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独立行政法人原子力安全基盤機構 平成 2２年度事業報告書 

 

1. 国民の皆様へ 

独立行政法人原子力安全基盤機構（以下、「機構」という。）は、原子力安全行政の基盤的

業務を実施する専門機関として、国が実施してきた検査の一部等を行うとともに、安全審査

の解析評価におけるクロスチェックや各種機器、設備の信頼性に関する試験研究等の業務を

一元的に実施するため、平成 15 年 10 月 1 日に発足しました。 

事業の実施に当たっては、独立行政法人通則法第 29 条に基づき経済産業大臣より指示の

あった中期目標（平成 19 年度から平成 23 年度の 5 年）の内容に基づき、同法第 30 条に

基づき中期計画を定め、その達成に向けて努力しています。本事業報告書は、平成 2２年度

における事業実績を報告するものです。 

 

2. 基本情報 

(1) 法人の概要 

① 法人の目的 

原子力施設及び原子炉施設に関する検査等を行うとともに、原子力施設及び原子炉施設

の設計に関する安全性の解析及び評価等を行うことにより、エネルギーとしての利用に関

する原子力の安全の確保のための基盤の整備を図ることを目的としております。（独立行政

法人原子力安全基盤機構法（以下、「JNES 法」という。）第４条） 

 

② 業務内容 

当法人は、JNES 法第４条の目的を達成するため、同法第 13 条に定められる以下の業

務を行います。 

①原子力施設及び原子炉施設に関する検査その他これに類する業務 

②原子力施設及び原子炉施設の設計に関する安全性の解析及び評価 

③原子力災害の予防、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止

及び原子力災害の復旧に関する業務 

④エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保（次号において「安全確保」

という。）に関する調査、試験、研究及び研修 

⑤安全確保に関する情報の収集、整理及び提供 

⑥①～⑤の業務に附帯する業務 

⑦原子炉等規制法第 68 条第 1 項から第 3 項までの規定による立入検査、質問又は収

去 

⑧電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 107 条第 1 項から第 3 項までの規定に

よる立入検査 

⑨①～⑧の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の行政機関の求めに応じた、原子力

の安全の確保に関する業務 

 

③ 沿革 

原子力安全基盤機構は、平成 14 年 3 月の閣議決定「公益法人に対する行政の関与の在
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り方の改革実施計画」中で、これまで委託等により実施していた、国が行うべき原子力安

全行政事務については、「原子力安全規制の被規制者からの独立性、中立性の確保を図りつ

つ、原子力安全規制のさらなる効率的かつ的確な実施を図るため、原子力安全規制の実施

を目的とする独立行政法人を設置し、国の原子力安全行政部門の事務の一部及びこれに関

連する公益法人への委託実施事務を当該独立行政法人に移管して実施する。」とされたこと

を受けて、平成 15 年 10 月 1 日に設立されました。 

 

④ 設立根拠法 

独立行政法人原子力安全基盤機構法（平成 14 年法律第 179 号） 

 

⑤ 主務大臣（主務省所管課等） 

経済産業大臣（経済産業省原子力安全・保安院企画調整課） 

 

⑥ 組織図 （平成 2３年 3 月 31 日現在） 

 
 

 理事長 

理 事 

監 査 室

国 際 室

耐震安全部

廃棄物燃料輸送安全部 

原子力システム安全部 

防災対策部

検査業務部

総 務 部

企 画 部

総 括 参 事

核物質防護対策支援室 

広 報 室

福井事務所

核燃料サイクル施設検査本部 

監 事 
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(2) 本社・支社等の住所 

・ 本館 

〒105－0001 東京都港区虎ノ門 3 丁目 17 番 1 号 

代表番号：03－4511－1111 

・ 別館 

〒105－0001 東京都港区虎ノ門 4 丁目 3 番 20 号 神谷町 MT ビル 

代表番号：03－4511－1500 

・ 核燃料サイクル施設検査本部 

〒039－3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附 1 番地 35 

むつ小川原ビル 

代表番号：0175－71－0881 

・ 福井事務所 

〒914－0124 福井県敦賀市市野々9 号 1 の 7 

代表番号：0770－23－2330 

 

(3) 資本金の状況 

 なし。 
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(4) 役員の状況 

定数：６人（理事長１名、理事３名、監事２名） 

JNES 法第７条    機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 

JNES 法第７条第２項 機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。 

 

（平成 2３年 3 月 31 日現在） 

役 職 氏 名 任期 主 要 経 歴 

理事長 曽我部 捷洋 4 年 

昭和 42 年

昭和 58 年

昭和 61 年

平成  元年

平成  ２年

平成  ３年

平成  ４年

平成  ６年

平成 13 年

平成 15 年

平成 15 年

平成 19 年

 

平成 21 年

４月

４月

２月

４月

６月

６月

６月

７月

６月

７月

10 月

10 月

4 月

通商産業省 入省 

通商産業省 資源エネルギー庁 ガス保安課長 

福岡通商産業局 公益事業部長 

通商産業省 資源エネルギー庁 発電課長 

通商産業省 環境立地局 立地指導課長 

科学技術庁 原子力安全局 原子力安全課長 

通商産業省 通商産業検査所長 

西部ガス株式会社 顧問 

西部ガス株式会社 常務取締役 

(財)原子力発電技術機構 参事 

独立行政法人 原子力安全基盤機構 理事 

独立行政法人 原子力安全基盤機構 理事〔理事

長代理〕 

独立行政法人 原子力安全基盤機構 理事長 

理 事 中込 良廣 2 年 

昭和 43 年

平成 5 年 

平成 8 年 

平成 13 年

平成 18 年

 

平成 19 年

 

 

平成 21 年

4 月

6 月

5 月

4 月

4 月

4 月

4 月

 

京都大学原子炉実験所 助手 

京都大学原子炉実験所 助教授 

京都大学大学院エネルギー科学研究科（併任） 

京都大学原子炉実験所 教授 

京都大学原子炉実験所 副所長  

独立行政法人 原子力安全基盤機構 技術顧問 

京都大学 名誉教授  

独立行政法人 日本原子力研究開発機構 客員

研究員 

独立行政法人 原子力安全基盤機構 理事[理事長

代理]  

理 事 佐藤 達夫 ２年 

昭和 59 年

平成 10 年

平成 12 年

平成 14 年

平成 16 年

平成 18 年

 

平成 19 年

 

平成 21 年

平成 22 年

4 月

1 月

7 月

7 月

6 月

7 月

7 月

7 月

7 月

通商産業省入省 

通商政策局通商交渉官 

金融庁監督部監督企画官 

通商政策局公正貿易推進室長 

商務情報政策局取引信用課長 

貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易審査課

長 

貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易管理課

長 

原子力安全・保安院企画調整課長 

独立行政法人 原子力安全基盤機構 理事 

理 事 佐藤 均 ２年 

昭和４８年

平成１０年

平成１３年

平成１５年

平成１６年

平成１６年

平成１８年

 

平成１９年

 

平成２１年

 

平成２２年

４月

７月

１月

６月

７月

７月

７月

４月

７月

１月

通商産業省入省 

資源エネルギー庁公益事業部計画課調査室長 

原子力安全・保安院 統括安全審査官 

東北経済産業局電力・ガス事業部長 

東北経済産業局資源エネルギー環境部長 

原子力安全・保安院原子力安全審査課長 

原子力安全・保安院審議官（産業保安・原子力

安全基盤担当） 

原子力安全・保安院審議官（原子力安全基盤担

当） 

独立行政法人 原子力安全基盤機構 検査業務部

長 

独立行政法人 原子力安全基盤機構 理事 
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役 職 氏 名 任期 主 要 経 歴 

監 事 高橋 秀樹 ２年 

昭和 48 年

平成  ４年

平成  ６年

平成  ７年

平成  ９年

平成 11 年

平成 12 年

平成 14 年

平成 16 年

平成 17 年

平成 18 年

４月

４月

４月

４月

４月

９月

４月

１月

５月

６月

２月

人事院 採用 

給与局 研究課長 

職員局 補償課長 

管理局 研修企画課長 

職員局 職員課長 

国家公務員倫理審査会事務局 首席参事官 

管理局 審議官 

近畿事務局長 

公平審査局長 

国家公務員倫理審査会事務局長 

独立行政法人 原子力安全基盤機構 監事 

監 事 古澤 彰 ２年 

昭和 48 年

平成 10 年

 

平成 13 年

平成 14 年

平成 17 年

平成 20 年

 

平成 21 年

平成 21 年

4 月 
6 月 

6 月 
6 月 
6 月 
6 月 

6 月 
10 月 

日本航空株式会社 

日 本 航 空 株 式 会 社  ロ ン ド ン 空 港  空 港 所 長

（兼）欧州地区支配人室部長 

日本航空株式会社 羽田整備事業部副事業部長 

日本航空株式会社 品質保証部長 

株式会社ジャルウェイズ 執行役員(兼)整備部長

株式会社ジャルウェイズ 常務取締役 

(兼)整備部長 

株式会社ジャルウェイズ 非常勤顧問 

独立行政法人 原子力安全基盤機構 監事 

 

(5) 常勤職員の状況 

常勤職員は平成２２年度末において４１２人（前期末比３３人減少、７．４%減）であ

り、平均年齢は５０．９歳（前期末５１．８歳）となっています。このうち、国等からの

出向者は２１人、民間からの出向者は３７人です。 

 

3. 簡潔に要約された財務諸表 

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

資産の部 金額 負債の部 金額 

流動資産 

現金・預金等 

その他 

固定資産 

有形固定資産 

無形固定資産 

その他 

 

18,175

17,088

1,087

6,543

4,215

1,595

733

流動負債 

運営費交付金債務 

その他 

固定負債 

資産見返負債 

引当金 

退職給付引当金 

その他 

18,186

9,150

9,036

5,064

2,339

88

88

2,636

負債合計 23,250

純資産の部 

資本金 

資本剰余金 

利益剰余金 

-

675

793

純資産合計 1,468

資産合計 24,718 負債純資産合計 24,718
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② 損益計算書 http://www.jnes.go.jp/     （単位：百万円） 

 金額 

経常費用(A) 20,042

業務費 

人件費 

減価償却費 

その他 

一般管理費 

人件費 

減価償却費 

その他 

財務費用 

17,940

4,191

1,715

12,034

2,000

1,054

127

819

103

経常収益(B) 20,267

運営費交付金収益 

手数料等収入 

その他 

18,444

991

832

臨時損益 (C) △99

その他調整額 (D) -

当期総利益(B-A+C+D) 126

 

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

 金額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(A) 2,444

原材料、商品又はサービスの購入による支出 △14,076

人件費支出 △5,492

運営費交付金収入 20,696

手数料等収入 1,401

その他収入・支出 △86

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △1,689

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(C) △1,098

Ⅳ資金に係る換算差額(D) 0

Ⅴ資金増加額（又は減少額）(E=A+B+C+D) △343

Ⅵ資金期首残高(F) 2,432

Ⅶ資金期末残高(G=F+E) 2,088
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④ 行政サービス実施コスト計算書 http://www.jnes.go.jp/   （単位：百万円） 

 金額 

Ⅰ業務費用 19,139

損益計算上の費用 

（控除）自己収入等 

20,143

△1,003

Ⅱ損益外減損損失相当額 104

Ⅲ引当外退職給付増加見積額 72

Ⅳ機会費用 11

Ⅴ（控除）法人税等及び国庫納付額 -

Ⅵ行政サービス実施コスト 19,326

 

4. 財務情報 

(1) 財務諸表の概況 

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

ータの経年比較・分析（内容・増減理由） 

（経常費用） 

平成 2２年度の経常費用は 20,042 百万円と、前年度比 82 百万円増となっている。こ

れは、業務費が 164 百万円増となったことが主な要因である。 

 

（経常収益） 

平成 2２年度の経常収益は 20,267 百万円と、前年度比 270 百万円増となっている。

これは、検査手数料収入が 94 百万円増とその他が 180 百万円増となったことが主な要因

である。  

 

（当期総損益） 

上記経常損益の状況の結果、平成 2２年度の当期総損益は 126 百万円と、前年度比 88

百万円増となっている。 

 

（利益剰余金） 

  平成 2２年度の利益剰余金は 793 百万円となっている。主にその他の勘定において発

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

るため、次年度へそのまま繰り越す。 

 

（資産） 

平成 2２年度末現在の資産合計は 24,718 百万円と、前年度末比 128 百万円減となっ

ている。 
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（負債） 

平成 2２年度末現在の負債合計は 23,250 百万円と、前年度末比 156 百万円減となっ

ている。 

 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 2２年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 2,444 百万円となっている。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 2２年度の投資活動によるキャッシュ・フローは△1,689 百万円となっている。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成 2２年度の財務活動によるキャッシュ・フローは△1,098 百万円となっている。 

 

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

区分 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 2２年度 

経常費用 30,212 22,029 22,901 19,960 20,042

経常収益 31,754 22,290 23,223 19,998 20,267

当期総利益 1,542 261 322 38 126

資産 12,512 19,402 24,874 24,846 24,718

負債 9,988 18,406 23,472 23,406 23,250

利益剰余金（又は繰越欠損金） 1,854 307 630 667 793

業務活動によるキャッシュ・フロー △9,178 8,677 2,303 2,724 2,444

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,987 △8,440 △4,764 △861 △1,689

財務活動によるキャッシュ・フロー △127 △112 △708 △1,057 △1,098

資金期末残高 4,671 4,794 1,626 2,432 2,088

 

② セグメント事業損益の経年比較・分析（内容・増減理由） 

（区分経理によるセグメント情報） 

立地勘定の事業損益は△92 百万円と、前年度比 109 百万円の減となっている。これは、

臨時損失が前年度比 99 百万円増となったことが主な要因である。  

利用勘定の事業損益は 2 百万円と、前年度比 2 百万円の減となっている。これは、受取

利息が前年度比 2 百万円減となったことが主な要因である。 

その他の勘定の事業損益は 215 百万円と、前年度比 199 百万円の増となっている。 
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表 事業損益の経年比較（区分経理によるセグメント情報）       （単位：百万円）  

区分 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 2２年度 

立 地 勘 定 751 14 52 17 △92

利 用 勘 定 618 4 8 4 2

その他の勘定 173 243 262 17 215

合 計 1,542 261 322 38 126

 

③ セグメント総資産の経年比較・分析（内容・増減理由）  

（区分経理によるセグメント情報） 

立地勘定の総資産は 17,226 百万円と、前年度比 1,275 百万円の減となっている。工

具器具備品が前年度比 1,286 百万円減となったことが主な要因である。 

利用勘定の総資産は 4,309 百万円と、前年度比 580 百万円の増となっている。 

その他の勘定の総資産は 3,183 百万円と、前年度比 568 百万円の増となっている。こ

れは、主に未成検査支出金によるものである。 

 

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

区分 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 2２年度 

立 地 勘 定 7,154 14,266 19,838 18,501 17,226

利 用 勘 定 2,116 2,697 3,041 3,729 4,309

その他勘定 3,241 2,439 1,995 2,615 3,183

合 計 12,512 19,402 24,874 24,846 24,718

 

④ 目的積立金の申請、取崩内容等 

  該当ありません。 

 



10 

⑤ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較・分析（内容・増減理由）  

平成 2２年度の行政サービス実施コストは 19,326 百万円と、前年度比 151 百万円増

となっている。これは、損益外減損損失相当額が 104 百万円増となったことが主な要因で

ある。 

 

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

区分 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 2２年度 

業務費用 28,064 20,395 21,376 19,038 19,139

 うち損益計算書上の費用 30,212 22,029 22,901 19,960 20,143

 うち自己収入等 △2,148 △1,634 △1,525 △922 △1,003

損益外減損損失相当額 13 8 - - 104

引当外退職給付増加見積額 192 269 11 125 72

機会費用 11 9 11 13 11

(控除)法人税等及び国庫納付額 - △1,807 - - -

行政サービス実施コスト 28,280 18,874 21,399 19,175 19,326

 

(2) 施設等投資の状況（重要なもの） 

① 当事業年度中に完成した主要施設等 

該当ありません。 

② 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充 

該当ありません。 

③ 当事業年度中に処分した主要施設等 

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

区分 1８年度 1９年度 ２０年度 2１年度 2２年度 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由 

収入      

運営費交付金 23,605 23,605 22,877 22,877 22,506 22,506 22,190 22,190 20,696 20,696 

受託収入 - 440 - 247 - 93 - - - - 

検査手数料収入 1,419 1,678 1,504 1,661 1,281 1,217 1,448 1,503 1,556 1,401 

その他収入 - 17 - 23 - 65 - 25 - 12 

計 25,024 25,741 24,381 24,808 23,787 23,881 23,638 23,718 22,253 22,110 

支出      

業務経費 25,207 24,613 21,050 19,153 20,755 20,160 20,217 18,480 18,671 19,306 

受託経費 - 440 - 247 - 93 - - - - 

検査手数料経費 1,234 1,358 1,160 792 1,026 901 1,235 881 1,334 926 調達コストの低減

一般管理費 2,198 2,114 2,171 1,928 2,006 2,130 2,187 1,882 2,248 2,077 調達コストの低減

計 28,639 28,525 24,381 22,120 23,787 23,284 23,638 21,242 22,253 22,309   

 

(4) 経費削減及び効率化目標との関係 

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

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

平均で前年度比 1%以上の削減を行う。このため、予算において、一般管理費及び事業費の

削減目標についても着実に達成しており、一般管理費は、中期目標期間平均で前年度比 5.5%

減、検査等を除く事業費については中期目標期間平均で前年度比 2.8%の削減を行っている。 

総人件費（給与、報酬等支給総額）については、39.9 億円と前年度比 9.6％(対 19 年度

比－5.5%)の減となり、 終的な目標との対比においては、平成 22 年度について、人事院

勧告に基づく特別都市手当の改定見送り及び常勤職員の抑制を進め、中期目標年度（平成 23

年度）には、平成 19 年度比 4%減を達成できる見込みである。 

なお、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成１８年法

律第４７号）に基づく基準年度（平成１７年度）比は 14.9％減(人事院勧告を踏まえた補正

値)となり、目標年度（平成２２年度）には６％減を達成できる見込み。に基づき、国家公務

員の改革を踏まえ、人件費改革を平成 23 年度まで継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 当中期目標期間の一般管理費と事業費の推移 

１６，９７１

２，６４１

金額

平成２２年度

△２．８％

△５．５％

期間平均
増減比※１

△１．２％

△６．８％

期間平均
増減比※１

１８，４０８

２，７０３

金額

平成２１年度

△１．２％

△８．５％

期間平均増
減比※１

２，８１７△５．５％３，２０６一般管理費

金額期間平均増
減比※１

金額

１８，６１１△２．５％１８，６０８事業費（検査等を除く）

平成２０年度平成１９年度

当中期目標期間

区分

１６，９７１

２，６４１

金額

平成２２年度

△２．８％

△５．５％

期間平均
増減比※１

△１．２％

△６．８％

期間平均
増減比※１

１８，４０８

２，７０３

金額

平成２１年度

△１．２％

△８．５％

期間平均増
減比※１

２，８１７△５．５％３，２０６一般管理費

金額期間平均増
減比※１

金額

１８，６１１△２．５％１８，６０８事業費（検査等を除く）

平成２０年度平成１９年度

当中期目標期間

区分

*1 期間平均増減比は、平成18年度予算(一般管理費:3,392、事業費：19,085(百万円)を基準として算出。
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5. 事業の説明  

 (1) 財源構造 

当法人の経常収益は 20,267 百万円で、その内訳は、運営費交付金収益 18,444 百万

円（収益の 91.0%）、手数料収入 991 百万円（4.8％）、資産見返負債戻入 820 百万円

（4.0％）、財務収益等 12 百万円（0.1％）となっている。 

① 立地勘定 

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

研究、防災関連業務、安全情報の収集・分析・評価業務、国際業務を実施する。 

事業の財源は、運営費交付金収益（14,038 百万円）、資産見返負債戻入（587 百万円）、

財務収益等（9 百万円）となっている。 

事業に要する費用は、業務費 13,273 百万円、一般管理費 1,253 百万円である。業務

費の内訳は人件費（退職給付費用及び法定福利費を含む）1,841 百万円、その他人件費

384 百万円、減価償却費 1,580 百万円、賃借料・リース料 447 百万円、通信運搬料 284

百万円、保守料 989 百万円、外注費 6,554 百万円、固定資産除去損等 22 百万円、その

他 1,173 百万円であり、一般管理費の内訳は人件費（退職給付費用及び法定福利費を含む）

508 百万円、その他人件費 159 百万円、減価償却費 69 百万円、賃借料・リース料 209

百万円、通信運搬料 14 百万円、保守料 32 百万円、外注費 60 百万円、その他 203 百万

円である。 

② 利用勘定 

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

事業の財源は、運営費交付金収益（4,406 百円）、資産見返負債戻入（147 百万円）、

財務収益等（2 百万円）となっている。 

事業に要する費用は、業務費 3,956 百万円、一般管理費 595 百万円である。業務費の

内訳は人件費（退職給付費用及び法定福利費を含む）1,334 百万円、その他人件費 181

百万円、減価償却費 132 百万円、賃借料・リース料 251 百万円、通信運搬料 30 百万円、

保守料 42 百万円、外注費 1,684 百万円、固定資産除去損等 1 百万円、その他 303 百万

円であり、一般管理費の内訳は人件費（退職給付費用及び法定福利費を含む）237 百万円、

その他人件費 74 百万円、減価償却費 41 百万円、賃借料・リース料 97 百万円、通信運

搬料 6 百万円、保守料 15 百万円、外注費 28 百万円、その他 96 百万円である。 

③ その他勘定 

その他勘定事業は、主に事業者から申請より実施される検査等業務からなる。 

事業の財源は、手数料収入（991 百万円）、資産見返負債戻入（86 百万円）、財務収益

等（1 百万円）となっている。 

事業に要する費用は、業務費 711 百万円、一般管理費 152 百万円である。業務費の内

訳は人件費（退職給付費用及び法定福利費を含む）382 百万円、その他人件費 70 百万円、

減価償却費 4 百万円、賃借料・リース料 77 百万円、通信運搬料 30 百万円、外注費 8 百

万円、固定資産除去損等 82 百万円、その他 60 百万円であり、一般管理費の内訳は人件

費（退職給付費用及び法定福利費を含む）48 百万円、その他人件費 27 百万円、減価償却

費 18 百万円、賃借料・リース料 35 百万円、通信運搬料 2 百万円、保守料 5 百万円、外
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注費 10 百万円、その他 7 百万円である。 

 

(2)事業説明 

Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置 

１．人材の確保・育成・活用 

(1)人材確保 

組織的な実務能力の継承、人員構成の適正化のため、人件費にも配慮しつつ新規学卒者

及び中途者の採用を行った結果、平成22年度の新規学卒者は4名及び中途採用者は18名確

保し、機構の業務展開に必要な部署に配置した。 

また、平成21年度に新設された若手博士号取得者(ポスドク)にキャリアパスを提供する

制度により2名を採用した。今後も、優秀な人材を確保する新たな制度として定着を計画

する。 

JNESは原子力の安全規制に貢献する技術専門家集団であることから、その基盤となる

質の高い人材の確保を中長期的な人材戦略に基づき進めることは重要な課題である。この

ため、リクルート活動強化対策ワーキンググループを設置し、継続して質の高い人材を確

保するための方策を検討した。 

この結果を踏まえ、積極的にリクルート活動を展開し、平成24年度採用予定者10名程

度に対して82名（昨年度22名）の応募があった。 

(2)人材育成 

平成22年4月の組織改編で人材開発グループを人材開発室とし人材育成の体制強化を図

った。 

新規学卒者等については、2年間の導入教育計画に基づき、原子力基礎技術研修（54時間）、

OJT（2年）を実施し、育成状況をアンケートやヒアリングで確認するとともに、研修報告

会での報告内容により 終的な育成結果の把握を行う。 

具体的には、機構内研修においては、教育資料作成ワーキンググループにて作成した新規

学卒者等向けの体系的な教材を使用し、一部については、個別に経験や能力を考慮した上で

受講させるなど、基礎知識の向上を図った。 

また、外部関係機関等を活用した研修として、原子力発電プラントでの実体験研修として

関西電力㈱美浜発電所へ2年間の予定で研修対象者を派遣するとともに、原子力・放射線入

門講座（JAEA主催）、欧州の原子力規制支援機関が開催する原子力安全に係る夏期スクー

ル（ETSON Summer School）等の研修を活用し、効果的な人材育成に努めた。 

一般研修として内部統制の強化を図るために、役職員全員を対象とした無形財産に対する

権利性や管理に関する知識習得、向上のために著作権に係る研修、倫理研修等を実施した。

また、その他の研修として、国際性向上のための語学研修に関する内規を定めるとともに英

語学習の支援、米国短期研修の実施、英語塾の開設等により基礎語学研修の充実に努めた。 

一般研修には一人当たり平均5.5回の参加を得て、職員の知識・技能の向上を図った。 

(3)人材活用 

新昇任・昇格制度を適切に運用し、業務実績を反映した適性な評価を実施した。なお、引

き続き人事評価結果の蓄積に努め、更なる適正化を図っていく。 
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また、人事異動時に専門性調査及び希望調書を活用し適材適所の配置等を図った。 

 

２．業務に関わる知的基盤の確立 

業務に関わる知的基盤の確立として以下を実施した。 

「JNES技術情報ポータルシステム」に関して、新たに「ＳＣＡＰ－ＳＣＣデータ管理シ

ステム」「地層処分共有データベース」「地層処分に係るＦＥＰデータベース」「教育資料」「技

術情報セミナー資料」を追加した。また、専門知識の確実な管理及び伝承基盤整備を推進す

る準備として、内外の事例調査を参考に、機構の知識管理の仕組みや関連情報システムなど

について包括的に検討を行い、実効的かつ効果的な知識管理基盤を構築するための構想案を

策定した。 

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

（平成19年10月）の提言を受け、国内法令報告対象の事故故障情報を対象として知識構造

化の検討を進めている。 

 

３．効率的・機動的な組織運営 

(1)組織運営の高度化 

機構の有する専門技術能力その他の資源を 大限に活用し、組織全体としての成果を向

上していくため、以下のように組織運営の高度化を図る。 

① 経営機能の強化 

a)リーダーシップを発揮できる環境整備 

・重要事項の審議と情報共有が目的の幹部会（役員・各部室長等で構成）の実施。 (11

回開催) 

・理事長をトップに品質保証活動を管理するQM委員会の実施。（2回開催） 

・品質方針、中期計画及び年度計画で定めた成果目標に対する達成状況を評価するため

の理事長ヒアリングの実施。（設定目標の確認、中間達成状況の確認、 終達成度の確

認：3回実施） 

b)法人のミッションの役職員の周知徹底 

・理事長からの明確なメッセージを的確に全役職員に周知・徹底するため、年3回の理  

事長訓示を役職員を対象に直接行うとともに、出張等により直接訓示を受ける機会がな

かった職員に向け、全役職員が毎日閲覧する機構内イントラ画面に訓示内容を掲載して

いる。 

・上記以外にも業務上必要に応じ、適時に理事長から全役職員に向けたメッセージを発

信している。（例：緊急事態支援本部長として福島第一原子力発電所事故における機構

役職員の対応に当たっての方針・心構え等をメッセージとして直接各部室長に直接訓示

するとともに、イントラ画面に掲示し全職員に周知徹底） 

・行動規範（品質方針）を役職員に徹底するため、ポスターを全役職員が日々確認可能

な場所に配置するとともに、イントラのトップ画面に掲示し周知  

・上記により周知した理事長訓示等に基づきグループ単位で設定した成果目標について、

その達成度を定期的に理事長が直接レビューし、周知徹底を図った。 
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・役員・各部室長等幹部により構成される幹部会において議論した議事を全役職員に周

知するため、議事概要をイントラ画面に掲載。  

c)組織全体で取組むべき重要な課題(リスク)の把握、対応等 

業務運営方針と指示事項を理事長が各部長に通知・議論する理事長ヒアリングを年3回

(年初、期中、年度末) 実施した。 

ヒアリングでは各部の潜在的なリスクを明確にするとともに、当面の課題や問題点を適

時適切に把握し、必要な指示を行い、その対応状況について確認している。更に次年度

の指示事項は前年度の到達状況を踏まえ、制定するなど継続的改善を図っている。  

d)内部統制の現状把握・対応計画の作成 

監査室による内部監査結果、監事監査事項に関わる実態調査も幹部会にて報告・審議

されており、幹部会の議事進行役である理事長は、係る場において内部統制上の課題等

の把握を行っている。また、QM 委員会、理事長ヒアリングなどの場において、理事長

が直接、各部室の業務状況等を確認することで、内部統制の現状を的確に把握・検証し、

必要な措置を指示している。 

②機動的・弾力的な組織運営 

平成 22 年 4 月に行った総務部、原子力システム安全部及び廃棄物燃料輸送安全部の

組織変更の効果・実績は以下のとおり。 

a)総務部では、機構の も重要な資源である人材の採用、育成等の機能を強化させるた

め、人材開発グループを人材開発室に格上げするとともに、採用・配置を専任で担当

する人事グループを新設することとした。 

b)原子力システム安全部では、旧解析評価部から業務を引き継いだシステム評価室と旧

規格基準部から業務を引き継いだその他のグループ間の連携が必ずしも十分ではなか

ったため、システム評価室を廃止し、関係の深いグループを次長に分掌させる体制と

することとした。その結果、関係の深いグループを隣に配置するなどの措置が可能と

なり、両者の連携が高まり、円滑な連携が行える体制を実現した。その結果、業務重

複の排除等の効果が発揮されている。また、グループの構成も見直しを行い、新型炉

チームについては命令指揮系統を明確化するためグループとし、放射線・水化学グル

ープを新設した。 

c)廃棄物燃料輸送安全部は、これまでは規格基準作成業務が中心で、解析評価業務は原

子力システム安全部の併任者が実施する体制となっていた。しかし、今後は核燃料サ

イクル施設等の評価業務の重要性が増していくことが考えられるため、廃棄物燃料輸

送安全部内に評価を担当する職員を配置し、効率的に評価業務を行える体制を実現し

た。 

また、平成 22 年 10 月には、企画部の経営企画グループと技術企画グループを企

画グループとして一体化し、予算要求等業務の効率的な運用が図れる体制とした。さ

らに、規格基準整備策定機能、国際安全基準への参画・協力の強化を図るため、原子

力システム安全部計画グループからこれら機能を旧技術企画グループの残る機能と合

体させ、新しく基準制度グループとし、国内外の規格基準の整備に係る業務を効率的

に実施できる体制とした。 
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d)Ｈ23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により福島第一原子力発電所にお

いて未曾有の事故が発生した。技術専門支援機関として事故対応に万全を期すべく、

事象の進展に応じた的確な対応（分析、評価、解析）を行うため、組織を機動的・弾

力的に運営した。 

具体的には事象の進展予測を行い、必要となる技術的支援が適時適切に行えるように、

専門チームを設置した。さらにＩＡＥＡ等の場で規制当局として事故状況報告を行う

ため、事故調査報告書の策定のための組織横断的な専門チームを設置した。 

 これらにより、原子力安全・保安院の要請に適時的確に技術情報を提供できた。ま

た、スケジュールが極めてタイトな中で、原子力安全・保安院はＩＡＥＡ等国際機関

への事故報告を適切に行うことができた。 

e)運転経験の規制へのフィードバックは、原子力安全確保の観点から極めて重要である

ことから、国内外で発生した事故・トラブルなど運転経験を迅速かつ効率的に抽出し

規制活動に反映させるため、これまでの実施体制を見直すなど組織を機動的・弾力的

に運営し、規制教訓抽出機能(クリアリングハウス) の更なる強化を行った。 

実施内容としては、これまでの単なる技術的な分析・評価に加え、それらに基づい

た規制活動への対応方針案の策定まで機能を拡大するとともにこれらの規制対応方針

案を機構大で検討・承認する体制として、高度な専門性を有する職員により構成され

る「JNES 運転経験等反映委員会」を設置し、運用を開始した。H22 年度は秋以降 2

回の「JNES 運転経験等反映委員会」と傘下の技術 WG を開催（月 1～2 回）した。 

これらの体制整備により、運転経験を機動的に規制活動へ反映することが可能とな

った。なお発電炉に関しては欧米の 75 件の安全情報を分析し、9 件を「検討安全情

報※１」としたが、「対応安全情報※２」は 0 件であった。今後も引き続き、組織の

機動的・弾力的な運営により、運転経験の分析・評価を的確に行いつつ、規制対応案

を積極的に提案する。 

※１：我が国の安全規制に関係があり、検討が必要な安全情報 

※２：「検討安全情報」のうち我が国の安全規制に何らかの対応が必要な安全情報 

 

新潟工科大学・原子力耐震・構造センターが平成 22 年 11 月 24 日に竣工し、機構

は同センター内に柏崎耐震安全センターを設置し、研究・研修・情報発信の拠点として

事業を開始した。この原子力耐震・構造研究センターの竣工を記念し、新潟工科大学を

会場として機構と IAEA の共催による「第 1 回柏崎国際耐震安全シンポジウム」を開催

し、国内外の耐震安全技術者が 28 カ国から約 570 名参加して、中越沖地震からの教訓

を真摯に受け止めたプログラムに基づき発表・議論を行い、レゾリューション（成果）

を作り国内外に発信した。また、シンポジウムに併せて耐震・構造研究センターの施設

見学を実施し、機構の研究内容の展示やデモンストレーションを行い、約 230 名の幅

広い参加者に研究内容をアピールすることができた。 

これらのイベントが各種マスコミに報道されたことにより、多くの施設見学希望が寄

せられ、シンポジウム後、本年度内で延べ 23 回、約 300 名の見学者に対応した。 

また、平成 23 年２月に新興国への規制基盤整備の支援として実施したベトナム長期
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研修の一環として、柏崎耐震安全センターにおいて原子力施設の耐震安全性評価に関

