) 具体的かつ定量的に適切に目標が設定されている。 

(6) クリアランス検認においては、計測における検出限界による測定値のばらつきと、

汚染のばらつき、汚染状況のばらつき等が問題となると考えられるが、これをよく

理解した目標設定がなされている。 

(7) 目標達成のために整備項目を定め、具体的な計画を示している。 

(8) 計画は適切である。 

(9) 目標達成のための適切な計画、予算、人員配置となっている。 

廃－６ 

（継続） 
クリアランス制度に関する調査 Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) クリアランスの関わる研究・調査が順調に行われている。 

(2) 予算、人員等を含め計画通り進捗している。 

(3) 計画通り進捗している。 

(4) 諸外国のクリアランス制度運用状況調査を含め、クリアランス確認技術など幅広い

データ収集を行っており、効率的な安全規制のための成果を得ている。 

(5) ウラン表面汚染に与える錆の影響など目標通りの成果が得られている。 

(6) 目標通りの成果が得られている。 

(7) 有益な成果が得られている。 

(8) ばらつきの評価基準等の有益な成果が得られている。 

(9) 現場で過度の負担なく実行でき、かつ信頼性のあるよい検認方法が提案されている。 



 

2
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(10) 廃止措置検討会で報告し、外部委員のレビューを受け、学会等を通じて普及を図っ

ている。また、国が行う認可審査および国／JNES が行う確認に活用されている。 

(11) 原子炉施設におけるクリアランス検認技術、ウラン表面汚染の測定に錆が与える影

響、不測事態対応マニュアルなどの活用が見込まれる。 

(12) 現行および今後のクリアランス制度の実施において成果が反映される。 

(13) 学会等での発表が行われている。 

(14) 学会、論文発表が適切になされ、不測事態対応マニュアルも整備されている。 

＜提言、改善意見＞ 

(15) 公表が難しい内容であることは理解できるが、内容を精査して、学会等で発表でき

る体制を整備してほしい。 

総合コメントなし 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 地層処分の地質評価に係わる中期目標期間の課題を設定し、個票に分けてそれぞれ

に目的を定めているやり方は、妥当である。 

(2) 保安院のニーズに基づき設定されている。 

(3) 放射性廃棄物処分において、地質評価手法の整備は、当面する余裕深度処分の安全

審査および地層処分の概要調査結果の妥当性判断指標の整備にとって、喫緊の課題

である。 

(4) それぞれの課題について適切な目標設定がされていると判断される。 

(5) 概要調査結果の妥当性レビュー、精密調査結果の妥当性レビュー、安全審査に向け

た基本的考え方の整備のそれぞれについて適切な目標設定がなされている。 

(6) 個票ごとにそれぞれの計画を定め、内容を検討しているので、計画の妥当性は明ら

かである。 

(7) 目標達成のための適切な計画となっている。 

(8) プロジェクト全体の枠組みの変更に応じた適切な対応となっている。 

廃－7 

（継続） 

地層処分に係る地質評価手法等の整

備 

（保安院による直接委託事業） 

Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) DB の作成・更新、原位置計測手法の提示、個別事象ごとの従来手法の運用方法な

ど個別のテーマの成果が示されており、概ね計画通りに進捗している。 

(2) 安全審査に向けた基本的考え方の取りまとめに必要な自然現象や地下水流動に関す

る調査など広範囲なテーマで計画通り進捗している。 

(3) 広汎な分野で多くの検討がなされており、それぞれ計画通りの進捗が得られている。 

(4) 設定された目標に向かって、それぞれの項目で成果が得られている。 

(5) 幅広い研究テーマで想定通りの成果が得られている。 



 

2
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(6) 地質評価手法等の整備について、目標で想定された成果が得られている。 

(7) 全体目標に向かったそれぞれのテーマについて詳細な検討がなされており、十分な

レベルの成果を得ている。 

(8) 複数の年代の混合している場合の地下水の評価手法等多くのテーマで目標とするレ

ベルに達している。 

(9) 概要調査結果のレビューにおける妥当性判断指標の設定のための参考となる有用な

成果が得られている。 

(10) 概要調査結果の妥当性レビューに向けた検討の成果等は活用されている。 

(11) 概要調査結果の妥当性の判断指標の検討、規制研究レポートの検討に成果が反映さ

れる見通しである。 

(12) 学会等で公表されている。 

(13) 十分な成果の公表がなされている。 

＜提言、改善意見＞ 

(14) ここのテーマについて、論文発表は活発に行われている。今後、個々の品質を高め、

全体をまとめる論文公表が出来るかどうか検討すべきと考える。 

＜感想、期待＞ 

(15) 成果の活用は、これからの内容が多い。データベースの作成はまさにその典型であ

る。今後に期待する。 

●総合コメント 

＜感想、期待＞ 

(1) 個票に分けての詳細な検討を行っており、今後の成果が期待される。 

廃－8 

（継続） 

地層処分の安全審査に向けた評価手

法等の整備 

（保安院による直接委託事業） 

Ⅲ 
Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 処分システムの安全評価を踏まえた目的としている。 

(2) 高レベル廃棄物地層処分に関し、「閉鎖後安全評価」、「安全評価シナリオの設定」、

「時間スケールを考慮」等、大事な課題に関心が向けられつつあることを歓迎。 

(3) 処分候補地の選定段階にある今、規制側として安全審査手法を整備しておくことは

不可避の課題であり、その重要性、緊急性から見て目的設定は極めて妥当である。 

(4) 本研究は、地層処分に係る安全審査上必要とされる各種安全評価手法を整備するこ

とを目的としており、規制側のニーズに対する適時性、研究の目的、目標及び計画

について、適切な内容であると判断される。 

(5) 緊急性を有する安全規制等の作成を支援するものであり、適切にテーマ選定されて

いる。 

(6) 地層処分に関する安全審査等の検討が進められる中、安全評価の基本的考え方や安

全評価手法整備に対しては高いニーズがあると考える。 



 

3
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(7) 安全評価の基本的考え方の整理から、地下水流動などの個別課題に対する評価手法

の整備まで、多様な項目について的確な目標設定を行っている。 

(8) 目的達成に具体的に適切な目標を設定している。定量的という意味では、データの

取得とその評価という点で考慮されている。 

(9) 評価手法の整備というニーズに対しては、必要な研究項目が考慮されている。 

(10) 指標調査、シナリオ作成と感度解析、および溶解・腐食試験と研究目標に応じて適

切な計画を策定している。 

(11) 連携重点研究制度の活用、大学、企業との連携、三者協定の下での地下研究施設を

活用した共同研究仏国ＩＲＳＮとの研究協力の推進など、多くの画期的な工夫が見

られる。 

(12) 調査地区や選定された場合にサイトを限定した研究に移行することとしている。 

(13) 外的条件に特に変化がないので、対応に問題はない。 

(14) 外的条件の変化はなかったが、地層処分立地選定の具体化等の変化に対する計画変

更の方針が明確化されている。 

(15) 立地選定に係る状況に合わせた柔軟な研究スコープを設定している。 

＜否定的コメント＞ 

(16) 「リスク論は規制の合理化のためのもの」、「規制は設計と管理を対象として安全

確保をオーバーサイトするもの」という原則と、「規制に資する研究」の関係が十

分には整理されていない。 

(17) 新しい課題を項目としてはとらえているが、まだ十分そういう方向に向いていない

ものもある。 

＜提言、改善意見＞ 

(18) 不確実性への対処として評価コードによる評価が中心となっているが、規制側の観

点で不確実性をどのレベルまで評価するべきかの議論を並行して行わないと計画が

発散する恐れがあるので、注意すべきである。また、代替指標の検討は諸外国でも

殆ど進展がなく、他国に追従せずに我国固有の考え方をどう導くかを示す時期に来

ている。今年度は着実な計画ではあるが、今後の方向性は検討の余地がある。 

(19) 重要課題を抽出した上で目標設定がなされているが、推進する側との相違点をもう

少し明確に位置付けた方がなお良い。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 地下水流動評価手法の研究、リスク論的考え方に基づくシナリオ設定手法の研究な

どで計画を上回る進捗がある。 

(2) 外部職員 18 名を含めた 29 名が効率的に多様な課題を遂行している。 

(3) 研究の計画以上の進展に伴って目標を上回る範囲での成果が得られている。 
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(4) 地下水環境を考慮した溶解・腐食試験では，ガラス溶解と液中 Mg 濃度との相関性

を確認するなど，本質的な知見を得ている。 

(5) 本分野に係わる研究課題の主要な部分を担当して進めており、目標とするレベルに

応じた成果を挙げている。 

(6) 平成 21 年度までの成果は既に規制支援研究として着実に活用されており，今後も

成果の活用が期待できる。 

(7) 得られた成果は、安全規制等への活用において、予想を上回る貢献がある。 

(8) 成果は、適時に整理、発表され、国の規制制度構築の検討作業に生かされている。 

(9) 得られた成果を積極的に論文、口頭発表として公表しており，平成 22 年度も公刊

論文として 4 件を公刊している。 

＜否定的コメント＞ 

(10) 規制側としては、処分システムに要求される安全機能がどの実現される見通しにあ

る時、処分は安全に行われるかを示すことが重要である。その意味では、見落とし

てはいけない安全機能とは何かを示すような成果を抽出できるまでの基礎情報が整

っていない。 

＜提言、改善意見＞ 

(11) 推進側と重複した情報収集がなされていないか、十分チェックしておく必要がある。 

(12) 処分研究全体に言えるが、長期の不確実さを考えれば、事前の想定が難しいのであ

るから、想定通りの成果というのは必ずしも順調を意味しないことは留意すべきで

ある。 

(13) 個々の課題に対する成果が、規制側の観点からみた安全性に対する全体評価にどの

ような影響を与ええるのか、を示すことができればなお良い。 

(14) 常に 終目標にむかってどの程度の進展が得られたかの視点でまとめると、なお良

い。 

(15) 論文発表に対する更なる努力を期待したい。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 地層処分について基礎的なデータの蓄積からモデルや手法の構築まで着実な成果の蓄積がなされて

いる。 

(2) 単年度の評価でいえば、設定目標通りに進展があり、成果が得られていると判断できる。 

(3) 平成 21 年度までに確率論的安全評価手法の骨格を整備し，平成 22 年度からは，評価手法の整備

に着手しており，多様な課題を積極的に進めている。 

(4) 地層処分における不確実性を考慮したシナリオ設定を踏まえて検討を進めており、妥当であると判断

される。 
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研究の成果 
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(5) 研究の進め方の工夫、成果レベル、活用度の高さなどから評価基準Ⅱと判断した。 

＜提言、改善意見＞ 

(6) 地層処分についてはその安全性を社会に十分理解していただくと言うことが重要である。本センター

で行われる地層処分に関する研究開発の計画、成果をいかにリスクコミュニケーションに繋げていく

かが大切である。 

(7) 全体の目標設定を、規制側の観点からより明確にすること、単年度の成果だけでなく、全体計画に

対してのマイルストーンと達成度を提示しながらすすめること、がさらに良い成果につながる。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 高燃焼度燃料導入に不可欠な評価データであり、極めて、緊急性、重要性が高い。 

(2) 高燃焼度化申請に対応する上で判断の基礎とする評価データの整備であり、重要性、

緊急性ともに高く、適切なテーマである。 

(3) 事業者が計画している高燃焼度燃料の導入に対応するものであり、ニーズが高い。 

(4) 具体的な目標設定となっている。 

(5) 目標の設定は具体的で適切である。 

(6) 被覆管外面割れによる燃料破損条件を明確化して、安全審査の技術的判断根拠を整

備することとしており、適切である。 

(7) 様々な工夫がなされ、極めて具体的な計画が策定されている。 

(8) 安全審査開始予定時期に対応していることに加え、条件の変化に適切に対応してい

る。 

(9) 出力急昇試験用燃料棒の輸送に係る条件の変化に適切に対応した。 

＜提言、改善意見＞ 

(10) 国内・国外の研究資源を有効に活用した適切な計画となっている。試験データの収

集には多くの時間と資源を要する事から、内外の関連プロジェクトとの協力や情報

交換を通して、幅広く情報収集を図る事を望みたい。 

サ－1 

（継続） 
高燃焼度燃料破損限界試験 Ⅱ 

Ⅱ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 計画通りの進捗が見られる。 

(2) 照射材を用いた炉外試験を計画通り遂行し良好なデータの収集と整理を行ってい

る。また、ハルデン炉出力急昇試験の準備においても燃料輸送準備等が順調に進捗

している。 

(3) 概ね計画どおり進捗している。 

(4) 想定通りの成果を得ている 

(5) 外面割れによる燃料破損過程の分析から、事象の発生条件が整理された。ハルデン

炉照射では、燃料輸送手続きが進捗し、計画期間内での試験実施の見通しを得てい

る。 
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(6) 被覆管外面腐食割れの影響について貴重なデータを得ている。 