する国際研修を実施した。 

③ 責任の明確化 

  人事異動及び組織改編時の配属の方法として、高度な専門性技術力の維持・向上等

を目的とし、引き続き各業務における指揮命令系統及び責任の所在を明確にしつつ、

専門性調書及び希望調書を活用し適材適所の配置等を図った。 

④ 原子力安全・保安院等との一層の連携 

a)原子力安全・保安院と機構幹部との連絡会を 4 回実施し、それぞれの懸案事項を説明

した上で、十分な意見交換を行うとともに、原子力安全・保安院のニーズが適切に反

映できるよう現場レベルでの打合せを適宜実施した。また、原子力安全・保安院が取

りまとめた規制課題への機構の対応方針を取りまとめた。 

発電炉に関しては、従来の安全情報検討会で行ってきた技術的な分析・評価のみなら

ず、これらの分析・評価に基づいた規制対応方針案の策定まで機能を拡大することを

目的に、JNES運転経験等反映委員会を設置し、上記の規制対応方針案を機構大で検

討・承認する体制を構築することで、クリアリングハウス機能を強化した。平成22年

度は、従来の安全情報検討会を３回、またこのクリアリング機能を強化したJNES運

転経験等反映委員会を２回開催し、機構が収集した安全情報に関して我が国での反映

の必要性の有無等について検討するとともに、対応の必要なものについてはフォロー

状況を確認した。 

具体的には米国及び欧州の安全情報75件を検討し、そのうち９件を「検討安全情報」

としたが、「対応安全情報」としたものはなかった。 

また、過去からの積算については、平成２２年度までに「検討安全情報」とした件

数は249件であり、そのうちの191件については規制対応不要としたが、５２件につ

いては、我が国の安全規制に対応の必要がある可能性があるものとし、それらを１８

件の「対応安全情報」として集約している（残りの６件は継続検討中である）。この１

８件の「対応安全情報」のうち、これまでに完了した｢対応安全情報｣７件については

必要な措置や対応がとられており、５件については継続検討中である（残りの６件に

ついては対応は不要と 終的に判断された）。 

核燃料サイクル施設に関しては、原子炉施設以外で安全情報検討会を平成20年6月

から新たに開始し、平成２２年度は２回開催した。臨界（未臨）事象の評価について

整理し、9件の臨界事象の評価を行なった。重要なもの１件を抽出し、検討会での検

討事項とした。 

トピックスとして、米国の核燃料サイクル施設の監督システムについての情報提供

を行った。 

また、産業界（（社）日本原子力技術協会等）との情報交換会合を２回開催し、機

構より安全情報を提供するとともに、事業者の状況について情報を得、安全情報検討

会での評価課題の解決を行った。 

b)規格基準の整備に関しては、学協会が策定した規格（学協会規格）を規制基準として

位置付けるために必要となる技術評価を機構が単独で実施することになった。そのた
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め、機構が単独で技術評価を実施する体制を構築し、並行して原子力安全･保安院との

連携体制を再整備した。新規体制では連絡会の下にあった WG を廃止し、新たに機構

内に規格基準整備 WG を設置し、一元的な管理による整備促進を図るとともに、技術

評価の結果は公開で開催する規格基準評価委員会での審議とパブリックコメントを行

うことにより透明性を確保した。新規体制の下、原子力安全･保安院と連携して規制基

準の整備計画を策定し、計画に従い学協会規格の技術評価を実施し、社団法人日本電

気協会電気技術規程「原子力発電所放射線遮へい設計規程（JEAC4615-2008）」の

技術評価書を確定した。（技術評価の機構単独のため新たな仕組みを構築し、技術評価

を行ったことは計画を超える成果である） 

c)第 5 回国際原子力安全パネル「アジア及び中東諸国への協力について」（5 月）、第

6 回「中国との協力関係の現状」（10 月）、第 7 回「ベトナム協力の現状」（2 月）

を開催し、参加機関と有益な情報交換を実施した。特に第 7 回については、ベトナム

から関係機関を招請し両国の 新の状況について情報交換を行った。以上の活動によ

り中国支援、ベトナム支援等について関係機関の取り組み状況を把握し、機構の支援

戦略の強化に役立てることが出来た。 

⑤ 業務の質の向上 

全業務において引き続き QMS を推進しつつ、「溶接検査一部未実施」（平成 22 年 11

月 2 日判明）を踏まえた規程類の見直し、体制強化を実施した。 

 (1)全業務の QMS の推進 

a)各部にてセルフアセスメント(業務の実施状況の自己評価)を実施しており、継続的改善 

の為、抽出された推奨事項は H23 年度業務に反映。 

b)業務品質の更なる向上の為、クロスチェック解析業務等を対象にプロセス分析を試行し

た。分析結果と実際の不適合事象との比較・分析により分析手法の妥当性確認と改善点の

抽出を行った。今後、試行結果を踏まえ、重要業務を対象にプロセス分析を行い、継続的

改善を図っていく。 

 (2)｢溶接検査一部未実施｣への対応 

a) 本事象のプロセス分析を実施し、プロセス上の弱点等を明確にし、その後の再発防止

対策に反映。 

b)再発防止対策の一つとして、検査業務全体を対象とした業務マニュアルの改訂管理や力

量管理の強化など、検査業務を行う 3 部門の業務品質管理を統一して行うように体制を

変更し、それに伴う QM 規程類の改正を準備した。(4/1 に検査品質グループを設置。な

お、5/15 には品質担当次長を任命 ) 

リスクマネジメントについては、業務運営方針と指示事項を理事長が各部長に通知・議

論する理事長ヒアリングを年 3 回(年初、期中、年度末) 実施し、各部の潜在的なリスク

を明確にするとともに、当面の課題や問題点を適時適切に把握し、必要な指示を行い、そ

の対応状況について確認した。更に次年度の指示事項は前年度の到達状況を踏まえ、制定

するなど継続的改善を図った。 

(3)第三者評価、内部監査等の確実な実施 

本委員会、6回の分科会を開催した。 
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各分科会では、平成21年度の研究成果、進捗状況及び平成22年度の研究計画について

審議し、評価シートとしてまとめ、評価シートの結果を元に、本委員会において新規、継

続及び終了テーマを対象に計画の枠組み及び成果に関する評価を行い、平成21年度評価報

告書として結果を取りまとめた。平成21年度評価報告書での提言により、規制ニーズとの

整合性から適切でない研究テーマ1件の一部項目を取り止めるとともに、3件について予算

規模の削減等も含めた計画の 適化を図った。 

また、学協会規格の技術評価を機構が実施するにあたり、客観性、透明性を確保して進

めるため、新たに外部有識者で構成する規格基準評価委員会と分野別WGを設置し、公開

の下で技術評価書案の審議を行うとともに、その審議結果は公衆審査に付す仕組みとした。 

平成22年度内部監査計画(物品調達等に関する事務処理、資産の管理状況）に従い、業

務執行部門から独立した組織（監査室）による内部監査を年度を通じ実施した（耐震安全

部(3/18～19)、防災対策部(5/12～13)、検査業務部(6/7～8）原子力)システム安全部

(9/27～28))、廃棄物燃料輸送安全部(9/30))。内部監査によって、物品調達事務処理体

制の整備、不要資産処分の推進等の指摘がなされ、これへの対応を通じて一層の合理的、

効率的業務への自律的な改革が図られている。 

また、監事監査事項に係る事項については、以下のとおり。 

a)法人の長のマネジメントに留意した監事監査 

QM委員会、理事長ヒアリング、幹部会などに同席し、また、理事長訓示内容の確

認を通じて理事長のマネジメントをモニタリングするなど内部統制の現状を的確に把

握、評価、必要な措置を講じている。特に、理事長が、組織全体で取り組むべき重要

課題を適時的確に把握し、指示事項の周知徹底が適切に行われているか把握・評価し

ている。具体例は、以下のとおり。 

・大震災による福島第一原子力発電所事故に対する緊急事態支援本部を立ち上げ、本部

長として全役職員に対し、支援方針、心構えを訓示するなどにより、全役職員が一丸

となり未曾有の原子力災害に対し的確な取り組みが行われていることを確認。 

・平成21年度に放射性廃棄物処分、使用済燃料中間貯蔵、輸送の各部門を一つに統合

したが、業務の効率性、実効性向上などその効果を、理事長ヒアリングにおいて的確

に検証していることを確認。 

b)監事監査で把握した改善点等の法人の長等への報告 

監事監査(契約に係るもの)結果の理事長への直接報告及び幹部会での報告：主たるも

のとして以下がある。 

・契約締結決裁書(1000万円超)の回付に加え、100万円以下の簡易契約について、監

査対象とし、監査を実施。 

・閣議決定「独立行政法人の契約状況の点検及び見直しについて」に基づき設置された、

監事及び外部有識者による「契約監視委員会」において、随意契約及び1者応札・応

募の改善等契約状況の点検・見直しを行った。 

(4)中立・公正な業務執行 

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

政の一部を担う業務に携わる職員については、電気事業者等からの出向者を充てずに、機
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構のプロパー職員又は国からの出向者で実施した。 

 

４．科学的・合理的判断に基づく業務の実施 

検査等業務、安全審査関連業務などの原子力安全規制活動そのものに位置づけられる業

務の実施に当たっては、科学的・合理的判断の下に行う必要がある。そのための技術的基

盤の整備としては、クロスチェック解析や技術評価への新技術・新知見の導入等を始めと

した安全規制を科学的・合理的に進めるため、安全研究63事業を実施している。その際、

規制機関の行う研究として適切なニーズの展開、優先度の設定、推進側研究との重複回避

等につき原子力安全研究評価委員会の意見を聴取しつつ検討し、23年度安全研究計画に反

映した。 

 また、科学的・合理的判断のための仕組みの強化としては、学協会規格の技術評価を科

学的・合理的に行うため、学識経験者で構成される規格基準評価委員会の意見を聴取する

仕組みを構築した。 

更に、判断根拠の透明性及び科学的客観性を確保するために必要な情報の公開、発信を

積極的に行うよう努め、233 件（国際発表 123 件、国内発表 110 件）の学会発表、論

文発表を行った。国際発表の主要テーマは高経年化対策や耐震設計で計 45 件を占め、国

内発表は耐震設計や解析手法の整備が主で計 62 件を占めた。 

 

５．業務の効率化 

(1)外部能力の活用 

調査、試験関連業務等においてデータ入力などの単純作業は業務の効率化の観点から外部

に発注した。昨年度に引き続き、専門性の高い給与関連業務及び機構内情報システム運用管

理業務は外部に発注し効率化に努めた。 

情報システムの刷新に係るプロジェクトを高度な技術レベルで効率的に遂行するために、

会計システムの更新に係るプロジェクト管理支援業務、並びにグループウェアの更新及びサ

ーバ統合環境（共通基盤システム）機器の調達に係る支援業務についても外部に発注した。 

これらの発注に当たっては、発注先の技術ポテンシャルを確認するための資格審査を十分

に行った。 

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

当たり、外部の専門家からなる56の検討会をそれぞれ年2回程度開催し、業務の的確な実施

に努めた。 

(2)情報化の推進 

① 事務処理の効率化・迅速化 

予算執行管理、財務会計、旅費・経費精算の各業務システムの連携機能強化による効

率化・迅速化を図るため、新システムの構築導入を平成23年3月末に完了した。また、

情報共有による事務処理の効率化を図るため、グループウェア更新作業を実施し平成23

年度早期に運用開始する。さらに、機構役職員間のコミュニケーションの効率化のため

に、在席表示及び簡易メッセージソフトを導入し、平成22年12月から運用を開始した。 

② 情報セキュリティの確保 
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昨年度に引き続き、基幹ネットワーク系システムにおいて、スパム対策サーバを適切

に管理し、クライアントPCのウィルス検出ソフトアップデート及びアップデートによる

OSの脆弱性対策を毎月定期的に実施した。 

また、昨年度の受講者の要望を踏まえ、情報の格付・取扱制限に応じたファイル共有

サーバの利用方法についてのeラーニングによる情報セキュリティ研修を1回実施（受講

対象者数（役職員及び機構内で業務を行う派遣職員、外部業者等）558名、受講率100％

（昨年度100%））した他、全役職員を対象とした情報セキュリティ集合研修を、管理職

／一般職員別、地域別（4ヶ所）に計10回実施した（管理職90名、一般職122名、計

212名参加（昨年度は管理職46名、一般職85名、計131名））。   

さらに、昨年度に引き続き情報セキュリティ責任者等（該当者72名（昨年度61名）

を対象に情報セキュリティに係る自己点検及びレビューを実施したほか、今年度新たに

全役職員及び機構内で業務を行う派遣職員等（534名）を対象にした自己点検を実施し、

一部で実施されていないことが判明した情報の格付け・取扱制限の明示方法等に係る解

説書を平成23年度中に作成し周知する計画を策定した。 

今後、機構から情報漏洩を起こさないための対策の見直しと着実な実施を行うことを

予定している。 

③ 業務・システム 適化への対応 

業務・システム 適化計画については、平成 21 年度末に策定した各種情報システム

サーバ（約 60 台）の運用効率向上を目的としたサーバシステム見直し方針に従い調達

仕様書を作成し、調達手続きを実施した。 

(3)業務経費等の削減 

①物品及び役務の調達等 

平成 21 年 12 月に設置した契約監視委員会(平成 21 年 11 月 17 日閣議決定)では

監事 2 名と外部有識者 2 名を委員として、契約の点検・見直しを行い、平成 22 年 4

月に同委員会の検討結果を受けて理事長通達を発出するとともに、「随意契約等見直し

計画」を策定した。平成 22 年度は契約監視委員会において「随意契約等見直し計画」

の実施状況についてのフォローアップを行い、見直し計画の実施や見直しが適切なもの

となっているか点検を行った。 

平成 22 年度の契約に係る改善状況は以下のとおり。 

「随意契約等見直し計画」は順調に進捗し、また一者応札が減少し競争性が高まったこ

となどにより経費削減効果も顕著となった。 

・契約総件数における「競争性のない随意契約」の件数比率は、平成 21 年度の 12.6％

から 3.6 ポイント減少し 9.0％となった。 

・一般競争入札における一者応札の件数比率は、平成 21 年度の 46.9％から 3.9 ポイ

ント減少し 43.0%となり、競争性がさらに高まった。(平成 20 年度実績 68.0％) 

・一般競争入札において競争性が高まり、平均落札額が平成 21 年度の 74.6％から 3.0

ポイント減少し 7１.6％となったことなどにより、契約ベースで約 16 億円の経費が

削減された。 

電子複合機の調達に関し、調達数量を纏めた一括調達と品質面を担保するための契
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約の工夫（総合評価方式）により、印刷チャージ単価について従前の 1/4 以下（平成

21 年度比 9 百万円削減）を実現した。（平成 23 年 1 月から利用開始。） 

②給与水準 

給与水準については、平成２２年度の対国家公務員指数は 119.3(前年度 118.5)であ

るが、当機構は他の移行法人とは異なり、平成 15 年 10 月に新規の法人として新しく

設立されたため、組織立ち上げに当たっては、民間企業等から原子力安全分野の優秀な

高学歴の専門技術者を即戦力として採用する必要があった。また、職員の在勤地域が東

京に集中しているためなどである。 

また、大学卒以上の者は、200 名（82.6％）でその内院卒は 89 名なっており、こ

れに対し、国家公務員における大卒以上の割合は、51.6％（平成２２年国家公務員給与

等実態調査の結果）である。なお、在勤地域･学歴を勘案した対国家公務員指数（事務･

技術職員）は、102.2（前年度 101.5)となっており、公務員と比較し、著しく不均衡

なものではないものと評価している。 

また、総人件費（給与、報酬等支給総額）については、39.9 億円と前年度比９..６％

の減となり、 終的な目標との対比においては、平成２３年度について、常勤職員の計

画的な採用を進め、中期目標年度（平成２３年度）には、平成 19 年度比 4%減を達成

できる見込み。 

なお、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成18年

法律第47号）に基づく基準年度（平成17年度）比は14.9％減（補正値１１.７％減）と

なり、目標年度（平成2３年度）には６％以上の減を達成できる見込み。 

法定外福利費については、35,034 千円となっており、昨年度比 1,617 千円の減額

であった。なお、施設利用等を含むレクリエーション経費の支出について、平成 20 年

9 月をもって中止したことにより、平成 22 年度のレクリエーション経費は発生してい

ない。 

 

 

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を達成するために取

るべき措置 

１．検査等業務 

(1)法令に基づく検査等業務 

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

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

わせて 796 件実施した。これに対して検査員の延べ出張日数は 7602 人・日に上ったが、

経済産業大臣からの通知のあった日以降又は事業者より申請があった日以降、資源を活用

し適正な検査等業務を実施するとともに、標準処理期間内に処理するよう努めた。その結

果、遅滞なく処理を実施し、標準処理期間を越えて処理を行ったものはなかったものの、

今後も業務の改善点の把握に努め、必要に応じて業務の改善を実施する方針である。  

島根原子力発電所の保守管理不備案件を踏まえた NISA 指示文書「島根原子力発電所の

保守管理の不備等を踏まえた定期安全管理審査の対応について（指示）」（平成 22 年 6 月
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11 日付け、平成 22・06・09 原院第 10 号：NISA-169d-10-1）により機構に対し「定

期安全管理審査の改善・見直しの検討」について指示が出された。この指示に基づき、機

構は定期安全管理審査の運用改善・継続的な見直しについて検討することを目的に検査業

務部定期安全管理審査担当審議役を主査とし、検査業務部次長、検査統括審議役、各検査

グループ長及び他部の専門家を委員とする計 10 名からなる「定期安全管理審査運用改善

検討会」を設置し、平成 22 年 8 月 9 日より検討を開始し、平成 23 年 2 月までに 6 回

の検討会を開催して定期安全管理審査の実施方法の改善検討を実施した。 

 

① 国から検査指示の通知を受け、検査等結果について国へ通知するもの 

a)使用前検査（原子炉等規制法） 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数：１９件 

b)使用前検査（電気事業法） 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数：１１９件 

c)燃料体検査 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数：５２件 

d)定期検査 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数：３５件 

e)廃棄物埋設施設確認 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： ２０件 

f)施設定期検査 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： １０件 

g)放射能濃度確認 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： ０件 

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

れた資源による効果的な検査等業務を実施していく観点から、以下の事項について実施

し、係る業務の一層の充実を図った。 

・原子力安全・保安院との連携を目的として、情報共有化システムを活用し、検査等

に係る情報の共有化を図っている。 

・事業者とのコミュニケーションを強化し、定期検査及び定期安全管理審査等の円滑

かつ効果的な実施を進めるとともに、原子力安全・保安院、立地自治体及び事象者

の評価の情報を収集し、内部指示及び技術連絡会等で反映している。 

・機構内部においても、検査の質の向上を目的として、月２回の部内連絡会及び技術

連絡会により検査等における業務ルールの明確化及び検査員間の情報共有化を行う

ことで検査グループ間及び検査チーム間のバラツキの低減を図っている。 

さらに、検査等に係るトラブル・クレームについて一元的な記録を残し、検査等業

務のPDCAを廻すことにより、質の向上を図っている。 

また、定期検査を中心に情報の共有化と業務の機械化のためのシステム開発を行っ

た。 

・検査等の質の向上及び検査等の高度化に資するため、国外の規制機関等（米国原子
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力規制委員会(NRC)、仏国原子力安全局(ASN)及び韓国原子力安全技術院(KINS)）

における検査実態の詳細についての調査を実施し、今後の我が国における検査改善

の検討の参考となる事項を抽出した。 

② 事業者から申請を受け、審査結果について国へ通知するもの 

・定期安全管理審査 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数：１９件 

・溶接安全管理審査 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数：３６７件 

このほか、平成2２年度においては、以下の事項について実施し、業務の一層の充実

を図った。 

・定期安全管理審査に係る検査の質の向上に対する施策として、保全計画の実施状況

の確認に主眼を置いた審査に加えて年度毎の保安検査、定期検査結果を含めた総合

的なプラント毎の評価結果（試運用）を活用してより実効的な審査を行った。 

・島根原子力発電所の点検不備に係わる定期安全管理審査の追加審査を実施して原子

力安全･保安院に平成2２年9月（2号機）及び平成22年12月（1号機）報告した。

島根原子力発電所以外の他プラントへの水平展開審査を継続して実施している。（平

成22年10月に原子力安全･保安院へ中間報告） 

・また、原子力安全・保安院の評定委員会において機構の審査結果を基に、事業者に

対する評定が実施されている。 

③ 事業者から申請を受け、合格処分などを事業者に直接行うもの 

・溶接検査 

事業者へ合格証を交付した件数：１４件 

（その他、原子炉等規制法第 61 条の 24 第 2 項の溶接検査８件） 

・廃棄確認 

事業者へ確認証を交付した件数：４件 

・廃棄物埋設確認 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数：１１件 

・運搬物確認 

事業者へ確認証を交付した件数： １１８件 

（その他、原子炉等規制法第 61 条の 26 第 2 項の運搬物確認１０件） 

このほか、平成2２年度においては、以下の事項について実施し、業務の改善を図

った。 

・溶接検査の一部未実施に対する再発防止策として、溶接検査に係る業務マニュアル

及び申請者に向けた手引きの充実を図った。今後、組織要因に対応した再発防止策

を実施していく。 

④ 立入検査等 

経済産業大臣から機構に対し立入検査を行うよう指示があり、立入検査を実施した。 

当該立入検査の結果については、完了後速やかにその結果を経済産業大臣へ報告した。 

・原子炉等規制法及び電気事業法の規定に基づき指示があった件数：５件 



25 

・電気事業法の規定に基づき指示のあった件数：1１件 

a)経済産業大臣から機構に対し、原子力機構敦賀本部高速増殖炉研究開発センター高速

増殖原型炉もんじゅの炉心確認試験の実施に際し、系統構成、安全機能等の確保状況

及び不適合発生時の対応等に関する妥当性確認並びに「長期停止プラント（高速増殖

原型炉もんじゅ）の設備健全性確認計画書」に基づき実施する設備点検等に関する妥

当性確認について、経済産業省が実施する検査への協力のための立入検査を行うよう

指示があり、これに基づき立入検査を実施した。（２４人・日）  

b)経済産業大臣から機構に対し、東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所第２号機、3 号機及

び 4 号機の設備に係る点検状況の妥当性確認における、機種分類ごとの点検方法の確

認及び安全上重要な設備の点検の状況確認、その他経済産業省の検査協力を行うため、

立入検査を行うよう指示があり、これに基づき検査を実施した。（１０人・日） 

c)経済産業大臣から機構に対し、「島根原子力発電所第１号機及び２号機の保守管理の不

備並びに定期事業者検査の一部未実施に係る報告徴収に関する調査報告書（中間）の

提出について」の報告内容に関する確認について、経済産業省が実施する検査への協

力の指示があり、これに基づき立入検査を実施した。（１４人・日） 

d)経済産業大臣から機構に対し、東北電力㈱が経済産業大臣に届け出た東通原子力発電

所第１号機の保全計画書のうち定期検査ごとに実施する点検等の実施頻度の設定に係

る科学的根拠の確認を目的とした経済産業省が実施する検査への協力のための立入検

査を行うよう指示があり、これに基づき検査を実施した（2７人・日） 

e)経済産業大臣から機構に対し、株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャ

パンにおける高燃焼度９×９燃料体の品質管理の状況、加工の内容について立入検査

を行うよう指示があり、これに基づき検査を実施した（2 人・日） 

以上の立入検査の結果については、完了後速やかにその結果を経済産業大臣へ報告した。 

(2)検査員の研修等 

検査員として必要な専門知識、技能を修得させ、高度化する保全技術や検査手法に対応

する力量を向上させるため、研修プログラムの改善、研修内容の見直しを図り、１３件の

新規コースも導入した。また、自己学習教材として２件のｅ－ラーニング教材をリリース

し、可搬式振動計をはじめとする研修機材や自己学習用の書籍などの購入、整備を図って

きた。 

個別能力向上計画による OJT は、前年度の力量評価結果から対象者を絞りながらも、

研修や自己学習の面からも効果的に能力向上の目標実現を支援してきた。並行して、研修

管理システムに、力量評価及び個別力量向上計画の策定・管理等を支援する機能を拡充し

て、検査員育成管理システムとして再構築した。これにより、今年度の力量評価に要する

期間が従来と比べ半分に短縮する等の大幅な効率化を実現した。 

原子力安全研修センターにおける研修でも、状態監視保全訓練では実際の原子力発電所

での計測・評価等の検査を模擬した振動診断実務コースを新たに導入し、蒸気発生器伝熱

管ＥＣＴ研修も開始した。このため、今年度は可搬型振動計等の必要な機材を一部増強し

たが、今後の新たな研修に必要な設備の増強や改造の検討も進めており、次年度の計画に

盛り込むこととしている。また、「ISO 機械状態監視診断技術者（振動）カテゴリーⅡ」資
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格は今年度も７名の検査員が認証を受け、資格認定者は合計１８名となった。 

業務従事時間に占める研修受講時間の割合は 5.5％で、中期計画目標を達成した。検査

員の新規増加が少なく人員構成がほぼ同じ状態で推移しているため資格研修の受講者数が

激減していること、多人数対象の講義形式の研修から少人数の受講生を対象とした実習、

演習形式の研修に移行してきていることは、これまでと同様だが、今年度は新規研修コー

スの導入件数が多かったこと、今年度リリースしたｅ－ラーニング教材が比較的順調に受

講されてきたことが貢献していると評価される。 

さらに、今年度も、来年度の適用に向け、超音波探傷試験に関するもの並びにポンプの

構造・機能及び保全技術に関するもののｅ－ラーニング教材２件を開発してきており、今

年度内に完成する見通しである。また、新規研修コースの追加導入についても、複数の題

材について、関連する機関や企業等に提起し検討と協議を進めているところである。 

① 検査員力量評価結果や研修実績からの要望を反映して今年度新たに導入した研修とし

ては、「タービン原子力研修Ⅰ」、「ＰＷＲ運転訓練研修」、「ＢＷＲ運転訓練研修」等があ

り、従来より実施している研修も、要望・意見があったものはこれを反映して内容を見

直し、改善したプログラムまたは教材を提供してきた。海外規制機関を参考として新た

に導入した研修は「検査員等共通資格更新研修」で、これはＫＩＮＳの検査員資格更新

研修のカリキュラム構成を参考に、機構検査員に有効な内容に研修グループにてカスタ

マイズしたものである。 

② 研修管理システムを利用し、ＷＥＢ上で支援ツールを活用しながら検査員力量評価を行

えるように再構築した。これにより、これまで３ヶ月を要していた力量評価期間は正味

1 ヶ月半で済み、評価自体も円滑に終了するとともに、充実した個別力量向上計画の策

定に繋がった。 

 ③ 体系的研修カリキュラムとして今年度の研修計画に新たに導入した研修は、「ＭＴリフ

レッシュ研修」、「ＰＴリフレッシュ研修」、「健全性評価研修」、「状態監視保全訓練研修

（振動診断実務コース）」、「検査員等共通資格更新研修」等であり、計画どおり確実に受

講を推進することができた。研修管理システムは、②に示したように力量管理ツールと

個別力量管理ツールを組み込んで、新たに「検査員育成管理システム」として再構築す

るとともに、申請、承認、検索作業等の利便性の一層の向上も図った。また、同時に検

査業務部の「総合保全活動評価管理システム」とマスターデータの統合やシングルサイ

ンオンによる利用等の連携も実施した。 

④ 新たな能力向上研修の導入は、①や③で示した研修の他に、「ＱＭＳ審査員等能力向上

研修-2010」を補充する研修として企画した「ＱＭＳ実践事例演習」、「蒸気発生器伝

熱管ＥＣＴ研修」、新入検査員向けとして実施した「大間発電所建設現地研修」等があ

り、今年度の新規研修１３件のうち１２件が能力向上研修に分類される。原子力安全研

修センター関係では、「状態監視保全訓練研修（振動診断実務コース）」、「蒸気発生器伝

熱管ＥＣＴ研修」を今年度新たに開始するとともに、来年度に向けて、「発電所主要機

器模型研修」の新たなコースプログラムの検討に着手した。また、研修の企画立案及び

運営管理の能力向上を目的として「研修担当者事務改善研修」を開き、事務職員には主

要模型を使って受講対象である検査員の業務や必要な能力についての認識を深め、技術
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職員には試験装置や研修機材の運転及び操作訓練も行い、今年度目標に対する課題と対

応策について発表・質疑を通じて研鑽を図った。 

⑤ 国外規制機関及び技術支援機関への検査員の派遣は、今年度は米国原子力規制委員会

（ＮＲＣ）に職員１名が派遣されたが、機構の検査員教育についての資料を提供し、現

地からの要求で検査員研修履歴と力量評価票等を送付し、ＮＲＣでの情報収集と意見交

換を支援している。韓国原子力安全技術院（ＫＩＮＳ）との検査員交流は、研修担当者

間の交流も含め今年度は機会がなかったが、国際室及びＮＩＳＡ原子力安全広報課のＫ

ＩＮＳ及び国際原子力安全学校（ＩＮＳＳ）訪問に関連して事前の情報提供等の支援を

行い、国際室からは報告書の提供を受けた。 

平成２２年度の研修実施実績の詳細は以下のとおりである。 

検査員資格研修を以下のとおり実施した。（ ）内は実施回数と受講者数の実績を示す。

なお、今年度新たに検査員等資格を認定されたのは、電気工作物検査員１１名、原子力

施設 検査員５名、定期安全管理審査員５名、溶接安全管理審査員４名、溶接検査員６

名、廃棄物埋設施設検査員５名、廃棄確認員５名、運搬物確認員５名、放射能濃度確認

員１名である。 

 （ア）検査員等資格共通研修 （２回、５名） 

（イ）定期安全管理審査員資格研修 （２回、５名） 

（ウ）原子力施設検査員資格研修 （２回、５名） 

（エ）溶接安全管理審査員資格研修 （２回、５名） 

（オ）品質保証（安全管理審査員資格）研修 （２回、６名） 

（カ）電気工作物検査員資格研修 （１回、７名）･･･併任検査員が対象 

（キ）検査員等共通資格更新研修 （３回、４６名）･･･資格取得後一定期間を経過し

た検査員対象 

能力向上研修として以下を実施した。（ ）内は実施回数と受講者数の実績を示す。 

＜検査員等実務研修＞ 

（ク）原子炉等規制法関係確認員実務研修 （１回、６名） 

（ケ）溶接検査員研修 （１回、３名） 

 ＜安全管理審査関連技術研修＞ 

（コ）ＩＳＯ９００１規格解説研修 （２回、６名） 

（サ）ＱＭＳ審査員等能力向上研修-2010 （２回、１９名） 

（シ）ＱＭＳ実践事例演習 （３回、１５名） 

（ス）審査員のためのコミュニケーションスキル研修 （３回、２１名） 

（セ）JEAC4111-2009 講習会（コースⅡ） （２回、８名） 

 ＜原子力安全研修センター関連研修＞ 

（ソ）発電所主要模型研修 （２回、８名） 

（タ）BWR コンパクトシミュレータ研修 （３回、１３名） 

（チ）プロセス制御訓練研修 （３回、１３名） 

（ツ）蒸気発生器伝熱管 ECT 研修 （３回、１０名） 

（テ）状態監視保全訓練研修（基礎コース１） （２回、９名） 
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（ト）ISO 機械状態監視診断技術者カテゴリーⅡ研修 （２回、７名）･･･指定訓練機

関で研修 

（ナ）状態監視保全訓練研修（基礎コース２） （５回、２３名） 

（ニ）状態監視保全訓練研修（振動診断実務コース） （２回、７名） 

 ＜新検査制度対応研修＞ 

（ヌ）安全重要度評価（SDP 評価）研修 （３回、５９名） 

 ＜非破壊検査技術習得研修＞ 

（ネ）超音波探傷試験（UT）-1 技術研修 （１回、５名） 

（ノ）超音波探傷試験（UT）-2 技術研修 （１回、５名） 

（ハ）浸透探傷試験（PT）研修 （１回、３名） 

（ヒ）磁粉探傷試験（MT）研修 （１回、４名） 

（フ）放射線透過試験（RT）研修 （１回、２名） 

（ヘ）自動 UT 基礎研修 （２回、７名） 

（ホ）UT 記録評価研修 （３回、１９名） 

（マ）MT，PT，RT 記録評価研修 （３回、１４名） 

（ミ）UT リフレッシュ研修 （４回、１７名） 

（ム）PT リフレッシュ研修 （２回、８名） 

（メ）MT リフレッシュ研修 （２回、１０名） 

（モ）RT リフレッシュ研修 （３回、１２名） 

（ヤ）UT 欠陥サイジング技術研修 （１回、３名） 

（ユ）UT き裂寸法測定専門研修 （１回、３名） 

（ヨ）健全性評価研修 （２回、１３名） 

 ＜その他の能力向上研修＞ 

（ラ）検査員導入研修 （２回、５名） 

（リ）放射線管理入門講座 （１回、２名） 

（ル）放射線管理・計測講座 （２回、３名） 

（レ）JAEA 原子力専門研修（原子力・放射線入門講座） （１回、１名） 

（ロ）ナトリウム技術研修 （１回、２名） 

（ワ）FBR 基礎講座 （１回、２名） 

（ヲ）高速増殖炉運転管理専門技能研修 （１回、３名） 

（ン）PWR 運転訓練研修 （３回、１２名） 

（ア）BWR 運転訓練研修 （１回、４名） 

（イ）タービン原子力研修Ⅰ （２回、１０名） 

（ウ）大間発電所建設現地研修 （１回、４名） 

（エ）研修担当者事務改善研修 （１回、１０名） 

（オ）非破壊検査装置を用いた自己学習訓練 （５回、８名） 

（カ）セミナー、シンポジウム等 （１６件、２６名） 

 ＜電離放射線障害防止規則に基づく特別教育＞ 

（キ）電離則ａ教育 （８回、４０名）･･･ｅ－ラーニングによる学習 
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 ＜ｅ－ラーニングによる自己学習>･･･H23/3/15 現在 

（ク）ＢＷＲの系統機能・過渡応答等に関する学習 （１４名、３０日相当）･･･H20

より実施中 

（ケ）ＰＷＲの系統機能・過渡応答等に関する学習 （６１名、４１０日相当）･･･

今年度開始 

（コ）弁の構造・機能及び保全技術に関する学習 （７４名、１９２日相当）･･･今年

度開始 

(3)新検査制度への対応 

原子力安全・保安院から機構に依頼された保安規程（保全計画書）の技術検討業務につ

いては、平成２２年度は計１０４件の保全計画書に対して、個別プラントごとに、技術検

討を実施し、検討が終了した１０３件の検討結果を原子力安全・保安院に報告した。平成

21年度に引き続き、更なる改善を目指して「電気事業連合会・JNES間定例打合せ会」を

３回開催した。 

東北電力東通１号機の長期サイクル運転実施に関しては、技術評価体制を確立し、２回

の保守管理検討会及び立入検査を行い、技術評価を実施した。 

保安活動総合評価については、平成 21 年度の総合評価試運用結果を公表し、それに基

づきプラント毎の定期安全管理審査の追加審査を計画し、実施している。また、平成 22

年度の総合評価試運用では課題に対する運用改善策を保安活動総合評価検討会にて検討し

ている。 

 

２．安全審査等関連業務 

(1)安全審査等の支援 

① 法令に基づく許認可等 

a) クロスチェック解析 

原子力安全・保安院からの指示書に基づき、以下を実施した。 

１）日本原子力発電㈱敦賀発電所 3 号及び 4 号の増設に関する設置変更許可申請の一

部補正 

日本原子力発電㈱敦賀発電所 3 号及び 4 号の増設に関する設置変更許可申請の一

部補正に関して、大破断 LOCA 事象のクロスチェック解析を実施し、申請値の妥当

性を確認した。 

設置変更許可申請の審査では、専門委員より基準地震動策定において敷地近傍活

断層の地震動評価で設定されている減衰特性に対し、当該サイトのような硬質岩盤

の減衰特性としては過大評価ではないかとの指摘があった。この指摘に対して、減

衰特性の評価方法として当該サイトで用いられている「鉛直アレー地震観測」によ

る手法と人工震源を用いた「ＰＳ検層」による手法を比較検討し、両手法による減

衰特性がほぼ一致することを示した。 

また、両手法の減衰特性の詳細分析から、「鉛直アレー地震観測」による手法で評

価した減衰特性には、地盤の速度構造の不均質性に伴う見かけの減衰が含まれてお

り、硬質岩盤において減衰が大きく評価される要因であることを示した。これらの
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内容を保安院及び合同 WG で報告し、当該発電所の基準地震動評価に対する安全審

査に貢献した。 

さらに、事業者が提出した、「敦賀発電所原子炉設置変更許可申請書（３号及び４

号原子炉の増設）」及び、同書類の「添付資料六の一部補正について（平成 22 年

12 月 3 日）」における、「原子炉建屋基礎地盤の安定性評価」と「地震随伴事象に

対する考慮（原子炉建屋周辺斜面）」に関してクロスチック解析を実施し、基礎地盤

の安定性に関しては基準地震動 Ss に対する安定性が確保されることを確認した。

周辺斜面の安定性に関しては、地盤強度のばらつきを考慮した場合に基準地震動 Ss

に対する安定性は確保されないことから、グラウンドアンカーによる対策を行うこ

とで安定性が確保されることを確認した。 

2) 使用済燃料輸送容器等の核燃料輸送物設計承認申請【補正】 

NFT 型核燃料輸送物（5 型式）の設計承認補正申請のうち、臨界安全解析に関す

るクロスチェック解析を実施中（H23.5.31 まで）。解析結果を保安院に報告する

とともに、ご意見を聞く会に報告。 

除熱、密封、しゃへい、構造解析については申請者の解析結果をレビューし妥当性

を評価。評価結果を保安院に報告するとともに、ご意見を聞く会に報告。 

3) 日本原燃㈱混合酸化物燃料(MOX)燃料加工施設の設計及び工事方法の認可（設工

認）申請 

    ・日本原燃㈱混合酸化物（MOX)燃料加工施設の設計及び工事方法の認可（第一回

設 工 認 ） 申 請 に 係 る 臨 界 安 全 及 び 遮 へ い の ク ロ ス チ ェ ッ ク 解 析     

○臨界安全について 

事業許可時の評価に補足する形で、各保管設備への移動時の評価を中心にクロスチ

ェック解析を行った。粉末一時保管設備の貯蔵単位（J85 容器）の外径に関する申

請書の記述が誤っていることを指摘し、補正されることとなった。 

○遮へい性能について 

建屋壁厚や設備配置が決まったことから、管理区域区分の設定及び線量率評価の

妥当性を確認した。具体的には、申請者の提示した図面、申請者の線源の計算過程

及び計算条件、線種毎の線量率計算結果をもとに、単位線源から解析用線源が適正

に求められていること、線源と評価点の配置からコンクリート壁の厚さが適切に設

定されていることなどを確認するとともに、7 種の代表的かつ特徴的な位置につい

て、クロスチェック解析を実施し、申請値の全体的な保守性を確認した。 

4) 日本原燃㈱再処理施設の低レベル放射性廃物管理施設【増設】事業変更許可申請 

クロスチェック解析は実施せず、申請者の解析結果のレビューを実施することに

より、国の安全審査支援を実施中。 

5) 日本原燃㈱返還廃棄物管理施設事業変更許可申請 

クロスチェック解析は実施せず、申請者の解析結果のレビューを実施することに

より、国の安全審査支援を実施中。 

   なお、平成 21 年 12 月 18 日に申請された中国電力（株）上関原子力発電所に係る

設置許可申請に関しては、安全審査に係るヒアリングに同席及び現地調査に随行し、
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NISA の安全審査業務の支援を実施した。 

b) 高経年化対策関連技術調査等 

昨年度に引続き関西電力㈱美浜発電所 1 号炉の 40 年目及び東京電力㈱福島第一原子

力発電所 1 号炉の 40 年目と九州電力㈱玄海原子力発電所２号炉の 30 年目の高経年化

技術評価の技術的妥当性確認を行い、原子力安全・保安院の支援を行った。 

②その他 

a）新耐震設計審査指針に基づく既存原子炉施設等の耐震健全性の妥当性確認 

事業者より原子力安全・保安院に報告された報告書に対して、原子力安全・保安院

からの指示書に基づき、以下の耐震クロスチェック解析を実施し、事業者の解析結果

の妥当性等の確認について審査支援を行った。 

１）四国電力㈱ 伊方発電所３号機 

基準地震動 Ss に対する伊方-３号機の耐震安全性に係るクロスチェック解析を実施

し、解析結果を原子力安全・保安院に報告し、原子力安全・保安院が事業者検討結果

の妥当性を判断する根拠として活用された。 

・基準地震動Ss及び超過確率の評価 

基準地震動Ssの策定に係る検討用地震のうち、敷地への影響が も大きな敷地前

面海域の活断層を対象として地震動解析を行い、事業者が策定した基準地震動Ｓsの

妥当性を評価した。また、当該サイトの地震ハザード解析を行って超過確率別スペ

クトルを評価し、事業者が策定したSsの応答スペクトルと比較して、超過確率のレ

ベルを評価した。Ssの超過確率は、水平動と鉛直動ともにほぼ10-４～10-５に対応

し、また、事業者が評価した超過確率は、機構の結果とほぼ同レベルであることを

確認した。 

・原子炉建屋の安全性評価 

原子炉建屋の評価項目として、建屋耐震壁の健全性、基礎の浮上り、燃料取扱棟

鉄骨部の健全性、外周コンクリート壁ドーム部の健全性についてクロスチェック解

析を実施した。その結果、事業者の解析結果は機構の解析結果とほぼ一致すること、

また評価基準値を満足することを確認した。 

・機器設備の安全性評価 

機器設備の評価に当たっては、水平地震による建屋上下応答、一部の建屋のねじ

れなどの影響を考慮し、PWRの特徴である1次冷却系設備の建屋との連成解析及び

その他重要機器の解析を行った。解析の結果、原子炉建屋内の安全上重要な機器・

配管は基準地震動Ssに対して耐震安全性の判断基準を満足することを確認した。 

・建屋基礎地盤の安定性評価 

原子炉建屋基礎地盤を対象として、基礎地盤のすべり、沈下に関するクロスチェ

ック解析を実施した。その結果、事業者の解析結果は機構の解析結果とほぼ一致す

ること、また評価基準値を満足することを確認した。 

・屋外重要土木構造物の安全性評価 

Sクラスの原子炉補機冷却海水ポンプ室についてクロスチェック解析を実施した。

評価項目として鉄筋の引張り応力度、コンクリートの圧縮応力度及びせん断応力度
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について照査したところ、事業者の解析結果は機構の解析結果とほぼ一致すること、

また評価基準値を満足することを確認した。 

・周辺斜面の安定性評価 

地震随伴事象として原子炉施設の周辺斜面についてクロスチェック解析を実施し

た。事業者が設定した想定すべりのほかに機構が設定した想定すべり面についても

安定性を確認したところ、事業者の解析結果は機構の解析結果とほぼ一致すること、

また評価基準値を満足することを確認した。 

２）東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所 

３号機について基準地震動 Ss に対する耐震安全性に係るクロスチェック解析を

実施し、解析結果を原子力安全・保安院に報告し、原子力安全・保安院が事業者検

討結果の妥当性を判断する根拠として活用された。 

・原子炉建屋の安全性評価 

床柔性等を考慮した解析モデルを用いて、新潟県中越沖地震の観測シミュレーシ

ョン解析を実施し、構築した解析モデルの妥当性を確認した上で原子炉建屋の耐震

安全性評価を行った。その結果、原子炉建屋の耐震安全性の評価項目である耐震壁

のせん断ひずみ、基礎の接地率、及び屋根トラスの応力比に対して、すべて評価基

準値を満足することを確認した。 

・機器設備の安全性評価 

３号機について基準地震動Ssに対する耐震安全性に係るクロスチェック解析を開

始した。 

３）東北電力㈱ 女川原子力発電所 

・津波 

当該発電所の津波に対する安全性に関するクロスチェック解析として、当該敷地

における津波波高、取水口付近の土砂堆積量及び取水ピットの水位変動等について

解析し、津波に対する敷地の安全性、取水設備及び取水機能の安全性について確認

した。本件のクロスチェック解析報告書を平成 22 年 11 月に保安院に提出した。 

   ４）中国電力㈱ 島根原子力発電所 

・基準地震動の策定 

基準地震動の策定に関するクロスチェック解析として、当該発電所近傍の主要活

断層の地震動評価を行い、事業者が策定した基準地震動 Ss 及び主要活断層の地震

動評価結果と比較した。その結果、事業者が策定した Ss は、主要活断層の地震動

を概ね包絡していること、主要活断層の地震動評価結果がほぼ機構の評価と一致し

ていることを確認した。本件のクロスチェック解析報告書を平成 22 年 10 月に保

安院に提出した。 

b)地震ハザード評価 

既にクロスチェック解析が実施された以外のサイトについて、耐震審査指針の改定

に伴う耐震バックチェックで事業者が調査した資料や保安院・合同 WG の審議内容を

分析・整理して地震ハザード評価を実施し、基準地震動 Ss の超過確率を評価した。

その際、横ずれ断層におけるセグメント区分と連動性評価の確率モデルを検討し、地
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震ハザード評価に適用した。平成 22 年度は、伊方、島根、玄海、川内の評価を実施

した。 

 ｃ）加圧水型(PWR)プラントのサンプスクリーン工事認可申請の妥当性確認 

   原子力安全・保安院からのサンプスクリーン工事計画認可申請に関するクロスチェッ

ク解析の指示がなかったため実施せず。 

d）高速増殖原型炉もんじゅの安全性確認支援 

1）もんじゅ再起動に伴う試験の妥当性確認 

平成 22 年 5 月～7 月に行われた炉心確認試験に関し実施された立入検査に、原子

力安全・保安院の要請により参加し、炉心確認試験開始前に設備の健全性に問題のな

いこと、機器の作動性が確認されていることを確認した。また、炉心確認試験中にお

いては、運転・試験が定められた手順・要領に従って行われていることを、中央制御

室で立会い確認した。 

2）保安規定の妥当性確認 

40％出力プラント確認試験に向けての保安規定改正を進めるに当たり、現行のもん

じゅ保安規定について、「軽水炉保安規定の記載内容との比較」、「設置許可申請書、設

工認申請書等の上流規制との整合性」、「安全設計方針との整合性」及び「運転上の制

限記載原則との整合性」の観点からレビューを行い、報告書形式でまとめるとともに、

保安規定改正に係るヒアリングに陪席する等、原子力安全・保安院の安全規制活動を

支援した。また、今後の保安規定の在り方検討に関しては、運転上の制限(LCO)逸脱

時の許容待機除外時間(AOT)の定量的根拠付けのため、内的事象に対し、PSA 手法に

よる感度解析を実施し、現在の AOT 設定に余裕のあることを確認した。 

3）アクシデントマネジメント(AM)策の妥当性確認 

もんじゅの AM 策の妥当性確認は、平成 22 年 8 月に生じた炉内中継装置(IVTM)

の落下事故への対応等により、防災小委員会の AMWG が平成 22 年度には開催され

なかったため、平成 22 年度には本業務は実施していない。 

e) トピカルレポートの妥当性評価 

ＢＷＲの燃料棒熱機械設計コードに関するトピカルレポート（ＢＷＲ燃料メーカー２

社）の技術評価を行った。技術評価結果については、総合資源エネルギー調査会原子力

安全・保安部会原子炉安全小委員会燃料ワーキンググループ（トピカルレポート）の審

議に付し（前年度まで）、その後意見公募を行って技術評価報告書をとりまとめた。また、

その後、燃料のＰＣＩ（ペレット・被覆管相互作用）による燃料の破損基準に関するト

ピカルレポート（ＰＷＲ燃料メーカー２社）が提出され、現在技術評価を実施中。 

f) 維持規格による構造物健全性評価に関する妥当性確認 

   東北電力㈱から原子力安全・保安院に報告された女川原子力発電所 1 号機原子炉再循

環系配管のひび割れに関する評価、並びに東京電力㈱から原子力安全・保安院に報告さ

れた柏崎刈羽原子力発電所 3 号機の原子炉再循環系配管のひび割れに関する評価及び炉

心シュラウドのひび割れに関する評価について、原子力安全・保安院文書及び維持規格

に基づきクロスチェック解析を実施し、それらの妥当性を確認した。 

ｇ）AM 有効性確認 
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事業者から原子力安全・保安院に報告された中国電力㈱島根原子力発電所 3 号機の

AM 策の技術的妥当性及び有効性についてレベル１及び２PSA を実施し、実施整備され

る AM 策の有効性を確認し、原子力安全・保安院へ報告した。また、保安院主催の有識

者による意見聴取会、原子力安全委員会による審査において原子力安全・保安院を支援

した。 

h) 新保全技術適合性検討 

高周波誘導加熱(IHSI)、水中レーザ溶接法、封止溶接工法について、技術基準適合性

の評価を行うとともに、代表補修工法による維持規格補修章の技術評価の考え方の整理

を行った。 

(2)事故・故障への対応 

① 平成19年新潟県中越沖地震に対する東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所３号機の構造

健全性に係るクロスチェック解析を実施し、建屋に関する解析結果を原子力安全・保安

院及び構造WGに報告し、原子力安全・保安院としての事業者検討結果の妥当性を判断

する根拠として活用された。機器設備の解析結果は原子力安全･保安院及び設備健全性

評価WGに報告し、事業者結果の妥当性判断など規制側の根拠として活用された。 

・原子炉建屋等の健全性評価 

原子炉建屋の構造健全性及び機器設備用の床応答評価の観点から、新潟県中越沖

地震の知見を反映した原子炉建屋の解析モデル（床･基礎版の柔性、ロッキング振動

に伴う上下動）を用いて、観測シミュレーション解析を実施した。その結果、機構

のモデルを用いた原子炉建屋の解析結果は構造健全性の判断基準を満足し、地震を

経験したプラントの立ち上げを見据えた事業者結果の妥当性を判断するための規制

側の根拠として活用された。 

・機器設備の健全性評価 

機器設備について、追加点検を行うべき設備の選定の観点から、構造健全性の解

析・検討方針をまとめた。この結果、建屋床柔性を考慮した地震応答解析モデルの

採用，実地震動の３方向入力の考慮，観測記録と地震応答解析結果の差異の補正概

念の導入，実地震の影響考慮における構造健全性判断基準の新設等、事業者が考慮

していない評価条件・手法を新たに策定・実用化した。 

本解析・検討方針に従って、東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所３号機の機器設備の

構造健全性の検討を行った。この結果、事業者の解析結果では耐震健全上問題なし

としていた設備であっても、機構の検討結果からは追加点検が必要と判断される設

備が抽出され、当該設備を原子力安全・保安院、運営管理・設備健全性評価WG設

備健全性評価サブWG（以後「設備健全性サブWG」という）に報告した。本指摘に

基づき、原子力安全・保安院は事業者に対して当該設備の追加点検を指示した。 

② 国内の原子力発電所でトラブル発生時、対応を迅速に行うために事故・故障データ

ベース（国内法律・通達で過去に報告されたトラブル検索、海外で過去に報告された

経済協力開発機構(OECD)及びIAEA事故・故障報告データベース(IRS)等）を用いた類

型事例の抽出、抽出されたトラブルの原因、対策及び関連情報等の調査、検討を行い

原子力安全・保安院への情報提供を行うとともに、事故故障WGへの原子力安全・保
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安院の対応支援を実施した。 

クリアリングハウス機能を強化したJNES運転経験反映等委員会においては、軽微

な事象も含めた国内事象からの規制教訓を抽出し、これを規制へ反映する検討を開始

した。また、各事例の国内他プラントへの水平展開状況についてもフォローすべく検

討を開始している。 

 ③ 国際原子力事象尺度(INES)評価小委員会（第2８、2９回：計2回）に提案した計1

２件の事故・故障について、INES評価資料原案作成のための調査検討、原案作成及び

変更、原子力安全・保安院との調整（数回実施）、委員長説明サポート、参考資料作成

等を行い、原子力安全・保安院の委員会運営を支援した。なお評価文、評価フロー等

については、データベースに登録も行った。また、2010年10月11日から15日に

IAEAで行われたINES技術会合へのNISA出席の為のサポート等を行った。 

④ 安全性への潜在的な影響分析の試行と安全上の重要度評価の試行を行うために、安

全情報の分析・評価の実施内容を含めた手順を検討し、評価方法を確立した。また、

安全上の重要度評価の試行として、国内外で発生した事故・トラブル事例に対して安

全情報の分析・評価方法を用いてスクリーニングを行い 291 件の事例から 33 件の事

例を選定した。選定した 33 件の事例について前兆事象評価を行い、安全性への潜在

的な影響分析の試行を実施した。 

安全性への潜在的な影響が大きい事例「BWR4型炉における電源喪失」事例につい

て、詳細な前兆事象評価から安全上の重要度評価の試行を実施し、リスクに影響を与

える重要な項目を摘出した。摘出した事例に対して、事故情報に基づく水平展開の要

否の評価を実施し、水平展開の必要がないことを確認した。また、海外の事故・故障

事象について、前兆事象評価の結果を用いた定量的スクリーニング基準の試運用を、

クリアリングハウス機能を強化した安全情報検討会の新プロセスにおいて適用を開始

した。 

 

３．防災関連業務 

3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に起因する東京電力㈱福島第一原子力

発電所の事故に対し、機構は原子力防災規程に基づき、迅速に理事長を本部長とする

緊急事態支援本部を設置し、原子力安全の専門機関としてまた機動性を有する独立行

政法人として原子力安全・保安院の活動を支援し、事故対応に万全を期すよう 

    ①保安院等への専門家派遣や技術情報の提供  

    ②現地対策本部への緊急の役務・資機材提供 

    ③国内外等への情報発信    

   などを実施するとともに、それらに対する 24 時間のバックアップ体制をとってきた。 

 これまでの機構の主要な事故対応は次のとおり。  

 （1）活動の総括 

    機構では、地震発生以降、福島第一発電所事故等への対応として、科学的知見や技

術の提供、原子力安全・保安院への技術支援のための専門家派遣及び住民問合せ窓口

の運営など、延べ約 5,000 人・日(4 月末現在)の支援業務を行ってきた。 
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 （2）主な支援活動について 

   ①保安院等への専門家派遣や技術情報の提供 

    a)保安院緊急時対応センターに専門家を常駐させ、技術的支援を実施 

    b)事故対策に係る安全解析や技術情報の提供を実施 

②機構緊急事態支援本部に職員を 24 時間体制で常駐させ、保安院からの各種要請に

迅速に対応 

（3）現地対策本部への緊急の役務・資機材提供 

①事故発生の 3 月 11 日以降、機構は独立行政法人としての機動性を活かし、原子力安

全・保安院からの要請に対して年度予算を組み替えるなどして、福島第一原子力発電

所オフサイトセンター（OFC）における現地対策本部の活動を中心として、４．６億

円程度（４月３０日現在）の防災資機材の提供、運営支援等を決定・実行している。

こうした緊急支援については継続中。 

   主たる支援内容は、ＯＦＣの運営支援等、放射線測定用機器の支援、広報活動支援

等。 

②福島 OFC には現在機構の職員 3 名及び設備の操作や維持管理等のための操作員 16

名の派遣に加え、機構からＪ-ビレッジ等に常時医師 2 名を派遣。 

③警戒区域内に居住する住民の一時帰宅に随行する安全管理者として 大時１７名を

現地に派遣した。 

（4）国内外等への情報発信 

①3 月 15 日から原子力安全・保安院コールセンターや福島県庁にベテラン職員を

大で 1 日 29 名を派遣し、問合せ窓口対応をしており、現在も実施中。 

②事故対応に関する日米協議の枠組みの下で、技術実務者会合に参加。ＮＲＣ等から

派遣された専門家とプラント状況の確認、原子炉等の安定的な制御のための作業方

法、シビアアクシデント対策などについて協議し、事故対応に活用。海外プレス対

応を支援。 

③フランス放射線防護・原子力安全研究所（IRSN）理事長、OECD/NEA 事務総長、

韓国原子力安全技術院（KINS）院長の訪問に対し事故情報を提供。 

④国際社会の情報提供要請に対応するため、4 月上旬の原子力安全・保安院の IAEA

及び OECD/NEA への事故報告の支援を実施。また、理事が 4 月下旬からアジア各

国（中国、ベトナム、韓国、台湾等）を訪問し、事故状況を説明。 

⑤ワシントン事務所では、NRC に事故の情報を逐次提供するとともに、米議会関係者

等にも状況を説明。また、NRC 主催の国際会議等でも事故経過を説明し、国際社会

の要請に対応。 

（5）原子力防災訓練の支援、原子力防災研修 

① 原子力総合防災訓練の支援 

原子力総合防災訓練が、中部電力株式会社浜岡原子力発電所３号機を対象として、平

成 22 年 10 月 20 日（水）及び 21 日(木)に実施された。国、静岡県及び関係市（御

前崎市、牧之原市、掛川市、菊川市）、原子力事業者（中部電力株式会社）、その他関係

機関から計 86 機関と、避難・退避訓練に参加した地元住民約 250 人を含む総勢約

2,400 人の参加があった。 
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機構は、事務局として、訓練進行計画や事故シナリオの作成等準備段階における企画・

立案とともに、訓練の準備・運営に関する支援を行った。また、プラント班や運営支援

班等、実際に班員として訓練に参加した。さらに、機構内に外部有識者で構成される訓

練評価委員会を設置し、評価委員の訓練への立会いや参加者を対象とするアンケート調

査等を実施し、訓練評価としてまとめ、マニュアルの充実等の提言を行った。この過程

で得られた評価委員や訓練参加者からの 3,000 件以上の各種コメントを分類整理し、

データベース化した。 

② 地方自治体の防災訓練の支援 

地方自治体に対して事前アンケート調査を行い、自治体の防災訓練に係る機構への要

望を把握・分析し、各自治体に対する支援計画を作成して訓練評価や防災講演、事故模

擬プラントデータの作成等の支援を実施した。また、自治体訓練は通常シナリオ提示で

行われることから、これを補完する位置付けで、講義とシナリオ非提示訓練を組み合わ

せたオフサイトセンター活動訓練を実施し、実効性の向上を図った。具体的には、1２

自治体に対して訓練支援を行い、この内８自治体に対して原子力防災の基礎知識、災害

時にとるべき行動等のテーマで地域住民等に対して防災講演を行った。 

③ 国民保護法に基づく訓練への参加及び支援 

国及び地方自治体が協力して実施する「原子炉施設等に対する武力攻撃事態における

国民保護訓練」が実施されなかったため、同訓練に参加する機会は無かった。しかしな

がら原子力安全・保安院が６月１１日に独自に実施した机上訓練において、状況作成と

付与等の支援を行った。また、平成２２年８月 24 日に富山県で行われた C テロ・立て

こもり対処の国民保護訓練、及び平成２３年１月 23 日に茨城県で行われた R テロ対処

の国民保護訓練を視察し、気付き事項等の普及を図った。また「武力攻撃原子力災害の

特性と留意事項（案）」を作成した。 

④ 原子力防災研修・習熟訓練の実施 

緊急事態応急対策が円滑に行われるように、国、地方自治体、原子力事業者及び関係

機関の防災関係者を対象に、原子力防災研修・習熟訓練を実施した。参加者に対してア

ンケート調査等を行い、その結果を評価・分析し、研修・習熟訓練の内容改善を図った。

なお、研修・習熟訓練に用いるテキストの内容等は必要に応じて改訂し、国の訓練と整

合のとれたものとした。 

また、研修・習熟訓練の充実や緊急時の実効性向上のために、研修・習熟訓練を通し

て得られたアンケート調査、第三者評価、自己評価等を整理し、データベースとした。 

具体的には、以下の研修・習熟訓練を実施した。 

a) 防災専門官等広域支援現地訓練 

オフサイトセンターの各機能班が行う一連の防護対策立案検討の概要を、オフサイト

センターの設備を実際に使用して習得することを主な目的として、原子力防災専門官の

他、国（関係省庁、地方局等）、地方自治体（道府県等）及び原子力事業者等の防災担当

者を対象に、防災専門官等広域支援現地訓練を実施した。同訓練は２日半のカリキュラ

ムで構成され、１日目午前に原子力施設の視察、１日目午後から３日目午前に講義と演

習を行った。今年度は、静岡県浜岡原子力防災センターと鹿児島県原子力防災センター

の２カ所で実施し、総受講者数は３０名であった。総受講者数が目標を下回ったのは、
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原子力防災専門官以外の参加が少なかったためであり、今後同訓練の防災担当者への周

知を図る。 

b) オフサイトセンター活動訓練 

オフサイトセンターの機能班員として、担当する機能班の活動に必要な知識の習得や、

機能班及び構成員の役割・責務の理解等を目的として、原子力防災専門官や原子力保安

検査官、原子力施設立地道府県の原子力防災要員（国の地方局、地方自治体、警察機関、

消防機関、海上保安部、事業者等）を対象に、オフサイトセンター活動訓練を実施した。

同訓練は、基本的には２日間のカリキュラムで構成され（一部は 1 日間）、講義、演習、

振り返り（自己評価）を行った。また、訓練の充実・実効性向上のため、第三者の訓練

立会いによる評価も合わせて実施し、良好点、課題及び改善提案の取り纏めを行った。 

原子力施設立地の１６道府県の内、大阪府を除く１５道県（大阪府は文部科学省訓練

と訓練日程が重なったため、実施が見送られた。）、１６カ所（青森県は東通と六ヶ所の

２カ所）のオフサイトセンターで訓練を実施し、総参加人数は約 1,５00 名であった。 

c) 核物質防護研修会 

警察、海上保安庁、防衛省の職員を対象とした核物質防護のための研修会をオフサイ

トセンター設置道府県 16 か所で実施し、約３９０名の参加を得た。 

講義内容と教材を参加者のニーズに即して、セキュリティに一層着目した内容に改善

することが課題となった。 

d) 核燃料輸送講習会 

万一核燃料輸送中に事故が発生した場合の対応に備えて、放射線と被ばく防護や、核

燃料輸送と事故対策についての基礎的な知識を身に付けることを目的として、核燃料輸

送事故が発生した場合に対応する可能性のある地方自治体職員、警察機関職員、消防機

関職員等を対象に、核燃料輸送講習会を実施した。同講習会は基本的には１日のカリキ

ュラムで、講義に加えて放射線測定器の取り扱い実習を行った。なお、同講習会の計画

に当たり、機構内に設置した「核燃料輸送講習会に係る検討会」を通じて外部有識者の

ご意見を反映した。 

大阪市、横浜市、福岡市、東京都の４カ所で同講習会を実施し、総参加人数は約３00

名であった。大阪市と横浜市においては、同講習会の前日に原子力施設の視察を行った。

なお、参加人数が計画を下回ったのは、会場手配や実習の実効性の観点から、講習会当

たりの募集人数を８０名程度に絞ったためである。 

e) 火災対応のための研修等 

原子力施設における火災防護に関する知識の習得及び関係機関の相互理解の促進と円

滑な連携を目的として、火災対策専門官、地元消防機関、原子力事業者及び地方自治体

等を対象に、火災対応のための研修を実施した。同研修は１日のカリキュラムで、講義

の後、机上シミュレーションを通じて意見交換を行った。また、希望者には、原子力施

設の視察を行った。 

オフサイトセンターのある 20 地区を対象に、3 年間で全地区を一巡することとし、

今年度は 6 カ所で実施し、総参加人数は約１９０名であった。 

f) その他研修（講演会を含む） 
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自治体等の要望により、上記以外に次の研修・講演会において講師を務めた。 

４月に新潟県本部職員研修、１１月に埼玉県核燃料輸送講演。 

g) ホームページ等の更新 

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

子力安全・保安院のホームページとの整合等のメンテナンスを行った。 

h) 訓練体系の整備の:検討 

オフサイト活動訓練の評価から、主に訓練用教材の改善及び講師の能力向上を図った。

また、国の原子力総合防災訓練を対象に、前年度の訓練評価データの分析に基づき、訓

練実施要領等の訓練内容の再検討、訓練評価のあり方、訓練評価結果の反映方法等を検

討し、総合防災訓練の実施要領の改善を図った。 

（6）物的基盤の維持管理等 

① オフサイトセンター設備の維持管理及び改善等 

20 地区のオフサイトセンター及び緊急時対応センター（ＥＲＣ）について、次のとお

り設備の維持管理及び運用支援を実施した。 

a) 日常点検、定期点検による設備の維持管理 

1) 日常点検として、設備の員数確認、点検、起動確認等を全地区、毎月 1 回実施した。

また、年 1 回定期保守点検を実施した。 

原子力防災専門官が実施する各設備起動・操作の支援等を実施した。 

2) 設備の故障発生に際し、機構内に設置した運用管理センターで故障把握などを集中

監視し、修理対応等原因調査、点検、修理を迅速に実施し、設備の健全性維持に努

めた。 

b) 設備の中長期更新計画の実施 

1) 衛星通信システムのＩＰ化 

衛星通信システムの更新については、平成１９年から原子力安全・保安院と連携

し、更新内容及び予算規模を確定しながら、かつ、他の関係機関（文部科学省、

日本原子力研究開発機構）及び地方自治体にも事前に説明し、国・関係機関・地

方自治体間を連係する衛星通信システムをＥＲＣ及び全オフサイトセンターに整

備・構築した。本システムは地上系の統合原子力防災ネットワークを補完するシ

ステムと位置付けるとともに経済性も追求し既存の衛星システムに較べ非常に安

価に構築できた。 

   2) 放射線防護資機材の再整備 

各オフサイトセンター（OFC）に整備された放射線防護資機材については必要

な資機材の見直しを実施し、原子力安全・保安院の意向も反映し種類と数量につ

いて再整備した。 

特に、事故発生の 3 月 11 日以降、機構は、独立行政法人としての機動性を活か

し、NISA からの要請に対して、年度予算を組み替えるなどして、福島第一原子力

発電所 OFC における現地対策本部の活動を中心として、4 月末時点で 4.6 億円程

度の防災資機材の提供等を決定・実行している。こうした緊急支援については継続

中である。 

② ERSS の維持管理及び改善 
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a) ERSSの維持管理 