(7) 質の高い、貴重なデータが得られており、信頼性の向上に役立つレベルであると判

断される。 

(8) 規制への適用に近づいた成果を得つつある。 

(9) 成果の公表も行われているので、一定のレベルの成果が得られている。 

(10) 予定通りの成果の活用が見込まれている。 

(11) 審査の要領として整備が行われるので、安全審査に活用される見通しである。 

(12) 学術面からも評価し得るデータが多く、査読付き論文として公表されている。 

(13) 内外の学会等への論文及び口頭発表を積極的に進めていることは、高く評価できる。 

(14) 学会誌への投稿、国内外の学会での口頭発表が行われている。 

＜提言、改善意見＞ 

(15) 高燃焼度化に対応する安全規制への寄与は大きいと期待され、また、従来の許可燃

焼度（55Gwd/t）の燃料健全性を考える上でも有用な知見を得ている。これらの成

果を規制判断に使えるように技術基準等の形に整理して行く事が今後の課題であ

る。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 着々と成果が蓄積されており、来るべき安全審査への活用が期待できる。 

(2) 炉外試験による照射材データの収集・整理及びハルデン炉照射試験準備は予定通り進捗しており、良

好な成果が得られつつある。今後は試験結果の解析評価が課題であり、安全規制の判断基準として活

用するための総合的な知見の構築を期待したい。 

(3) 高燃焼度燃料の導入に向けてニーズの高い研究テーマであり、概ね計画どおりに進捗している。被

覆管外面腐食割れの影響に関する技術的判断根拠が目的通りに整備されることを期待する。 

サ－2 

（新規） 
高度化燃料健全性評価手法の整備 Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 高燃焼度燃料導入に不可欠な評価手法の整備であり、極めて、緊急性、重要性が高

い。 

(2) 平成 26 年以降に予想される燃焼度 55Gwd/tU を超える高燃焼度化申請に対応す

る評価手法の整備であり、重要性、緊急性ともに高く、適切なテーマ選定である。 

(3) 現行燃料の 大燃焼度を超える高燃焼度化等を目指して新型燃料における被覆管機

械的健全性評価試験および予測コードの整備を行うものであり、適切である。 

(4) 具体的かつ定量的な適切な目標となっている。 

(5) 高燃焼度まで使用された被覆管健全性試験により、技術的根拠に基づく定量的評価

指標の整備を図るとした目標は適切であり、このための手段としてのコード整備も

有意義である。なお、対象とする改良被覆管の範囲は明確でないので、計画の遂行
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に当たっては、対象範囲の明確化が必要である。 

(6) 水素吸収量と被覆管機械的特性の関係を明確化し、高燃焼度における燃料ふるまい

の予測精度を向上させるものであり、適切である。 

(7) 継続性もきちんと考慮された適切な計画となっている。 

(8) 高燃焼度燃料破損限界試験を引き継ぐ形で実施し、予想される安全審査申請に間に

合うように計画されており、妥当と考える。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) ニーズに加え、燃料破損限界試験で得られたデータの活用を含め、健全性を調べていこうとするプロ

ジェクトであり、新規計画として、長期的計画に則った適切な内容である。 

(2) 高燃焼度燃料破損限界試験と併せ、平成 26 年以降に予想される燃焼度 55Gwd/tU を超える高燃

焼度化申請に対応する試験計画として妥当なものと考える。 

＜感想、期待＞ 

(3) 計画通りの進捗を期待する。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 高燃焼度燃料導入に不可欠な評価データであり、極めて、緊急性、重要性が高い。

また、事業者が実施する照射試験の範囲を超える領域の試験であり、適切なテーマ

設定となっている。 

(2) 混合酸化物燃料の軽水炉利用が本格化し、燃焼度の延長申請も近く予想される状況

にあることから、これに備えた試験計画を進めることは適切である。 

(3) 事業者が導入を計画している高燃焼度ウラン燃料及び MOX 燃料の照射ふるまいに

関する技術的知見を蓄積することとしており、妥当である。 

(4) 具体的かつ定量的な適切な目標となっている。 

(5) 高富化度燃料も含む混合酸化物燃料の高燃焼度化に対する基礎データを収集する目

標は妥当である。また、将来的には国産燃料の採用も視野に入れた目標設定が必要

である。 

(6) 照射試験を実施することとしており、適切である。 

(7) 目標を達成するために適切な計画を策定している。 

(8) ハルデン炉の長期照射計画に適切に組み込んで計画が策定されている。照射の遂行

には多くの資源と時間が必要であり、着実に遂行し信頼度の高いデータを収集する

ことが重要である。 

(9) 安全審査開始予定時期に対応しており、適切である。 

サ－3 

（継続） 

高燃焼度等混合酸化物燃料特性評価

試験 
Ⅲ 

Ⅲ 
＜肯定的コメント＞ 

(1) 照射後非破壊・破壊試験ともに計画通り実施され、貴重なデータが得られている。 
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(2) 計画に従って、着実にデータの収集を行っている。 

(3) 概ね計画どおり進捗している。 

(4) MOX 燃料ペレットの中心温度挙動について、従来の通念とは異なる結果も観察さ

れており、今後、物理的な解釈も含め詳細な検討が必要である。 

(5) 概ね目標で想定していたとおりの成果を得ている。 

(6) 照射後非破壊・破壊試験ともに計画通り実施され、貴重なデータが得られ、目標達

成に十分なレベルの成果であると判断し得る。 

(7) MOX 燃料の高燃焼度照射に伴う特有のデータや新しい知見が得られており、安全

審査への反映が期待できる。 

(8) 成果の公表も行われているので、一定のレベルの成果が得られている。 

(9) 安全審査指針類への活用が見込まれている。 

(10) まだ、計画の中間段階ではあるが、規制判断において的確な活用が図れるよう更な

る結果の整理、解析が求められる。 

(11) 審査の要領として整備が行われる予定であり、安全審査に活用される見通しである。 

(12) 多くの成果が公表されている。 

(13) 内外の学会等への発表を積極的に進めていることは評価する。 

(14) 国内外の学会での口頭発表が行われている。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 計画は順調に進捗し、新たな知見を含め多くのデータ蓄積がなされてきている。安全審査の判断基準

の基礎となる技術データベースの構築のためには、収集したデータや新知見の物理的解析、評価をさ

らに明確にする事が必要である。また、産業界との円滑な協力も重要である。 

(2) MOX 燃料の照射ふるまいに関する技術的知見を蓄積する研究テーマであり、概ね計画どおり進捗し

ている。 

＜感想、期待＞ 

(3) 本格的ＭＯＸ利用に向けての安全審査への貢献を期待したい。 

サ－4 

（継続） 
中間貯蔵施設基準体系整備事業 Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 中間貯蔵施設建設に係る規制ツールの整備として、緊急、かつ重要なテーマである。 

(2) 進行中の中間貯蔵施の設計及び運転管理に係る規制対応の業務であり、緊急性は高

く、ニーズに適切に対応した目的設定となっている。 

(3) 中間貯蔵施設の安全審査に必要な技術支援を行うことを目的としており、緊急性が

高い。 

(4) 適切な目標となっている。 

(5) 中間貯蔵施設の安全規制に必要な技術基準等の整備を行うことを目標としており、
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適切である。 

(6) 十分に良く練られた計画である。 

(7) 適切な計画となっている。中長期的には、燃料の更なる高燃焼度化や貯蔵後輸送に

係る評価も重要な課題となることが予想され、計画の中での考慮が求められる。 

(8) 事業許可申請に対応した計画であり、適切である。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 計画通りの進捗が見られる。 

(2) 事業計画に沿って調査等が予定通り実施されている。 

(3) 中間貯蔵に対する我が国の規制の考え方が国際的に認知されたこと、また、溶接部

のＵＴ検査における技術基準の見直しの提案など、想定以上の成果が得られている。 

(4) 着実に事業が進捗し、目標に沿った成果が得られている。 

(5) 溶接部ＵＴ検査性試験で規格の見直しを提案した。 

(6) 十分なレベルの成果である。 

(7) 溶接部ＵＴ検査性試験で規格の見直しを提案した。 

(8) 適切に活用がなされている。 

(9) 具体的な規制ニーズに対応して実施されている計画であり、成果は全て規制や基準

類への直接の反映が図られている。 

(10) 設工認等の審査に反映される予定であり、成果の活用が行われる見通しである。 

(11) 成果の公表はなされている。 

(12) 国際機関の会合で口頭発表された。 

＜感想、期待＞ 

(13) IAEA での会合等への発表が行われた。引き続き適切な成果の公表を期待したい。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 具体的な規制ニーズに対応した事業であり、順調に進捗している。 

＜提言、改善意見＞ 

(2) 国による安全審査等の技術的支援を行うことを目的としており、概ね計画どおり進捗している。デー

タの整備に当たっては、信頼性に関する情報も必要である。 

＜感想、期待＞ 

(3) 中間貯蔵に対する我が国の規制の考え方が国際標準として採用されることが期待される。 

サ－5 

（継続） 

使用済燃料貯蔵施設に係る解析コー

ド改良整備 
Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 予想される申請に対するクロスチェック解析コードの整備であり、規制ニーズに適

切に対応したテーマ選定である。 
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(2) 使用済燃料貯蔵施設関係のクロスチェックに用いる安全解析コード等の改良・高度

化、検証を行うこととしており、妥当である。 

(3) 新の技術やハードウェアの進歩を取り入れることとしており、適切である。 

(4) 予想される申請の評価に対応した適切なコード選定をし、この改良、整備を進める

こととしている。 

(5) 事業許可申請に対応して、適切な計画を策定している。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 計画どおり実施されている。 

(2) 担当する人員が減少する中、解析コードの改良整備については一定の進捗をみてい

る。 

(3) 概ね計画どおり進捗している。 

(4) 想定している成果は得ている。 

(5) 平成２４年予定の安全審査に係るクロスチェック解析に活用される見込みであり、

概ね目標で想定していたとおりの成果を得た。 

(6) クロスチェック解析が実施される見込みであり、一定のレベルの成果が得られてい

る。 

(7) クロスチェックに活用される見込みである。 

(8) 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る見込みである。 

(9) 成果は公表されている。 

(10) 国内学会での口頭発表が行われている。 

＜提言、改善意見＞ 

(11) 安全解析上、どこまで精緻な計算が必要か、また、どこまで早い計算が必要かなど

の、必要とされるレベルをきちんと議論しておく必要があろう。 

＜感想、期待＞ 

(12) 解析の高速化も重要な成果ではあるが、併せて、解析コードの検証や精度向上に対

する配慮も重要であり、今後に期待したい。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 「高度化」に上限はないため、安全解析上、どこまで精緻な計算が必要か、また、どこまで早い計算

が必要かなど、目標を明確にしておく必要があると考える。 

(2) クロスチェック解析コードの改良整備について、概ね目標を達成している。 

(3) クロスチェックに用いる安全解析コード等の改良・高度化、検証を行うこととしており、概ね計画ど

おり進捗している。 

サ－６ 再処理施設保守管理技術等調査
Ⅲ 

Ⅲ 
＜肯定的コメント＞ 



 

3
8

研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(1) 一連の高経年化対策妥当性評価の重要性、緊急性に鑑み、着実に実行されるべき必

要のある課題である。 

(2) 東海再処理施設の高経年化対策評価等の具体的な安全規制上のニーズに対応した目

的設定がなされている。 

(3) 再処理施設の高経年化対策の妥当性を評価するための手引きや評価マニュアル等を

整備することとしており、ニーズは高い。 

(4) 適切と判断し得る。 

(5) 調査研究を行うとともに、試験研究を実施して、手引きや評価マニュアル等の充実

を図ることとしており、適切である。 

(6) 適切な計画を策定している。 

(7) 試験研究の成果を反映する計画としており、適切。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 計画された各テーマの基礎的データが着実に得られている。 

(2) 腐食，疲労等のデータ収集等は、概ね計画に従って着実に進捗している。 

(3) 概ね計画どおり進捗している。 

(4) 想定されたとおりの成果である。 

(5) 各種の試験において、ほぼ目標とした良好なデータ収集が進捗している。 

(6) 試験研究を継続して実施しており、概ね目標で想定していたとおりの成果を得てい

る。 

(7) 東海再処理施設の高経年化対策妥当性評価に適切に活用できるレベルの成果であ

る。また、今後の評価にも活用されることが期待できる。 

(8) 沸騰伝熱面腐食、凝縮流動硝酸腐食のデータを追加して得るとともに、水素吸収脆

化割れ、熱サイクル疲労のデータを得ており、一定のレベルの成果を得ている。 

(9) 東海再処理施設の高経年化対策妥当性評価に適切に活用された。 

(10) 東海再処理施設の高経年化対策の妥当性評価へ反映されるなど、適切な活用が図ら

れている。 

(11) 東海再処理施設の高経年化対策の妥当性評価に活用されるなど、適切な活用が図ら

れている。 

(12) 一部の成果は学術論文として公開されている。 

(13) 国内学会への論文発表及び口頭発表が行われている。 

(14) 論文発表が行われている。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 高経年化対策妥当性評価に適切に活用できる成果が得られており、今後の評価にも活用されることが



 

3
9

研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

期待できる。 

(2) 目標とした東海再処理施設の高経年化対策に係る規制ニーズに対応した試験研究の成果は得られて

おり、評価基準、マニュアル等への反映も図られている。 

(3) 調査研究を行うとともに、試験研究を実施して、手引きや評価マニュアル等の充実を図ることとして

おり、概ね計画どおり進捗している。サイクル関係の成果や情報については、公表が制限される場合

があることに注意する必要がある。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 安全審査支援に適切に対応した、臨界、遮へい、被ばく、トラブル対応のテーマ設