1) OFC 及び ERC に設置されている ERSS の健全性を維持管理した。 

  ・月 1 回、設備の員数確認、点検、起動確認を、保守会社の請負業務として実施確

認した。 

・年 1 回の頻度で、原子力事業者を含むすべての回線で、伝送試験を実施した。 

・原子力事業者の設備変更（東京電力伝送系統の変更、もんじゅ伝送パラメータ 

追加）を反映するため、ソフトウェアの変更を行った。 

2) 早期に異常を検知するため、ERSS 情報表示用サーバについて運用監視システム

を構築し、試運用を開始した。 

b) ERSSの改善 

1) 中国電力㈱島根原子力発電所3号機向けERSSの整備を、同機の燃料初装荷前に完

了した。 

2) ERSSの管理機能等を改良し、原子力事業者から送られるプラントデータの警報設

定値等の変更を行えるよう機能強化した。また、ERC関係者、OFC保安検査官、各

訓練参加者等の利用者の声を反映して、文字を大きくする等の、情報表示の視認性

を向上させる等、利便性を主とした操作性の向上等の機能改良・整備を行った。 

3) 日本原燃㈱六ヶ所再処理施設ERSSについて、特定事象発生以降の施設状況把握機

能を強化するため、情報表示システムに対して、表示すべきパラメータの選定と選

定の考え方の体系づけ、及びそれらの表示画面の基本仕様作成を行った。本業務の

成果に基づき、高度化の詳細仕様の検討に着手した。 

   4) もんじゅにおけるナトリウム漏えい信号に係る警報表示機能の整備を行った。 

c) システムの可用性向上 

常時伝送 ERSS システム等の可用性データの採取、評価した。その結果をもとに、

ネットワークファイアウオール冗長化等の可用性向上方策を整備した。 

③ 緊急時対応体制及び要員の維持等 

a) 機構内の体制の整備及び維持 

昨年度に規定化した防災業務規程を、原子力安全・保安院原子力防災業務マニュアル

の修正に伴い見直すとともに、各事態に応ずる機構の体制の編成表に示す要員に求めら

れる業務内容と技術的要求事項を明らかにし、これらを規程に参考として入れることと

した。これにより、修正した原子力防災業務規程を 1 月 11 日に施行した。さらに、同

規程に定めた「専門家による支援の準備」及び「技術専門家による NISA の支援」に対

応する機構内技術専門家の候補者リストの作成に着手し、同名簿の登録を同施行時に完

了させた。 

防災の日に実施された原子力安全・保安院の院内訓練参加に際し、参集訓練を実施し

た。また、６月に発生した福島県沖地震における初動参集及び３月に発生した東北地方

太平洋沖地震における初動・警戒・緊急参集に係り、体制の実効性を確認した。 

b) オフサイトセンター及びERCの機器・設備並びにERSSの迅速な立上げ支援要員 

原子力安全・保安院からの要請に基づき、オフサイトセンター及び ERC の機器・設

備並びに ERSS の立上げを支援するために体制を整備維持した。緊急時に、原子力防災
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専門官等の要請によりオフサイトセンターの迅速な立上げの支援を行うため、予め 1 時

間以内に参集可能な支援要員を確保、維持した。 

平成 2２年度は、６月に福島県沖地震、３月に東北地方太平洋沖地震が発生したため、

支援要員が緊急参集し、機器・設備の立ち上げ支援、健全性確認等を実施した。また、

支援要員には緊急時の対応に備えて、定期点検、月例点検及び原子力防災訓練（参集訓

練を含む）を通じて、新規更新設備を含め、迅速な立上げ、操作の習熟度向上を図り、

支援体制を継続維持した。 

ERSS 支援要員には緊急時の対応に備えて、平成 22 年度 24 回の ERSS 運用訓練と

14 回の連絡参集訓練を実施し、これらを通じて新規更新設備を含め、ERSS の迅速な

立上げ、ERSS 各システムの操作の習熟度向上を図り、支援体制を継続維持した。 

④ 原子炉施設等の新規建設に伴う設備の整備等 

中間貯蔵施設のためのオフサイトセンターについては設備導入側からの建屋要求事項

を整理し建物設計側の自治体と４回の設計会議を実施し、オフサイトセンター指定まで

のスケジュールを確定した。 

 

４．安全研究・安全情報関連業務 

4-A 発電炉・新型炉分野 

(1)高経年化対応 

① 高経年化対策技術の評価等に係る調査、試験及び研究 

a)高経年化対策技術基盤調査 

1) 平成２２年度に発生した米国の高経年化関連トラブル情報の収集分析を行うとと

もに、IAEA の International GALL Report の策定作業に参加。高経年化に関する

国際会議（Isag20１０等）に参加し、関連情報を収集した。また、国内で発生した

故障･トラブル情報の収集分析を行い、高経年化技術評価に活用した。また、国内 BWR

及び PWR プラント並びに海外プラントの水化学の現状、動向、技術開発状況及び規

格基準類の制定状況等について調査し、原子炉の安全及び放射線安全への関連事項の

抽出・整理を行い、現状の安全規制との関連も含め整理を実施した。 

2) 高経年化技術評価 WG（１０回開催）、保守管理検討会に参加し、原子力安全･保安

院への技術支援を行った。技術情報調整委員会（情報基盤 WG、安全研究 WG、国際

協力 WG）を運営し（計６回）、高経年化対応技術戦略マップ 20１０の作成に着手し、

また、(社)日本機械学会、(社)日本電気協会等の規格作成関連 WG に参画し、高経年

化対策、健全性評価に関連した規格等についての検討を行い、高経年化対策の科学的

合理性の強化に向けた活動を実施した。 

3) 平成 2１年度までに策定した高経年化対策技術資料集等に新たな情報として、国内

外の 新のトラブル情報などを加えるとともに、技術情報のデータベースを拡充して

実用化を図った。 

4) 経年劣化事象別技術評価審査マニュアルの改定をすべく、技術評価上重要な事象と

して、ステンレス鋳鋼の熱時効について注目し、当該事象の脆化予測式の検証などの

経年劣化事象に係わる調査、実機材を用いた配管減肉データベースの整備を行った。
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また、実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイドラインの改訂に伴い、

経年劣化事象別技術評価審査マニュアルの改訂に着手した。 

5) IAEA、OECD/原子力機関(NEA)等の国際機関との技術交流推進として、応力腐食

割れ(SCC)とケーブルの経年劣化プロジェクトの支援等を行い、プロジェクトを完遂

した。特に事例データの充実と知識ベースの構築に関する支援に関して、事例データ

の充実を図るとともに、構築した知識ベースを基に経年劣化管理に関する推奨実務の

抽出を行った。 

ｂ）高経年化関連安全対策技術高度化調査 

高経年化技術評価の一層の高度化を図るため、以下の高経年化調査研究を実施し、

そこから得られた 新知見に基づいた高経年化技術評価を実施するなど、評価の高度

化を図った。 

・電気・計装設備の健全性評価技術調査研究 

・既存コンクリート構造物に関する経年劣化調査 

・福井県における高経年化調査研究 他 

ｃ）高経年化に係る情報提供 

技術情報調整委員会及び高経年化対策に係る技術情報基盤ネットワークを通じ、高

経年化技術評価書の審査結果に係る情報提供を実施した。また、OECD/NEA の長期

運転規制(LTO)に係るグリーンブックレット作成を通して、日本の高経年化対策につ

いて情報を提供した。NRC との高経年化に係る技術情報の交換を行った。 

② 原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 

a)原子力用機器材料の非破壊検査技術実証事業 

1) 原子炉施設の非破壊検査情報の収集整備 

・ 供用期間中検査の対象部位において平成 21 年度に起きた損傷事例について、適用さ

れた非破壊検査情報の調査を実施した。 

・ 配管試験体（3 体）へのウェルドオーバーレイ施工を実施し、施工後の SCC き裂の

非破壊検査信号の取得・評価を実施した。 

・ 欠陥部信号の誤認識が起きた事例を模擬したシミュレーション解析を実施し、非破壊

検査信号の取得・評価を実施した。 

・ 実機セーフエンドを模擬した試験体（3 体）の設計・製作を実施した。 

・ 上記非破壊検査情報の調査結果について、非破壊検査情報活用ツールへ情報を入力し

た。 

2) ステンレス鋳鋼の高精度非破壊検査技術検証 

・日中韓の国際共同研究プロジェクトにより回送されてきた韓国のステンレス鋳鋼配管

模擬試験体に対して超音波探傷試験を行い、欠陥検出性及びサイジング精度の確認を

実施した。 

・ステンレス鋳鋼における超音波特性の解明等のため、シミュレーションシステムによ

る解析評価を実施するとともに、事業者所有の試験体を用いた超音波の可視化試験に

より、シミュレーションモデルの検証を行った。 

・日中韓の国際共同研究プロジェクトを遂行するため、日本の所有する試験体を韓国に
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輸送した。 

ｂ)原子力プラント機器健全性実証事業 

1)高照射量領域の照射脆化予測 

・低 Flux（実炉の 5 倍の照射速度）で追加照射した PWR 標準材の微視的組織観察

（3DAP、TEM 及び硬さ変化測定等）を行い、これまでに実施済みの高・中 Flux

（実炉の１０倍、50 倍及び１００倍の照射速度）の追加照射材に対する組織観察

結果と併せて、原子炉圧力容器鋼の中性子照射脆化における照射速度の影響につい

て評価を行った。その結果、脆化要因は、溶質原子クラスタと転位ループに起因す

る硬化型脆化とする国内新脆化予測式の妥当性が確認でき、遷移温度移行量（Δ

RTNDT）はクラスタの体積率の平方根に強く依存することは加速照射で得られた 60

年相当の照射材でも同じ傾向を示すことがわかった。 

・加速照射で得られた 60 年運転相当の高照射量の材料を用いて 3 点曲げ試験片を再

生し、破壊靭性試験を行い破壊靭性の移行量を直接求め、現行手法（シャルピー衝

撃試験による吸収エネルギーから破壊靱性の移行量を推定する手法）とマスターカ

ーブ法の比較を行った。その結果、マスターカーブ法による評価の方がより保守的

であることが分かった。しかしながら、マスターカーブ法の温度依存性について十

分なデータが得られていないことから、髙照射材に対するマスターカーブの温度依

存性については今後も調査が必要であるがわかった。 

・原子炉圧力容器の構造健全性評価に関し、日本原子力研究開発機構(原子力機構)が

開発した確率論的評価手法（PASCAL３）を用いて国内プラントに対する試評価を

行った。その結果、従来の決定論的解析による温度裕度と確率論的解析結果との良好

な相関が示され、安全裕度を確率論の観点から定量的に推定できることが確認された。 

2)低炭素ステンレス鋼 SCC 進展への中性子照射影響実証 

・実機シュラウド溶接部模擬供試体から採取した試験片の中性子照射を開始した。ま

た、照射を終了した試験片の一部を国内へ輸送する準備を行った。（輸送は、平成２

３年東北地方太平洋沖地震の影響で、国内受け入れが困難となり、輸送容器に装荷

した状態でハルデンにて保管している。） 

・照射後等試験計画の見直しを実施した結果、照射材データとの比較参照用の照射材

または非照射材の SCC 進展試験、非照射から低照射領域における材料特性データの

整備は平成 24 年度以降に実施する計画に変更した。 

3)照射材溶接部の健全性評価手法の実証 

・照射材溶接部の健全性評価を行うため照射済みのステンレス鋼試験体から試験片加

工を行い、機械特性試験としてミクロ・マクロ観察、硬さ測定、引張試験、曲げ試

験、母材部の疲労強度試験等の実施、レーザ、ティグ(TIG)による溶接試験、SCC

試験として CBB 試験（隙間付き定変位曲げ試験）を実施し、照射材による特性試験

データを継続取得した。なお、低合金鋼照射材溶接部については中性子照射試験を

中止することとし、輸送済みの照射試験体についてはチェコにおいて処分を行った。 

４）低炭素ステンレス鋼の低き裂進展速度領域線図の検証 

・低い応力拡大係数（K）領域等 SCC き裂進展速度整備 
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PLR 配管溶接継手模擬試験体等の溶接硬化部、溶接金属部から加工した小型試験片

を用いて、低 K 領域での SCC 進展試験を実施し、進展速度データを取得した。更

に取得した溶接硬化部及び溶接金属部進展速度データから進展速度線図を試作し、

その線図を使用したき裂進展解析を行い、当該線図は維持規格の線図に比較して低

Ｋ領域で進展量が大きくなることがわかった。 

・SCC き裂進展検証試験 

  PLR 実模擬配管を使用し、BWR 通常水質模擬環境下でのき裂進展試験を 14600

時間継続し、その後配管切断、破断面でのき裂寸法測定し、上記小型試験片による

き裂進展速度データを検証した。 

また、本事業で得られたＳＣＣ進展速度データと先行事業でのＳＣＣ進展速度デー

タを合せて、整理した。 

5）IASCC 健全性評価法検証事業 

・平成 21 年度に実施した実機炉心シュラウド健全性解析に基づき、必要と認められ

た範囲について実機適用性検証のために取得すべきデータの範囲、条件についてま

とめた。 

・実機材料の調査を計画した。実機シュラウド廃材を使用した IASCC 事業取得デー

タの検証計画を立案し、実機廃却材の輸送を計画し、試験体の切断を行った。 

・IASCC に関する機構論的検討について継続検討して試験片サイズ等に関する知見を

得た。 

6）ニッケル基合金異材溶接部のき裂進展評価技術検証 

BWR シュラウドサポート異材溶接部の運転時の応力状態とニッケル基合金溶接金

属内に想定したき裂に対する応力拡大係数を解析により評価した。この結果を踏まえ

て、SCC き裂の異材部進展シミュレーション解析を行い、進展挙動検証の試験計画を

作成した。 

7）PWR 環境下で発生する SCC 健全性評価法検証 

PWR 原子炉容器等セーフエンド管台を対象として、実機 SCC 事例で検出されてい

るような深いき裂に対する応力拡大係数を解析により評価した。現行の維持規格のき

裂進展評価法の妥当性を検証するための課題を抽出して実機モデル試験体を使用した

全体計画を作成した。 

③原子炉施設健全性維持に係る技術等の調査 

（保全活動に関する規格・基準類の整備支援） 

  ａ）海外における構造・維持規格の調査 

米国機械学会(ASME)コード(Sec.XI）等の技術的背景を含めた制改定状況等の動向

調査を行い、維持規格への反映等について、安全規制を推進する観点から客観的な評

価を行い、評価検討すべき項目として、「インレイ又は耐食性クラッディングの規定」

など 8 項目を抽出した。 

b）維持規格へのリスクベース検査の適用に関する検討 

発電所の安全を維持しつつ、効率的に機器の保全を実施するために開発されている

リスクベース技術を用いた機器の保全・検査分類手法の米国での適用状況を調査する
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とともに国内プラントへの適用に際しての規制上の枠組みに関する検討を行い、PRA

審査指針の策定など整備しておくべき制度的課題等を抽出した。 

④高経年化評価に係る解析コードの整備等 

a)き裂進展解析コードの実機対応機能の高度化 

 複雑形状構造物に生じたき裂が溶接境界を通過して進展する現象を模擬するために、

き裂進展解析コードに溶接部専用モデル生成機能を追加し，複雑形状溶接部の例として

原子炉容器上部ふた管台にき裂がある場合を想定した解析によりメッシュ自動生成・自

動更新等の基本機能を確認した。さらに、近年開発された４面体要素に適した応力拡大

係数計算手法を整備するとともに、き裂前縁の応力特異性を適切に表現でき、応力拡大

係数の計算に適した６面体要素（き裂前縁付近で用いる）と FEM 解析メッシュの自動

生成に適した４面体要素（き裂前縁以外の部分で用いる）を組み合わせたメッシュ分割

手法を開発した。開発した手法を用いて配管の表面き裂の応力拡大係数を算出し，文献

値と比較することにより計算精度を検証した結果、よい精度が得られることを確認した。 

b) き裂を有する機器・配管の健全性評価解析コードの機能追加 

   原子力安全・保安院指示文書及び（社）日本機械学会規格等に基づき、き裂を有する

機器・配管の構造健全性評価解析コード CRACK-FFS に対して、容器等を対象とした

解析機能を整備し、検証を行いこれらの機能が適切に反映されていることを確認した。

これにより容器等の設備についてき裂を考慮した健全性評価に本コードを適用する場合

に必要な機能整備はほぼ完了した。 

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

① 全般 

a)新検査制度整備に係る検討 

新検査制度の運用に伴う技術的検討を実施し、検査を円滑かつ効果的、効率的に実施

できるようマニュアルの整備、技術的根拠のまとめ等、以下の検討を実施した。 

1) 国外検査関連情報の収集 

・運転中保全(OLM)に関する欧米の実態の概要を調査整理し、原子力安全・保安院及

び事業者との情報共有を図った。 

・事業者の安全管理システム及び安全文化についての検査、規制検査プロセスの効率

性について、各国の現状と課題、今後の方向性等について情報交換・検討を行った。 

・安全実績指標、リスク情報に関して、米国NRCが実施している原子炉監査プロセス

(ROP)を調査し、安全実績指標の変更実績や新たな指標を導入した際の障害事例、

収集/分析したデータの公開手法等を調査した。 

米国、仏、フィンランドの建設段階および運転段階における QMS 規制の実態を調

査し、我が国の検査制度の高度化検討にあたって基本的な情報を整備した。 

2) 検査手法の検討、マニュアル・技術根拠等の整備 

・NRC発行の標準技術仕様書(STS)の改定履歴を調査分析し、我が国の保安規定及び

保安規定技術資料への反映の必要性を原子力安全・保安院及び事業者と検討を行う

とともに、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会原子炉安全小委員会に

設置された運転管理ＷＧでの保安規定への反映方針に係る審議を支援した。また、
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保安規定の年度内改正申請に向けての事業者との協議においても技術的支援を行

った。保安規定の文言に表現しきれない内容は機構がとりまとめる技術資料記載す

ることで検討を行っているが、検討事項が多岐に渡っているため、技術資料の改訂

の確定と発行は平成23年度に行うことになった。 

・QMSに係わる保安規定違反のレベル判定を支援する手法としてリスクに基づく評

価や組織に潜在する欠陥の根深さを評価する手法を検討し、原子力安全・保安院の

中で行われている検討作業会をサポートした。また、プラント保安活動総合評価に

おける品質保証の重要度評価支援及び原子力安全技術評価WGにおける事業者の保

安活動状況を審議する際の不適合管理の調査・分析・評価などにあたって、原子力

安全・保安院を支援した。 

・IAEA，諸外国及び我が国のQMS規制状況などを整備し、我が国の建設段階規制の

高度化検討における情報提供等を行った。 

3）ISI の検討 

国内の代表的 PWR プラントを対象にして、ASME コードケース N-716 手法に従

って、RI-ISI プログラム作成のための試解析を行った。試解析により N-716 手法の

特徴を把握するとともに、WOG 手法及び EPRI 手法との比較を実施し RI-ISI 検討会

への報告書案を作成した。これらにより現行 ISI に代わって RI-ISI を実施する技術的

見通しを得た。 

4) 検査データベースソフトの整備 

新検査制度に対応したシステムを運用し、検査等の情報蓄積を行うとともに、平成

２３年度に向けて、さらに改善するための準備を行った。 

5) 検査官など研修制度の検討 

QMS の 検 査 に お け る ガ イ ド ラ イ ン の 普 及 促 進 に あ た り 、 SAT(systematic 

Aproach to Training)手法に基づき研修教材の充実・高度化を図りつつ、原子力安

全・保安院の依頼に基づく平成 2２年度の保安検査官を対象とした「JEAC4111 等

QMS 応用研修」への活用を図った。 

b) PWR プラントサンプスクリーン閉塞事象解析コードの開発 

1）PWR プラントサンプスクリーン閉塞事象解析 

PWR 格納容器内のデブリ輸送評価への統計的安全評価手法の適用性について検討

し、実用面での条件等の知見が得られた。同知見に基づきサンプ対策の有効性の評価

手法について見直した。 

2)下流側影響試験 

・試験 

代表的条件における下流側影響試験を実施して試験データを取得した。ヒーター加

熱による模擬燃料ピンを設置した模擬炉心部を統合化学試験ループに含めて燃料ピン

への化学析出物の付着を把握する析出物試験では、析出物付着による被覆管表面温度

上昇を測定したことに加え、析出物が主としてカルシウム化合物であることの同定や

熱伝導率評価等基礎的なデータを取得できた。 

・解析 
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デブリ等による炉心流路閉塞時の長期炉心冷却性の評価の一環として、被覆管表面

付着物の熱伝導率をパラメータにした感度解析を実施して、燃料被覆管温度上昇への

影響は小さいことを確認した。BWR プラントについては下流側影響の課題を抽出し

た。 

3）下流側影響の解析検討 

炉心内濃縮現象に伴い被覆管表面温度に影響を与えるパラメータとして、炉心バイパ

ス循環流、高温側配管への液相流出、デブリ捕獲率、燃料棒表面付着割合、被覆管表面

酸化膜厚さ、炉心崩壊熱の感度解析を実施した。被覆管表面に析出物などが付着すると

した場合、被覆管表面温度上昇は 30℃程度であることが分かった。 

BWR プラントについてはデブリによる炉心流路閉塞シナリオと長期炉心冷却を確保

する手段について検討して、時間余裕とその効果を評価するには解析による確認が必要

であることが分かった。 

c) 数値流体力学(CFD)解析技術の整備 

整備中の気液界面面積密度輸送モデルは、計算のみでの気液相関相互作用の評価を目

指すものである。昨年度に開発した界面面積密度輸送モデルを機構にて整備中の 3 次元

2 相流 CFD コード CHAMP-IAT に組み込み、妥当な界面面積密度が計算できることを

確認した。この成果を ICONE19 で発表する。 

OECD/NEA 主催の T 字管ベンチマーク問題の実験では、低温水と高温水との乱流混

合現象に焦点を当て、CFD で使用する乱流モデルの検証用のデータが提供されている。

新の知見を反映した乱流モデルを整備するため、本ベンチマークに機構は参加してい

る。Advance/Front/Flow/red コードを使用して、計算格子は 25 万、100 万及び

400 万の 3 種類、乱流モデルは LES 乱流モデル、及び RANS 乱流モデルの 2 種類で

計算を実施した。その結果、LES 乱流モデルの方が RANS 乱流モデルよりも実験結果

に近い計算結果が得られたが、計算結果の計算格子依存性がある（計算格子を細かくし

ても、計算結果がある値に収束しない。）ことが分かった。 

ｄ）解析コード・手法の整備等 

1）クロスチェック解析コードの整備 

・プラント定格出力増加申請のクロスチェック解析で予想される代表的な過渡事象（負

荷遮断バイパス不作動事象、給水加熱喪失事象等）の過渡解析を行った。出力向上の

安全パラメータへの影響を評価し（ΔMCPR への影響は負荷遮断ではやや悪化、給水

加熱喪失ではほぼ変化が無いなど）、審査を行う上での知見が得られた。また、BWR

の LOCA 試験データ（JAEA の ROSA-Ⅲの大破断,中小破断試験）により同コードの

適用性を確認するとともに、実機体系に対する事故事象の解析データを整備した。 

・ 実機プラントのボイド係数等の不確かさパラメータについて調査し、同調査結果を

基づき、統計的安全評価手法の実機プラントの適用解析を実施した。ABWR、BWR5

を対象に、代表的な過渡事象（負荷遮断バイパス不作動事象、給水加熱喪失事象等）

について過渡解析を行い、決定論的手法（従来手法）で使用される一点炉近似核モデ

ルでの解析結果と比較した。負荷の喪失では両者で大きな差はないが、給水加熱喪失

では一点炉近似モデルの結果と差が大きい。さらに、炉心分割やサンプル数の感度解
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析を行い、統計的安全評価を行う上での実用面での知見も得られた。以上の結果を原

子力学会、ICONE19 で発表する。 

・集合体内の液滴、液膜の飛散や付着挙動に影響を及ぼすスペーサの形状効果を検討

するため、現行の 9×9 燃料の丸セルスペーサの試験データを用いて解析し、モデル

の妥当性等を確認した。流速分布等、よく実験値と一致する。さらに、同手法の解析

により、丸セルスペーサ（9×9）、旋回翼付スペーサ（10×10）の下流域での流動

場を比較した。旋回翼付スペーサでは大きな旋回流が生じ、液滴の燃料棒表面への付

着が増加していることを確認し、これにより限界出力を向上させる機構が確認できた。 

・機器応力評価コード SERENA について、メインシステム言語を VB６から VB2008

に更新するとともに、応力分類機能と応力評価機能にファイル表示欄の拡張及びプロ

グ ラ ム モ ニ タ ー を 追 加 し た 。 日 本 電 気 協 会 原 子 力 発 電 所 耐 震 設 計 技 術 規 程

(JEAC4601)に基づくスカート支持たて置円筒形容器に係る耐震強度評価方法を追

加し、コードの全機能の検証により適切に整備されたことを確認した。 

２）三次元核熱水力解析コードの整備 

反応度投入事故事象におけるボイド反応度フィードバック効果の実機への適用性確

認の観点より、ＢＷＲ5 相当炉心における低温時、高温待機時からの反応度投入事故

事象の解析を行った。ボイド反応度フィードバックの効果は、低温時に比べて高温待

機時には大きいことを確認した。 

3) 実機 PWR プラントの大破断 LOCA 不確かさ解析 

OECD/BEMUSE では段階的に Phase 1 から Phase 6 まで作業を行う国際プログ

ラムである。今年度、 適評価コードの現状の課題や、効果的なコード改良及び実装

方法について調査・考察し、機構の検討結果を含む Phase 6 の 終報告書の執筆が

完了した。統計的安全評価手法(BEPU)では、基本ケースの再現性の重要正当が再確認

された。現在、OECD/CSNI/WGAMA において査読が進められている。査読完了後

に本計画は完了する予定である。 

4) PWR プラントの LOCA 評価手法の整備 

川内 3 号機 APWR の LOCA 事象のクロスチェック解析に向けた、軽水炉の 適評

価コード TRACE のモデル改良として、①REFLA コードの再冠水モデル（炉心流動

モデルと熱伝達モデルから成る実験式）を組込み、燃料棒温度の予測精度を改善させ

た。また、②TOODEE2 コードの燃料棒解析モデル（燃料棒の膨れ、破裂及び酸化モ

デル）を組込むことにより、ECCS の性能評価に必要なモデルを整備した。これらの

改良により、TRACE コードによる大破断 LOCA 事象のクロスチェック解析を可能に

した。さらに、今後予想される LOCA 再定義の対応として、OECD/NEA の中小破断

LOCA 国際標準問題に採り挙げられた JAEA の ROSA 装置での低温側配管破断実験

及び韓国 KAERI の ATLAS 装置での DVI（Direct Vessel Injection）配管破断実験

を対象に、TRACE5.0 により実験解析を行った。その結果、ループシール形成などの

重要な現象を模擬できることがわかり、小破断 LOCA 解析への適用性を確認した。 

事故時の燃料挙動解析コード FRAPCON-3 と FRAPTRAN、及び原子炉格納容器内

挙動解析コード GOTHIC を導入整備した。 
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5) 安全余裕評価手法の整備 

OECD/ＳＭ2A の 終報告書を、機構は執筆委員 5 人のうちの一人として作成した。

同報告書では、安全余裕の定量化によりプラント変更時の余裕の変化を系統的に示せ

ることを確認するとともに、その導出に伴う実作業上の課題を抽出した。OECD/CSNI

の査読が 2010 年 12 月に完了し，承諾された。これをもって SM2A タスクは完了

した。また、機構の検討結果を含む OECD/ＳＭ2A の同報告書は今後公開する。 

６）OECD/ROSA 試験及び OECD/PKL 試験の解析 

OECD/NEA/ROSA-2 試験の事前解析として、Cold Leg 中破断 LOCA(TEST2)

及び SGTR 試験(TEST5)のブラインド解析を実施した。さらに、同解析結果を

OECD/NEA 会合で報告し、他の機関の結果と合わせて試験結果と比較された。機構

の解析は、破断配管の水位や SG 二次側水位を詳細に扱ったことにより、他参加国に

比べて試験とよく一致した。中小破断では破断口近傍の現象（配管水位）が、SGTR

では SG での熱交換（水位）が重要となることがわかった。 

ボロン希釈効果試験及び停止時熱水力試験（PKL 計画）に関して、新規に得られた残

留熱除去系（RHR）機能喪失事象試験及び LOCA 後のホウ素濃度上昇事象の試験デ

ータを用いて RELAP5 コードの検証解析を行い、ホウ素濃度変化、炉心部温度等の

主要パラメータは試験データと良く一致する結果が得られた。これにより、同コード

の適用性が確認できた。RHR 喪失事象の解析結果は OECD/NEA のワークショップ、

原子力学会において発表した。 

７）火災防護対策評価手法の整備 

火 災 が 原 子 炉 停 止 機 能 に 及 ぼ す 影 響 を 評 価 す る た め に 、 火 災 伝 播 解 析 コ ー ド

（CFAST，FDS）を用いて火災ハザード解析手法を整備した。また、試験等による

火災特性データの取得、火災伝播に係るモデルの作成及び解析等を実施し、評価基準

等の設定に活用した。さらに、OECD/NEAの火災影響実験プロジェクト（PRISME

プロジェクト）で入手した火災試験データを用いて火災伝播解析コードの検証解析を

実施し、解析精度、解析条件の影響を把握した。また、火災事象情報交換プロジェク

ト（FIREプロジェクト）等に参画し、火災防護対策評価に係るデータを整備した。 

整備した火災ハザード解析手法に基づき火災防護対策評価マニュアルを策定し、当該

マニュアルに基づき事業者が個別プラントの火災防護対策評価を実施して、消火活動

計画等の火災防護対策の高度化に向けて活用した。 

e) 安全審査関係データベースの整備 

大間原子力発電所 1 号機等の、平成 20～21 年度に申請された工事計画認可申請書等

150 件（40,000 ページ）を、安全審査関係データベースに登録し、ツリー検索システ

ムへのリンク付けを行った。また、システムの保守を行い、データベースを円滑に活用

できる環境を維持した。さらに、ハードウェアの老朽化、ミドルウェア、汎用アプリケー

ションの保守期間終了等に対応するため、現行システムの機能分析を行い、現行システム

と同等の機能を新規のシステムで運用するためのソフトウェア、ミドルウェア、ハード

ウェアの仕様を作成し、システムのリプレースを計画した。 

この他、設置許可申請書完本を中心に約３万ページを安全審査関係データベースに入力
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し、データベースに登録した。 

ｆ) 原子炉施設に関する規格・基準等の整備支援 

１) 規格基準類調査等 

○ 火災防護における火災影響評価に関する国際原子力機関（IAEA）や米国規制動動

向について、我が国の民間規格との整合性を調査し、その結果を技術評価書に反映

した。また、安全保護系に関する米国規制動向について調査し、審査基準案として

まとめた。 

技術評価に係る主要国、国際機関の規格基準の 新動向の調査結果は以下のとおり。 

・米国 NRC 及び IAEA の火災影響評価における想定火災の考え方の調査を実施し

学協会規格との比較を行った。 

・米国電気学会（IEEE）における安全保護系に関する規格及び米国規制基準への反

映状況の調査を実施し、我が国における審査基準案としてまとめた。 

○ 解釈の改定に伴う技術基準の解釈、解説文書の改訂（２回）を実施し公開した。 

○ 日本電気協会、日本機械学会及び日本原子力学会の規格策定委員会等に参画し、

規格改訂・整備の支援を行った。また、機械学会の材料規格改訂検討タスクに参画

し、ドイツ規格の調査や材料機械特性データバンク（仮称）の提案を行うなど材料

規格改訂の支援を行った。 

2) 規制基準の整備 

以下の学協会規格の技術評価書作成の技術支援を行った。 

・日本電気協会 原子力発電所の火災防護規程 2010 年版（JEAC 4626-2010） 

・ 日 本 電 気 協 会  原 子 力 発 電 所 安 全 保 護 系 の 設 計 規 程 2009 年 版 （ JEAC 

4604-2009） 

・日本電気協会 原子力発電所耐震設計技術規程 2008 年版（JEAC 4601‐2008） 

以下については、技術評価書を作成し、放射線・遮へい分野ワーキンググループ及

び規格基準評価委員会にて審議を行い公開した。 

・ 日 本 電 気 協 会  原 子 力 発 電 所 放 射 線 遮 へ い 設 計 規 程 2008 年 版 （ JEAC 

4615-2008） 

また、溢水防護評価マニュアル（審査基準）の作成支援を行った。 

・原子力施設の免震関連技術の適用申請に備え、設計、品質管理、使用前検査、定期

検査、地震停止後の再使用などに着目した免震構造審査基準（案）を作成した。 

・原子力発電所耐震設計技術規程(JEAC4601-2008)の技術評価支援作業として技

術評価書（案）の作成等を行った。 

・シビアアクシデント（SA）規制要件化に係る技術的根拠、データ等を整理し、各国

の SA 規制要件の明確化と対応の具体化を図るとともに、シビアアクシデントの規

制要件化に係る規格基準整備のために原子力安全・保安院を支援した。 

3) 国際機関における基準類整備  

・IAEA国際安全基準検討会の下に、技術分野ごとの分科会を新たに立ち上げ、文書審

議の充実を図った。 

・IAEAが提示する安全基準策定計画書（DPP）及び安全基準草案（DS）に対して国
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内のコメントを取りまとめた。今年度はDPP延べ２３件及びDS延べ２２件を検討し、