定がなされている。 

(2) クロスチェック解析コードの検証や 新知見に基づく整備であり、規制ニーズに適

切に対応した事業である。 

(3) 再処理施設、燃料加工施設の安全審査支援として、臨界・遮へい・被ばく関係クロ

スチェックに必要な解析コードやデータを整備することを目的としており、ニーズ

は高い。 

(4) 適切な目標となっている。 

(5) 種々の解析コードの改良整備作業を行うこととしており、適切である。 

(6) 適切な計画となっている。 

(7) 新データとコードを整備するとともに、トラブル対応の解析コード整備すること

としており、適切である。 

サ－７ 

（継続） 

核燃料施設安全解析及びコード改良

整備等 
Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 臨界、遮へい、被ばく、トラブル対応の各テーマは、それぞれ、適切な検討が加え

られ、計画通りの成果が得られている。 

(2) 臨界、遮へい、被ばく評価のための各解析コード検証、整備が進捗している。 

(3) 概ね計画どおり進捗している。 

(4) 臨界、遮へい、被ばく、トラブル対応のいずれも、想定された量の成果が得られて

いる。 

(5) 概ね目標で想定していたとおりの成果を得たと考えられる。 

(6) 臨界、遮へい、被ばく、トラブル対応のいずれのテーマとも、安全審査支援に活用

し得るレベルの成果が得られている。 

(7) 成果の一部は既に活用されており、一定のレベルの成果が得られている。 

(8) 臨界、遮へいの成果はクロス解析チェックに活用されている。また、他の成果も活

用の見通しが立っている。 

(9) 核燃料施設関係のクロスチェック解析など、期待していたとおりの成果の活用が行

われている。 



 

4
0

研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(10) 査読論文も公表予定である。 

(11) 論文発表がされている。 

(12) サイクル関係の成果や情報については、公表が制限される場合がある。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 高経年化対策、クロスチェックにますます活用されていくものと思われる。また、六ケ所再処理施設

の稼働に伴うトラブル対応にも活用されていくものと思われる。 

＜提言、改善意見＞ 

(2) クロスチェック解析コードの改良整備については、概ね計画通り進捗している。今後については、燃

焼クレジット適用、トラブル対応解析など将来的なニーズに的確に対応した計画の遂行を望みたい。 

(3) クロスチェックに必要な解析コードやデータを整備することを目的としており、概ね計画どおり進捗

している。ツールとしての解析コードやデータを整備するとともに、それらを活用する人材の育成の

観点も重要である。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 安全規制上、重要性、緊急性ともに高い。 

(2) 燃料サイクル施設においても、リスク情報を活用し安全規制の合理性、実効性の向

上を目指す事は、国の方針の具体化に貢献するものであり，重要性、緊急性ともに

高いと考える。 

(3) 燃料加工施設の ISA 手順やリスク情報活用策を検討することとしており、適切であ

る。 

(4) 目標設定は妥当である。 

(5) 燃料加工施設の ISA 手順やリスク情報活用策を整備することとしており、妥当であ

る。 

(6) ウラン加工施設等への PSA/ISA 手法の成果は、適切な計画のもとに実行されてき

た証しである。 

(7) 国と事業者の効果的な協力を図りつつ試行を進めているのは、具体的適用の準備と

しては妥当な進め方である。 

(8) ウランおよび MOX 燃料を対象としており、適切である。 

(9) 今までの成果をもとに、プログラムをウラン加工施設等への活用と再処理施設への

活用に分類したのは適切である。 

(10) リスク情報活用策については、事業者の自主保安活動に反映し、その成果に基づい

て検討を進めることとしており、適切な変更が行われている。 

サ－8 

（継続） 
燃料加工施設のリスク情報活用 Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 燃料加工施設のリスク情報活用は、十分に進捗していると判断できる。 



 

4
1

研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(2) 計画に沿って順調に進捗している。 

(3) リスク情報活用策については変更が行われたが、概ね計画どおり進捗している。 

(4) 想定通りの成果である。 

(5) 目標とした成果を達成している。 

(6) リスク情報活用策については変更が行われたが、概ね計画どおりの成果を得た。 

(7) 得られた成果は、安全規制に活用されるに十分なレベルと判断できる。 

(8) ウラン加工施設 ISA 実施の基本的考え方（試案）等を作成しており、概ね妥当な成

果を得た。 

(9) 昨年度に引き続き、ウラン施設に対して得られた知見は適切に反映され、今後大き

く貢献し得ると期待できる。 

(10) 作成されたウラン加工施設 ISA 実施の基本的考え方（試案）等が、ISA 評価結果の

レビューに用いられた。 

(11) 査読論文が公表予定である。 

(12) 論文発表や学会会合等での成果発表がなされている、 

(13) 学会誌への投稿、学会での口頭発表が行われている。 

＜感想、期待＞ 

(14) 現時点では具体的な活用の段階には至っていないが、今後、リスク評価を活用した

安全規制に対する大きな寄与が期待される。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) ISA 手法が確立され、十分な活用がなされていることは大いに評価したい。 

(2) ガイドラインの整備や試行を含め、計画の順調な進捗が見られている。 

(3) 燃料加工施設の ISA 手順やリスク情報活用策を検討することとしており、概ね計画どおり進捗して

いる。 

サ－9 

（継続） 
核燃料施設火災防護等調査・試験 Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 今までなかった核燃料施設の火災防護のガイドライン策定であり、重要度、緊急度

は高い。 

(2) ガイドライン整備等の緊急度の高い規制ニーズに対応しており、重要性、緊急性と

もに高いと考える。 

(3) 核燃料施設に対する火災防護ガイドラインを整備することにより、国の安全規制の

明確化を図ることを目的としており、妥当である。 

(4) 適切な目標となっている。 

(5) 核燃料施設に係る火災防護ガイドライン案の作成、火災防護評価データの収集と評

価手法の整備をおこなうこととしており、適切である。 

(6) 着々と進捗できる適切な計画である。 



 

4
2

研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(7) ガイドライン案の作成、評価試験を行うこととしており、適切である。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) ガイドライン案が策定されており、計画通りに進捗している。また、試験データも

適切に得られ、ガイドラインに役立つ成果となりつつある。 

(2) 計画に沿って，各種試験の実施と評価モデル検討が順調に進捗している。 

(3) 目標で想定していた通りに進捗し,今後の試行の後に確立するめどが立っている。 

(4) 計画に従った各種試験により、必要なデータを収集している。 

(5) 概ね目標で想定していたとおりの成果を得た。 

(6) 試行に十分耐えるレベルであり、今後１年のブラッシュアップによりその確立が期

待されるレベルにある。 

(7) ガイドライン案に反映させる基礎的なデータは得られている。今後は、適用に当た

ってのデータの整理や評価手法の構築が課題である。 

(8) 試験が行われ、一定のレベルの成果が得られている。 

(9) 活用が見込まれている。 

(10) ガイドライン案の試運用が行われる見通しである。 

(11) 必ずしも学会公表の必要性はないと思われる。 

(12) 学会での口頭発表が行われる予定である。 

＜提言、改善意見＞ 

(13) 豊富な試験データが得られているにもかかわらず、学会等への発表はなされていな

い。 

＜感想、期待＞ 

(14) 整理、考察を加え、学会誌等への投稿による公表を図れば、より広範囲の活用が期

待できると考える。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 核燃料施設に係る火災防護ガイドライン案の作成、火災防護評価データの収集と開催影響評価手法の

整備をおこなうこととしており、概ね計画どおり進捗している。 

＜提言、改善意見＞ 

(2) コンポーネント火災試験の対象となるコンポーネントは数多く存在するため、「核燃料施設の火災」

としての優先度をつけて対応していく必要があると考える。 

(3) 核燃料施設の火災防護については，厳しい対策が求められている事から、重要なテーマである。事業

は計画に沿って順調に進捗し、有用な知見が得られつつあるが、試験データの整理，分析と評価手法

の構築が課題である。 



 

4
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 規制ニーズに対応したテーマである。 

(2) 申請に対するクロスチェック解析コードの整備・高度化であり、規制ニーズに対応

したテーマ設定である。 

(3) 今後申請が予想される核燃料輸送物の設計承認申請に係るクロスチェック解析に備

えることを目的としており、適切である。 

(4) 適切な目標である。 

(5) JNES 独自の安全解析コード等を用いてクロスチェック解析を実施することを目標

としており、適切である。 

(6) 適切な計画である。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 計画通りの進捗が見られる。 

(2) 概ね計画どおり進捗している。 

(3) 概ね計画どおり進捗している。 

(4) 想定された結果が得られている。 

(5) 計算速度の飛躍的向上がなされた。 

(6) 活用される見込みである。 

(7) 具体的な輸送容器に関する解析が行われるので、期待していた通りの成果の活用が

行われる見通しである。 

(8) 学会発表がなされている。 

(9) 学会口頭発表が予定されている。 

＜提言、改善意見＞ 

(10) 主要な成果とされている解析時間短縮は重要な成果の一つではあるが、どこまでの

高速化を目標とするかの吟味は必要であり、必要な解析精度、要求されるクロスチ

ェック内容等と関連させた目標設定の検討が必要に思われる。 

(11) 成果の公表については必ずしも明らかではない。 

サ－10 

（継続） 

核燃料輸送物に係る解析コード改良

整備 
Ⅲ 

●総合コメント 

＜提言、改善意見＞ 

(1) 現状の解析誤差が、対象輸送物の安全裕度に対して十分小さい範囲まで精度を高める目標であること

は理解できる。しかしながら、現状がどの程度にあるのかを常に適切に評価しつつ、計画を進めるこ

とが必要であろう。 

(2) クロスチェック解析コード整備という規制ニーズに対応したテーマであり、概ね計画どおりに進捗し

ている。ただし、今後の整備計画も含め、高速化自体を目的化しないよう実施計画や達成目標の検討

が必要である。 



 

4
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(3) JNES 独自の安全解析コード等を用いてクロスチェック解析を実施することを目標としており、概

ね計画どおり進捗している。精度向上と解析時間短縮はトレードオフの関係にあるので、クロスチェ

ックの目標に照らして適正なバランスを考慮する必要がある。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 安全規制上、重要性緊急性ともに高い。 

(2) 燃料サイクル施設においても、リスク情報を活用し安全規制の合理性、実効性の向

上を目指す事は、国の方針の具体化に貢献し，重要性、緊急性ともに高いものと考

える。 

(3) 再処理施設の ISA 手順やリスク情報活用策を検討することとしており、適切である。 

(4) 目標設定は妥当である。 

(5) 再処理施設の ISA 手順やリスク情報活用策を整備することとしており、妥当である。 

(6) ウラン加工施設への PSA/ISA への適用の確立は、適切な計画のもとに実施されて

きた証しである。 

(7) リスク情報の活用を図る上で、合理的な運転管理を目指した検査制度構築への反映

を考慮しているのは妥当である。 

(8) 前年度に続いて、コードを比較・整備し、コードの検証に必要な試験データ等を整

備することとしており、妥当である。 

(9) 今までの成果をもとに、プログラムをウラン加工施設等への活用と再処理施設への

活用に分類したのは適切である。 

サ－11 

（継続） 
再処理施設のリスク情報活用 Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) ウラン加工施設への活用の成果が、再処理施設への活用に適切に反映されつつ進捗

している。 

(2) 計画は、概ね予定通り進捗している。 

(3) 概ね計画どおり進捗している。 

(4) 想定通りの成果である。 

(5) PSA 試解析、故障率データの整備、リスク情報活用対策案等がなされ、計画は順調

に進捗している。 

(6) 整備したコードを用いて試解析を行っており、目標で想定していたとおりの成果を

得た。 

(7) 得られた成果は、安全規制に活用される十分なレベルにあると判断できる。 

(8) 試解析を行っており、概ね妥当な成果を得ている。 

(9) 成果が適用できる見通しである。 

(10) 現時点では具体的な活用の段階には至っていないが、今後、リスク評価を活用した

安全規制に対する寄与が期待される。 
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(11) 得られた成果は、具体的活用策案の検討を経て、安全規制へ適用される見通しであ

る。 

(12) 学会会合等に積極的に成果発表をしている。 

＜提言、改善意見＞ 

(13) サイクル関係の成果や情報については、公表が制限される場合がある。 

●総合コメント 

＜提言、改善意見＞ 

(1) ウラン加工施設の ISA 手法の経験をもとに、再処理施設へのリスク情報の活用を大いに期待したい。 

(2) 手順書案の策定等に寄与するとともに、過酷事故に関する試験研究について順調に準備を進めてい

る。 

(3) サイクル施設の ISA 手順やリスク情報活用策を検討することとしており、概ね計画どおり進捗して

いる。 

サ－12 

（継続） 

軽水炉燃材料詳細健全性調査（燃料

照射試験） 

（保安院による直接委託事業） 

Ⅲ 
Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 照射のための準備が適切に進められている。 

(2) BWR10×10 型燃料の異常過渡時の破損限界，破損メカニズムの解明は，今後の

安全審査に用いられる基準等の整備・高度化に資する。 

(3) 産業界において、新型燃料の開発が進められており、新型燃料の安全性に関する知

見を整備して、安全評価技術を高度化することについて、十分な規制ニーズがある

ことは明確である。 

(4) 本研究は、新型燃料の安全性に関する知見等を整備することを目的としており、安

全審査基準における反映等の観点から、研究ニーズは十分に高い。 

(5) 軽水炉の高度化のための燃料の安全性についての知見の高度化かと評価技術の高精

度化、規制の高度化に貢献するという重要かつ緊急性の高い目的をあげている。 

(6) 改良型燃料対応という目的は明確であり、機構の持てる資産を有効活用できる目的

設定がなされている。緊急課題とはいえないものの、今後のニーズは必至であり妥

当な目的と言える。 

(7) 近い将来に予想される高燃焼度化申請における新型燃料の安全評価に対応する上で

不可欠な評価データの整備で、重要性、緊急性ともに高く、適切なテーマである。 

(8) スケジュールに沿った目標が設定されている。 

(9) 燃料異常過渡試験装置を製作・整備する研究目標は，目的達成のために妥当な目標

である。 

(10) 目的を達成するために、的確な目標となっている。 

(11) 目標の設定は具体的であり適切である。 

(12) 海外輸送も含めた適切なスケジュールが策定されている。 
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(13) 必要な知見、データを取得する上で、適切な計画が策定されている。 

(14) H23 年度実施の照射試験に向け、適切な計画となっていると判断される。 

(15) 国内の照射施設(JMTR)を有効に活用し、効率化を図る工夫が行われている。 

(16) 「外部環境の変化等に伴う計画の見直し」が無い旨が報告されている。 

(17) 基盤技術喪失のリスク、という外的条件の変化に、基盤課が適切に対応したと評価。 

(18) 外的条件に特に変化がないので、対応に問題はない。 

(19) 特に外的条件の変化は無い。 

＜否定的コメント＞ 

(20) 評価はⅢとしたが，次の点を今後考慮して欲しい。現有施設（特に原子炉）に新た

な試験装置を設置する場合は，規制上及び予算上の制約があり，長期的な計画にな

る点は認める。しかし，11 年計画の内 6 年間を準備に費やすのはやや長すぎると考

える。 

＜感想、期待＞ 

(21) 委託研究のテーマ設定は、受託者と相談はあってしかるべきだが、本来委託側が責

任を持つもの。ホットの施設を維持することにより、原子力安全確保に必要な基盤

技術を守るというのは保安院の判断のはず。技術が失われるのをこうして防ぐ、そ

れにより安全確保に大きなプラス、ということなら、Ⅰと考えてもよい。 

(22) 機構の人員・設備からみて目標設定は無理がないものとなっていると思われるが、

達成目標の設定がやや具体性に欠けるきらいがある。特に、大型設備による試験に

ついて「計画通り進める」ことが達成目標というのは工程管理の上での目標として

は良いが、研究活動の上での目標には相応しくないので、成果の質のレベルを自己

設定できればなお良い。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 「計画通り進捗している」旨が報告されている。 

(2) BWR10x10 燃料の異常過渡時の挙動を調べるための設備の整備が着実に進捗し

ているようである。 

(3) まだ施設整備段階なので、計画通りは 善の結果。「計画を大幅に上回る進歩」が

あったとすれば、計画が悪かったことになる。 

(4) 作成された装置の内容、燃料入手の終了から考えて、計画通りに進捗していると思

われる。 

(5) 照射装置の整備、照射キャプセルの開発・製作、試験燃料輸送などがほぼ計画通り

進捗している。 

(6) 装置製作と燃料入手がおもな計画であるので、その通りの達成度と認められる。 

(7) 達成目標が「装置製作」と「試料入手」であり、その質を判断する目標となってい
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ないので評価が難しいが、これまでの経験を反映した装置作りが行われていると見

られるので、成果レベルは妥当と判断した。 

(8) 平成 23 年度から実施する照射試験で成果を得るための準備が、計画通りに進捗し

ている。 

(9) 国際会議などに適切に成果が発表されている。 

(10) （平成 23 年度から実施する照射試験で成果を得るための準備が、計画通りに進捗

している。） 

(11) 施設整備段階では、論文は困難なはず。外部への報告がきちんとなされている、で

十分と考える。 

(12) 産業界において、新型燃料の開発が進められており、新型燃料の安全性に関する知

見を整備して、安全評価技術を高度化することについて、十分な規制ニーズがある

ことは明確である。平成 23 年度から実施する照射試験で成果を得るための準備が、

計画通りに進捗している。 

(13) H22 年度は、H23 年度開始の照射試験実施に向けた各種準備作業を中心としてお

り、具体的な研究成果は得られていないが、準備工程としては計画通り進捗し、目

標を達成しているものと判断される。 

(14) 軽水炉の高度化に向けた新しい燃料の安全性についての知見を拡充するための準備

が着実に進められている。 

(15) データ取得はこれからであるので、途中段階では想定通りの評価に留まらざるを得

ない。ただし、実験は助走期間が長くなるのは仕方がないことであり、データを入

手した段階で、その質を正しく評価することが重要と思われる。 

(16) 安全規制のニーズに的確に対応し計画であり、照射装置の整備、照射キャプセルの

開発・製作等の準備作業が順調に進捗しつつあるところから、今後、有用な成果が

期待できる。 

＜否定的コメント＞ 

(17) 準備段階の作業である照射装置の整備、照射キャプセルの開発・製作等は順調な進

捗をみている。照射試験については、まだ準備段階なので具体的な成果は出ていな

い。 

(18) 照射装置の整備，照射キャプセルの製作について，本研究遂行のために特に工夫し

た点等について，より具体的な説明が欲しい。 

(19) 準備段階であり、具体的な成果は出ていない。 

(20) 計画や準備状況については積極的な発表が行われているが、まだ準備段階であると

ころから具体的な成果は出ていない。 

＜提言、改善意見＞ 

(21) 照射装置の作成，キャプセルの製作終了は計画通りの進捗状況であるが，それらの
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予備動作試験等は実施したのか。予算・人員の問題もあるが，可能ならば，計画の

前倒し等の努力が望まれる。 

(22) 計画通りの成果を得ているが，次年度以降は，今年度までの進捗状況を踏まえ，よ

りきめ細かな研究計画の策定と実施を望む。 

(23) 平成 23 年度以降の試験開始に先立ち，これまでの準備期間に得られた成果を取り

まとめて公刊論文として公開することが望ましい。 

(24) 国内外での公表は着実に進んでいる。国際会議報告の内容がプロシーディングスの

形で残るものであればなお良い。 

(25) 当初の研究計画に沿って進められているが，11 年にわたる長期研究の準備期間 5

年を経過したところであるので，これまでの準備状況を踏まえて，より具体的，詳

細な研究計画の策定を望む。 

＜感想、期待＞ 

(26) 試験データが得られた段階では、その活用は不可欠であろうと思われる。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 産業界において、新型燃料の開発が進められており、新型燃料の安全性に関する知見を整備して、

安全評価技術を高度化することについて、十分な規制ニーズがあることは明確である。平成 23 年度

から実施する照射試験で成果を得るための準備が、計画通りに進捗している。 

(2) H22 年度は、H23 年度開始の照射試験実施に向けた各種準備作業を中心としており、具体的な研

究成果は得られていないが、準備工程としては計画通り進捗し、目標を達成しているものと判断され

る。 

(3) 軽水炉の高度化に向けた新しい燃料の安全性についての知見を拡充するための準備が着実に進めら

れている。 

(4) 安全規制のニーズに的確に対応し計画であり、照射装置の整備、照射キャプセルの開発・製作等の

準備作業が順調に進捗しつつあるところから、今後、有用な成果が期待できる。 

＜提言、改善意見＞ 

(5) 当初の研究計画に沿って進められているが，11 年にわたる長期研究の準備期間 5 年を経過したとこ

ろであるので，これまでの準備状況を踏まえて，より具体的，詳細な研究計画の策定を望む。 

(6) データ取得はこれからであるので、途中段階では想定通りの評価に留まらざるを得ない。ただし、

実験は助走期間が長くなるのは仕方がないことであり、データを入手した段階で、その質を正しく評

価することが重要と思われる。 

サ－13 

（継続） 

燃料等安全高度化対策事業 

（保安院による直接委託事業） 
Ⅱ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 高燃焼度燃料や MOX 燃料に関してタイムリーにテーマ選定している。 

(2) 改良型燃料(高度化燃料)を装荷した原子炉に対する安全審査の判断材料となる知
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見・データの収集は，速やかで適切な安全審査の実施に対して，極めて重要である。 

(3) 産業界において、改良型燃料の開発が進められており、改良型燃料に係るデータの

取得、改良型燃料を装荷した原子炉に対する審査の判断材料（知見、データ）の取

得について、十分な規制ニーズがあることは明確である。 

(4) 改良型燃料の安全審査に必要な知見・データ等を取得することを目的としており、

将来の実用化の観点から、ニーズは十分に高い。 

(5) 目的の設定は妥当であり、規制ニーズに対応するものであり、緊急性も高いと考え

られる。 

(6) 評価基準は JNES の作った評価基準と思うが、シビアアクシデントの規制要件化な

ど、規制制度としては重大なものがあっても、安全研究で安全確保にとんでもなく

大きな影響があるようでは困るので、評価基準ⅡとⅢも区別がつかないが、全体と

して十分いい計画と思うので、Ⅱとした。 

(7) 改良型燃料対応という目的は明確であり、機構の持てる資産を有効活用できる目的

設定がなされている。緊急課題とはいえないものの、今後のニーズは必至であり妥

当な目的と言える。 

(8) 近い将来に予想される高燃焼度化申請における新型燃料の安全評価に対応する上で

不可欠な評価データの整備で、重要性、緊急性ともに高く、適切なテーマである。 

(9) ニーズを踏まえた目標としている。 

(10) RIA 及び LOCA 時破損限界，さらに改良合金の照射成長に関するデータ取得は，

本研究目的に合致した目標である。 

(11) 目的を達成するために、的確な目標となっている。 

(12) 目的達成に必要な比較データの内容等が、明確化されている。 

(13) 目標の設定は具体的であり適切である。 

(14) 適切なスケジュール策定ができている。 

(15) 高度化燃料を対象としたRIA,LOCA試験の総合評価が平成25年度であることを考

慮すると，中間点に当たる平成 22 年度の計画は妥当である。また，照射成長試験

については，本年度が初年度であるので、準備計画は妥当である。 

(16) 必要な知見、データを取得する上で、適切な計画が策定されている。 

(17) 本来業務と本件受託研究とをうまく結び付けて、全体として RIA,LOCA 時の燃料挙

動に関する研究を系統的に実施するものと評価した。 

(18) 自己の設備の活用や、海外施設の利用などを含め、目標を達成するための計画づく

りが行われていると判断できる。 

(19) 試験燃料の調達においては、国内燃料メーカーとの協力を得て海外先行照射燃料を

入手、JAEA が有する NSRR、燃料試験施設や、国外試験研究炉（ハルデン炉）な

ど目的によって 適な施設を活用して照射試験を実施するなど、効率化を図る工夫
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が行われている。 

(20) 「外部環境の変化等に伴う計画の見直し」が無い旨が報告されている。 

(21) 外的条件に特に変化がないので、対応に問題はない。 

(22) 特に外的条件の変化は無い。 

＜提言、改善意見＞ 

(23) 達成目標が「データ取得」というのは工程管理の上での目標としては良いが、研究

活動の上での目標にはそぐわない感がある。成果の質、例えばデータの精度など、

を自己設定できるのであれば、より望ましい。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) RIA 破損しきい値のデータ範囲が拡大できた。 

(2) 「計画通り進捗している」旨が報告されている。 

(3) H22 年度は、比較データの取得に加え、試験装置の設計・製作など準備段階の成果

を含むが、概ね計画通り進捗しているものと判断される。 

(4) 照射材料の RIA,LOCA のための試験準備として試料の輸送や未照射材の試験など

を着実に実施した。PWR-MOX 燃料の RIA 試験も実施し、データを得た。着実に

研究成果を得ている。 

(5) 元々、不十分な人員でかつ必要十分な予算を前提としての計画と理解。本来、委託

側はⅢであれば十分で、それを上回る成果は研究機関で評価すればよいが、論文 12

件等、十分高い成果を挙げていると評価した。 

(6) 比較データ取得のための現行燃料 RIA 試験、未照射改良型燃料の LOCA 試験は計

画通りの進捗と判断できる。また照射成長試験は 23 年度試験開始に間に合うよう

容器製作も順調に終わっていると考えられる。 

(7) 未照射被覆管を用いた各種試験を実施し、試験の基礎となる比較データを採取、ま

た、海外照射燃料の輸送、照射容器の製作を予定通り終了している。 

(8) RIA 時の燃料挙動について，より合理的な安全基準の策定に資するデータ等を着実

に集積した。加えて，多軸応力負荷試験機を整備し，来年度以降に備えた。 

(9) （平成 23 年度から実施する試験の準備が、計画通りに進捗している。また、現行

型の燃料を対象とした試験により、RIA 時の燃料破損しきい値に関するデータ範囲

が拡張された。LOCA 時の挙動に関しては、高燃焼度における安全余裕が確認され

ると共に、MOX 燃料とウラン燃料との間で破損限界に差異が無いことが示された。） 

(10) 必要とされる範囲の比較データ取得、及び試験装置設計・製作などに関し、目標と

している成果が得られていると判断される。 

(11) BWR では現行型、PWR では MOX 燃料の RIA 試験データが取得されており、目

標は達成している。 
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研究の成果 
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(12) 試験準備、予備試験等が予定通り進行している。また、前年度までに取得した高燃