日本の委員会コメント・国コメントとして取りまとめ、原子力安全・保安院と調整

してIAEAに提出した。 

CSS会合（9月）、NUSSC会合（6月及び１1月）に我が国のIAEA 関連委員会委員

の技術支援として参加し、 新動向を調査した。  

・IAEA主催の安全基準作成関連会合の内、重要と判断した会合４件へ各々１名の専門

家を派遣した。会合終了後、保安院・原子力安全委員会・NUSSC検討会委員等の

機構内外の関係者を招いて報告会を行った。 

・IAEA安全基準の策定の動向を明らかにするため、平成22年12月時点に存在する

DPPの51件について、内容と進捗状況を調査した。また、IAEAが策定しているシ

ビアアクシデントに関する安全要件や指針の4件を調査し、我が国の法令・指針との

比較を実施した。それらの結果を、原子力安全・保安院へ情報提供した。 

・IAEA安全基準邦訳ＷＧの活動によりIAEA安全基準邦訳版の作成を行い、機構ウェ

ブサイトで5件を公開した。また、製本版を5件作成し、関係機関へ配布した。 

4) 規格基準情報のデータベース化 

規格基準データベースの操作性向上のための機能拡張を実施した。また、上記活動に

より得られた海外規格５件、国内規格 6 件をデータベースに登録し拡充した。 

② 燃料・炉心関連 

a) 全 MOX 炉心核設計手法信頼性実証試験 

MOX 燃料を全炉心に装荷するための移行炉心の安全確認等に備え、下記試験研究等

を通じて核設計手法を検証した。 

1) 全数 MOX 燃料を装荷する炉物理試験 

・軽水炉 MOX 炉心のドップラー反応度測定試験について、原子力機構の高速炉臨界

試験装置(FCA)において軽水炉 MOX 炉心の中性子スペクトルを模擬する MOX 燃料

炉心体系を構築した。この炉心にドップラー反応度測定装置類を設置し、ウランサン

プルを用いたドップラー反応度測定試験を開始した。この測定データに関して予備的

な解析を実施した。また、平成 20 年度までに得られた軽水炉を模擬するウラン炉心

のドップラー反応度側定データ（ウランサンプル）の解析を進め、共鳴計算の理論モ

デル、幾何学的モデル、核データライブラリの違いが解析結果に与える影響を評価し、

核設計手法の妥当性を検討した。 

2) 1/3MOX 炉心燃焼後 MOX 燃料の核種組成等の解析の準備 

・燃焼後燃料の核分裂生成核種(FP)組成測定試験について、原子力機構の試験施設を

利用して、希土類 FP 元素の放射能を含む溶液を使用し予備試験を実施した。これに

より元素分離と誘導結合プラズマ質量分析法（ICP-MS）を用いる手法の見通しを得

た。この ICP-MS 手法を用いて、Nd、Sm、Eu、Gd 同位体の組成分析を実施し予備

的な測定結果を得た。この測定結果を、21 年度に取得した従来手法による測定値と比

較評価した。試料の溶解過程において生じた不溶性残渣の溶解を完了した。また、β

崩壊のみにより崩壊する核種の分離測定手法の検討を行い測定の見通しを得た。今年

度までに確立した分析手法を適用することにより、核設計手法の妥当性を確認するた
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めの確度の高い測定データが得られる見通しを得た。これまでに得られた FP 核種の

測定データを解析し、核設計手法の妥当性を検討した。 

3) MOX 炉物理試験データ等の解析評価 

・前記 FP 組成側定試験において 2１年度に得られた U、Pu 及び一部の FP 核種の測

定データについて、新しく公開された核データライブラリ－JENDL-4.0 を用いた燃

焼解析を行い測定データと比較評価し、新ライブラリ－の解析精度に関する知見を得

た。また、平成 20 年度までに得られた全 MOX-BWR 炉物理試験等の試験データに

ついて、炉心の幾何学的モデルとして粗いメッシュを採用するノード法による炉心解

析手法を適用して解析評価し、その解析精度に関する知見を得た。 

b) 高燃焼度燃料破損限界試験 

1)  水素の被覆管半径方向熱拡散試験、外面割れ模擬試験、き裂進展試験等の結果を

過渡時燃料健全性の観点で総合的に解析評価し、初期き裂発生起点となる水素化物

析出、初期き裂発生、き裂進展の各段階に分類して外面割れ発生条件を定量的に評

価し、技術的知見として整備した。 

2)  外面割れ発生条件を実炉模擬条件下で検証するための出力急昇試験をOECDハル

デン炉で実施するために、試験後の被覆管水素化物移動を抑制するための急速冷却

機能を備えた出力急昇試験リグをハルデン炉に整備し、機能試験により性能を確認

した。また、試験用燃料棒の輸送に備えて関係当局への手続等を行った。しかし、

出力急昇試験については、試験用使用済み燃料の輸出に係る米国政府への核燃料の

移転続きに多大な時間を要したこと、また、３月の地震・津波による港湾施設の被

災によって輸出が中断されており、試験は開始できていない。 

3)  燃料被覆管の水素脆化等を適切に表現する評価手法整備のための機械特性評価試

験方法を検討・摘出するとともに、試験片の水素濃度等のパラメータを検討して試

験計画を策定した。 

4)  ペレット－被覆管機械的相互作用(PCMI)に起因する燃料破損メカニズム解明を目

的とした「OECDスタズビック被覆管健全性プロジェクト(SCIP)」に参加し、被覆

管の応力腐食割れ、水素脆化、遅れ水素化割れ等に関する技術知見を調査、収集し

た。また、「OECDハルデン原子炉プロジェクト」に参加し、ハルデン炉を利用した

照射試験による燃料の照射ふるまい等の技術情報を収集した。 

ｃ）高燃焼度等混合酸化物燃料特性評価試験 

1) 高燃焼度MOX燃料照射試験 

海外の試験炉（ハルデン炉）を用いた燃焼度約70GWd/tまで照射した3本のMOX

燃料の照射後非破壊試験として、外観観察、γ線スペクトル測定等を実施した。こ

れにより、燃料健全性や燃焼度及び出力の軸方向分布等を把握した。また、パンク

チャー試験を実施しFPガス放出率を測定した。さらに、照射済燃料資料を仏のホッ

トラボ施設に輸送し、照射後破壊試験として、燃料密度、金相観察、SEM観察、EPMA

測定等を実施した。これにより、燃料ペレットのスエリング、照射による燃料ペレ

ットの微細組織、FPガス等の径方向分布状態を把握した。 

2) 高富化度MOX燃料照射試験 
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海外の試験炉（BR2炉）のCALLISTOループで燃焼度約４０GWd/tまでの燃料

照射を継続した。また、特定のサイクル前後で85Krのγ線スペクロメトリー（非破

壊試験）を実施しサイクル前後でのFPガス放出率を測定し、FPガス放出に対する線

出力しきい値を明らかにした。さらに、今までに得られた照射後破壊試験結果に基

づきFPガス放出機構について検討している。 

d) 解析コードの整備等 

1)  燃料挙動解析コードの整備等 

IAEA の国際共同プログラム FUMEX-III に参加し、OECD/NEA の燃料データベ

ースを用いて燃料挙動解析コード FEMAXI-JNES の検証解析を行い、IAEA 会合に

て中間報告を行った。また、他国コードでの解析結果と比較すること等によりコード

の適用性、改良点を確認した。一方、FEMAXI-JNES コードと過渡時熱流動解析コ

ー ド （ TRACE 、 ACE-3D ） と を 結 合 し 、 RIA 時 の 燃 料 挙 動 解 析 コ ー ド

（FEMAXI/TRACE、FEMAXI/ACE-3D）の開発・整備に着手した。 

（補足説明）後半の RIA コードについては、当初計画に加えて実施しているものです。 

2) 核特性解析コードの整備 

CASMO-4 コードにより高精度な燃焼計算方法である DCHAIN コードの方法を

組み込み、次世代軽水炉燃料炉物理ベンチマーク問題の解析により核種生成量の解析

精度に問題のないことを確認した。さらに、CASMO/SIMULATE コードを使用し

て BWR 及び PWR の実機解析を行い、JENDL-3.3 ライブラを使用した場合の炉物

理パラメータの解析精度を評価した。また、JENDL-3.3 ライブラリの共分散パラ

メータを用いた統計的サンプリング法を CASMO-4 に組み込み、OECD/NEA の不

確かさ評価（UAM）ベンチマーク問題の格子及び集合体体系での無限増倍率及び炉

物理パラメータ等の不確かさ量を解析評価した。 

③ 高速増殖炉関連 

ａ) もんじゅ高性能炉心等の事故時挙動解析手法の整備 

もんじゅ高性能炉心の安全審査支援等に備えて、以下の事故解析手法の整備を行った。 

1) THINA 試験結果を用いた SIMMER-Ⅲコードの検証作業を行うとともに、典型的な

中型高速炉を対象として、現象相関ダイヤグラム法(PRD)を遷移過程で考えられる即

発臨界事象に適用した発生エネルギーの確率分布の評価を実施し、即発臨界支配要因

を分析した。 

2) 総合的炉心損傷挙動解析コード ASTERIA-FBR を構成する各計算部の整備を継続し

て実施し、以下の成果を得た。 

        ・熱流力計算部 CONCORD の整備に関しては、ナトリウム－UO2 などの FCI 挙動

に着目した THINA 試験の解析を通じ基本的な検証作業を実施した。 

        ・燃料挙動計算部 FEMAXI の整備に関しては、機能検証の一環として高速炉燃料に

適用可能な物性値の整備、燃料・被覆管に関する熱的挙動及び照射変形モデルの修

正、物質移動モデルの追加等を実施した。 

        ・核計算部 GMVP の整備に関しては、流体力学部と連結した時空間依存特性の計

算が可能な核計算部 Dynamic-GMVP の整備と検証を進めた。 
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3) FEMAXI の整備に関しては、上記 2)に記載の通り。 

4) 地震時の燃料集合体群振動解析を従来の代表１列群モデルではなく、全集合体の群

振動挙動を解析評価可能な３次元モデルを用いた解析手法の整備を実施し、メモリの

制約から１／２セクターモデルとなったものの、３次元の群振動解析を実施できる手

法を整備した。また、グヤンの縮約法を改良した有限要素法の相互作用行列の高速解

法を検討、モデル化し試計算を実施し、当初想定以上の計算速度を達成できる見通し

を得、安全審査などで、全炉心を対象とした地震時の３次元炉心挙動評価が可能とな

る見通しが得られた。 

5)  CFD コード(STAR-CCM+)に液中ジェットモデル(局所均質流モデル)、Na－水反

応モデル、さらにこれに適合する界面面積モデルの追加等を実施し、水中への窒素ガ

ス噴出試験(Epstein 試験)や Na-水反応基礎試験(Hobbs 試験)などの結果との比較を

行い、温度変化等の基本挙動を良く再現できることを確認した。 

6) 核計算部 GMVP の整備に関しては、GMVP を用いて損傷炉心の中性子束を計算し、

未臨界状態を含めαモードの核動特性を点近時動特性モデル(APK)で評価する計算機

能を整備した。 

b) 高速増殖炉過酷事故解析手法の整備 

もんじゅ高性能炉心に対する安全審査、PSA 評価等に供する目的で、以下のレベル

２PSA 手法の整備を実施した。 

1) 希ガス随伴セシウムの移行挙動試験、カバーガス輻射挙動試験を北海道大学で実

施し、Cs 気泡からナトリウム中への Cs 原子の微視的な拡散過程や、Ar カバーガ

スの伝熱特性に関するデータを得た。試験結果に基づく解析モデルの評価、コード

の改良を実施した。 

2) 溶融炉心物質が落下し固化・再溶融する過程を解析するモデル作成を進めるとと

もに、溶融炉心の再臨界モデルの整備を開始した。このモデルを PLOHS に適用し

た長時間の解析を実施し、予想以上に安定した解析を実施可能であることが確認で

き、実機の長時間解析への適用性を確認した。また、APK により、損傷炉心の中性

子束を計算し、未臨界状態を含め核動特性を評価する機能を整備した。 

3) ATWS については、a)1)の通り。このほか、地震時に特有な原子炉補助建屋破損、

格納容器内部コンクリート破損等の炉心損傷事故シーケンスの事故進展予備解析を

AZORES を用いて実施し、この解析結果を参考に、地震時格納容器イベントツリー

を構築し、分岐確率に PRD 手法による定量評価結果を反映して試評価を実施した。 

4) 動特性解析コード NALAP-Ⅱと CMMC 法とを結合して PLOHS 時の事象推移を

評価し、PLOHS によって炉心及び冷却系の温度が上昇し、核分裂生成物が炉心か

ら排出された場合、１次系から IHX へ移行し、IHX の 1 次系／2 次系バウンダリの

破損によって、2 次系から格納容器外へ移行するシナリオの発生確率が も大きい

結果が得られるなど、CMMC 法によるレベル２PSA 定量評価手法の適用性を確認

した。 

5) 独 KIT によるピアレビューにおけるコメント、議論を通じ PSA 手法に関する有

意義な知見を得た。今後実施する PSA 評価において、これらをさらに有効に活用す
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る。 

6) ARCADIAN-FBR コードの予測精度を確認するため、もんじゅの性能試験（炉物

理試験、起動試験）データ（平成 6～7 年）を用いた検証解析を実施した。この結

果、もんじゅの主要な炉心核特性（臨界性、反応度係数、制御棒価値、燃焼係数等）

について、解析値が測定値と良く一致していることを確認できた。 

c) 高速増殖炉動特性解析コードの整備 

もんじゅ運転再開後の安全規制支援の観点から想定し得るトラブル事象の評価手法

の整備、起動試験の妥当性確認及び高性能炉心の安全審査支援準備等を目的として、以

下のプラント動特性解析コードを整備する。 

1) もんじゅの SKS(総合機能試験；既実施)の出力運転時(40%出力)のタービントリッ

プ試験結果を用いて、コードのブローダウン性能試験解析への適用性について検討し

た。これまで実施した解析では、トリップ初期の蒸気出口圧力を試験結果より大きく

評価する等の課題があったが、タービンバイパス弁の閉時間、二相流モデルの考慮等

によって試験結果をより良く再現することが可能となった。 

    2) 統計的安全解析手法に関する既往研究の分析を行うとともに、事故事象へ適用する

適コードを選定した。また、再臨界過程や炉心物質の溶融・再固化など非線形性の強

い現象を含む ULOF 炉心損傷など炉心損傷事故を対象に、ラテンハイパーキュービッ

ク法を用いて多数の物理モデルパラメータの組み合わせを設定し、事故時の放出エネ

ルギーの不確かさに着目した統計的解析を試みた。ボイド反応度が大きい炉心の

ULOF 事象では極めて非線型性の強い即発臨界現象が発生するにも拘らず、事故時の

放出エネルギーの確率密度はボイド反応度やドップラー係数などの支配パラメータの

確率分布に追随して系統的に変化することが判明し、今後、高速炉特有の事象につい

ても統計的安全解析手法を導入できる見通しが得られた。 

３) 地震時の炉心構成要素燃料集合体、径方向ブランケット集合体、遮蔽体などの全て

の集合体要素の 3 次元群振動解析を実施し、挿入される反応度解析用に３次元の集合

体変位挙動を提示できるようになり、集合体変位挙動に基づく、地震時許容挿入反応

度を評価した。また、上下方向地震動解析機能の整備にも着手した。 

d) 高速増殖炉熱流動安全評価に関する調査 

    (社)日本原子力学会の「高速炉熱流動・安全評価」特別専門委員会の成果として、将来

の高速炉の規制活動に適用する安全研究ロードマップを、原子力学会誌に投稿するなど、

これまでに得られた成果・知見を今後の規制活動に活用できる形で整理した。 

e) 研究開発段階炉の技術基準に関する整備調査 

高速増殖炉の燃料健全性に関する技術基準案（「ナトリウム冷却型高速増殖炉燃料の技

術基準」仮称）を平成 21 年度の成果を踏まえて作成した。作成した技術基準について

仏の IRSN との技術会議を通してコメントを入手した。また同基準に関する IAEA コン

サルタント会議を通して世界各国の専門家からコメントを入手した。これらのコメント

を反映して技術基準（案）を改訂した。 

 (3)情報の収集、整理、分析、評価等 

① トラブルに係る情報の収集、整理、分析、評価 
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a) 四国電力㈱伊方発電所１号機で確認された原子炉補機冷却用海水配管の傷について、

東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所３号機における制御棒の誤挿入について等計９件

（うち研究開発段階炉２件）の法律に基づき原子力安全・保安院へ報告すべき国内の

事故・故障のプレス、事業者の報告書、INES評価結果等の情報を収集整理し、事故・

故障データベースへの追加登録を行った。 

なお、平成２１年度に発生したトラブルについて分かり易く解説したパンフレット

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

もに機構のホームページ(HP)にも掲載した。 

b) 10月に開催されたIAEA及びOECD/NEAの事故・故障報告データベース(IRS)各国

担当者会合の内容をフォローし、各国のトラブル情報、同対応情報を入手するととも

に、IRS報告書７０件を入手し、データベースを整備更新した。米国の事故故障情報

については過去分まで含めて被認可者事象報告書を383件、仏、独、英、瑞等を主

とした欧州については２１７件を、中国、韓国、台湾、インド等を主としたアジアに

ついては２８件を収集整理し、データベースを整備更新した。INES評価表について

は、各国から公表された事象２６件を翻訳し、原子力安全・保安院と情報を共有化し、

データベースとして整備更新するとともに、原子炉施設、再処理施設の報告事象と

INESレベル2以上の事象２２件をホームページに掲載して一般に公開した。情報源

であるIAEAのNEWS情報のフォーマット変更に対応する作業を一部実施した。 

c) 海外事故故障情報として、火災ガスの制御室内進入、配管支持装置の経年劣化、潤滑

剤の劣化による電動弁の故障、構成管理エラー（弁、スイッチ等の位置不良）、外部

電源喪失に起因するRIP全台停止事象、埋設配管劣化漏えい事象等について分析評価

を実施し、その評価結果及び同様事象の未然防止に必要な規制措置等を原子力安全・

保安院との安全情報検討会で報告した。 

国内事故故障情報では、敦賀発電所２号機における運転上の制限の逸脱及び復帰につ

いて分析評価を実施し、その評価結果及び同様事象の未然防止に必要な規制措置等を

原子力安全・保安院との安全情報検討会で報告した。 

②  運転に係る情報の収集、整理、分析、評価 

a) 国内原子炉施設等の運転情報については、事業者から国へ報告された運転状況報告等

を基に約1,700件、運転計画情報については事業者から国へ報告された運転計画届

出を基に約620件、定期検査情報として主要改造工事データに関する350件の情報

を収集、整理し、データベースを整備更新した。 

海外原子炉施設等の運転特性情報についてはIAEA-発電用原子炉情報システムを基

に約6,000件の情報を収集、整理し、データベースを整備更新した。 

放射線管理情報については原子力安全・保安院がプレス発表した放射線業務従事者

線量等報告書、放射線管理等報告書及び再処理施設における環境放射線管理報告を

基に約350件の情報を収集、整理し、データベースを整備更新した。 

b) 定期安全管理審査、定期検査、使用前検査、保安検査等に係る情報及びそれぞれの

検査、審査結果の判定に係る情報を収集、整備を行い、安全実績指標評価手法、安

全重要度評価手法に基づく平成２１年度保安活動総合評価を実施し、今年度から試
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運用を開始した。 

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

運転特性の変化の要因を分析・評価し、取りまとめた原子炉施設に係わるプラント

特性に関する評価集を作成した。また、国内プラントの設備利用率の原子力安全・

保安院の定期プレス（毎月、四半期毎、半期毎、暦年、年度）の支援としてプレス

用データやバックアップ資料を作成した。さらに、年間運転計画及び計画変更の資

料作成を実施した。 

d) 昨年度に引き続き軽微な事象の分析評価ツールを整備した。 

軽微な事象の分析評価ツールを用いて、昨年度に登録した軽微な事象に関してより

大きなトラブルを防止するための分析評価を実施し、分析評価機能について確認す

るとともに、トラブル未然防止のための分析を実施した。また、軽微な事象の活用

の方策として、共通要因故障及び高経年化事象、配管損傷事象、火災事象を抽出す

る作業を実施し、共通要因故障に関しては 26 件、配管損傷事象に関しては 19 件、

火災事象に関しては９件を抽出した。また高経年化データについては、高経年化デ

ータベースへ登録した。 

e)  軽微な事象約274件についてデータベースを整備更新するとともに、国内の軽微な

事象よりより 大きなトラブルに発展する可能性を評価し、その結果を安全情報検

討会に報告する枠組み等を検討した。 

③職業被ばく情報システム(ISOE)アジア技術センター活動 

以下の活動を通じて、我が国の被ばく低減活動及び被ばく低減意識の向上に寄与した。 

a）ISOEデータベースや他技術センターの被ばくに関する情報を収集し、整理、分析、

評価とともに、ホームページで情報提供を行い、更なる機能としてISOEメンバー向

けに全プラントの線量情報をホームページからダウンロード出来るようにした。また、

米国の原子力発電所の被ばく低減活動及び原子炉停止時の作業内容について調査を

行った。 

b) アジア技術センター(ATC)として、我が国の原子炉施設58基（日本原子力発電㈱東

海発電所、原子力機構原子炉廃止措置研究開発センター施設を含む）に係る平成21

年度の被ばく情報を収集、整備し、ISOE事務局へ送付した。また、ISOE事務局で整

備された国内外の合計48２基のデータについて、原子力安全・保安院及び国内事業

者へ配布した。 

c）平成22年11月に英国ケンブリッジで開催されたISOE運営委員会及びETC主催の国

際シンポジウムに参加し、ATCの活動を報告した。また、ISOEネットワーク経由で

寄せられた5件の情報交換要請に関して、事業者・他技術センターへの情報の取り次

ぎ及び翻訳等の支援を実施した。 

ｄ）韓国慶州市において、平成2２年８月にISOEアジアALARAシンポジウムを開催

（ATC主催、OECD/NEA、IAEA、KINS及びKHNP共催）し、被ばく低減活動の情

報交換を促進した。この内容を、平成23年1月にフロリダで開催されたISOE北米

ALARAシンポジウムで、我が国の被ばく低減活動とともに報告した。 

e）疫学調査結果等、原子力施設周辺における放射線の影響に関する情報の収集を行なっ
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た。 

f）国外原子炉施設の被ばく低減の良好事例、燃料交換停止時及び運転中における点検機

器の物量等について職業被ばくの低減傾向の背景を調査、分析した。 

○ 保安院の放射線管理小委員会に対し、積極的な支援を行った。 

 

④ 海外の規制等に係る情報の収集、整理、分析、評価 

a)米国については、新設プラントの許認可制度、定格出力増加、運転認可更新、原子炉

監督プロセ ス、原子炉セキュリティ、運転経験反映等の規制動向を調査・整理し、

データベースを整備更新した。（1４テーマ、1２４件）さらに、上記のテーマごとの

情報とは別に米国における規制及び事象等の1,758件のトピックス情報を背景情報も

含め調査し、データベースを整備更新した。また、米国の規制項目ごとのガイドブッ

クを改訂した。 

欧州に関しては、欧州連合（EU)の使用済燃料・放射性廃棄物管理指令案、西欧原

子力規制者会議（WENRA）の既存炉の安全参照レベル及び新規発電炉の安全目標案、

欧州加圧水型炉（EPR)の建設に対するフィンランド及びフランスの規制機関の監視活

動、ドイツにおける原子力発電所の運転期間延長、ASN における基本原子力施設（INB）

に対する技術規則の抜本改正及び新規原子力発電所の安全オプション審査、英国の原

子力規制機関、保健安全執行部(HSE)、原子力局(ND)における新型炉の一般設計評価

及び新原子力特定法人(NSC)の準備作業、スイスの新連邦原子力監督庁(ENSN)の活

動等、規制等に係わる情報を 1,254 件を収集し、データベースを更新した。 

アジア等に関しては、中国、韓国、印度、ベトナム、UAE 他での原子力発電所建設

に向けた海外との協力を含めた規制体系、規制体系整備の動き、韓国の海外市場への

進出の動きと課題、中国の新型炉開発に向けた動き、台湾の龍門原子力発電所建設の

状況等の情報、1,697 件を収集し、データベースを更新した。 

b) 米国・欧州・アジア各国及び我国の原子力規制に関連する情報等に関する 新情報を

掲載した週報を計４６号発行し、原子力安全・保安院へ情報提供した。平成２１年度

に週報に掲載した情報は、合計約5,600件にのぼった。 

また、原子力一般事項、動向、技術事項等のその時々の話題についてとりまとめた、

「原子力安全月報（トピックス）」を月１回程度発行し、原子力安全・保安院に情報

提供した。平成２１年度は計１２号発行し、合計４４件のトピックスを掲載し報告し

た。 

安全情報検討会では、米国一般安全問題の 新状況、米国火災防護規制動向、安全

系ケーブルの経年劣化管理問題動向、過去の各国地震被害状況、電力系統の信頼性

に関する問題、IRS各国報告、航空機落下対応、PWRサンプスクリーン閉塞問題の

BWRへの適用、米国のセキュリティ問題、米国SCC問題、米国ガス蓄積問題、米国

の埋設配管劣化漏えい問題等に関して情報提供を行うとともに、我が国への反映の

観点で評価を実施し、当該検討会で評価結果及び同様事象の未然防止に必要な規制

措置等を報告した。 

⑤リスクコミュニケーションに係る情報の収集、整理、分析、評価 
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a) リスクコミュニケーションのうち、規制とステークホルダー間のあるべき関係に

ついて、これまでの海外の事例調査、及び原子力産業以外も含めた国内の事例調

査を整理し、海外のリスクコミュニケーション手法研究、原子力安全に関する意

識の国際比較研究の結果を原子力学会で発表した。 

b) 原子力規制行政へのステークホルダー参画に関し、これまでの海外の事例調査を

整理し、米仏英韓の建設段階及び運転段階でのステークホルダー参画の枠組み、

活動内容の整理・比較分析を行った。 

 

4-B 核燃料サイクル・廃棄物分野 

(1)核燃料サイクル施設に係る検査・審査の基盤整備、規格・基準整備対応 

① 全般 

a) 核燃料サイクル施設に係る解析コードの整備等 

1) 燃焼度クレジット適用方法の評価詳細核種組成評価コードMVP-ORBURNコードを

用いて、PWR使用済燃料集合体を輸送容器に装荷した場合を想定し、アクチニド核種

を対象としたBUC評価手法を整備した。炉内燃焼履歴として制御棒挿入による

Pu-239の生成を促進する効果等も考慮した「装荷曲線」を試作した。今回試作した

装荷曲線は、仏国の手法と比較して概ね妥当であることを確認した。また、制御棒挿

入状態、燃料温度、減速材温度、ボロン濃度、照射履歴について感度解析を実施し、

各パラメータの影響を定量的に評価した。 

2) 臨界安全解析コードの検証解析及びコード間の特性評価OECD-NEAの国際臨界安全

ベンチマーク評価プロジェクトとして整理し公開されている臨界実験ベンチマーク問

題から、プルトニウム燃料系、プルトニウム＋ウラン混合燃料系、低濃縮ウラン燃料

系 の 代 表 的 な 実 験 例 を 選 定 し 、 MVP Ⅱ コ ー ド 及 び SCALE コ ー ド シ ス テ ム の

KENO-V.aコードを用いて検証解析を行い、これまでの結果と併せて体系的に整理す

るとともに、これらのコードの特性を確認した。また、 新のSCALEコードの連続エ

ネルギーライブラリについて特性を確認し、クロスチェック解析に使用できることを

確認した。 

3) 臨界安全のための不均一効果の計算手法の整備不均一効果の基礎データの収集及び

不均一効果に及ぼす要因の整理を目的として、基本体系及び境界条件をパラメータと

した不均一効果の計算を実施した。また、再処理施設の機器の評価のためにOPT-TWO

を改良したOPT-DANTの適用性を検討し、燃料条件等をパラメータとした高レベル廃

液貯槽の試解析を実施した。併せて、モンテカルロ計算コードMVPの摂動計算機能を

用いた不均一効果計算システムの構築し、基本体系及びMOX均一化混合装置における

OPT-DANTの解析精度の検討を実施した。 

4) 敷地境界線量解析手法の改良・高度化昨年度作成したMATXS物質断面積中間ファイ

ルSCL-J33を基に、Sn輸送計算用実効断面積を作成した。このライブラリと既存の

ライブラリ（DLC-23E/CASK等）を、ANISN及びMCNP5へ適用したベンチマーク

解析（球体系の中性子透過実験）を実施した。 

この解析から、断面積ライブラリの相違や群数、群構造の違い等が漏洩中性子スペ
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クトルに与える影響を整理し、許認可等で用いられているDLC-23E/CASKライブラ

リの過小評価の改善効果を確認した。 

ｂ）火災防護等調査・試験 

１）軽水炉基準、米国基準を調査し、調査結果を参考として、核燃料施設火災防護ガイ

ドライン案を作成した。核燃料施設特有の設備については特記して条文に入れた。作

成に際しては機構の調査・検討結果を事業者、専門家委員、NISAを交えた検討会（作

業部会4回、専門家サブワーキング4回）を通じて、ガイドライン案として取りまとめ

作成した。H2２年度末のNISAの原子力安全・保安部会原子力防災小委員会火災防護

WGに中間報告がされ、H23年度には試験運用を計画している。 

２）火災時に発生するばい煙による換排気系HEPA フィルターの目詰まり特性を評価す

る、ろ過基礎理論論に基づくフィルターモデルの信頼性を確認するため、小規模、中

規模試験を実施し、同試験データを用いて検討した。酸素濃度、換気流量条件、ある

いは外部からの熱エネルギー供給等をパラメータとし、核燃料サイクル施設で使用さ

れる各種火源物質（溶媒、潤滑油、ケーブル材料等）の燃焼に伴う煤煙の発生特性に

ついての試験を実施した。再処理施設に係わるケーブルトレイ上のケーブルの燃焼等

のコンポーネント火災及び、施設内で防火上問題となる仮置き可燃物について、実際

の敷設状況を考慮した火災試験を実施し、その火災時の挙動を確認した。 

３）火災防護安全研究情報をデータベースとして活用する情報管理システムの実用版に

向けて、検索機能の高速化、ネットワークセキュリティー機能の付加、フォーラム機

能の付加等機能の改良を行った。また、収納火災防護関連文書をアップロードした。 

 c) 核燃料サイクル施設における検査制度等に関する検討 

1)「加工施設・再処理施設の検査制度等に関する検討会」を機構内に設置（平成22年9

月）し、５回の検討会を開催した。 

2) ウラン加工施設、濃縮施設、再処理施設の検査制度等における現状分析、課題の摘出

を行い、設工認申請の対象範囲、施設定期検査の方法等に係る課題を整理し、それら

の改善に向けた取り組み案を含めて、NISAへの提案内容を公開報告書案としてまとめ

た。 

② 使用済燃料中間貯蔵施設 

a) 中間貯蔵施設に係る解析コードの整備等 

1) 熱流動解析手法の改良高度化 

理論解の求まる体系を対象とした場合、S-FOKSコードによる固体表面熱流束の計

算結果は理論解とほぼ一致し、その差は0.01%以下となることを確認した。S-FOKS

コードとFLUENTコードとの連成解析では、ふく射モデルとしてFLUENTコードの

持つS2Sモデルを用いた場合とほぼ同様の結果が得られ、解析に要した時間は

FLUENTコード単体で行った解析の場合の約８分の１程度に短縮された。解析に必要

となる記憶容量はほぼ同程度であるが、連成解析の場合異なるコンピュータで

S-FOKSコードとFLUENTコードを別個に実行することができ、それぞれのコンピュ

ータの記憶容量を利用できるため、より大規模な解析が可能となった。 

2) 中間貯蔵施設に係る国内外の 新動向調査 
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平成21年度の調査で確認した下記の動向について、安全解析の観点（特に熱解析）

から詳細調査を実施し、その内容を整理した。 

・ NRC 暫定スタッフ指針（ISG）の制定及び改訂 

・ NRC Standard Review Plan の制定及び改訂 

・ MAGNASTOR System（コンクリートキャスクシステム）の型式認可 

また、米国の使用済燃料中間貯蔵施設(ISFSI)の 新の設置状況等を調査した。 

3) 衝撃解析・耐震解析の並列処理に向けた安全解析コード改良と環境整備 

金属容器落下解析では、要素数14万程度のモデルと170万程度のモデルを用い、

32コアまでの大規模並列計算を実施し、LS-DYNAコードの持つ２つの並列化手法、

すなわちSMP（メモリ共有）とMPP（クラスタ）による処理速度及び効率を比較し

た。その結果費用対効果比の観点から8コアのMPPによる並列処理で約3倍の高速化

を図ることが も有効であることを見出した。将来のハードウェア価格の低減や処理

速度の高速化により、32コアシステムで10倍以上の高速化が実現できる見通しが得

られた。また、容器の落下衝突や飛翔体衝突の衝撃荷重が印加される事象に対する

FEM解析結果に基づく等価簡易モデルおよび評価式を提案した。 

4) ガタ系振動を考慮した耐震解析手法の改良・高度化 

コンクリート容器に対する地震時応答解析（ガタ系振動解析）を行うために、要素

数1万規模と8万規模の２つのモデルを用いて、上記の衝撃解析同様２つの並列化手法

を用いた処理速度の比較を行った。ガタ系振動解析に用いるモデルはいずれも小規模

で、8万規模のモデルでも8コア以上の並列処理を行うと処理速度は向上しなくなるこ

とを見出した。 

ガタ系振動解析は加震評価時間が長く、落下衝撃解析に比べ解析ステップ数が数十

倍に及ぶが、並列化による処理時間の短縮は困難であることが明らかになった。また、

非線形FEMガタ振動解析は時間を要するので、短時間で保守的に評価できる構造健全

性評価式を提案した。 

b) 中間貯蔵施設基準体系整備事業 

海外規制動向・ 新データ等調査として、ａ.使用済燃料の 終処分場の候補であった

米国ユカマウンテン計画の中止に伴い、米国において使用済燃料の 120 年以上の長期貯

蔵計画が提案されており、それに向けたＮＲＣの規制動向に関する情報を得た。また、

ｂ. 輸送貯蔵兼用キャスクに対象を絞った規制のガイドライン策定の準備会合（IAEA 本

部）に参加し、世界的にも注目を集める日本の規制の考え方等が IAEA ガイドラインに

反映されるように働きかけを行った。 

審査・許可の基準整備：平成 21 年度に実施した日本原子力学会の「使用済燃料中間

貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基準：2010」の技術評価及び国が作成し

た技術基準解釈(案)について、国の｢核燃料サイクル安全小委員会中間貯蔵ワーキンググ

ループ使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事の方法に関する検討会｣において審議の上、妥

当であるとして中間貯蔵ワーキンググループに報告された。また、これらの技術的検討

内容は、青森県むつ市に建設中のリサイクル燃料備蓄センターの設工認において反映さ

れた。 
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溶接技術等の調査、評価、基準整備：平成 21 年度から継続して a.金属キャスク候補