焼度ウラン燃料、MOX 燃料の破損限界等のデータについては、評価・解析を着実に

進めている。 

(13) MOX とウラン燃料で差異がないことが確認できた。 

(14) 長期の研究計画の中で， 終目標を達成するに十分なレベルの成果を得た。 

(15) 必要とされるレベルの比較データ取得、及び試験装置設計・製作などに関し、目標

が達成されていると判断される。 

(16) 成果（データ）の質に関する目標設定がないので、まだ試験点数が少ない段階では

評価が難しい。ただし、これまでの試験から、今後目標を満たすデータを取得可能

なレベルまで知見を蓄積していることは確かであると考える。 

(17) これまでに蓄積された知見が個別の安全審査に活用されている。従って，本年度に

着実に蓄積されたデータ・知見も，将来的に活用される見通しは高い。 

(18) 現行型の燃料を対象とした試験により、RIA 時の燃料破損しきい値に関するデータ

範囲が拡張された。LOCA 時の挙動に関しては、高燃焼度における安全余裕が確認

されると共に、MOX 燃料とウラン燃料との間で破損限界に差異が無いことが示され

た。また、平成 23 年度から実施する試験の準備が、計画通りに進捗している。 

(19) 得られた知見は今後の安全審査に活用可能と判断される。 

(20) まだ試験が始まったばかりであり、試験データが少ないので断定はできないが、今

後、着実なデータの蓄積が期待できるので、改良型燃料に対する安全審査への重要

な情報提供が望めると考える。 

(21) 前年度までの成果については、個別審査等の評価において活用されており、今後実

施される改良燃料による成果についても有用な活用が期待される。 

(22) 海外での発表も含め、適切に成果は公表されている。 

(23) 論文 12 件，国際会議報告 48 件は，2006 年から 5 年間の成果としては，良好で

ある。 

(24) これまでに得られた成果に関して、論文、国際会議報告、口頭発表などが行われて

いる。 

(25) 成果の公表は十分に行われている。 

(26) 安全研究という実務的色彩が強い分野ながら研究成果の公表については、非常に積

極的に行っており、高く評価できる。また、国際学会での発表も多く、これはこの

分野での海外からの評価の高さを表すものである。 

(27) 論文投稿を着実に進めており、評価できる。 

(28) 準備段階での成果をベースに研究計画に則り，着実に研究を実施すると共に，成果

を広く公開して安全規制に資する姿勢が認められる点を評価し，総合評価はⅡとす

る。 
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(29) 平成 23 年度から実施する照射試験、照射後試験で、改良型燃料に対する知見、デ

ータを得るための準備が、計画通りに進捗している。また、現行型のウラン及び MOX

燃料を対象として、これまでに実施された RIA 試験及び LOCA 試験によって、高燃

焼度燃料を装荷した原子炉の安全審査における判断材料が取得されている。 

(30) 着実に研究を推進しており、次年度からの具体的な成果が期待できる計画も多数見

られる。 

(31) データが出始めたところであるので、インパクトの大きさを適正に判断するにはも

う少し進捗を見る必要があるが、着実に進んでいると評価できる。 

(32) 安全規制のニーズに的確に対応した計画で、かつ過去に蓄積した多くの経験、知見

を基礎に試験が遂行されており、目的にかなった有用な成果が期待できる。 

＜提言、改善意見＞ 

(33) 照射材の試験は、輸送やホットラボでの試験という多くの困難と時間が伴うものが

多いが、安全上どうしても実施する緊急性、重要性の高い研究でもあるので、着実

に研究を遂行して欲しい。また、この分野への資源配分も直接的な成果の如何にか

かわらず、配慮をお願いしたい。 

＜感想、期待＞ 

(34) 前年度までに取得した高燃焼度ウラン燃料、MOX 燃料の破損限界等のデータの評

価・解析を通して、安全審査指針の評価基準の妥当性を確認できる知見を得ており、

今後実施される改良燃料による試験においても有用な知見が期待される。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 研究計画に則り，着実に研究を実施すると共に，成果を広く公開して安全規制に資する姿勢が認めら

れる点を評価し，総合評価はⅡとする。 

(2) 平成 23 年度から実施する照射試験、照射後試験で、改良型燃料に対する知見、データを得るための

準備が、計画通りに進捗している。また、現行型のウラン及び MOX 燃料を対象として、これまでに

実施された RIA 試験及び LOCA 試験によって、高燃焼度燃料を装荷した原子炉の安全審査における

判断材料が取得されている。 

(3) 着実に研究を推進しており、次年度からの具体的な成果が期待できる計画も多数見られる。 

(4) データが出始めたところであるので、インパクトの大きさを適正に判断するにはもう少し進捗を見る

必要があるが、着実に進んでいると評価できる。 

(5) 安全規制のニーズに的確に対応した計画で、かつ過去に蓄積した多くの経験、知見を基礎に試験が遂

行されており、目的にかなった有用な成果が期待できる。 

＜提言、改善意見＞ 

(6) 照射材の試験は、輸送やホットラボでの試験という多くの困難と時間が伴うものが多いが、安全上ど
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うしても実施する緊急性、重要性の高い研究でもあるので、着実に研究を遂行して欲しい。また、こ

の分野への資源配分も直接的な成果のいかんにかかわらず、配慮をお願いしたい。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 中間貯蔵施設の安全性に懸かるテーマであり、適切である。 

(2) 建設中の中間貯蔵設備の長期健全性評価の実証データ整備が目的であり、重要性、

緊急性ともに非常に高いと考える。 

(3) 金属キャスクによる中間貯蔵施設「リサイクル燃料備蓄センター」の運転開始に向

けて、その安全性に係る課題について検討・整理することを目的としており、妥当

である。 

(4) 具体的かつ定量的な適切な目標となっている。 

(5) 具体的、定量的な目標設定がなされている。 

(6) 中性子吸収剤の品質評価試験、長期密封性能評価試験等を行い、臨界防止機能や密

封機能に関する裏付けデータの拡充を図ることを目標としており、適切である。 

(7) 適切な計画である。 

(8) 長期健全性評価のキーとなる事象や部位に着目して実証試験データを採取し、国の

技術基準等へ直接反映する計画となっている。 

(9) 金属キャスクによる中間貯蔵施設「リサイクル燃料備蓄センター」の運転開始に向

けて、各種の試験を行う計画であり、適切である。 

サ－14 

（終了） 

中間貯蔵設備長期健全性等試験 

（保安院による直接委託事業） 
Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 実験・解析により、現象の解明、評価手法の高度化と、それに基づいた合理的な対

策の提示がなされており、目的達成に十分なレベルを超える成果が得られたと考え

られる。 

(2) 具体的な金属ガスケットの従来知見を超えたさらなる有効な評価方法の提案、バス

ケット材料の適用性の確認等目標を十分達成している。 

(3) 実物大の貯蔵容器密封モデルにおいて発生した蓋間圧力低下の原因が究明され、金

属キャスクの蓋閉め作業で留意する点が明らかになった。また、金属ガスケットに

残存する弾性復元力の予測式を提示･検証し、動的及び静的な機械荷重に対する密封

性能評価が可能となった。これは目標を達成するために十分なレベルの成果である。 

(4) 信頼できる良好な成果が得られており、それに基づいた成果の活用が期待できる。 

(5) 成果は、現在建設中の中間貯蔵用金属キャスクに反映でき、有効性・有用性は高い。 

(6) この成果は、今後、中間貯蔵施設向けキャスク輸送の本格化に伴い、金属キャスク

の蓋閉め作業及び金属ガスケットの密封性能評価に係る安全規制に役立てることが

できる。よって、期待したとおりの成果の活用が行われる見通しである。 
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●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1)国際的にも貴重・有用な成果である。 

Ⅲ 
＜提言、改善意見＞ 

(1) 残り 1 年しかないので、評価ガイド作成をしっかりとまとめて欲しい。 

Ⅲ 

＜否定的コメント＞ 

(1) 成果の中で「暫定的であるが」と書かれているが、この意味は何か。 

(2) 残り 1 年であることを考えると、評価審査マニュアルの改訂案程度は示して欲しか

った。 

(3) JEAG4623 への反映の方針を示して欲しかった。 

材－1 

（継続） 

電気計装設備の健全性評価技術調査

研究 
Ⅲ ●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 電気ペネトレーションの長期健全性は順調に実施されている。 

(2) ケーブル布設環境等の実機調査も順調に進み、H22 年度は十分な成果が得られている。 

＜否定的コメント＞ 

(3) 「事前劣化条件」は「想定使用条件」が決まれば一義的に決まるものと考えられる。試験結果や材料

により（同じ使用条件として）劣化条件を変更するのは理解できない。 

＜提言、改善意見＞ 

(4) 活性化エネルギーを求めているが、その値の持つ意味を考察すべきである。また、その有意差、精度

についても考慮してほしい。 

Ⅲ コメントなし 材－2 

（終了） 

高照射量領域の脆化予測 Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 概ね計画どおり進捗した。 

(2) 成果が JEAC 新脆化予測式の技術評価の根拠データとして活用されたことは評価

される。 

＜否定的コメント＞ 

(3) 照射脆化に対する貴重なデータが集積された。しかし、未解明要素も多く残った。 

(4) クラスタ堆積率と加速照射の影響の関係、高照射領域における遷移温度移行量の予

測精度など解決すべき課題が多く残されている。 

＜感想、期待＞ 

(5) PVP で発表した論文は journal に投稿して欲しい。 
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●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 貴重なデータが得られている。今後の活用が期待される。 

(2) 概ね計画どおり進捗した。成果が JEAC 新脆化予測式の技術評価の根拠データとして活用されたこ

とは評価される。しかし、現象として未解明な部分も多く、今後の重要性を鑑みると、更なる研究の

推進が望まれる。 

(3) 高照射量を受けた照射材の脆化を予測するために加速照射試験を実施し、多くの試験成果を得るとと

もに新脆化予測式（JEAC-2007）の根拠データを提供した。 

(4) 更に当初想定していなかった照射材に対する等、焼鈍試験結果から照射脆化の主要因に関する知見

を得ていることは評価される。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 目的は当初のものと若干変更になったが、的確な見直しが行われている。 

(2) 目標の設定は妥当である。 

(3) 圧力容器胴部へ補修溶接を行う可能性が極めて低い状況であるために，低合金鋼に

対する試験を中止したのは、的確な判断であった。 

＜提言、改善意見＞ 

(4) H23 年度に、実験を残していることには不安を感じるが、研究成果の活用に対して

も十分な検討時間を確保して欲しい。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 事業計画の見直しがあったためか、多少実験計画が遅れ気味に感ずる。 終年度に

向けて、着実に進めて欲しい。 

(2) 照射材溶接部の健全性評価にかかわる貴重なデータが集積されている。今後、対外

発表等を通じてレベルの位置づけが明確化されるものと考えられる。 

＜否定的コメント＞ 

(3) 成果の公表が不十分である。積極的な公表を望む。 

＜提言、改善意見＞ 

(4) 残り 1 年間で、実験も行い評価ガイドまで結びつけるためには、スケジュールが困

難と予想される。評価ガイドが不完全にならないよう望む。 

材－3 

（継続） 
照射材溶接部の健全性評価手法実証 Ⅲ 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 22 年度見直し作業は順調に施工された。 

(2) 見直し後の試験結果は妥当である。 

＜提言、改善意見＞ 
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(3) 再照射材の耐食試験材の表面の「傷」についてもその大きさを踏まえ、きちんと解析していただきた

い。 

(4) 事業計画を途中で見直したのでやむない面もあるが、計画が遅れがちである。次年度、評価ガイドま

で、着実に結びつけることを望む。重要なデータが得られているにもかかわらず、公表されていない

のは残念である。積極的な公表を望む。但し、 終年度（H23 年度）までの時間的余裕は少なく、

維持規格等の技術評価根拠の資料作成を望む。 

Ⅲ コメントなし 

Ⅲ 

＜提言、改善意見＞ 

(1) IASCC 評価ガイドの改訂方針も早い段階で明らかにして欲しい。 

＜感想、期待＞ 

(2) 公表できる成果が期待される時期ではない。 材－４ 

（継続） 

照射誘起応力腐食割れ健全性評価法

検証 
Ⅲ 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) IGSCC と IASCC の両者を意識したとき、規制側として何をなすべきか、考え方の整理を期待する。 

(2) 解析結果の有効性を示す実態データがあると良い成果につながると考える。 

(3) ８年計画の２年度目であり、 終目標に対しては大きな成果が得られていないが、H22 年度成果は

目標に到達している。 

Ⅲ 
＜否定的コメント＞ 

(1) 照射量の少ない領域での非保守性を問題としているが、そもそもあまり重要度の高

くない領域であり、この領域の研究を行うことの意義が不明確である。 

Ⅲ 
＜感想、期待＞ 

(1) 未だ成果が見える段階でない。 

(2) 今後の成果発表に期待する。 
材－5 

（継続） 

低炭素ステンレス鋼 SCC 進展への

中性子照射影響実証 
Ⅲ ●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) H22 年度の成果としては十分であり順調に進捗している。 

＜否定的コメント＞ 

(2) 23 年度計画にあるように全体計画をぜひ見直していただきたい。 

＜感想、期待＞ 

(3) （材料－４を踏まえて）IGSCC と IASCC の両者を意識したとき、規制側として何をなすべきか、

考え方の整理を期待する。 
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(4) ７年計画のうち４年度目であり、まだ 終目標である照射後試験が実施される時期に達していない。 

Ⅲ コメントなし 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) き裂進展速度のデータは大きくばらついており、一部のデータのみを採用して得ら

れた結論を基にして提案につなげるのは好ましくない。 

＜否定的コメント＞ 

(2) 「き裂進展速度の勾配を変えること」が 終的な結論であり、NISA 文書の改訂に

活用する」とあるが、データの採取について一考の余地があると思われる。拙速に

「改訂に活用する」のは勧められない。 

＜提言、改善意見＞ 

(3) SCC き裂進展特性を評価するという観点からして、き裂進展速度にこだわり過ぎて

いるために、無駄な測定を行っていないかどうかを検討して欲しい。 

(4) 低 K 値領域で、き裂の停留を無視した上で、進展速度について 2σの位置で評価す

るのは、現実離れして、過剰な評価になっている可能性がある。適切な安全裕度と

いう視点も、視野にいれてもらいたい。 

(5) 論文誌に投稿されていないのが物足りない。 

(6) 更にガイドライン改訂への努力を望む。 

材－6 

（継続） 

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 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) ３年計画の 3 年度目であり、 終目標であるガイドライン作成のための基礎資料は得られている。

特に H22 年度の試験データの取得は十分である。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 大飯 3 号原子炉容器出口管台で、実際に検出された事実を出発点としており、目的

は具体的である。 

(2) Ni 基合金 SCC に係る先行研究の成果をふまえて策定されており、妥当である。 

＜提言、改善意見＞ 

(3) SCC き裂の模擬性を十分に確認して欲しい。また、事前に解析で確認できることは

十分に検討し、その後条件を絞ってから試験を実施することが望ましい。 

Ⅲ 
＜感想、期待＞ 

(1) 初年度が終わった段階であり、具体的成果は未だ得られていない。 

材－7 

（継続） 
PWSCC 健全性評価法検証 Ⅲ 

●総合コメント 



 

5
8

研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

＜肯定的コメント＞ 

(1) ４年計画の１年度目の成果であり、H22 年度は順調に進行している。 

＜提言、改善意見＞ 

(2) 初年度が終わった段階であり、研究成果は今後期待される。SCC き裂の模擬性を十分に確認して欲

しい。また、事前に解析で確認できることは十分に検討し、その後条件を絞ってから試験を実施する

ことが望ましい。 

(3) 実証試験には多くの困難が伴う可能性があり、可能であるならば、H23 年度は解析を中心に全体工

程をより具体的で明確化するように検討してほしい。 

Ⅲ コメントなし 

Ⅲ 
＜感想、期待＞ 

(1) 計画段階で、成果はこれから得られるものと期待される。 

材－8 

（継続） 

ニッケル基合金異材溶接部のき裂進

展評価技術検証 
Ⅲ 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) ６年計画のうち２年度目であり、H22 年度目標の試験条件の作成及び解析評価法に関しては十分に

進捗している。 

＜提言、改善意見＞ 

(2) 主として応力に着目した検討を進めているが、「異材溶接部の SCC」であることを考慮し、冶金学、

腐食の立場からの検討も進めるべきである。 

(3) 本研究は SCC き裂の圧力容器への進展の可能性の有無を検討するのであるから、従来解析より詳細

なメッシュサイズの検討が望まれる。 

Ⅲ コメントなし 

Ⅲ 

＜提言、改善意見＞ 

(1) 研究プロジェクトの折り返し点に来ているので、そろそろ非破壊検査判断基準のた

めの評価ガイドの展望を示して欲しい。 

(2) 成果は学術誌への投稿が望ましい。 材－9 

（継続） 

原子力発電所の非破壊検査情報の収

集整備 
Ⅲ 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 非破壊検査技術に関する検査性を評価するための知見整備を実施することによって、NISA 文書で規

定されているパラメータの検出可能性・精度を明らかにしている。H22 年度は順調に推移している。 

(2) 特に国際共同研究への積極的参加は評価される。 

＜提言、改善意見＞ 
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(3) 終的にはシミュレーションと実態との整合性が工学的に説明できるようにしていただきたい。 

Ⅲ コメントなし 

Ⅲ 
＜提言、改善意見＞ 

(1) 欠陥深さに対応する検出確率のデータは今後のリスク情報活用等で重要になるの

で、有効活用を図ってほしい。 
材－10 

（継続） 

ステンレス鋳鋼の高精度非破壊検査

技術検証 
Ⅲ ●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) ５年計画の２年目であり、ステンレス鋳鋼の超音波技術に関して（１）基礎データ取得、（２）欠陥

検出・サイジング、（３）シミュレーション技術の検討など研究が順調に進捗していることが理解で

きる。 

＜提言、改善意見＞ 

(2) 規制機関／事業者の立場を明確にした研究目的・実施計画とされたい。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 広い研究分野をカバーしておりチャレンジングである。 

＜提言、改善意見＞ 

(2) 基礎的な知識基盤を拡大するという目的は妥当であるが規制ニーズとの関係を明確

にするべき。 

＜感想、期待＞ 

(3) 適切な計画であるが「高度化」という用語はやや曖昧な感じを受ける。 

Ⅲ 
＜提言、改善意見＞ 

(1) 技術基盤データベースは広く公開し、活用の促進を図って欲しい。 材－11 

（終了） 

高経年化対策強化基盤整備事業 

（保安院による直接委託事業） 
Ⅲ 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 知識基盤の拡大という観点から十分に評価に値する。 

＜提言、改善意見＞ 

(2) JNES と MRI との担当内容の役割分担を明確にし、両者の成果を有機的に統合し、有効的活用につ

なげられたい。 

(3) 今後この成果を JNES の成果になるように利用することが重要である。 

＜感想、期待＞ 

(4) 本テーマは「高経年化プラントの安全性に対する科学的検証のための研究」であり、他テーマとは

その立ち位置が異なる。 
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) とても高いニーズがあると認識している。 

＜否定的コメント＞ 

(2) 挙げられた研究テーマはいずれも、JNES の中で先行研究おこなわれてきたもので

あり、改めて大きな予算をとって実施することの意義が不明確。本来、先行研究の

中で実施すべき内容にも見える。明確な説明を求める。 

(3) 多額かつ多人数の資源をつぎ込む事業の説明としては十分には理解できない。 

(4) 先行研究の成果を再整理することにより、新たな活用法を模索するなど、必ずしも

新規の実験研究にこだわらなくともよいのではないか。 

(5) 不明確で評価できない。現状・今後の進展を示すべきではないかと考える。 

(6) 目的、目標に記載した内容に応じて、見直しをしてほしい。 

材－12 

（新規） 

高経年化技術評価高度化事業 

（保安院による直接委託事業） 
Ⅲ 

●総合コメント 

＜否定的コメント＞ 

(1) 重要性は認めるが、個票のみでは理解できない。 

(2) 福島原発の事象が発生する中で、ほんとうに予算の有効活用につながっているのかどうかを見直して

欲しい。他に優先度の高いテーマがあるのであれば、予算はそちらに回すべきではないかと考える。 

(3) 科学的・基盤的な情報の拡充とともに、規制機関の研究にふさわしい規制ニーズへの展開を望む。 

材－13 

（継続） 

軽水炉燃材料詳細健全性調査 

（保安院による直接委託事業） 
Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 炉容器の照射脆化、炉内構造物の IASCC 評価手法をテーマとして取り上げており、

新の技術動向を適切に反映したテーマ選定となっている。 

(2) 軽水炉炉内構造物の高経年化対策という重要な課題に対して適切な目標設定がなさ

れている。 

(3) 委託研究のテーマ設定は、受託者と相談はあってしかるべきだが、本来委託側が責

任を持つものである。ホットの施設を維持することにより、原子力安全確保に必要

な基盤技術を守るというのは保安院の判断のはずである。技術が失われるのをこう

して防ぐ、それにより安全確保に大きなプラス、ということであれば、評価基準Ⅰ

と考えてもよい。 

(4) 経年劣化対策は喫緊の課題と言え、その対応は極めて重要と考えられる。ここで挙

げた課題は日本原子力研究開発機構の持つ資源を有効に活用すべきものであり、目

的は極めて妥当と思われる。 

(5) 高経年化対策を的確に実施するためには，原子炉圧力容器鋼および炉内構造物の中

性子照射下での健全性評価が重要である。本研究は健全性評価に必要不可欠な実証

データの蓄積を目的としており，その重要性は高い。 

(6) 本研究は、長期運転プラントの高経年化事象に対する評価手法の妥当性確認に向け、

技術的根拠を整備することを目的としており、規制側のニーズに対応したテーマで
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

ある。 

(7) 高経年化プラントの安全評価に必要な照射脆化データは極めて限られている現状か

ら、安全規制の観点からの本計画に対するニーズは高く、重要性は卓越している。 

(8) IASCC のための装置設置、部品製作については課題達成のためのプロセス管理目標

としては妥当である。 

(9) 照射中 IASCC き裂進展試験および照射中水化学試験など，照射中の材料挙動の把

握を意図する実験項目は，目的達成にとって妥当な目標である。 

(10) 対象とする試験材料や照射条件は明確であり、具体的な目標設定がされている。 

(11) H24 年開始の照射試験、25 年開始の IASCC 試験に対し、目標を達成するための

適切な計画となっているものと判断される。 

(12) 照射試験に必要な施設の整備、照射装置の開発・製作等が、これまでの豊富な技術

蓄積や当該施設で経験を積んだ人材を有効に生かして進められている。 

(13) 基盤技術喪失のリスク、という外的条件の変化に、基盤課が適切に対応したと評価。 

(14) 外的環境の変化等による計画見直しの必要性は生じていない。 

＜否定的コメント＞ 

(15) 11 年計画のうち 6 年間を準備に当てるのは，やや長いと感ずる。 

＜提言、改善意見＞ 

(16) 計画を明示することが望ましい。 

(17) 目標達成のために計画の年次展開を立案していると思われるので、各年度のマイル

ストーンが示されるとなお良い。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) まだ施設整備段階なので、計画通りは 善の結果。「計画を大幅に上回る進歩」が

あったとすれば、計画が悪かったことになる。 

(2) 非照射材料特性の評価開始，照射中 IASCC 試験の基本動作確認作業などが計画通

りに実施されている。 

(3) 施設の整備、照射装置の開発・製作等が予定通り進捗している。 

(4) 基本機能確認が終わっており、目標達成が可能なレベルにあると想定される。 

(5) 非照射材の比較データの評価、試験装置の整備等に関し、必要とされるレベルの成

果が得られている。 

(6) 照射装置の技術開発は進んでおり、経験を生かした高度な手法が適用されている。 

(7) 保安部会小委員会報告書作成に寄与した。 

(8) 機能が当初狙い通りに発揮されれば、成果は十分期待できる。 

(9) 試験結果については有効な活用が期待される。 

(10) 施設整備段階では、論文は困難なはず。外部への報告がきちんとなされているので、

十分と考える。 
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研究の成果 

コメント 

     

(11) 試験計画や技術開発の成果等について内外の学会等への発表を活発に行っている。 

＜否定的コメント＞ 

(12) 目標達成のための各年度のマイルストーンが示されていないので、目標達成に向か

った進捗があるかどうかの判断が難しいところがある。 

＜提言、改善意見＞ 

(13) 今年度に得た非照射条件下のデータが、平成 24 年度以降に得られる照射データと

合せて将来活用されることを期待する。 

＜感想、期待＞ 

(14) 2009 年、2010 年に国際会議に発表した研究は、早い時期に公刊論文として公表

することを期待する。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 材料劣化・経年劣化技術に関する貴重な成果が多く得られていると思われる。加えて、将来に向けた

試験設備の整備も着実に進めるなど、高く評価できる。 

(2) 「装置整備」という計画上、成果がアピール力を持つことは難しいが、このような地道な成果が信頼

できるデータを生み出す元となる。 

(3) 平成 24 年度の照射実験に向けて非照射材料の評価を開始するなど準備が整ってきた。 

(4) 計画としては、まだ試験準備段階であるが、施設の整備、照射装置の開発・製作等が予定通り進捗し

ている。 

＜提言、改善意見＞ 

(5) JAEA 内の他部門との密なる連携や大学などの他研究機関との共同研究をより積極的に推進される

ことにより、さらに多くの成果がえられ、成果の高度化も期待できると考えられる。産官学の連携を

促進いただきたい。 

(6) 学協会規格の妥当性確認のため、規格の現状を踏まえ、具体的な試験内容を今後詰めていくことを

希望したい。 

プ－1 

（継続） 

安全評価技術の整備、核特性評価技

術の整備 
Ⅲ Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 規制ニーズが非常に広範囲且つ多岐にわたっており、それらに相当したテーマが設