材料のひとつであるＪＳＭＥ ＧLF1 の母材及び溶接部機械試験、及びｂ.コンクリート

キャスク用キャニスタ蓋溶接部の超音波探傷検査性試験を実施した。a.については当該

材料が関連する学協会規格の要求を満足するものであることを確認できたが、ｂ.につい

ては現在の学協会規格では十分ではないと判断されたことから、当該規格を制定した日

本機械学会に対し、試験結果を報告するとともに試験に基づく規格の問題点の指摘及び

改善提案を行った。本指摘等を受けて機械学会分科会において、作業会を設置して規格

改訂の検討を行うことになった。 

PWR 燃料先行貯蔵試験：試験計画（伝熱（予備）解析を含む）を立案した。H22 年

度は、試験容器温度の予備解析結果に基づき伝熱試験における温度計測点（合計約１０

０箇所）を設定した。 

高燃焼度燃料の健全性に関する調査：高燃焼度燃料の健全性試験装置の調整を行い装

置を完成するとともに試験体の製作を行った。また使用済燃料被覆管の基礎特性評価試

験を実施し、動的条件における使用済燃料被覆管の機械特性データを取得した。 

高燃焼度燃料の健全性に関する調査：高燃焼度燃料の健全性試験装置の調整を行い装

置を完成するとともに試験体の製作を行った。また使用済燃料被覆管の基礎特性評価試

験を実施し、動的条件における使用済燃料被覆管の機械特性データを取得した。 

③ 輸送容器 

a) 温度解析手法の改良整備 

核燃料輸送物の火災後長時間温度過渡変化を効率よく解析するための数値計算法とし

て、FLUENT コードの圧力ベース連成解法の適用性を確認した。これにより、除熱クロ

スチェック解析における輸送物の耐火性能評価に要する時間を 大 1/2 程度に短縮でき

る見通しを得た。 

b) 構造解析手法の改良整備 

輸送物への衝撃荷重による容器挙動解析を並列計算により高速化する手法の有効性を

検討し、費用対効果比から 8 コア MPP 並列化が 適であることを確認した。これによ

り、従来 1 ケースに 1 週間以上要していた衝撃荷重解析時間を、一日以内に短縮できる

見通しを得た。 

④ 再処理施設 

a) 再処理施設トラブル事象解析コードの整備等 

再処理主工程におけるトラブル事象の解析 

 前年度に整備したDYMPL基本コードを用いて、分離工程におけるプルトニウムの異

常蓄積等を指標とするパラメータ解析を実施し、コードの動作及び計算機能を確認す

るとともに、計算条件及び解析パラメータの影響度等を把握した。また、DYMPLコ

ードで得られた推定結果は、MIXSET、EXTRA-M、EXTRA-MR、SAFE、ESSCAR

等の既存の利用可能な解析コードで得られた推定結果と相互に比較し、推定結果の差

異を確認した。 

b) 高経年化に関する技術評価マニュアル整備 

平成 18 年度に試験装置を整備し、平成 19 年度より試験を開始した沸騰伝熱部腐
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食及び凝縮流動硝酸腐食については得られた知見に基づいて前年度に導出した腐食進

展予測のための基本構成式に反映した。 

また、平成 21 年度に試験装置を整備し、開始した熱サイクル疲労及び環境割れ（水

素吸収脆化）については、熱サイクル疲労に関しては熱時効及び水素雰囲気の影響に

ついてのデータを取得、環境割れについては、水素吸収が引張り特性、環境割れ特性

を評価するための試験を継続した。 

さらに、再処理施設の劣化事象などについて 新の文献の調査を行った。 

c) 高経年化対策に関する妥当性評価の支援 

原子力機構再処理施設の高経年化対策報告書及び平成22年度に新たに提出されたその

補正報告書について、評価実施体制及び技術評価結果の内容の確認及びその記載内容を

確認するための現地確認を実施し、原子力安全・保安院の核燃料サイクル安全小委員会

高経年化対策評価ＷＧ会合向けの資料作成、委員質問への対応等を行った。また、原子

力安全・保安院が評価を行うための資料を作成した。 

⑤ 国際機関の活動への参画等 

OECD/NEAの核燃料サイクル施設の安全に係るワーキンググループ(WGFCS)の活

動として、年次会合に参加し、報告書作成及びワークショップの計画等のタスクに参画

した。年次会合では我が国のこの1年の状況を報告した。IAEAの再処理施設に対する安

全要件(DS439)のドラフト案作成のためのコンサルタント会合に参画し、同文書ドラフ

ト作成に寄与した。 

また、IAEAのIAEA安全基準整備に関して、DS407「核分裂可能物質を扱う施設と活

動における臨界安全」について、核燃料サイクル分科会を２回開催するなど加盟国コメ

ントを取りまとめた。 

⑥ 検査データベースソフトの整備 

核燃料サイクル施設の検査等業務にて運用中の検査情報データベースシステムに関し、

新たな業務に対応したシステムに改造するとともに、業務改善に伴うシステム改良、業

務効率改善につながる各種機能改善を行った。また、平成 22 年度に実施した核燃料サ

イクル施設関係の検査図書（定期検査、使用前検査など機構が関連する検査図書）約３

万５千頁をデータベース化した。 

 (2)核燃料サイクル施設の規制に係るリスク情報活用 

① 再処理施設の PSA 手順の整備 

PSA 試解析として、公開の設計情報等を参考に、i）使用済み燃料集合体の落下事象及

び電源喪失事象について、平成 2１年度の成果を受けて、影響評価、重要度評価、感度

解析等を、ii) ガラス固化体貯蔵ピットにおける地震起因の過酷事象について、イベント

ツリーの作成、シーケンスの整理、影響評価等の試算を行った。 

機器故障率データに係る情報の整備として、平成 2１年度に引き続き、i） 従来の再

処理施設 PSA において他施設の機器故障率データベースから引用している機器故障率

の整理及び分析、ii) 国内で唯一運転実績を持つ原子力機構東海再処理施設の保全データ

を活用した機器故障率の算出を行うとともに、平成 2０～２２年度の成果のまとめを行

った。 
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高放射性廃液が固体化する過程及び核種移行挙動把握に必要なデータ取得のための試

験として、平成 2２年度は、平成 2１年度に引き続き試験準備を行うとともに、試験を

一部開始した。再処理施設におけるリスク情報活用の取り組みの進め方について、NISA

及び事業者を交えて議論を開始した。 

② ウラン燃料加工施設の総合安全解析(ISA)手順の整備等 

国内法令、国際基準、現行の許認可実績等を踏まえ、安全上重要な施設の選定方法の

考え方を明確にして、資料にまとめた。また、ウラン加工施設の設工認審査を支援する

解釈集（マニュアル）案への追加項目案を作成した。 

ウラン加工施設のISA結果をレビューするためのISA評価の手引きの試案を作成し、事

業者が自主的に実施したISA結果のレビューに活用した。 

原子力安全・保安部会リスク情報活用検討会において、ウラン加工施設のリスク情報

活用の取り組みについて、原子力安全・保安院と連名で報告した。 

(3)輸送に係る規制の高度化の支援 

① IAEA 輸送規則改定への対応 

国際原子力機関IAEAの輸送安全基準委員会TRANSSCが策定した、放射性物質安全輸

送規則(TS-R-1)の2009年版を、平成23年から国内へ取り入れるための規制当局が行

う活動を支援した。各当局では法令等への反映が検討され、パブリックコメントに付さ

れた後、平成2２年度中の施行がなされた。 

TS-R-1の2009年開始改定サイクルについては、TRANSSCの活動計画に基づいて

120日間の加盟国コメントを平成22年中に終了させ、2012年版として出版できるよう

にした。またTS-R-1を解説する助言文書TS-G-1.1についても、TS-R-1の改定結果を

約１ヶ月で反映し、120日間の加盟国コメントを平成22年中に終了させた。この結果、

長年の懸案であったTS-R-1と同時に出版することが可能となった。 

IAEAの廃棄物安全基準委員会WASSCとの共通課題への対応として、使用済燃料の長

期貯蔵後輸送への対応及び解体廃棄物の大型一体輸送等に関してIAEAの活動を支援し

た。また、IAEAの放射線安全基準委員会RASSCとの共通課題への対応として、電離放

射線に対する防護と放射線源の安全のための国際基本安全基準BSSの改定に対して輸送

面からのコメントをいって反映させた。 

② 輸送安全評価研究 

a) 技術基盤整備の一環として、輸送のリスク評価手法の整備を行った。特に放出放射能

組成データ及び被ばく影響データについて整理するとともに、被ばく影響評価モジュ

ールを作成し、輸送のリスク評価での利用を可能とした。 

b) 放射性物質が有する副次的危険性への対応として、放出された物質の大気拡散中の反

応挙動評価を可能とした。また、不足する物理化学データの影響を推定する方法につ

いて検討した。 

c) 長期間貯蔵中の輸送容器管理に目処をつけるため、輸送に係る情報の一元化管理シス

テムについて、使用済燃料を貯蔵する容器を長期間にわたって輸送容器として管理す

るための機能追加を図った。また、検査業務部で作成したデータを活用することによ

り、データ入力の合理化を図った。 
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d) 米仏並みの輸送緊急時対応指針の原案について検討を行った。特に、事故時に輸送容

器から放出された物質の拡散挙動に対する、地理的条件の影響及び拡散中の物理的化

学的変化の影響を評価する手法について検討し、試解析を行った。この結果を基に、

輸送の緊急時事象を類型化した具体的な対処方針書の案を策定した。 

INES 評価の輸送への適用に関して原子力安全・保安院を支援し、円滑な国内適用

を図るため、評価の指標として用いられている D 値（放射線の人体への確定的影響に

基づく危険性を示す放射能量）についての調査を行った。それに加えて、国際放射線

防護委員会 ICRP の新勧告に基づく IAEA での検討に参画するため、TS-R-1 で定め

られている、放射性核種の危険性を表す基礎的な数値である A1 値及び A2 値（放射

線の人体への確率的影響に基づく危険性を示す放射能量）並びに規制免除物質の放射

能濃度及び規制免除運搬物の放射能限度についての調査を行った。 

(4)廃棄物処分に係る検査・審査の基盤整備、規格・基準整備対応 

① 浅地中処分 

a) 基準等整備 

   新規廃棄体の廃棄確認方法等に関して以下の検討を行い、廃棄確認要領を整備した。

具体的には、以下の3件について外部有識者の意見を踏まえて廃棄確認の具体的な方法

等として取りまとめ、廃棄確認要領に反映した。 

・ 中国電力㈱島根原子力発電所2号機から発生する充填固化体のSF等継続使用 

・ 四国電力伊方発電所で新たに製作される高圧圧縮廃棄体の廃棄確認方法 

・ 改正されたセメントJISと埋設告示記載JISとの同等性 

また、以下の4件について検討した。以下4件の検討結果は平成23年度に取りまとめ

る。 

・ 東京電力㈱福島第二原子力発電所から発生する充填固化体のSF等継続使用 

・ 東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所1～5号機の充填固化体のSF等新規設定 

・ 日本原子力発電㈱東海第二発電所の溶融固化体の無機物量の設定変更 

・ 日本原燃㈱六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターの損傷廃棄体の補修方法の

妥当性 

    これまでに蓄積された廃棄確認に関する知見等を踏まえて、燃料損傷が少ない原子

力発電所から発生する充填固化体の放射能濃度評価方法の 適化について検討した。

具体的には、電気事業者に対しての一斉調査を行い、JNES-SS-0403 に定めた方法

による充填固化体の SF 等継続使用の判断ができない発電所に対する要因分析を行う

とともに、従来の実績をふまえて今後の充填固化体の SF 等継続使用の判断方法の見

直しに関する論点を整理し、今後の検討方針を定めた。また、充填固化体の放射能評

価方法の見直しに資するため、燃料損傷の無い原子力発電所における FP 核種を対象

に、核種生成、原子炉一次冷却材への移行、廃棄物の生成までの一連のプロセスを検

討し、原子炉一次冷却材系統を含む系統水中の放射能濃度、廃棄物中の汚染密度、

Co-60 あるいは Cs-137 を Key 核種とした場合の核種組成比を簡易評価するモデル

を作成した。また、燃料損傷のない発電所から発生する廃棄物中の FP 核種の起源を

検討するため、ジルカロイ中のウラン等の含有量評価を行った。 
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  トレンチ処分対象のコンクリート等廃棄物の廃棄確認要領整備に資するため、放射

能の偏在等を考慮した放射能評価方法の検討を行った。具体的には、JPDR の事例等

を参考に想定される廃棄物の管理方法及び記録の種類を整理し、コンクリート等廃棄

物の廃棄確認項目、確認内容等の整理表を作成した。 

     研究施設等廃棄物、ウラン廃棄物について事業者動向を調査すると共に、将来の廃

棄確認、施設確認要領整備の課題を抽出した。具体的には、廃棄確認、施設確認要領

を整備する上で必要な諸外国におけるウランおよび有害物質の受入基準について整理

した。 

  b) 解析コード整備等 

    安 全 審 査 に 係 る ク ロ ス チ ェ ッ ク 解 析 に 用 い る 予 定 の 地 下 水 流 動 解 析 コ ー ド

TOUGH2について、大規模化した格子モデル（格子数で約300万格子）に対応でき

るように整備するとともに、解析における入出力データの大容量化（メモリ容量で約

３00MB超）に対し、平成20年度までに構築した解析支援システム内で対応できない

箇所等を特定し、対応できるように整備した。また、ピット処分及びトレンチ処分に

おける重要核種を対象とし、不飽和条件の一つである降雨浸透量の変化が被ばく線量

に与える影響を感度解析により試算し、降雨浸透量の大小と各種被ばくシナリオにお

ける 大被ばく線量を呈する時間との関係などについての知見を得た。 

② 余裕深度処分 

a) 基準等整備 

安全審査に用いる解析手法の整備では、これまでに地下水流動解析や核種移行解析

等の各手法の整備状況を整理するとともに、今後、地層処分に用いる解析手法との関

係及び技術課題を抽出した。 

天然バリア特性では、地下水流動の不確実性を把握として、透水性が大きく異なる

不均質場でも精度よく地下水流れと核種移行が評価できる混合化形式有限要素法によ

るコードを整備した。加えて、多次元の核種移行解析を行い、粒子追跡解析を行うこ

とによって処分場から地表に至る種々の核種移行経路を把握した。この結果から 1 次

元の安全評価モデルに用いる核種移行経路を抽出する際の留意点を整理した。人工バ

リア特性では、閉鎖後の再冠水に伴うガス移行や性能劣化等の評価整備として、埋設

施設の人工バリアを１／５に縮小した試験体を用いて、低透水層の再冠水試験を開始

した（H23 年度６月まで実施）。また、再冠水に伴う現時点までの低透水層の挙動に

ついて、二相流解析結果との比較検討を実施した。人工バリア内の酸化還元雰囲気及

び pH 条件についての検討では、施設周辺の天然バリアの地球化学環境評価手法を整

備するとともに、地下水の酸化還元電位の評価について安全審査に必要な手法及びパ

ラメータを整備した。加えて、人工バリアの内低透水層に対して、想定される複数の

劣化要因が重複し、かつ、それらの影響の程度が保守的となる条件下での遮水性能等

の終局特性を把握した。また、想定される低透水層の劣化要因について、個別の影響

とそれらが重複した保守的条件下の終局特性を把握した。 

専門家による検討会（エキスパートパネル）では、原子力安全・保安院及び廃棄物

安全小委（埋設処分技術ＷＧ）が平成 23 年秋頃まで施設確認、モニタリング等の内



67 

規について検討することから、施設確認を 優先課題として検討し、安全審査等にお

ける重要課題等の整備は、次年度に検討することとした。施設確認は平成 23 年 4 月

頃まで検討会で審議することとし、2 月 7 日と 3 月 1 日の 2 回の検討会を実施し、

省令改正も含めた施設確認の考え方をまとめた。 

安全性能確認のための要領整備のうち、施設確認では、安全審査後の埋設施設の施

工段階において、岩盤掘削時の天然バリア性能及び人工バリア性能に関する確認項目

を、各構成部材の持つ安全性も考慮して整理し、施設確認項目（案）を作成した。ま

た、各確認項目に対し代替確認項目を含めた確認項目の確認方法、その時期等も併せ

て整理した。モニタリングでは、閉鎖後から再冠水に至る施設挙動把握を中心に、諸

外国の 新動向調査、指針改定で新たに加わった類似環境下でのモニタリングや原位

置試験等の実施可能性検討を行い、モニタリング項目（案）を作成した。廃棄体では、

大放射能濃度決定方法と放射能濃度等の確認方法の整備、影響物質の含有量及び影

響評価を行い、廃棄体に対する要件整理と確認項目を具体化した。 

  b) 解析コード整備等 

    隆起・侵食による地表付近での透水特性（透水係数）の変化及び気候変動に起因す

る降雨浸透量の変化が地下水流動場に与える影響を試算し、降雨浸透量の変化よりも

海水準変動による海底部分の陸地化の影響が大きいこと、降雨浸透量が変わる境界部

分で地下水流動場に影響が現れることなどの知見を得た。 

③地層処分 

概要調査結果の妥当性レビューのための判断指標の検討として、判断指標の策定に当

たっての考え方をまとめ、それに従った、調査・評価項目として13項目を抽出した。以

上について、廃棄物安全小委に報告した。さらに、これらの項目について要件の素案の

作成とその根拠となる知見を整理し、学識経験者からの意見を幅広く求めて素案として

の推敲を重ねた。 

廃棄物安全小委員会の報告を踏まえつつ、諸外国の先行事例の安全確保の基本的考え

方等を分析し、わが国の地層処分の背景、及び余裕深度処分との違い等を考慮してわが

国の地層処分における安全確保の基本的考え方を整理した。安全評価上の影響が定まっ

ていない事象として、コロイド・微生物・有機物に着目して、これらを評価する際の各

国の規制側の視点と、影響評価のために立地段階で取得すべきパラメータについてとり

まとめた。 

幌延地域で、地下水の涵養域及び流出域と推定される地域でボーリング調査を実施し、

水理・水質等のデータを取得した。これらのデータを地下水流動解析モデル（自然事象

等の外的因子である海水準変動の影響も考慮）と水質データの統計的解析に組み合わせ

て、地下水流動の評価手法をその適用条件・適用範囲・不確実性の視点で整理した。安

全評価において考慮すべき事象やそれらに対応した評価シナリオ等の現状を内陸/沿岸、

堆積岩/結晶質岩などの地質特性別に整理し、各地質環境パターンにおける安全評価上の

留意点や課題のとりまとめを行った。 

研究成果に記載される品質保証情報を成果の利用という視点で整理する手順を作成し、

その実施体制を設計した。また、これを運用するための情報システムとしてデータベー
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スシステムを作成した。 

地層処分に係る規制研究レポート作成に向けて、事業者の技術報告をレビューする方

針を検討するために、事前に公開されたバージョンをベースに規制側のコメントをとり

まとめた。 

④返還廃棄物 

仏国AREVA NC社の低レベル廃棄物CSD－Cの国内への受入時の測定について、これ

までに受入実績のある高レベルガラス固化体と同じ測定項目をCSD-Cに適用して技術

的成立性を確認し、当該測定項目をCSD-Cの国内測定項目とした。また、品質管理上重

要なパラメータの検討として、雑固体廃棄物の放射性核種濃度決定方法と廃棄物組成（有

機物、残留水分）の評価方法に係る課題を整理した。 

低レベル廃棄物 CSD－B の国内への受入時の測定について、これまでに受入実績のあ

る高レベルガラス固化体と同じ測定項目を CSD-B に適用して技術的成立性を確認し、

当該測定項目を CSD-B の国内測定項目とした。また、CSD-B の製造管理記録及び廃

液分析結果を調査し、放射性核種濃度決定方法に係る課題を整理した。国への技術支援

として、廃棄物安全小委において、CSD-B の国内への受入に係る基本的安全性及び外

廃棄規則への適合性の検討の支援を実施し、報告書とりまとめに協力した。 

(5)廃止措置・クリアランスに係る規制整備等の対応 

過去に検討された国内の廃止措置時の安全評価手法について整理し、それに基づいて、

廃止措置における安全確保と適切な規制の観点から評価を実施した。その結果、解体工

法毎の注意を払うべき作業や設備についての知見が得られた。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、国の廃止措置技術評価 WG に報告した。 

また、「廃止措置の終了の確認に係る基本的考え方（中間取りまとめ）-主な論点と今後

の検討の方向性について-」に含まれる技術的参考資料を作成し、国の廃止措置安全小委

員会に報告した。 

さらに、廃止措置段階での廃棄物の放射能濃度決定方法の妥当性評価に資するため、

東海発電所の生体遮へい体のサンプリング調査を実施し、コンクリートコア３体を採取

した。今後、コンクリートコアを分析し事業者による放射能濃度評価と比較評価するこ

とで解体時の情報を活用した合理的な放射能濃度評価方法を検討し、解体廃棄物管理の

ガイドライン整備に活用する。 

原子炉施設における大型のクリアランス対象物の測定・評価に関するデータ収集を行

い、過年度より実施した Ge 半導体検出器による放射能濃度測定値の汚染のばらつきに

よる影響データをもとに検討を行い統計的代表点測定法の適用条件を整理するとともに、

大型のクリアランス対象物に対する確認要領における抜取確認方法を整理し、検認方法

の素案を作成した。 

ウラン濃度測定装置の妥当性確認に適用する模擬線源について、事業者が採用を予定

している測定装置や適用可能な模擬線源に関する情報を収集し、測定装置の妥当性確認

に適用する模擬線源の要件を整理した。さらに、ウラン加工施設でのクリアランス対象

物におけるα線測定に適用する核種組成比に関する知見を整理するとともに、昨年度よ

り実施した錆発生加速試験の結果と、新たに計算機シミュレーション結果との比較から、
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ウランクリアランス測定における表面錆の影響に関する知見を整理し、検認方法の素案

をとりまとめた。 

また、不明線源の混入等によりクリアランスレベルを超える廃棄物が発見される等の

不測事態が発生した場合の迅速な対応体制について、これまでに収集した測定所要時間

等の情報をもとにケーススタディを行い、不測事態対応時の手順をとりまとめ不測事態

対応マニュアルを完成させた。 

(6)安全情報の収集・分析 

① トラブルに係る情報の収集、整理、分析、評価 

a) 国内法律に基づき、日本原燃（株）分離建屋 高レベル廃液濃縮缶内の温度計保護管

内への高レベル廃液の漏えい事象及び(株)グローバル・ニュークリア・フュエル・ジ

ャパン ガドリニア焼結炉Ｂ号機の熱的制限値の逸脱事象の情報を収集し、データベ

ースを整備更新した。また、国内核燃料サイクル施設の軽微な事象17件の情報を収集

し、データベースを整備更新した。 

b) IAEA及び OECD/NEA共催のサイクル施設のトラブル情報共有システム（FINAS）

会議に参加し、我が国の法令報告事象1件を紹介し、海外のサイクル施設のトラブル

17件の情報を入手した。英国の高レベル廃液蒸発・貯蔵（HALES）プラントへの冷

却水流量が喪失、独国のグロナウ工場（濃縮工場）での作業員の六フッ化ウラン汚染、

英濃縮工場での安全関連機器の定期保守の不履行等に関する詳細情報を入手し、安全

情報検討会での検討に反映した。 

NRCが公表している核燃料サイクル施設のトラブル情報１４件、HSE等の情報２件、

ASN等の情報１０件、その他5件を収集し、事象、原因等に関して分類整理し、デー

タベースを整備更新した。さらに、英国、独国、仏国については、特に事業者がプレ

スしている情報22件を収集し、事象、原因等に関して分類整理しデータベースを整備

更新した。これらの海外トラブル事例については月報としてまとめ、原子力安全・保

安院に提供した。IAEA取りまとめの各国INES報告票についてもデータベースを整備

更新するとともに、ホームページに掲載した。紹介した事象は、IAEAのデータベース

に登録した。 

  c) 国外核燃料サイクル施設等で発生した事象のスクリーニングを行い、32件の事例を

抽出し、評価した結果を、原子力安全・保安院との安全情報検討会等に報告した。 

② 運転に係る情報の収集、整理、分析、評価 

仏国、英国の核燃料サイクル施設の再処理実績、廃棄物発生量、転換処理量、濃縮実

績等の運転情報を収集し、データベースを整備更新した。特に、仏国の再処理施設、ガ

ラス固化施設及びハル圧縮施設の運転実績については詳細な調査を行い整理した。 

③  海外の規制等に係る情報の収集、整理、分析、評価 

a) 海外の核燃料サイクル施設の規制等に関する調査として、米国、英国、仏国、ロシア

等の規制情報約450件、運転情報約1５0件、一般情報約３00件を収集し、データベ

ースを整備更新した。また、六ヶ所再処理工場で７月に発生した異常事象の類似事象

に関する調査として、英国の再処理工場（THORP）で、2005年2月に溶解槽の熱

電対保守時に作業員が被ばくした事象の詳細について調査を行い、データベースを整
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備更新した。さらに、2007年～2010年の間に、核燃料サイクル施設起で起こった

軽微な事象（INES０等）について調査を行い150件の事象に関する情報を入手し、

データベースを整備更新した。 

b) a)で収集したデータは、週報として提供した。また、2009年１月から、核燃料サイ

クル施設関連情報を月報として提供し、2011年度末で第27号を発行した。調査結

果は、保安院に提供した。 

c) 米国の核燃料サイクル施設の規制に関する重要事項の調査を行い、NUREG-1520

（標準審査指針）の改訂、報告事象（10CFR70の改訂）の改訂、燃料製造施設とウ

ラン濃縮施設の事象と運転経験（教訓）、燃料サイクル監督プロセスの策定、乾式転

換施設の運転、規制状況、新しい検査マニュアル章の策定の６項目について概要版を

まとめた。米国の核燃料サイクル施設の監督システムの検討状況等についての調査結

果は、連絡会等で情報を提供した。米国の核燃料サイクル施設に関する重要会議情報

収集として、NRCが毎年開催する燃料サイクル情報交換会議、NRCが開催する

10CFR40、10CFR70、10CFR72の改正に関する会議の情報を収集し、米国の

核燃料サイクル施設の規制の動きをまとめた。燃料サイクル情報交換会議につての概

要、再処理の規制の枠組みに関する会議等の情報は、まとめて、安全情報検討会等で

情報を提供した。 

 

4-C 基盤技術分野 

(1)耐震対応に係る分野 

① 地震・地震動・津波評価手法の高度化 

a) 震源断層評価手法の高度化 

震源断層の評価手法の高度化として、地震本部・活断層長期評価手法報告書(平成22

年11月)及び原安委・耐震安全性に関する安全審査の手引き（平成２２年12月）で新た

に指摘あるいは要求されている｢段丘面等に現れた広域的な変位・変形の調査や、これら

の地形面の編年に関する詳細調査｣を踏まえ、地表に明瞭な痕跡を残す活断層と痕跡を残

さない活断層に分けて、1)～3)に示すように評価方法を高度化した。 

1）変動地形学による活断層調査、震源断層及び地下構造の推定手法高度化 

前年度まで実施してきた空中写真判読等による活断層調査手法の高度化について、

新たな手法や技術を反映した活断層調査手法の適用手順・適用方法を纏めた。さら

に、地震本部・長期評価報告及び原安委・安全審査手引きに対応するため地表に明

瞭な痕跡を残さない断層(伏在断層)の評価手順、調査及び評価方法を具体化した。 

2）変動地形学的手法による活断層詳細デジタルマップの作成 

泊、女川、柏崎等６サイトの空中写真判読を行い、全原子力施設の周辺の空中写

真判読を完了し、活断層の詳細マップを作成した。また、本研究で実施した変動地

形の判読や活断層の評価方法が、地震本部・長期評価報告書で示された活断層の評

価方法に適合していることを確認した。また、地震・活断層・地殻構造データを用

いた定量的な地震地体構造区を作成し、震源を特定しにくい地震による地震動を評

価するための新たな領域区分として提案した。 
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３）断層活動年代の評価手法の整備 

原子力安全・保安院の耐震バックチェックにおける共通課題、地震本部・長期評

価報告書及び原安委・安全審査手引きの改訂に対応するため、平成22年度から断層

活動年代の評価手法全般の整備に向けての重点研究課題として着手した。今年度は、

活断層の活動性評価のフローと、既往の技術の適用性や年代測定が可能な範囲・条

件を整理し、現状で実施可能な手順や方法を纏めた。さらに、これまで実施してき

た断層ガウジに関する年代評価手法とクリプトテフラを用いた年代評価手法等の新

たに検討した手法の成果をまとめた。 

ｂ） 地震動評価手法の高度化 

改訂耐震指針に基づく基準地震動の策定における不確実さの低減を図るため、以下

の課題について重点的に検討し、成果をまとめた。 

１）応答スペクトル距離減衰式の構築 

防災科研のKIK-NET等基盤上で観測された地震動観測記録を収集・整理し、地震

発生様式や震源近傍の地震動増幅効果等を考慮した地震基盤上の応答スペクトル距

離減衰式を構築し、過去の地震や既往の距離減衰式と距離減衰特性を比較して妥当

性を検証した。また、本成果をIAEAで実施している新EBPに活用するため、地震・

地震動データを整理するとともに、EBPでの活用計画を纏めた。 

２）断層モデルによる地震動評価の不確実さの低減 

断層モデルによる地震動評価において、特に短周期地震動への影響が大きい高周

波遮断特性について、平成21年度までの検討結果から地震発生様式ごとにパラメー

タを定量的に分析・整理し、不確実さの低減を図った。また、断層破壊に伴う地震

動の放射特性及び断層破壊の伝播特性について、既往モデルの課題や新たな知見を

整理し、モデルを高度化するのたの枠組みを作成した。 

3）深部地盤の減衰特性の評価 

深部地盤（地震基盤から解放基盤）の地震動伝播における減衰特性（Q値）の評

価方法として、地表から人工震源を与えて、ボーリング孔でQ値を測定するPS検層

法の有効性を検討した。この手法は、従来の鉛直アレー地震動観測記録を用いる方

法と比べて評価が簡単で、深部地盤における有効な観測記録がないサイトにも適用

できる等の利点がある。本検討では、フィールド試験と数値解析により、本手法で

評価したQ値が、従来の地震動観測記録から評価したQ値とほぼ同等であることを確

認した。また、従来の方法で評価した減衰特性が過大評価であるという専門家の指

摘に対し、地盤の減衰特性には速度構造の不均質性に伴う付加的な減衰が含まれて

おり、減衰が大きくなる要因であることを示した。 も信頼性の高い地盤減衰特性

の評価手法として、鉛直アレー地震観測とPS検層による原位置調査データの総合評

価に基づく評価法を体系化するとともに、これらの成果を平成22年11月に開催さ

れた原子力安全・保安院合同WGで報告した。 

ｃ）震源を特定せず策定する地震動の評価手法の高度化 

平成 17 年度に機構が提案した震源を特定しにくい地震による地震動の確率論的

評価手法について、平成 21 年度に震源を特定しにくい地震の発生確率や震源モデ
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ルの評価方法等の高度化を図った。平成 22 年度は、この高度化した手法を用いて、

震源を特定しにくい地震による地震動の超過確率別スペクトルを評価し、耐震指針

に基づく基準地震動の策定で考慮すべき｢震源を特定せず策定する地震動｣のレベル

を評価する手法及び指標として提案した。さらに、提案した手法及び超過確率別ス

ペクトルに基づき設計用地震動を設定する方法を提示するとともに、これらの成果

を IAEA で実施している新 EBP に活用するための計画を纏めた。また、提案手法に

基づく各プラントの評価を行っており、今後、提示している地震動と比較検討を行

う予定である。 

d） 地震ハザード評価手法の高度化 

玄海、川内、福島、東海等の発電所周辺の活断層の活動度等の調査及び分析を行

った。また、中央構造線のような複数のセグメントが連動する大規模な横ずれ断層

を対象に、既往の文献等を整理し、セグメントの連動性や活動度を評価する確率モ

デルを作成し、伊方発電所及び島根発電所周辺の活断層の地震ハザード評価に適用

した。 

e） 津波評価手法の高度化 

１) 信頼度を考慮した津波痕跡データベースの整備 

昨年度までに登録した痕跡データの位置情報及び高さ情報の精度向上を図るた

め、引用元の古文書に立ち返って記載内容を精査した。また、岩手県、静岡県、

大阪府、兵庫県、高知県沿岸を対象に現地測量調査を実施し、土木学会（2002）

の「痕跡信頼度（AからDの４段階）」の定義に従い個々の痕跡データに信頼度を

付与した。痕跡信頼度の付与作業の効率化のため、痕跡データベースシステムに、

登録データ数の自動集計機能やWeb-GIS上で座標を取得するなどの機能を追加

した。これらの痕跡データは、津波専門家らで構成される痕跡データベース検討

委員会のレビューを経て、平成22年12月よりインターネットによる一般公開を

開始した。 

２） 河川遡上解析手法の開発 

これまでに整備した非線形分散波解析コードの課題である分散波発生後の波

高の評価精度を図るため、砕波の波高やモデル化について検討した。本年度は、

まず非線形分散波及び砕波を発生させた既往の水路実験結果と、同解析コードに

よる解析結果の砕波後の波高を比較し、計算値が過大評価になることを確認した。

既往の研究から、この問題を解決するために必要な砕波モデルを検討し、非線形

分散波解析コードに組み込んで実験値と比較した。その結果、砕波発生後の波高

の精度が改善されることがわかった。また、津波による漂流物の解析手法として、

２相系を対象とした2次元格子ボルツマン法（LBM）の自由表面探索アルゴリズ

ムと単相系3次元LBMを開発し、それぞれ解析結果と高速ビデオカメラで撮影し

た実験画像を比較した。前者については、２相流による自由表面、界面形状、砕

波現象が実験画像と概ね一致し、後者については、過渡的な水面形、壁面での水

の跳ね上がり、壁面反射後の水面形が実験画像と概ね一致することを確認した。

また、計算負荷を軽減するために、必要とされる精度に応じ２Ｄと３Ｄのモデル
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を切り替える機能を開発し、構造物周りの氾濫流の大規模計算を効率よく実施で

きるようにした。 

3） 津波による土砂移動解析の高度化 

従来の土砂移動モデルの改良・検証のため、以下の現地調査及び水理実験を行い、

データを取得した。 

・津波堆積物の現地調査によるデータ取得 

2010年2月に発生したチリ沖地震津波の来襲に伴う三陸沿岸の地形変化に関し、

気仙沼湾及び十八鳴浜を調査し、調査結果をまとめた。特に襲来した津波の規模が

大きかった十八鳴浜では、沖合い100m程度までの土砂移動モデルの検証に有用な

地形変化を捕らえることができた。 

・流砂量及び津波堆積物に関する水理実験によるデータ取得 

津波による流砂量について、昨年度に引き続き一様粒径で流速を変化させた水理

実験を行い、浮遊砂量及び掃流砂量に関する実験データを取得した。本年度は、粒

径0.27mmと0.11mmの2種類の砂を用いて実験を行い、流速と流砂量の関係に粒

径が依存している可能性を見出した。 

また、津波堆積物に関する実験により、陸上遡上域における津波堆積物の形成過

程を把握し、海域から遡上域まで拡張した土砂移動モデルの構築に有用な堆積物の

実験データを取得した。特に本年度は、緩勾配斜面での混合砂の実験で、遡上域に

おける堆積物の量を計測し、それらの空間分布の基礎データを整理した。 

②土木・建築構造物の評価手法の高度化 

ａ）斜面・地盤の安定性評価手法における損傷判断基準等の高度化 

地震随伴事象である斜面崩壊に対する健全性検討の高度化を図るため、斜面勾配

等の異なる小型及び中型模型による振動台試験を行った結果、斜面の滑落と進行性

変形の 2 つの崩壊パターンが得られた。また、数値解析では、連続体解析として有

限要素法、ニューマーク法、不連続解析として粒子法、個別要素法等を検討した結

果、粒子法を用いて斜面の崩壊前後の挙動を表現できる見通しを得た。これらの実

験データと解析から、強地震動下の斜面安定性の判断基準の見直しを行い、現行の

応力ベースに変形量やひずみを加えた判断基準改定の素案を作成できる見通しが得

られた。 

ｂ）土木構造物に係る耐震解析手法の高度化と解析コードの改良整備 

基準地震動Ssを超えるような地震動に対する耐震安全性評価に用いる評価手法の

高度化、及び非線形解析コードの改良整備を行うため、屋外重要土木構造物の損傷

モードと限界状態について調査した。また、既往の指針類や文献等を調査し、設計

用の耐力評価式及び損傷モードと限界状態との関係、すなわち構造物が性能を維持

できる極限の状態について整理するとともに、地盤の非線形モデルとしてR-Oモデ

ルを導入し解析コードを整備した。 

ｃ）建屋の床柔性を考慮した三次元応答解析手法の高度化 

・平成 19 年新潟県中越沖地震の知見に基づいた三次元 FEM 地震応答解析手法を、四

国電力㈱伊方発電所３号機及び東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所３号機の原子炉建
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屋の地震観測記録シミュレーション解析に適用した。地震観測記録とシミュレーシ

ョン解析を比較した結果、床応答スペクトル等は概ね同様の応答であり、三次元

FEM 地震応答解析手法の有効性を確認できた。これらの適用事例結果を踏まえて、

建屋や地盤条件に基づいて三次元 FEM 解析モデルを作成する場合の標準化の考え

方、及び JEAG 等に明記されていない床の柔性の考え方について整理した。 

・水平方向の床の柔性を考慮した簡易モデル（多軸床ばね質点系モデル）の作成に係

る標準的ルールを整備するため、耐震要素のグルーピング（各軸の設定）、床ばね

に設定する床剛性の算定、各軸の剛性・質量算定に関する検討を行った。その結果、

代表的BWR建屋に対しては、耐震要素をシェル壁、内壁及び外壁の３つにグルーピ

ングすることで、地震観測記録を精度良くシミュレートできることを確認した。ま

た、床剛性の算定に係る標準的ルールとして、機構が考案した床剛性の算定式と慣

用式の適用範囲の比較・検討を行い、提案した算定式が十分な精度を有することを

確認した。 

SMART2008に参加し、ねじりが作用するように設計されたRC造の三階建屋の

試験結果を対象としたシミュレーション解析を実施し、プッシュオーバー解析、固

有値解析、動的解析結果について報告するとともに、三次元非線形FEM地震応答解

析コードSANREF-Dを整備した。 

③地震PSA手法の活用 

a) 個別プラントのレベル1地震PSA解析モデルの整備 

初期に設計・建設された２、3、4ループPWRプラント（3基）のフロントライン系

及びサポート系の設計を反映した地震PSAモデルを整備した。これらを用いて、試解

析を行うとともに、複数機器の同時損傷の解析モデルに関する検証解析を行った。

BWR5プラントにおいて構成の異なるサポート系タイプを持つプラントの地震PSAモ

デルを作成し、今まで作成してきたモデルと合わせて国内故障率を用いた試解析等を

実施した。今年度を以て、PWR及びBWRの個別プラントの地震PSAモデル整備を一

通り終了した。 

b) 多数基立地サイトを対象とした地震PSA手法の高度化 

複数の原子力発電プラントが設置されたサイトを対象とし、プラント毎に入力地震

動が異なる場合を想定した事故シーケンス解析モデルの開発及び事故シーケンス解析

用ツールを整備した。入力地震動とプラントの地震応答の相関係数のマトリックスを

用い、実機を想定したサンプル・モデルによる試解析を行い、レベル1地震PSAにお

ける事故シーケンス評価手法を構築した。 

④津波PSA手法の高度化 

日本近海での発生が多いプレート境界型地震津波を対象に、波源特性、伝播経路特性、

サイト近傍の地形効果による増幅特性を考慮した波高簡易評価モデルを整備した。特に、

伝播経路特性の指標となる屈折係数の算定に波向線法を応用することで、既往モデルの

課題であった伝播経路特性の考慮に対し、改善を図ることができた。さらに、波高の算

定に係る計算時間は数値シミュレーションに比べて大幅に短縮できたことにより、津波

ハザード評価への適用性が良いことを確認した。また、仮想波源に対するモデルサイト
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の波高について、既往モデルとの比較により、伝播経路特性の影響が大きいことを確認

した。  

⑤経年・構造評価手法の高度化 

a）高経年化を考慮した機器・構造物の耐震安全評価手法の高度化 

中央き裂付平板試験片を用いて、特に大地震による過大の圧縮荷重を含む地震波形に

着目しき裂進展試験を実施した。また、有限要素法を用いた数値解析を実施し、き裂進

展評価手法に必要な力学パラメータを求めた。そして、試験結果及び数値解析結果をこ

れまでに提案した耐震安全評価手法に反映し、手法の高度化を実現した。また、配管を

対象に耐震安全性評価事例及び残余のリスク評価事例を整備し、代表的経年事象が耐震

安全に与える影響を定量的に考察した。 

b）高経年化を考慮した機器・構造物の地震時損傷確率解析コードの改良整備 

耐震設計審査指針の改定に対応し、高経年化を考慮した機器・構造物の地震時損傷確

率解析コードPRAISE-JNESについて、経年事象によるき裂進展速度等の評価モデルの

高度化及び不規則地震荷重を考慮した地震時き裂進展解析機能等の高度化を実施した。

また、ベンチマーク解析を実施する際の解析コード間の結果相違の許容性に関する定量

的判定基準を提案し、昨年度に実施したベンチマーク解析の結果に関する定量評価によ

り本解析コードの信頼性を明確にした。また、配管系の代表的経年事象を考慮した地震

時損傷確率解析事例、地震PSA及び耐震裕度評価事例を整備し、経年事象の影響効果を

定量的に考察した。 

c) 質点系耐震解析コード SANLUM の改良 

SANLUM コードに熱膨張解析機能を組み込むとともに、全支持点の拘束種別（ハンガ

ー、レストレイント、スナッバ）の入力データから、解析の種類ごとに必要となる拘束機

能を有する支持点を自動的に選定する機能を追加した。また、解析結果から固有モード図

及び変形図等の作画にベクトル表示機能を追加して、振動モードや変形等の方向依存性を

図示可能とした。本改良成果は中越沖地震及び耐震バックチェックのクロスチェック解析

に活用された。 

⑥原子力施設等の耐震性評価技術に関する試験及び調査 

a）設備の耐震機能限界試験と評価技術整備 

中越沖地震における機器設備の損傷等を反映し、機器設備の強度・機能の限界値（耐

力等）を試験で評価し、耐力データベースと耐力評価手法を構築するため、以下の試験

及び調査を実施した。 

1） 配管支持スナバについて、実機モデル試験体（型式・容量の異なる32体）の製作

を完了し、設計上の耐力評価基準値（=定格容量×1.5）を検証する加力試験と試験

データの整理・分析を実施し、型式・容量・加振条件（正弦波及び地震波）の違い

による影響等を含む耐力データベースを整備した。また、試験で確認された耐力（確

認耐力）と構成部品の耐震設計により予想される耐力（予測耐力）を比較検討して、

耐力評価手法を整備した。 

2） 非常用ディーゼル発電機(DG)について、耐震裕度評価に基づいて抽出した主要部

位の部分試験に供する試験体の設計、製作を行った。このうち、鉛直方向耐力の支
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配的な部位として抽出したガバナの振動台加振試験を行い、既往の機能維持確認済

加速度の約２倍の加振条件（水平方向4.0×9.8m/s2、鉛直方向2.0×9.8m/s2）に

おいても所定の機能が維持されることを確認した。 

b）地震観測や探査による断層調査と評価 

岩手・宮城内陸地震の震源断層、北上低地西縁断層帯（縦ずれ断層帯）及び山崎断

層帯（横ずれ断層帯）における稠密地震観測によって得られた微小地震データの解析

結果と現地調査・探査結果により抽出した地下深部～浅部情報に基づき、深度に応じ

た各種震源断層調査手法の整理をした。さらに、それらの手法について震源断層パラ

メータとの対応関係を明らかにした上で精度評価を行い、審査に活用しやすいように

解析精度を踏まえた評価手法を整備した。 

原子力安全・保安院に協力して、若狭湾、茨城沖について実施した海上音波探査から

取得したデータを解析し、原子力安全委員会の地震・地震動評価委員会WG1及びWG2

において、事業者調査結果の妥当性審議に活用された。 

ｃ）多目的深度地震動観測システムの整備 

深部地盤地震動観測地点として新潟工科大学敷地内を選定し、地震基盤相当の岩盤

に達する深さ3000mのボーリング掘削を実施した。また、ボーリングを実施しなが

ら、地質調査、各種検層(PS検層、密度検層、Q値測定など)を実施し、それらのデー

タから深部地盤の構造や各種物性、減衰特性の評価方法及びその検証データを取得し

た。 

さらに、深さ3000mのボーリング孔底で使用可能な耐高温・高圧型で高精度な地

震計（温度150度、400気圧、観測精度約10μ kine）を開発し、耐久試験や地震動

観測により、その性能を検証した。また、3000mのボーリング孔の孔底と孔の中間

に地震計を設置し、１本のボーリング孔で鉛直アレー地震動観測システムを構築する

ことが可能な地震計の設置技術を考案し、ボーリング孔中での地震計の設置や取り外

し機能、固定度等について各種試験を実施し、その性能や機能を検証した。耐高温・

高圧型で高精度な地震計の開発および世界で始めての3000mの多段設置の準備を慎

重に行っており、今後、地震動観測および地震動の増幅特性の評価を開始する予定で

ある。 

⑦プラント耐震裕度に関する調査 

ａ）設備の耐震健全性評価に関する手法調査 

耐震裕度評価においては、構造物、機器の「機能限界耐力」とともに「現実的応答」

を把握する必要がある。主要構造物・機器の現実的応答、すなわちより精緻な応答を

得ることができる解析モデル化方法を把握するために、地盤－建屋－設備の連成系地

震応答シミュレーション解析等を行った。その結果、大型機器の現実的応答の評価に

は、これまで用いている建屋の質点系梁解析モデルを使用できることがわかった。 

また、配管本体の地震時の損傷モードは崩壊（1次応力）ではなく疲労（ピーク応力）

であり、1次応力で評価した場合、保守的な結果が得られることが既往研究において

明らかとなっている。 

このことから、解析的な検討により、配管本体の疲労による損傷確率を算出し、従来
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の崩壊による損傷確率との比較を行った。その結果、疲労による損傷確率は崩壊によ

る損傷確率と比較し十分小さくなることが示された。 

経年事象によるき裂の存在、その個数及び分布を考慮して、き裂を有する配管の要素

試験を実施し、機構で提案したき裂を有する配管の耐力評価手法の有効性を明らかに

した。また、ねじり荷重を考慮したき裂を有する配管の耐力試験を実施し、経年配管

の耐力に及ぼすねじり荷重の影響を明確にした。 

ｂ）地震PSA手法を用いた設備の耐震裕度評価 

機器・構造物の耐力と応答に基づく機器・構造物の損傷確率評価からシステムの機

能維持・喪失、炉心損傷頻度評価までを一貫して行い、プラントレベルの耐震裕度を

評価する解析コードSANMARGの整備として、本年度はユーザーインターフェース部

の改良を行い、簡易的に応答分布を算定する機能及び損傷確率に基づく裕度評価の機

能を追加した。SANMARGを用い基準地震動Ssに対するモデルプラント（BWR）の

耐震裕度試計算を行い、耐震裕度が小さい機器（DG等）を抽出した。 

⑧耐震関連の 新知見の収集・整理・分析・評価 

原子力安全・保安院の内規｢原子力施設の耐震安全性に係る新たな科学的・技術的知見

の継続的な収集及び評価への反映等について｣（平成 21 年 5 月 8 日）に基づき、平成

21 年度に収集した活断層、地震・地震動、地震随伴事象（地盤及び津波）、土木構造物、

建物・構造物、機器・配管に係る文献・情報について、反映すべき新知見、新知見関連

情報、参考情報に整理・分析した。それらの結果から、新知見関連情報 4 件を含む評価

結果を原子力安全・保安院の耐震・構造設計小委合同 WG(平成 22 年 7 月)に報告した。

引続き平成 22 年度分の文献・情報を収集・整理・分析を実施し、評価結果を平成 23

年 4 月末に保安院に報告する予定である。また、上記の耐震新知見の調査結果と合わせ

て、安全審査やクロスチェック解析のベースとなる各発電所の新耐震指針に基づく耐震

バックチェックの報告書や調査資料、審査資料等についてデータベース化している。今

年度は、それらの情報が、発電所や敷地周辺の重要な震源(基準地震動の策定における検

討用地震)から検索できるようにするため、平成 21 年度に引き続きデータベースを整備

するとともに、検索機能を追加し改良した。 

(2)人的要因・組織要因に係る分野 

① 保安活動における人間・組織面の分析・評価に係る基盤の整備 

根本原因分析を実施した6原子力発電所（泊発電所：保安規定違反、女川発電所：短

期間に3件の不適合事象、浜岡発電所：放射能を含んだ廃液漏れ、島根発電所：点検漏

れ、川内発電所：人身事故、敦賀発電所：保安規定違反）について、事業者や自治体等

が発信した公開情報から実用性があると考えられる安全実績指標の候補として各原子力

発電所10件程度を選定し、各指標の四半期当たりの件数について3年間に亘る傾向を求

めた。選定した安全実績指標の候補の整合性に関して、保安検査官事務所のトピックや

四半期毎に原子力安全委員会へ報告される保安検査結果を調査して検証した。この検証

した結果について、実務経験のある専門家にインタビューし、妥当性を確認した。今後

これらの内容を詳細に精査し、既存の「安全文化ガイドライン」へ反映すべき内容を検

討する。 
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例：安全文化の要素である「事故・故障等の未然防止に取り組む組織」の安全実績指標

の候補として、法律・安全協定対象の報告事象の件数、通報連絡及び公表基準に基づき

自治体に通報連絡し公表した事象の件数、不適合の件数を選定した。 

・2003年10月に導入された品質マネジメントシステムでは、要求事項は規定されてい

るが、それを実現するための手段は規定されていない。このため、「原子力安全」のた

めの行為である「保安活動」を確実にマネジメントすることが難しい。そこで、医療、

運輸、航空、食品等の他産業のマネジメントシステムに関する規制内容や自主的取組み

を調査し、良好事例を整理した。調査した結果は、各産業における根本原因分析、問題

解決プロセス、是正処置や予防処置等の良好な事例として、将来的に既存の「根本原因

分析ガイドライン」へ反映する予定である。 

例：医療分野の良好事例として「医療の質マネジメントシステム」（「病気の治癒」の

ための行為である「医療行為」のマネジメント）に関する病院の取組みがある。これは、

業務プロセスに着眼し、根本原因分析等を用いて、実態の把握と改善を行うことにより、

その業務プロセスが起こし得る医療事故の潜在的な危険を回避しようとするものであ

る。また、医療の質を定量的に測定する指標として、ＱＩ（Quality Indicator）と呼

ばれる指標が活用されていることも確認できた。 

・継続して実施してきた技術支援の活動経験を基に、ガイドラインの活用状況を評価し、

既存成果の「根本原因分析ガイドライン」を改訂した。原子力安全・保安院が主催する

原子炉安全小委員会安全管理技術評価ワーキンググループの承認を経て、12月にNISA

文書（NISA-166e-10-1、NISA-181e-10、NISA-191e-10-1、NISA-314e-10-1）

として正式発行された。この改訂では、検査の実態に合わせて、保安検査官が使い易い

ものとすることを考慮するとともに、本ガイドラインの適用が核燃料サイクル施設を加

えた原子力施設に拡張されたことに対応したものである。これに伴い、これまで継続的

に行っていた原子炉施設に加え、新たに原子力施設全般についても技術支援の対象とな

った。 

・原子力分野で根本原因分析を阻害する要因の探求は、国内だけではなく、世界的な課

題である。IAEAの召集に応じ、日、米、英、露、EUの４カ国、１組織で根本原因分析

の技法と手法をIAEA－TECDOC文書として整備することになった。日本は、既存成果

の｢根本原因分析ガイドライン｣と技術支援の活動経験をもとに、TECDOC文書の作成に

参加している。TECDOC文書は、次年度完成予定である。 

・機構の核燃料サイクル施設検査本部において、申請書を受理した容器について溶接検

査が一部未実施であったにもかかわらず合格証を発行した不備において、原子力安全・

保安院より、根本原因分析を実施することを指示された。機構内では担当部門がなく、

当グループが知見を有することから、「根本原因分析ガイドライン」を活用して、組織

要因を明らかにするとともに、対策案を策定した。この活動で得られた知見は、将来的

に「根本原因分析ガイドライン」に反映する予定である。 

・根本原因分析に関わるデータ蓄積、共有化などナレッジマネジメントとしては、12月

に改訂した「根本原因分析ガイドライン」の内容を反映して、保安検査官向け研修資料

を改訂した。また、次年度に実施が予定されている事業者が作成した根本原因分析報告
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書の評価プロセス見直しに対応するため、過去の技術支援経験に基づき技術評価のポイ

ントとなる知見の整理を開始した。さらに、改訂した研修資料の既存のe-ラーニング教

材への反映について検討した。これらを基に、総合的なナレッジマネジメントシステム

化への実施を継続中である。なお、平成22年度のガイドライン研修の実績は、計３回（15

日）で合計20名である。 

② 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 

・平成21年度に発生した法令対象事象15件中、人的過誤事象は12件である（報告件数

に占める人的過誤の割合は約80％）。これは、近年の一般産業における人的過誤割合70

～80%と同様の傾向を示している。さらに、NUCIAデータを活用して、合計45件（国

内事象：4３件、海外事象：２件）の人的事例分析を行い、分析結果の評価、教訓の抽

出、既存のデータベースである「ヒューマンファクター事例の紹介システム」への分析

データ蓄積を行った。 

・「ヒューマンファクター事例の紹介システム」に蓄積したデータを有効活用するため、

次年度にデータマイニング技法（統計学、パターン認識、人工知能等のデータ解析の技

法を大量のデータに網羅的に適用することで知識を取り出す技術）について検討する予

定である。そのための予備検討として、機構のデータベースに蓄積されている国内で発

生した人的過誤事例の分析データのうち、数値化されたデータに対して適用可能なデー

タマイニング技法の調査及び予備解析を実施した。データ種別に対する適性、データ前

処理の必要性、使用目的（分類、推定、予測）の観点においてベイジアンネットワーク

手法が優れていることがわかった。さらに、機構の分析データのうち、数値化されてい

ない自然言語記述部分から新たな知見を得るために適用可能な「テキストマイニング技

法」も調査した。その結果「MIMAサーチ」が適用可能であること及び人的過誤事象の

分析データに適用する場合には「類義語辞書」の整備が必要であることがわかった。（調

査・分析を進める中で、「テキストマイニング技法」の追加調査等を早期に実施する必

要があると判断したため。） 

・「ヒューマンエラー防止のための保守手順書」に記載すべき事項について整理した。

整理した結果を基にソフト面の安全規制に関する安全研究計画（総表）に従い、次年度

ガイドラインとする予定である。 

 

・既存成果である「技術・人材マップ」を基に、原子力発電施設の安全確保に重要と考

えられるテーマを学会員や事業者にアンケート調査した結果、既に以下の６つのテーマ

が選定されている。 

ⅰ)保修点検（非定常）時のエラー防止対策に関する研究 

ⅱ)事例活用・対策実践に関する研究 

ⅲ)パフォーマンス尺度、管理目標設定法に関する研究 

ⅳ)安全文化と人的資源管理・人材育成に関する研究 

ⅴ)規制のあり方に関する研究 

ⅵ)設計・評価段階で考慮すべき人間特性等に関する研究 

本年度は上記のうち比較的知見があり、効果が期待できそうなⅰ)、ⅱ）、ⅲ）の３つの
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テーマについて学識経験者、有識者に意見を伺いながら詳細検討し、研究を進めるため

の課題を整理して戦略マップとしてまとめた。また、同様に既存成果である「技術・人

材マップ」を基に、学識経験者、有識者に意見を伺いながら原子力発電の信頼性を獲得

するための課題を再整理し、技術マップとして充実を図った。 

③ ディジタル計測制御システムの調査検討 

・多国間設計評価プログラム(MDEP)のディジタル計測制御ワーキンググループに参加

し、以下に示す 5 つの課題に対する共通見解を策定した。策定に当たっては、機構に設

置した委員会である「MDEP ディジタル計測制御検討会」で専門家（規制当局、事業者、

メーカでメンバー構成）の助言を受け、国内の意見として統一した見解を反映している。

この中には、期初に予定していた項目に加え、欧州の規制活動の情勢から新たに追加さ

れたものと、前倒しで策定されたものが含まれている（以下の下線部）。これらは、今後

MDEP の上位委員会にて承認され、IAEA の安全基準に反映される予定である。 

a）共通見解 0 設計の簡素化(リーダー: 米国)：ディジタル安全保護系を設計するに当

たっての簡素化（simplicity）と複雑さ（complexity）に対する考え方を定めた。フ

ランスのアレバ社の 欧州向け EPR のディジタル計測制御の設計に対して、仏国、英

国、フィンランドの規制機関が共同声明として課題を指摘したことから、DICWG で

急遽テーマとしてとりあげ、共通見解として策定した。 

ｂ）共通見解 1 ソフトウェア共通原因故障(リーダー：米国) ：ディジタル安全保護系

は多重性が求められるため複数のチャンネルで構成されるが、機能をソフトウェアで

実現するディジタル安全保護系では、ソフトウェアの脆弱性が否定できないことから、

共通的な原因により故障が発生することを想定する必要がある。このための考え方を

共通見解として策定した。 

ｃ）共通見解 2 安全保護系のソフトウェア開発用のソフトウェアツール(リーダー: 英

国)：ディジタル安全保護系の機能を持たせるアプリケーションソフトの製作や製作さ

れたソフトウェアの試験を行う際に、人間の介在によるミスを低減させるために、ツ

ールを活用する。このようなツールに対する要求事項を共通見解として策定した。 

ｄ）共通見解 3 データ通信の独立性 (リーダー:韓国)： 高い信頼性が要求されるディ

ジタル安全保護系をプラントレベルでディジタル計測制御設備に統合する際に、安全

保護系より信頼性の低い設備とのデータ伝送が発生することになる。安全保護系同士

でのデータ伝送を含めて、データ通信における独立性の要求事項を共通見解として策

定した。欧州向け EPR の対応として予定を前倒しで実施した。 

ｅ）共通見解4  ソフトウェアの検証と妥当性確認 (V＆V)(リーダー:日本)：ディジタ

ル安全保護系のソフトウェアの信頼性を確保することは非常に重要な活動である。デ

ィジタル安全保護系の設計、製作を通じて、ステップごとに上流側の要求事項が下流

側に反映されているか確認する検証とソフトウェアをディジタル計算機に組み込んだ

後に安全保護系の要求事項が達成できているかどうか確認する妥当性確認に対する要

求事項を策定した。日本は、1996年に運開した東京電力柏崎刈羽原子力発電所６号

機でディジタル安全保護系を導入し、その後数多くのプラントでディジタル安全保護

系を採用していることから、その運転経験を生かして国際貢献することを方針に、国
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内の民間規格をベースとして共通見解を策定した。具体的には５つのガイドライン（日

本電気協会規格（JEAG）／欧州規制機関共通見解／IEEE標準／IAEA指針／ISO・IEC）

のV&Vに関する要求内容の比較、検討を行い、日本電気協会規格の網羅性を示し、必

要な補足を加えてまとめた。 

なお、上記５件の共通見解については、国内ではすでに規制要件に取り込まれているた

め、新たな追加項目はなかった。 

・（社）日本電気協会が定めた「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程」

（JEAC4620-2008）及び「ディジタル安全保護系の検証及び妥当性確認に関する指

針」（JEAG4609-2008）が、発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令（省

令62号）第22条安全保護装置のディジタル安全保護系を適用するに当たっての解釈で

ある別記-7の要求事項を満たしているかどうか技術評価を行った。技術評価書の作成に

当たっては、今後電気協会規格を審査の判断材料として使用していく観点から、一義的

な審査ができるよう別記-7の要求するものが何かを解説し、知識の共有化を図れるよう

配慮した。また、技術評価は、上記に示したMDEPで策定した共通見解も踏まえたもの

となっている。技術評価結果は、原子力安全・保安院が開催した原子炉安全小委員会安

全評価WGでの３回の審議（H21.6.8、H21.10.9、H22.7.16）を経て、原子炉安全小

委員会（H22.9.10）にて承認された。その後実施されたパブコメでは一般からのコメ

ントはなく、H23.1.25にNISA文書（NISA-325c-11-1）にて技術基準の解釈が改定

されたことが通知された。今後、上記日本電気協会規格は、技術基準第22条「安全保護

装置」の安全保護系にディジタル計算機を適用する際の審査基準として活用される。 

・米国の規制動向調査、欧州の規制動向調査、米国 NRC との会合、韓国の支援機関で

ある KINS との会合などを通じて、ディジタルシステムの技術動向、EPR のディジタル

システムに対する規制課題、三菱重工が米国に申請している US-APWR のディジタル

システムにおける論点等を確認している。今後、国内プラントの安全系に採用される可

能性のある「FPGA（Field-Programmable Gate Array）」については、さらに動向

調査を継続する必要がある。また、国内 PWR プラントで採用された安全系機器の常用

系からの操作（保護動作が必要な際には、優先回路によりブロックされる）機能は、安

全保護系とヒューマンマシンシステムとの接点部分での機能であり、海外プラントとの

共通性についてさらに注目していく。 

(3)リスク情報活用に係る分野 

① 新検査制度整備に係る検討 

a) 保全プログラムへのリスク情報の活用に係る解析 

 保全計画における機器及び系統の重要度の確認に用いるデータベースの高度化のた

め、出力運転時及び停止時におけるプラント状態、並びにPSAの不確実さ等を考慮し

てリスク重要度を評価する米国パイロットスタディの手法を調査した。また、同調査

結果に基づいて停止時における保全重要度を評価する手法の具体化に着手した。 

  b) 安全実績指標及び安全重要度評価へのリスク情報の活用に係る解析 

停止時安全管理等に係る検査指摘事項及びトラブルのリスクへの影響を定量的に評

価するため、国内代表BWR及びPWRプラントを対象にして評価ツールを整備し、停
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止時安全管理等に係る安全重要度の評価手法を整備した。また、格納容器の健全性に

係る検査指摘事項及びトラブルのリスクへの影響評価について、米国NRCにおける実

施例を調査・分析し、我が国における評価手法の方向性を具体化した。 

    国内の代表PWRプラントを対象にして、米国のMSPIの手法に従って、MSPIの試解

析を行った。MSPIの算出に必要なアンアベイラビリティ、リライアビリティ、機器の

重要度を整理し、安全実績指標(PI)評価への 新知見反映の見通しを得た。 

c) 国内の代表的BWRプラントを対象にして、米国EPRI手法に従って、RI-ISIプログラム

作成のための試解析を行った。出力運転時内的事象起因のPSA解析により得た条件付炉

心損傷確率(CCDP)と、想定される材料劣化モードに基づいて配管セグメントの安全重

要度を定め、これに従って、試験程度、試験方法を設定し、現行ISIに代わってRI-ISIを

実施する技術的見通しを得た。 

② 安全規制へのリスク情報活用に係る検討 

ａ）当面の実施計画の検討 

米国における安全規制へのリスク情報活用に係る 新情報、活用項目毎の成果、効果、

課題等及び欧州主要国におけるリスク情報活用事例等を整理し、原子力安全・保安院及

び機構が遂行している「実施計画」の改訂に資する情報としてまとめた。さらに、実施

計画改訂案は原子力安全・保安院の原子力安全保安部会リスク情報活用検討会において

審議された。 

ｂ）オンラインメンテナンスに係る検討 

単一系統の運転中保全（OLM）の実施における安全管理策の妥当性を評価する手法の

整備として、(ｲ)OLMがプラントの安全性に与える影響、(ﾛ)OLM実施に伴って必要とさ

れる安全管理措置、(ﾊ)他の系統の待機除外がプラントに与える影響について評価手法を

整備した。 

③ 手法、モデル及びデータの整備 

ａ）PSAの標準化等 

  1) 内的事象レベル１PSAのピアレビュー 

平成 23 年度に、機構が実施した BWR5 代表プラントの出力運転時 PSA を対象に、

米国の PSA 専門家によるピアレビューを実施予定である。この準備のために、故障モ

ード影響解析（FMEA）、自己レビュー等を行い、必要な書類を整備した。  

2) パラメータ評価手法の確立及び起因事象発生頻度の整備 

階層ベイズ手法を用いた、国内の運転実績に基づく出力運転時及びプラント停止時

の起因事象データベース整備し、起因事象毎の発生頻度を評価・更新した。解析者の

知識に基づく基事象間の相関(SOKC)を考慮した不確実さ解析手法の実施方針を確定

し、同手法を BWR/PWR 代表プラントの PSA モデルに適用・整備した。また、第二

世代の人間信頼性解析(HRA)手法に運転クルーの認知行動モデルを組込んで事例解析

を実施し、人的過誤率の評価手法を整備した。 

ディジタル安全保護系の信頼性評価モデルの整備に関する海外文献の調査を行うと

ともに、ベイズビリーフネットワーク手法によるソフトウェア信頼性解析モデルの試

作を行った。また、OECD/NEA WGRISK のディジタル I&C タスクグル-プに参加・
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協力を行った。また、原子力学会のリスク情報活用に係る実施基準の策定活動に参画・

協力するとともに、PSA 実施基準等を技術評価する仕組みについて検討した。 

b）航空機落下事故データの整備 

平成21年の航空機事故事例を調査し、直近20年間（平成2年～平成21年）の航空機

落下事故データを整備した。また、平成21年の民間機離着陸回数及び延べ飛行距離を調

査し、直近20年間の運航データを整備した。 

c）火災・溢水PSAに関する手法整備 

火災が原子炉停止制御回路に及ぼす影響を詳細に評価する回路解析手法を用いた火災

PSA手法、モデル及びデータを整備し、火災PSA実施手順書を策定した。また、溢水PSA

手法、評価モデル及びデータの整備に着手した。さらに、火災PSAに用いる火災伝播解

析コード（CFASTコード）を整備した。 

d）前兆事象評価モデルの整備 

ASP 評価を行うためのモデル整備として、BWR プラント及び PWR プラントの代表

プラントモデルの整備（出力時、停止時）を整備した。 

(4)原子力防災、環境影響に係る分野 

① 原子力防災関連 

a) 予防的緊急防護措置範囲の適用検討 

1) 海外避難推計活用事例等の調査を実施し、当該ガイダンスに必要な要件を整理し、ガ

イダンスの試案をまとめた。避難時間推定解析を実施して、試案適用性の検討を行っ

た。 

2) 軽水炉に対する（レベル2PSAフェーズ）事故解析結果を原子力防災へ活用するため、

原子炉型式、格納容器型式、事故シーケンス、事故進展時刻歴、放射性物質放出量等

からなるデータベース構築を行った。 

b) 防護対策検討の実効性向上 

1) 訓練時の時系列データを例に、活動の詳細をプロセスに展開し、実活動に想定される

さまざまな条件を与えてプロセス評価を行った。その結果を反映して、原子力防災活

動時の意思決定プロセスに係る手順書の高度化要件を整理し,原子力防災活動情報シス

テム、活動を支援する情報・データ提供システムの仕様設定を行った。 

2) ERSSの判断支援機能強化を目的として、防災活動における初動から復旧支援までの

機能要件を抽出するため、軽水炉のPSA結果を分析し、その結果に基づき、システム

設計を完了した。抽出された項目について優先度を判断し、詳細設計及び試作に着手

した。 

3) 原子力防護対策活動要員の緊急時対応スキルの維持・向上を図ることを目的とし、

シビアアクシデント時の諸現象を可視化するシステムの設計を実施し、プラント全体

挙動及び個別現象の把握するための画面設計の考え方をまとめた。その結果に基づき、

システム詳細設計及び試作に着手した。 

ｃ）地震に係わる情報伝達手法の整備 

新潟県中越沖地震における住民ニーズ及び国の委員会等の提言に基づき、地域住民や

国民に原子炉施設の地震時安全性を的確かつ分かり易く伝える地震後のプラント情報伝
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達手法の整備として、情報を伝達する手段としての多機能地震情報伝達システム及び情