定されている。 

＜否定的コメント＞ 

(2) 予算、時間、人員数の効率化、 適化が図られているとは言えないと思った（←予

算と専業者数の年度展開が画一的なところからそのように思われる） 

＜提言、改善意見＞ 

(3) 目的を達成するために、すこしオーバー目の目標設定になっている。適切ではある

が、目的を確実に達成するには、目標を適宜柔軟に調整することを検討されてはど

うかと思う。 
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Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 少ない人員で良くやられていると思う。 

(2) 計画以上に成果が上がっている。 

(3) 仕事の成果としては十分に評価できるものである。 

(4) さらに発展性があると考えられる。 

(5) 積極的に公表している。 

＜提言、改善意見＞ 

(6) 目標がオーバー目であるので、想定以上と評価しにくい構造になっている。 

●総合コメント 

＜提言、改善意見＞ 

(1) 新核データライブラリーJENDL-4 のＣＡＳＭＯコードへの組み込みを早急に実施し、より精度良

く解析が行えるように整備してほしい。従来の、JENDL-3.3 との比較の基に相違についても考察を

加えてほしい。JENDL-4 の充実した共分散データを活用し、不確かさ評価についても実施してほ

しい。 

Ⅲ 
＜提言、改善意見＞ 

(1) 具体的な工夫は評価委員会で紹介されなかったので、評価が付けられない。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 目標を達成していると思われる。 

(2) 積極的に公表している。 

(3) 論文発表は、昨年を上回る件数を達成しており。技術的にも高い評価をえている。 

＜提言、改善意見＞ 

(4) ほぼ計画どおり進捗しているが、予算・人員が計画を下回っている。 

プ－2 

（継続） 

全 MOX 炉心核設計手法信頼性実証

試験 
Ⅲ 

●総合コメント 

＜提言、改善意見＞ 

(1) 新核データライブラリーJENDL-4 へのタイムリーな取り組みは評価できる。従来の JENDL-3.3

を使用した場合と異なる結果が出たものについては、分析を進めて、適用性、改善点等を検討してほ

しい。 

Ⅲ コメントなし 

Ⅲ 
＜提言、改善意見＞ 

(1) 化学影響についての評価マニュアルは、広く関係機関で活用できるようにしてほし

い。 

プ－3 

（継続） 

PWR サンプスクリーン閉塞事象に

関する調査・試験・解析 
Ⅲ 

総合コメントなし 
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Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 過酷事故の対応策の立案のため非常に重要である。 

(2) 状況の変化に対応している。 

(3) 年度ごとの目標設定が妥当な進展速度に沿ったものになっている。 

(4) 学会標準に対する対応やプラント毎の状況に合わせる対応など状況の変化に対応し

ている。 

＜否定的コメント＞ 

(5) 代表物質でなく、有毒物質個別に評価を変更したことについては、事前の予備調査

が十分でなかったという感じを受ける。 

Ⅲ 

＜提言、改善意見＞ 

(1) 可能な形で結果を公開し、専門家間の議論に付して、実施の際の障害を除去してお

くべきものと思う。 

(2) 個別のプラントの状況などを考慮すると学術論文にはなりにくいと思うが、得られ

た成果は事業者の参考になると思うので、安全評価ＷＧにおける発表だけではなく、

公表の方法を検討してほしい。 

＜否定的コメント＞ 

(3) 計画変更が影響して成果が出なかったのか。 

プ－4 

（継続） 
被ばく評価手法の高度化研究 Ⅲ 

●総合コメント 

＜否定的コメント＞ 

(1) 計画変更の理由は理解できるが、事前調査の観点から不十分と考え、Ⅳという評価とした。 

Ⅲ コメントなし 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) こういう解釈が難しいテーマほど公開して、議論に耐えるものとすることが大事で

ある。 

＜感想、期待＞ 

(2) 成果を積極的にＰＲしてほしい。 

(3) 今後、タイムリーな成果の発表に期待したい。 

プ－５ 

（継続） 
検査基盤整備 Ⅲ 

●総合コメント 

＜提言、改善意見＞ 

(1) ＱＭＳリスクモニターシステムの整備、運用については、どの範囲まで行うのか、対象事象等を明確

にして、効率的に進めてほしい。 
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

Ⅲ 

＜提言、改善意見＞ 

(1) 現時点では妥当と考えるが、従来のシビアアクシデント解析の成果だけでなく、今

回の地震で起きた事象に関する情報も収集してリアルタイムで計画を検討・修正し

てほしい。 

Ⅲ 

＜否定的コメント＞ 

(1) 成果の公表が控えられているので、評価できないが平均点のⅢでよい。 

＜提言、改善意見＞ 

(2) 過酷事故時の避難計画などの参考にするには、解析の結果がステレオタイプになっ

ており、当初案としては仕方がないかもしれないが、今後の事故時への適用方策を

考えておくべき。 

(3) 重要な研究であるが現時点ではまだ結果の評価はできない。得られた成果について

は学会発表と言うより、ＰＲや実地訓練の形で公表してほしい。 

＜感想、期待＞ 

(4) 途中段階であり、今後の成果の発表に期待したい。 

プ－6 

（終了） 

実効性のある防護対策要領の整備検

討 
Ⅲ 

●総合コメント 

＜提言、改善意見＞ 

(1) シビアアクシデントシュミレーションの整備については、予算額が大きいので、Ｈ２２，Ｈ２３年度

の実施内容を具体的に記述してほしい。 

Ⅱ 

＜提言、改善意見＞ 

(1) Ｈ２４からＨ２６年度の予定金額が大きいので、実施内容を具体的に検討し、効率

的に実施してほしい。 

＜感想、期待＞ 

(2) 今回の事故（福島第一原子力発電所）を先取りした計画であり、成果が急がれる。 

プ－7 

（新規） 
事後・復旧対策の整備 Ⅱ 

総合コメントなし 

Ⅲ 

＜提言、改善意見＞ 

(1) 建屋内の水素蓄積問題や、電源の復旧のための複数回線の確保、燃料被覆管の健全

性確保のための対策など、本格的な過酷事故に至らせないための対策が必要という

ことが今回の事故（福島第一原子力発電所）で判明したと思う。 

(2) 外国に比べ我が国は BWR が多いので、BWR の過酷事故研究を我が国が率先して進

める必要性が高い。 

プ－8 

（継続） 

軽水炉のアクシデントマネジメント

に係る知識ベースの整備 
Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 成果が上がっている。 



 

6
6

研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(2) 積極的に活用している。 

(3) 積極的に公表している。 

＜提言、改善意見＞ 

(4) ＯＥＣＤプロジェクトに関する成果の発表については、公表までに時間がかかるの

が、タイムリーに成果の発表を実施してほしい。 

●総合コメント 

＜提言、改善意見＞ 

(1) ＯＥＣＤ等との国際協力の基に、効率的に研究がすすめられている。 

(2) ２２年度の評価としてはこのままでよいと思うが、今回の事故についてもリアルタイムで取り入れて

今後予定されているレビューに活用するとともに、既に行ったレビューについても見直してほしい。 

Ⅲ 
＜感想、期待＞ 

(1) 水素処理が計画されている程度のものでは間に合わないとは思っていたが、福島事

故でそれが証明された。 

Ⅲ 
＜肯定的コメント＞ 

(1) 積極的に公表している。 プ－9 

（継続） 

シビアアクシデント晩期の格納容器

閉じ込め機能の維持に関する研究 
Ⅲ 

●総合コメント 

＜提言、改善意見＞ 

(1) MELCOR コード解析結果を分かりやすく示すという観点から、アニメーション化は有効であると思

う。 

(2) ２２年度の評価としてはこのままでよいと思うが、今回の事故についてもリアルタイムで取り入れて

研究を進めてほしい。 

Ⅲ 

＜否定的コメント＞ 

(1) 本評価者はこのような切り口での火災の取り上げ方に疑義をもっている。火災を可

燃物からとらえるだけでは不十分で、高圧電気系の保護強調の問題として研究する

べきである。 

プ－10 

（継続） 

火災防護対策の高度化に係る調査・

試験 
Ⅲ 

Ⅲ 

＜否定的コメント＞ 

(1) 消防庁と同じ視点での成果は、規制機関の成果としてほぼ意味がない。 

(2) 本研究の趣旨は原子力施設における一般火災、電気火災に関するものと理解してお

り、その成果は学会発表には向かないかもしれない。むしろ原子力関係者に対する

通常火災に関する啓もうの観点から、火災対策官の研修だけではなく、原子力関係

者一般に対するＰＲの方法を考えてほしい。 

＜感想、期待＞ 
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(3) 計画が始まったばかりであり、今後の公表に期待したい。 

●総合コメント 

＜提言、改善意見＞ 

(1) 国内外の研究機関との協力の基に効率的に検討を進めてほしい。 

(2) 火災ハザード解析コードの目標精度を設定できると良いと考える。 

Ⅲ コメントなし 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 多くの成果が上がっている。 

(2) 具体的に活用されている。 

＜否定的コメント＞ 

(3) 外 部 電源 喪失 事 故は この よ うな 検討 で は評 価で き ない こと が 分か った 。

WASH-1400 の昔から、2 機以上の非常用 DG は無意味とされており、そのよう

な点での検討が不足している。 

プ－11 

（継続） 

活用が進みつつあるテーマの規制基

準や実施方法の作成 
Ⅲ 

●総合コメント 

＜提言、改善意見＞ 

(1) 近の保守管理の不適合事例の評価手法検証を確度の高いものしていくために、過去のデータも蓄積

していくことが必要と考える。 

Ⅲ 
＜肯定的コメント＞ 

(1) テーマを分割することにより目的がより明確になったと思う。 

Ⅲ 
＜提言、改善意見＞ 

(1) 学会である必要はないので成果のＰＲの方法を考えてほしい。 

(2) 論文になりにくいテーマであるが、今後公表のあり方も含めて検討してほしい。 

プ－12 

（継続） 

今後の活用テーマを検討するための

基礎的調査と試行 
Ⅲ 

総合コメントなし 

Ⅲ 
＜肯定的コメント＞ 

(1) テーマを分割することにより目的がより明確になったと思う。 

Ⅲ 
＜否定的コメント＞ 

(1) 他でも記したが、火災事故の解明の切口が不適切。他にもっと重要で典型的な事故

シーケンスがある。 

プ－13 

（継続） 

規制当局がリスク情報を活用するた

めの基盤整備 
Ⅲ 

●総合コメント 

＜提言、改善意見＞ 
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(1) 複数の火災伝搬コードの使用については、そのコードの目的、適用範囲、限界、精度等を明確にして

進めてほしい。 

Ⅲ 
＜肯定的コメント＞ 

(1) この案件は切り口としては重要性が高い。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 多くの成果が得られている。 

(2) 成果が広く活用されている。 

＜提言、改善意見＞ 

(3) 研究がソフト的な調査が多いのに、投入されている資源が多いのは少し目につきま

す。 

プ－14 

（継続） 

人間・組織に関わる安全規制要件整

備 
Ⅲ 

●総合コメント 

＜感想、期待＞ 

(1) データマイニング手法の適用については、使用例の分析等の基に効率的に進めてほしい。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) テーマを分割することにより目的がより明確になったと思う。 

＜否定的コメント＞ 

(2) この中で FPGA への規制研究というのは、どう考えても理解できない。これを研究

するくらいならその前に、コンピュータ制御の良し悪しを研究するべきである。半

導体素子の祖語の研究をしても意味がない。 

Ⅲ コメントなし 

プ－15 

（継続） 

ソフト面に係わるデジタルシステム

等の新技術導入に関する安全規制要

件整備 

Ⅲ 

●総合コメント 

＜感想、期待＞ 

(1) 今後ともデジタル計装制御技術分野で国際的なリーダーシップを発揮してほしい。日本の基準が、国

際的な基準となるよう努めてほしい。 

Ⅲ コメントなし プ－16 

（継続） 

設計・建設段階の規制に必要な安全

評価手法、解析コードの整備 

Ⅱ 

Ⅱ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) もんじゅの立ち上げを先導できるよう、より高度な研究が求められている。 

(2) 多くの成果が得られている。 

(3) 良い成果が得られている。 

(4) 成果が広く活用されている。 
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

●総合コメント 

＜提言、改善意見＞ 

(1) 高速炉核特性解析コードの核データライブラリーを 新の JENDL-4 に変更した解析で精度の確認

を進めてほしい。 

(2) 燃料安全解析コードについても、定常照射データでの精度評価を進めてほしい。 

(3) ＫＩＴでのＰＳＡレビュー結果については、指摘された課題についても検討し、反映してほしい。 

Ⅲ コメントなし 

Ⅲ 
＜肯定的コメント＞ 

(1) 良い成果が得られている。 

(2) 成果が広く活用されている。 
プ－17 

（継続） 

運転段階の規制に必要な安全評価手

法、規格・基準類の整備 
Ⅲ 

●総合コメント 

＜感想、期待＞ 

(1) 軽水炉等、先行炉の経験の反映は、積極的に実施してほしい。 

Ⅲ コメントなし 

Ⅲ 
＜肯定的コメント＞ 

(1) 成果が広く活用されている。 
プ－18 

（継続） 

規制の高度化のための規格・基準類、

安全審査要件の整備 
Ⅲ 

●総合コメント 

＜感想、期待＞ 

(1) 国際協力による情報交換の基に、技術基準への有効な反映を期待する。 

Ⅲ 
＜肯定的コメント＞ 

(1) 地震本部の報告書や安全審査の手引きの改訂に対応して、適切な研究課題を追加し

ている。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 活断層評価技術の整備をテーマとして、物理探査による活断層検知手法、変動地形

学的活断層調査・震源断層・地下構造推定手法の高度化、断層活動年代評価手法の

整備が進められた。 

耐－1 

（継続） 
活断層評価技術の整備 Ⅲ 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 重要な課題に取り組み貴重な成果を上げているとして高く評価される。 

(2) 地震本部の報告書や安全審査の手引きの改訂に関連した安全審査の手引き等へ対応するうえで、本研
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

究は、重要な成果を提示している。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 外的条件の変化に対応して、柏崎耐震国際 WS の開催、WA1 実施に必要な技術・デ

ータの洗い出し、計画案の策定が追加された。 

(2) 新 EBP の WA1: Seismic Hazard において JNES がリーダーシップをとることの

なったことと関連して、柏崎耐震国際 WS の開催、WA1 実施に必要な技術・データ

の洗い出し、計画案の策定が追加された。適切に対応している。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 断層モデル評価手法、応答スペクトル距離減衰式による地震動評価法、深部地盤地

震動観測技術、地震動伝播特性・サイト増幅特性の評価手法の高度化について研究

が行われた。順調に進捗している。 

＜提言、改善意見＞ 

(2) 本研究に大きな予算が必要であることはわかるが、耐 1-耐 10 の中では極めて大き

な金額が割り当てられている。他の課題に比べて、大きな予算となるテーマについ

ては、予算規模の妥当性に関する簡単な説明をつけてはどうか。予算的な視点から

も、評価を行うためにも。 

＜感想、期待＞ 

(3) 高温環境下での地震計の開発に期待する。 

(4) 原子力新興国の技術支援や世界的な規模での原子力施設の安全性向上への、さらな

る活用を期待する。 

耐－2 

（継続） 
強震動評価技術の整備 Ⅲ 

●総合コメント 

＜感想、期待＞ 

(1) 4 課題のうち、ⅢとⅣのフィールド研究は大変に重要な課題として成果が期待される。 

(2) 地震動評価に有用な数々の研究を実施し、成果をあげている。高温高圧下での地震計の開発も、期待

される。 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 新 EBP の WA1: Seismic Hazard において JNES がリーダーシップをとることの

なったことと関連して、H23 年度からの計画に、新 EBP への対応研究業務が追加

された。 

耐－3 

（継続） 

地震動超過確率評価に関わる技術の

整備 
Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 震源特定の難しい地震による地震動の超過確率評価手法の高度化、耐震安全審査へ

の新知見反映に向けた活断層データベース構築にむけた研究が行われた。進捗して

いる。 
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

＜感想、期待＞ 

(2) 成果は、将来的にも、広く安全審査にも活用されると考える。 

(3) 超過確率別の応答スペクトル評価の一層の推進、精緻化に期待する。 

●総合コメント 

＜提言、改善意見＞ 

(1) 順調に成果が上がっており、今後の発展と、学会への発表、論文投稿が望まれる。（特に、課題Ⅱに

ついて） 

＜感想、期待＞ 

(2) 成果は、超過確率の評価や、基準地震動策定における評価法やデータを提供している。成果は、広く

安全審査にも活用されよう。また、将来の IAEA の Safety Guide に反映される予定であり、今後の

進捗に期待する。 

Ⅲ コメントなし 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 建屋等の 3 次元解析、中越沖地震の知見を反映した地震応答解析、建屋等の非線形

解析、さらにクレーンの地震時挙動、機器・配管の解析にかかわる解析技術の高度

化やコード整備などの研究が、順調に進捗している。また、原子力施設の地震時安

全性の向上に寄与するであろう免震構造の、審査基準案の作成もすすめられた。 

＜提言、改善意見＞ 

(2) 着実に進められている点は評価されるが、権威ある学会などへの発表、論文投稿が

望まれる。Work Shop での発表は業績としての評価にはならない。 

＜感想、期待＞ 

(3) 成果は、クロスチェック解析へ活用された、今後の活用も期待される。また、ここ

での成果は、国際的な場での情報発信により、国際貢献にも結び付く。 

(4) Work Shop やシンポジウムでの公表が中心であるが、学術誌への論文発表が期待

される。 

耐－4 

（継続） 
構造健全性関連研究項目 Ⅲ 

総合コメントなし 

Ⅱ コメントなし 耐－5 

（継続） 

地震随伴事象関連研究項目 Ⅱ 

Ⅱ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 津波関連の研究と斜面に関する研究がすすめられ、順調に進捗している。実験を行

いながら、実験結果を再現可能な解析手法の開発の成果が得られている。斜面の安

定性の研究は質が高く、注目に値する。 

(2) 津波・斜面研究ともにクロスチェックへの活用と土木学会のガイドライン等への繁
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研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

栄、津波安全に関する JNES の国際貢献への活用がなされている、あるいは予定さ

れている。 

(3) 津波関連の成果は、土木学会論文集への多数の論文として公表されている。精力的

な論文発表を評価する。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 津波に関する研究は広い視点で実施されており、着実に成果があげられており、論文発表も多く、高

く評価される。 

(2) 流体の時間領域での挙動解析には大きな時間を必要とするが、計算時間短縮が可能な手法を開発して

いる。今後の研究遂行にとってメリットは大きい。斜面の研究も、実験と解析を並行して、順調にす

すめられ、注目に値する成果をあげている。 

Ⅲ コメントなし 

Ⅱ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 一般荷重を考慮した高経年化評価、地震荷重を考慮した高経年化評価、経年設備の

耐力試験、経年事象を考慮した確率論的解析コード整備について研究が行われた。 

(2) 地震時き裂進展評価においては、従来の手法でのき裂進展予測精度が良好でないこ

とが判明し、不規則荷重下の評価手法を提案している。 

(3) 機械学会論文集、ASME 論文集などの学術誌に精力的な論文発表がなされているこ

とは、成果の質の高さを証明するものである。 

(4) クロスチェックへの活用はもちろん、成果の一部は ASME の Code Sec. XI に採用

される見込みとなるなど、充分に活用されている。 

(5) 機械学会論文集、ASME 論文集などの学術誌に精力的な論文発表が行われている。

発表論文のひとつは、機械学会賞受賞候補となっている。 

耐－6 

（継続） 
経年化関連研究項目 Ⅱ 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 昨年度に引き続き、さらに研究が発展し、論文発表も多く素晴らしい。 

＜提言、改善意見＞ 

(2) 今後の課題として、ＪＮＥＳとしてこの研究成果をどう体系化し、共有化するか、があげられる。 

＜感想、期待＞ 

(3) 研究の量・質ともに、充実している。成果はクロスチェックに活用されている。安全規制に大いに役

立っている。成果の、精力的な有力学術誌への発表に関しては、敬意を表したい。今後の、ますます

の研究進捗を期待する。 



 

7
3

研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

Ⅲ コメントなし 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 地震 PSA 評価手法の高度化、多数基立地におけるリスク評価手法の高度化、随伴

事象に係る PSA 評価手法の高度化に関する研究が行われた。進捗している。 

(2) クロスチェックへの活用がなされている。IAEA 新 EBP として地震 PSA・多数基

立地サイト評価が提案され、採用された。 

＜否定的コメント＞ 

(3) 学術雑誌への発表により JNES の研究をアピールするという視点に立つと、今年度

の発表状況（これは現実には昨年度の成果であろうが）はやや物足りない。 

耐－7 

（継続） 

地震に係わる残余のリスク関連研究

項目 
Ⅲ 

●総合コメント 

＜提言、改善意見＞ 

(1) 実務的研究なのでやむを得ない点もあるが、まだ研究目的、研究目標に明確さ、具体性が欠けるよう

に思われる。どのような視点で評価すべきか悩ましかった。疑問符付きでのⅢである。 

(2) 残余のリスクの定量的評価は重要であり、各プラント間のリスクの相対的な比較に有効となる。た

だし、リスクの絶対値の評価には数々の仮定が前提となることから、評価値が唯一絶対のものでない

ことを認識しておく必要はある。 

Ⅲ コメントなし 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 重要設備の限界耐力把握、設備応答の精緻化、裕度定量的評価に向けたコード等の

整備に関して、研究は進捗している。 

(2) 目標に向けて、研究成果は得られている。 

(3) 目標に向けて、成果は得られている。 

＜感想、期待＞ 

(4) 審査・クロスチェックに成果は生かされている。IAEA-ISSC の EBP へのかかわり

などの国際貢献も期待される。 

(5) さらなる審査付学術誌への論文発表を期待する。 

耐－8 

（継続） 
耐震裕度関連研究項目 Ⅲ 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 地味ではあるが重要な課題であり、機器などの耐力データが着実に得られている。それらを設計プロ

セスにおける裕度の定量的評価へどう反映するかが今後の課題であると考える。 

(2) 要素レベル・全体レベルの耐震裕度を定量的に評価することは重要である。規制側の評価への活用も

期待できる。 



 

7
4

研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

Ⅲ コメントなし 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 地震後のプラント健全性評価、地震後のプラント情報伝達システムの整備、地震・

津波に対する原子力プラント・周辺地域を考慮した情報システムの整備に関して研

究が進められた。地震後の、再起動につなぐ評価基準の整備に向けて、研究は進捗

している。 

(2) クロスチェックに活用されている。 

＜否定的コメント＞ 

(3) マスコミへの発表は評価するが、学術誌への論文発表を検討してほしい。Ⅲとした

が、Ⅳに近いⅢという評価である（審査付論文は、1 年以上前の成果が学術誌に載

ることになるので、厳密には 22 年度の成果の評価とはならないかもしれない。ま

た、情報伝達をテーマとするような研究は論文化しにくい。）。 

耐－9 

（継続） 

地震後のプラント健全性評価関連研

究項目 
Ⅲ 

●総合コメント 

＜否定的コメント＞ 

(1) プラント健全性評価と情報システム整備の課題は同じ地震後の問題ではあるが性質は異なる。同一課

題にまとめるのにはやや無理があると思う。再立ち上げに資するとする前者の課題は先行のＪＡＮ

TI と密接に情報交流して進めないと有効にならない危険性を感じた。 

＜感想、期待＞ 

(2) 地震後の再起動をシステマティックに行うための研究は重要である。この目的で、地震後のプラント

健全性評価を適切に行うための機器設備の耐力データの整備が行われた、多機能地震情報伝達システ

ムの整備に向けた研究の進捗に期待する。 

Ⅲ コメントなし 耐－10 

（継続） 

耐震安全研究知見の収集・蓄積と情

報発信に関する検討項目 

Ⅲ 

Ⅲ 

＜肯定的コメント＞ 

(1) H２２年度に、「新工大原子力耐震構造研究センター」が竣工し、この中に「JNES

センター」が設置された。JNES センターを中心に、３DVR による原子力発電所の

プラントウォークダウン可視化映像の作成と発信、また耐震研究で得られたデータ

の整備・分析と公開など、一般市民との交流も成功している。また、耐震研究の知

見収集と国内外への情報発信も行っている。 

(2) 本研究では、「成果の公表」と「成果の活用」の線引きが難しい。広い意味の情報

発信が目的であり、情報発信がマスコミにも取り上げられるなど成功裏に行われて

いる。施設見学、開催したシンポジウムでは一般市民との交流も成功している。「成

果の活用」としては、期待通りの活用となっている、あるいは期待を上回る活用と

なっている。 



 

7
5

研究の枠組み

No.  評価対象業務 総合評価 

研究の成果 

コメント 

     

(3) 上でも述べたが、本研究では、「成果の公表」と「成果の活用」の線引きが難しい。

広い意味の情報発信が目的であり、情報発信やシンポジウムがマスコミにも取り上

げられるなど成功裏に行われている。 

＜提言、改善意見＞ 

(4) このテーマはいわゆる「研究」とは性格を異にするので、「量」の評価は難しい。 

●総合コメント 

＜肯定的コメント＞ 

(1) 国際シンポとワークショップの開催は高く評価できる。次回からは論文など発表の成果が実績として

残るような形態にしてほしい。 

＜否定的コメント＞ 

(2) 新工大の研究センターは画期的で施設も立派だが未知数が多い。ＪＮＥＳばかりが目立って産学連携

のメリットが見えない。大学のもつ学生教育を主体とするミッションにどうやって資するのかが不明

確である。また、“産”としての東電の役割も見えにくい。ただ、柏崎にあるから、というだけでは

説得力に欠ける。 

＜提言、改善意見＞ 

(3) 昨年も同様のコメントをしたように記憶しているが、この「耐-10」は他の研究項目とはその性質が

異なる。いわゆる研究評価にはなりにくい。 

 

 