報を分かりやすく提供するための方策の整備を行った。 

多機能地震情報伝達システムについては以下を行った。 

・送り手側の情報が、受け手に対しどう伝わったかを的確に把握するための双方向情報

伝達ユーザーインターフェースを試作した。 

・時々刻々変化する現地情報の伝達機能の構築及び複数の地震観測機関等とのデータ

授受を，それぞれのシステム環境に応じて実現するための通信機能の構築 

・地震発生などの緊急時にマニュアルレスで運用可能な操作性を確立するため、ユー

ザーインターフェースの試作 

分かりやすい情報提供については、専門家（情報の送り手）の視点と地元住民（情報の

受け手）の視点との乖離を是正することで、分かりやすい情報伝達を実現する「柏崎･

刈羽モデル」レシピの概念を構築し、その成立性を確認するための実証試験を行った。

実証試験では、柏崎･刈羽地元住民を対象としたヒアリング、アンケート調査及び結果の

分析を行った。その結果、レシピの手順を繰り返すことで、分かりやすい情報伝達の具

体化が実現できる見通しを得た。 

d）AM知識ベース整備 

1) SA/AMデータ整備 

保安院が実施する電気事業者が整備した島根3号機のAM策整備の技術的妥当性や

有効性評価のレビューに備えて、レベル１及び２PSAのモデルの整備を行い、AM策

による炉心損傷頻度及び格納容器機能喪失頻度の低減効果を確認し、技術的知見及び

データを整備した。 

また、 新の試験研究データ及び知見、AM評価用PSA結果、事故進展データ等を

AM知識ベースとして整備し、SA規制要件化に係る技術的根拠、データ等を整理する

とともに、MDEP、WENRA等の国際動向を反映してSA等の規制要件化に係る課題を

検討した。さらに、各国のSA規制要件の明確化と対応の具体化を図り、シビアアクシ

デントの規制要件化に係る検討を行い、原子力安全・保安院を支援した。 

2) 原子炉冷却系内多次元流動及びソースターム解析手法の整備 

誘因SGTRも模擬可能な原子炉冷却系多次元解析モデルを整備し、今年度は、炉心

が過熱状態に至った時の１次系内の流動及び温度分布を解析し、蒸気発生器伝熱管が

高温に晒され誘因SGTRに至る状況及び誘因SGTR後の原子炉冷却系内の状況を解析

的に評価した。これにより、種々のSA条件下における環境へのFP放出特性及び緩和

対策の効果を評価するとともに、2次系冷却のAMがSGTR緩和に重要であることが確

認され、また、溶融炉心を原子炉容器内に長期にわたり維持するIVR（in-vessel 

retention）対策は、誘因SGTR対策も併せて必要であることが分かった。 

また、OECD SFP計画にて使用済燃料ピットラックの形状の異なる2種類のセルサイ

ズのPhase-I非燃焼試験結果を取得し、試験後解析を実施し、ラック内の自然対流及

び燃料集合体の温度上昇挙動を把握した。その結果、12時間の時点で数十度の差では

あるが、セルサイズは軽微な違いでも影響は顕著であることが確認された。また、燃

料が過熱されると流動抵抗の増加により自然対流冷却流速が顕著に低下することが分
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かった。さらに、MELCOR解析では、出力を試験よりも一定量増やすことで良好に試

験結果と一致することが分かった。以上をもとに、当該試験計画へ反映するとともに、

実炉における事故時の時間余裕並びに緩和策の効果について検討を行った。 

3) 格納容器内多次元流動及びソースターム解析手法の整備 

昨年に引き続き、CFD格納容器モデルをOECD-SETH2計画のPANDA格納容器体

系に適用してモデルを検証した。今年度は、本計画で機構が提案した自然対流クーラ

ー冷却AM試験の試験後解析を実施して、水素混合ガスの挙動及び格納容器冷却挙動の

予測性能を確認した。また、改良した実炉のCFD格納容器モデルを用いて、低圧溶融

デブリ放出事象を解析し格納容器内の温度分布及び高速粒子の沈着移行挙動を評価し

た。高圧溶融デブリ放出では、溶融デブリの多くは原子炉キャビティ内に留まるが、

格納容器内壁は高温ガスに晒される。一方、低圧溶融放出では、格納容器内壁は高温

ガスに晒されることがなく、格納容器の健全性が維持されることが解析的に確認され

た。これにより、高圧溶融デブリ放出を防止するための１次系減圧AMの有効性を定量

的に明らかにできた。以上のように、整備した格納容器CFD解析手法を用いて、新設

炉の格納容器の緩和系、SA対策の有効性評価を行った。 

一方、解析に使用するMELCORコード及びFLUENTコードについては、継続的にモ

デルの整備及び保守を行った。 

4) 改良型軽水炉プラントのSA対策検討 

改良型PWRのAM策の調査に基づき、改良型PWRのAM策の有効性評価に使用する

PSAモデル整備の一環として、現状入手できる設計情報を基に暫定PSAモデルを構築

した。このモデル構築により、詳細なPSAモデルの構築において検討が必要な課題を

摘出し、課題解決のための検討の方針を策定した。 

また、OECD/SERENA計画におけるTS-4、TS-VISU、KS-2、KS-3、KS-4試

験をJAEA開発のJASMINEコードを用いて解析し、試験データと比較した。その結果、

粗混合過程における液滴径、水中のボイド率、トリガー発生タイミングが水蒸気爆発

の有無と発生圧力に大きな影響を与えることが分かった。また、液滴径分布を考慮し

ていないというJASMINEコードのモデルは、解析精度上大きな問題であることが分

かった。実機解析においては、圧力容器の破損孔の大きさと内部圧力又は溶融物の液

位の想定が水蒸気爆発の発生圧力の大きさを左右し、 悪の条件を仮定すると格納容  

器耐圧を超える圧力波が生じうることが分かった。 

５) デブリ冷却挙動に関する評価検討 

OECD/MCCIフェイズⅡ計画の 終試験CCI-6の温度及びコンクリート侵食速度の

測定データを、以前の同じタイプのコンクリートを使用した小規模な試験のものと比

較し、スケール効果と見られる現象がないことを確認した。さらに、この試験におい

て得られた溶融物中へのランス（金属棒）挿入時の抵抗力のデータから、これまで

COCOコードによる解析で想定してきた溶融物・コンクリート間の固相の存在が立証

された。またこの大規模試験を、COCOコードを用いて解析し、溶融物温度、侵食速

度等を実測値と比較し、コードのモデルや計算の仮定の妥当性を確認した（ 大侵食

量の評価で10％の誤差）。 
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一方、コンクリート関連の熱力学データを 新の汎用データベースと整合させると

ともに、酸化マグネシウム関連のデータを新たに設定した。これにより、ANLの試験

データと大きく異なっていた石灰岩系コンクリートの液化点と解析値が概ね一致した。

また、珪酸系溶融物の粘性モデルを用いて、固液混合相の溶融デブリに対する粘性評

価の精度を向上させた。 

6) ガス状ヨウ素放出試験 

ガス状ヨウ素放出に係るAM策の技術的妥当性や有効性等の評価を行うために、SA時

晩期の格納容器内条件を模擬した、ガス状ヨウ素放出試験を実施した。壁面ペイントの

有機物及び格納容器プール中の不純物などの影響を評価した。有機物を不純物として含

む系において酸素濃度の影響を調べる試験(窒素中に5%酸素)では、これまでに実施した

空気雰囲気、酸素2％、窒素、またはAr雰囲気での試験結果と整合する試験結果を得た。

また、雰囲気中の水素の影響を調べる試験(Ar中の水素濃度を変化)の結果、水素濃度が

増加するほどヨウ素の放出割合が低下した。加えて、不純物として添加したアンモニア

による塩基性のCsI水溶液からは、ガス状ヨウ素の放出割合は極微量であること、及びガ

ンマ線照射下ではアンモニアは安定に存在し、アンモニアはほとんど分解されないこと

を確認した。 

7) 現実的格納容器ソースタームに係る検討 

シビアアクシデント総合解析コードMELCORのヨウ素化学モデルを改良して、ガス状

ヨウ素再放出試験及びOECD-BIP試験等の検証解析を実施し、液相のヨウ素分布などを

再現した。既存のヨウ素化学モデルでは低pHでの無機ガス状ヨウ素の放出割合を、実際

よりも過大評価する傾向があったが、過酸化水素とラジカルの反応を考慮し、反応モデ

ルを改良した結果、妥当な解析結果が得られるようになった。また、ヨウ素挙動解析コ

ードkicheと比較検討し、解析結果が妥当であることを確認した。 

OECDの事故後の格納容器内ヨウ素挙動に関する国際プロジェクトBIP計画で実施さ

れたヨウ素試験結果を取得した。また、BIP計画により得られたヨウ素挙動に関する試験

結果を整理し、①相対湿度の増加に伴い、クーポン表面へのヨウ素の吸着は増加する。

②ステンレス材よりも塗装面の方がヨウ素が多く吸着し、その吸着の多くは非可逆的で

ある。③全てではないものの、放出された高揮発性有機ヨウ素のほとんどは、ヨウ化メ

チルであった、等の知見を得た。 

BWRの米国Peach Bottomプラントの典型的な事故シーケンスに対して、MELCOR

コ ー ド を 用 い て 解 析 を 行 っ た 。 得 ら れ た 結 果 と MAAP コ ー ド の 解 析 結 果 と

NUREG-1465を比較した。両コードの結果は共にNUREG-1465のソースタームとほ

ぼ同等であることから、矛盾のない結果であることが分かった。また、両コードの比較

では炉心崩壊過程などの違いにより格納容器内ソースタームに違いが出ることが分かっ

た。今後、ソースタームに影響するモデルの差異を検証する必要がある。 

8) 過剰水素処理の検討 

過剰水素処理試験装置を設計し、製作を完了した。本装置は反応炉に3種類の触媒カ 

ートリッジを直列に装荷可能であり、温度、圧力、生成アンモニア量等を測定すること

で、触媒のシステム性能を評価するとともに、自然循環解析に資する基礎データを取得
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できる。また、水素・窒素結合触媒の圧力損失等を解析し、passiveな機器として作動

させるための触媒形状等について予備検討を行った。更に、基礎試験により、種々の水

素・窒素結合触媒の基本性能を評価し、シビアアクシデント晩期のBWR格納容器内条件

で十分な触媒性能を有する触媒を見出した。 

② 環境影響関連 

a)レベル2及びレベル3PSA手法等の整備 

1)レベル3PSAの解析 

 国内プラントを対象にして地震時のレベル3のPSAを実施し、急性死亡及び晩発性が

ん死亡リスクの評価対象範囲を検討するために、距離別のリスクを整理した。また、プ

ラント間のリスクのばらつきの程度、リスクドミナントな事故シーケンスの情報を摘出

した。 

さらに、不確実さ研究成果から、地震時の不確実さ解析における変動パラメータ、不

確実さ分布等の不確実さ情報を整理し、整理した不確実さ情報から集約分布を作成する

とともに、地震時の不確実さ解析用の入力データを整理した。 

2）レベル2地震PSAの解析（PWRプラント） 

アイスコンデンサ型4ループPWRプラントを対象にして、レベル2地震PSAから得ら

れた発生頻度が大きい8ケースの放出カテゴリについて、事故進展及びソースタームを

MELCORコードを用いて解析評価し、残余のリスク評価のためのソースタームデータベ

ースの整備を完了した。また、同プラントについて格納容器破損頻度の不確実さ頻度解

析を実施し、95%と5%の不確実さ幅が2桁弱との結果が得られた。 

さらに、加圧器サージ管が昇り勾配配管であるドライ型４ループPWRプラントを対象

として、MELCORコードを利用して感度解析を実施して、炉心損傷時の高温ガスによる

ホットレグ及び蒸気発生器伝熱管の温度及び圧力荷重を解析し、クリープ損傷の確率分

布を算出した。その結果、2次系破断時及び電源喪失時に蒸気発生器伝熱管がクリープ

損傷する発生確率の平均値として、0.23及び0.003との結果を得た。 

3) レベル2地震PSAの解析（BWRプラント） 

地震時の主な事故シーケンスを対象に、ソースタームのデータベースを整備するため、

BWR 代表プラント（BWR3 型、50 万 KWe 級 BWR4 型、80 万 KWe 級 BWR5 型、

110 万 KWe 級 BWR5 型等）において、未整備の事故シーケンスを対象に MELCOR

コードによる解析を実施し、残余リスク評価のための BWR ソースタームデータベース

の整備はほぼ完了した。また、低地震動において、アクシデントマネジメント（AM）

を考慮した場合のプラント損傷状態の割合について検討し、数%の変化に留まる結果が

得られた。 

4) 定格出力時レベル2地震PSA不確実さ解析（BWRプラント） 

BWR-4 MarkⅠプラントを対象に、MarkⅠ型格納容器特有のシェルメルトスルによ

る格納容器破損の発生時刻について検討するため、MELCOR コードに格納容器の床で

のデブリ拡がりを模擬する簡易モデルを用いて、デブリ拡がり速度の感度解析及び代替

格納容器スプレイがある場合とない場合の解析を実施し、スプレイが作動する場合には、

格納容器破損を回避できるが、スプレイが無い場合には、シェルメルトスルによる格納
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容器破損が生じる結果が得られた。 

また、圧力容器内デブリ冷却保持（IVR）に影響するパラメータの感度解析を実施し、

代替注水（CRD 注水）及び圧力容器下部のデブリ熱伝達が大きく影響することを確認し

た。 

b) 被ばく解析手法の整備等 

  1) 再処理被ばく線量評価コードの改良 

   被ばく評価においても不確実さを考慮することが国際的な動向であり、 新知見

（NCRP No.158）から外部被ばく線量係数の不確実さを検討し、Publ.74との比較も

含めて、低エネルギーにおいて不確実さが大きいことを確認した。 

  新の核データであるICRP Publ.107とPubl.38とを比較し、その相違を明らかにした。

また、内部被ばく線量係数の比較からICRP Publ.72と米国EPAのFGR No.13では臓器

により差が大きいものがあるが、実効線量換算係数では差は小さく、安全評価上で有意

にならないことを確認した。これらの結果を反映した被ばく線量評価コードを整備した。 

   また、確率論的影響評価コードMACCS2-JFで、防災対策シナリオを考慮して健康リ

ス ク 解 析 が で き る よ う に 、 ① 確 定 的 影 響 関 連 の 線 量 評 価 法 の 整 備

（IAEA-TECDOC-14322005)、ICRP Pub.1092009)等に基づく線量率効果の適

切な適用、RBE適用の見直し、線量係数DB等）、②確率的影響関連の線量評価の整備

（EPA放射線がんリスクモデル改訂案に対応した線量係数DB、高線両がんリスク低下補

正機能、L-Q型線量反応モデル係数等）、③臨界･火災事故を対象とした防災対策シナリ

オに関する試計算を行い、本整備による線量評価法で確定的健康影響及び確率的健康影

響を妥当に評価することを確認した。 

２）被ばく評価手法の整備 

実施せず。（原子力安全委員会での立地指針改訂の検討等が当初よりも遅れているため、

今年度作業で、被ばく評価手法の整備を行うことは合理的でないと判断） 

３）中央制御室居住性評価手法の整備 

中央制御室居住性に係る有毒ガス評価手法の課題を解決し、想定事故、解析条件、評

価方法、判断基準を示した中央制御室居住性に係る有毒ガス評価ガイドラインを策定し

た。これによって、保安院内規の基となる制御室居住性に係る有毒ガス評価ガイドライ

ンの策定という当初の目的を達成した。 

(5)その他 

① 基礎・基盤研究 

基礎・基盤研究の推進にあたって、原子力安全規制基盤強化に結びつく研究テーマを

機構内から募集し、原子力安全基盤調査研究テーマ選定会議にて採択した。採択された

研究テーマについて公募により研究機関を募集し、選定委員会で評価を行い委託研究先

を選定した。平成22年度は12件の研究を実施し、中間フォローを行って進捗状況、問

題点の有無を調査し、研究の円滑な遂行のために必要に応じて助言等を行った。昨年度

完了した2件の研究についてはその成果について詳細に分析・評価を行い今後の展開につ

いて考察した。今後、今年度完了した5件の研究についても同様の検討を行い、原子力安

全知識基盤の充実を図っていく。 
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a) もんじゅ構造をモデルとした物理・化学的研究等 

本分野では、ナトリウム界面での材料劣化挙動、事故時ナトリウ物性変化、安全解

析コードの可視化、プログラミング言語開発の計 4 件の研究（いずれも H23 年度完

了予定）を実施している。 

b) 活断層と地震規模に関する研究 

本分野では、様々な物理探査手法の複合的な適用による野外調査実験の研究 1 件を

今年度完了し、地質構造調査の高度化に資することが出来た。 

c) 自然災害に関する研究 

本分野では、火山の評価方法や調査分析手法の開発、竜巻の工学・リスクモデル構

築、津波波源モデルの構築について計 4 件の研究を実施し、今年度すべて完了した。

地震以外の自然災害について、その評価手法の高度化、調査方法のマニュアル作成等

を行い、自然災害が原子力安全へ及ぼす影響を考慮するうえでの各種知見を得ること

ができた。 

d) 原子力の社会科学的研究 

本分野では、原子力法制のあるべき姿の提言、原子力発電の社会的な合意形成に資

する知見取得、防災情報の発信・伝達・受容の効果的あり方に関する計 3 件の研究を

実施中（共に平成 23 年度完了予定）である。 

 

4-D 防護対策分野 

(1)原子力安全・保安院が行う核物質防護審査・検査の支援 

① 海外における核物質防護検査に係る規制情報、防護訓練に係る国内外の技術情報等に

ついて、原子力安全・保安院が行う核物質防護検査制度の充実等の検討に資するために

調査・分析結果を提供した。 

 ② 新設の改良沸騰水型原子炉ＡＢＷＲの核物質防護対策上防護すべき重要な設備につい

て、原子力・安全保安院が行う枢要設備選定に係る検討に資するための分析・検討結果

を提供した。 

③ 平成２３年２月に公表されたIAEAの核セキュリティ文書と国内規制内容との整合を

取るために原子力安全・保安院が行っている検討に資するために、当該文書の内容分析

及び参考となる諸外国の核物質防護に関連する法体系や運用制度についての整理・分析

結果を提出した。 

④ 海外規制動向やテロ事案等を調査・分析し、原子力安全・保安院が行う設計基礎脅威

に係る検討に資するために調査・分析結果を提出した。 

(2)技術ガイドの整備・充実 

原子力安全・保安院が実施した防護機器の性能調査事業の技術支援をするとともに、技

術ガイド等の整備に必要な技術情報の知見を蓄積した。 

(3)情報の収集・整理・分析・評価 

a) 核物質防護審査・検査の支援及び技術ガイドの整備・充実 

   原子力安全・保安院が行う核物質防護審査・検査の支援及び技術ガイドの整備・充

実に資するため、以下の項目について調査・検討し、その結果を原子力安全・保安院
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へ提出した。 

① 海外規制動向、国内外テロ事案  

② 新設ＡＢＷＲが妨害破壊行為を受けた場合の影響 

③ 防護システムの設計・評価技術等の 新動向 

④ 侵入遅延設備の技術動向 

⑤ 刊行済み IAEA 核セキュリティ文書 

また、原子力安全・保安院が行う核物質防護審査・検査の支援及び技術ガイドの整

備・充実に活用するため、以下の国際協力を通じて情報の収集・整理・分析・評価を

行った。 

⑥ 日米技術情報交換会合を通じての米国の核物質防護対策の新たな現状について

の情報の入手及び仏国の放射線防護・原子力安全研究所（IRSN）との情報交換会

合を通じての仏国の核物質防護対策に関する規制情報の入手をした。 

⑦ IAEA の核セキュリティ文書の改訂・整備作業に係る技術会合等へ参加し、国

際協力に努めるとともに、国内基準の高度化のための情報収集・分析を行い、そ

の結果を原子力安全・保安院へ提供した。 

b)契約に係る監視等 

平成21年度までに「委託契約に係る確定検査の手続き等についてのマニュアル」を

始めとした社内標準の整備に尽力してきたが、平成22年度はそれらに沿って業務を適

切に実施してきた。 

また、監事は1000万以上の契約締結決裁書の回付を受け、契約内容が契約金額に

比べ不均衡で無いことを始めとした契約締結全般を確認している。更に予定価格が２，

０００万円以上の随意契約等に参加させる者の選考に関することを審査する契約審査

委員会にオブザーバーとして出席しており、適切に選考が行われていることを確認し

ている、その他毎月、個別契約の契約状況についての報告を受けており、必要に応じ、

それに対する説明を求めている。 

以上の契約に係わる監視は今後も引き続き実施していく。 

  c)安全研究計画の 適化 

    原子力安全研究評価委員会の平成 21 年度評価報告書の提言により、規制ニーズと

の整合性から適切でない研究テーマ 1 件を取り止め、3 件について予算規模の削減等

を行うとともに喫緊の課題に重点化した安全研究を実施し、計画の 適化を図った。 

d)データ入力コストの削減 

    安全情報データベースの登録作業内容をチェックし、不要な登録作業や効率可能な

箇所をピックアップして、来期以降の登録作業に反映した。その結果、平成 23 年度

の登録作業予算を前年度比で約 25%減とした。 

 

５．国際業務、広報業務 

(1)国際業務 

① 海外原子力安全情報の調査及び海外への情報発信 

a) 海外の原子力安全規制情報調査等 
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IAEA 及び OECD/NEA 等国際会議、仏放射線防護・原子力安全研究所(IRSN)、韓

国原子力安全技術院(KINS)、台湾核能科技協進会(NuSTA)、米国原子力規制委員会

(NRC)、中国核安全センター(NSC)との原子力安全規制に係る技術的な情報交換会合、

米国原子力規制情報会議(RIC)、欧州技術支援機関会議(Eurosafe Forum)等を通じて、

海外主要原子力発電国における調査を行い、海外における原子力安全及び安全規制に

係る情報を収集した。 

RIC 会議には機構から幹部を含め１２人（耐震安全特別会議を開催した 5 人を含む）

が参加、NRC 委員長・コミッショナーとの個別情報交換、機構職員 3 人による技術プ

レゼン（原子力規制への民間規格の適用、安全文化醸成活動及び耐震安全性評価活動）、

個別セッションに参加しての情報収集のほか、NRC 及び各国参加者との交流により人

的ネットワークの構築に努めた。 

b) 我が国の原子力安全に係る情報の提供 

機構の国際活動を紹介した International Activities Bulletin 等の各種印刷物の配布

やホームページを活用して、我が国における原子力安全及び安全規制に係る情報及び機

構の活動に関する情報を海外に発信した。更に震災関係海外への情報発信を積極的に行

い、米国 NRC の支援チームと協議し東電に対する技術支援のサポートや海外プレス対

応を支援するとともに、海外の要人に事故情報を提供した。また、NISA の IAEA、

OECD/NEA への事故報告の支援の実施や、アジア各国（中国、ベトナム、韓国、台湾

等）への事故状況説明を実施した。 

１）国内プラントのトラブル発生及びトラブル原因対策に関する原子力安全・保安院の

プレス文、トラブルの INES 評価等について、原子力安全・保安院から発表された２

８件すべての英語版を作成し、IAEA、OECD/NEA 等国際機関、米国、仏国などの各

国規制機関、在外関連機関等へ迅速に、オープンな形で提供するとともに、ホームペ

ージに掲載し一般に公開した。また 2010 年７月末より NISA 国際室に英訳版の電子

データの送付を開始し、今年度は総計２０件の送付を行った。 

２）事象の概要、原因を国際的に共有する観点から、国際機関主催の会合（WGOE、IRS

等）、二国間会合において国内プラントの設備利用率の推移、運転状況の推移、事故・

故障数の推移及びトラブル情報を提供した。 

また、平成 2２年版の運転管理年報を反映させた英文年報パンフレット（ダイジェ

スト版）を作成し、IAEA 等国際機関、二国間協定を結んでいる各国規制機関、在外

関連機関等へ提供するとともに、国会図書館に納本した。また、運転管理年報（平成

21 年版）の英語版を作成し、機構主催のシンポジウムにサンプルを展示するととも

に、各国規制機関に提供した。さらに、上記 2 件の図書については英文ホームページ

に掲載した。 

② 二国間及び多国間の協力枠組に基づく各種活動 

a) 二国間の協力取り決め等に基づく協力活動に係る業務 

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

第 19 回日米規制情報交換会合（9 月東京）、日仏情報交換会合（１１月東京）及

び日仏検査交流（7 月仏国、２月東京）の実施を支援した。 
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第 3 回日中韓上級規制者会合（１１月北京）に原子力安全・保安院とともに参加

し、保安院を支援するとともに技術情報の交換を行った。 

2) 機構と海外の原子力規制関連機関等との協力取り決めに基づく協力活動に係る業務 

機構と海外原子力規制関連機関との協力取り決めに基づく活動に関しては、次のと

おり定期会合等を実施した。 

NuSTA（11ｰ12月台湾）、KINS(１月韓国)と定期会合を実施して、原子力安全規

制に係る技術的な情報交換を実施した。IRSNとは放射性廃棄物管理（4月東京）、

高速炉炉心に関する情報交換（12月仏国）を行った。 

また、KINSについては、PSA、検査員交流及びディジタルI&Cに係わる専門家会

合（11月韓国）を実施し、情報交換を行った。 

また、NuSTAについては、今後の検査協力等について協議（６月台湾）し、原子

力安全規制に係る技術的な情報交換を実施した。また、NuSTAの助言要請に基づき

検査員等派遣を実施（８月龍門）するとともに、規制当局の検査員研修（10月日本）

を実施した。 

NRCの研究開発部門（RES）とは、個別分野の協力協定に基づき以下の打合せを

実施した。 

【高経年化関連】 

①材料技術研究 

・JNES-NRC 材料技術研究分野の第 3 回技術情報交換会合（7 月ワシントン） 

②照射脆化ワークショップに参加 

・JNES-NEC/ORL 間での照射脆化についての情報交換会（9 月ワシントン） 

【ヒューマン・デジタル I＆C 関連】 

・日米ディジタル I＆C  専門家ＴＶ会議（5 月東京）  

【人材育成関連】 

・NRC における人材育成・研修体系の調査（5 月ワシントン・チャタヌーガ）  

【廃棄物関連】 

①米国における高レベル放射性処分の今後の計画策定に関する情報収集(5 月東

京） 

・米国のユッカマウンテンの状況、我が国の状況（余裕深度処分が重点）について

意見交換 

     ②放射性廃棄物処分に係る今後の情報交換について情報交換（10 月東京） 

・筑波で開催された ICEM2010 会議に関連して来日した NRC 専門家との情報交 

換  

なお、平成２３年 3 月下旬に予定していた中国核安全センター(NSC)及び独原子炉安

全技術協会(GRS)との情報交換会議は、３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震に

伴う福島第一原子力発電所等の緊急事態への対応を優先するため会合を次年度以降に延

期した。 

ｂ)国際機関の協力活動に係る業務 

1) IAEAの活動に係る業務  



93 

国の国際機関及び規制機関間の多国間会合への対応業務について協力するととも

に、個々の事業の重要性に応じ、委員等の派遣、計画への参画等を行った。 

・IAEA安全基準の 上位委員会(CSS)に出席（９月）し、IAEA安全基準の使用状況

の把握、安全基準の中でのセキュリティの扱いに関する政策課題の議論、安全基準ド

ラフトの審議を行った。 

・IAEAに機構職員を引き続き派遣し、IAEAとの関係の強化に努めた。 

・IAEA安全基準の翻訳権に基づき、翻訳作業を進め、機構ホームページに日本語訳

をアップした。 

・IAEAの東南アジア、太平洋及び極東における原子力施設の安全に係る特別拠出金

事業(EBP-Asia)に関して、IAEAアジア原子力安全ネットワーク(ANSN)の日本ハブ

センターを維持・運営するとともに、第11回、第12回運営委員会に出席し議長を務

めた（5月ウィーン、10月北京）。さらに、ANSNの中核をなす人材育成・基盤整

備（キャパビル）総合調整グループのコーディネータとして、第２回、第3回定例会

合（５月ウィーン、10月北京）の議長を務めた。また、日本ハブ上に構築した教育

訓練フレームワークの改良を進めた。さらに、EBP-Asia活動の 上位の意思決定会

合である戦略対話会合に出席し、新興国のためのキャパビル行動計画について発表し

た（4月ジョグジャカルタ）。原子力安全分野の地域ネットワークの先進グループと

して、世界の地域ネットワークの代表を集めた、原子力安全ネットワーク構築を議論

するラウンドテーブル会議で議長を務めた（９月ウィーン）。また、IAEAが主催す

る「アジアの21世紀における人材育成とバーチャルTSOに関する地域会合」の開催

を支援し、共同議長を務め、パネルディスカッションを主導した（10月東京）。 

・IAEAが主催する「第２回技術支援機関(TSO)国際会議」が10月26日-28日、東

京で開催された。機構は、ホスト機関として、原子力安全・保安院の協力を得て会

議の運営等でIAEAを支援した。本会議には、海外より米国、仏国、独国、中国、ロ

シア、ベルギー、ベトナム、UAE、ヨルダン、ポーランド等の原子力安全規制機関

及び技術支援機関（TSO）のトップが参加するとともに（45カ国、５国際機関から

130名）、国内から経済産業省副大臣、原子力安全・保安院長等、関連機関を含め

100名、合計230名が参加した。 

会議では、とりわけ新興国の原子力安全規制体制構築のために、人材育成を含む

安全基盤整備や関心が高まっている核セキュリティ対策に各国のTSOがどのよう

な技術支援・協力ができるか等の議論を行い、原子力安全の更なる向上のための今

後の国際協力の方向付けが行われた。 

・新興国の安全規制基盤整備のための先進国規制機関による多国間協力枠組みとして

設立された規制協力フォーラム(RCF)の第1回全体会合（9月ウィーン）に参加し、

保安院を支援して行動計画等について意見交換を行った。また、同会合に先立って９

月、ミッションリーダーとしてヨルダン調査に参加し、保安院に協力してヨルダン規

制当局の実情、安全規制基盤整備の現状等について調査を行った。 

・機構がIAEAと共催した柏崎耐震安全シンポジウム、及びこれと併行して開催され

た市民講座の開催・運営を積極的に支援した（11月） 
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・IAEA International GALL（IGALL）策定会議 

 機器の経年劣化管理の国際標準化を目指し、特別拠出金プロジェクトとして正式に

スタートし、IGALLの第1回会合（12月、ウィーン）に出席して、我が国の劣化管

理技術等で協力した。 

・ANSN の運転安全トピカルグループの定期安全レビュー（PSR）に関するワーク

ショップ（中国で開催）に参加した。（米、中、韓、越、タイ、マレーシア等及び IAEA

事務局が参加） 

・平成 22 年 11 月に IAEA との共催、東電・新潟工科大・NISA の協賛、OECD

／NEA・EDF の協力により第 1 回柏崎国際耐震安全シンポジウムを開催し、国際

共通課題と今後の展望を取りまとめた。及びこれと併行して開催された市民講座の

開催・運営を積極的に支援した。（11 月） 

・平成 22 年度末より行われる新規特別拠出金プロジェクト(EBP)においては平成

２２年８月 IAEA に実施計画を提案し、平成 23 年 1 月の出資者会議で 17WG の

うち 9WG で機構が主導的な役割を担うこととなり、IAEA より高い評価と感謝の

意が示された。 

・IAEA との関係を強化するため、耐震安全部より IAEA に機構職員１名を引き続

き派遣した。 

2) OECD/NEA の活動に係る業務 

OECD/NEAの各委員会（原子力規制活動委員会(CNRA)、原子力施設安全委員会

(CSNI)には6月と12月に原子力安全・保安院に協力して出席し、情報の交換・発信

等を行った。傘下のWG、タスク等に機構職員を計画的に派遣した。機構の活動に役

立つ国際プロジェクトにも積極的に参加している。 

放射性廃棄物管理委員会(RWMC)の廃止措置・解体ワーキングパーティや放射線防護

公共保健委員会(CRPPH)の職業被ばく情報システム関連会合にそれぞれ参加した。 

・OECD/NEA が事務局となって 10 ヶ国で進めている多国間設計評価プログラム

(MDEP)において、技術運営委員会（６月、10 月、2 月 各 1 名）、ワーキンググル

ープ（規格基準 WG：７月、11 月、ベンダーインスペクション WG：4 月、10 月、

デジタル I&C WG：6 月、10 月、2 月）にそれぞれ専門家を派遣するとともにその

運営に協力した。また 9 月の規制と産業界の情報交換を目的とした MDEP カンファ

ランスには、機構より関係者が参加した。 

・国際規制機関の情報共有データベースである IRS に、国内プラントのトラブル事象

６件を報告、登録した。 

・OECD/NEA のデータ交換プロジェクト（OPDE：配管損傷データ、ICDE：共通

要因データ、FIRE：火災データ等）へデータ登録を実施した。 

・航空機落下等に対する原子炉施設の安全性評価に係る 新知見及び情報を収集し、

衝撃荷重を受ける鉄筋コンクリート構造物の安全性評価に係るクロスチェック解析の

信頼性の向上、及び安全性評価に係るガイドライン策定支援を目的として OECD 国際

プロジェクト（IRIS*(2010)）に参画した。本年度は、IRIS(2010)で対象とした衝撃

試験の試験前シミュレーション解析として、曲げ破壊試験及びパンチング破壊試験の
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解析を実施した。解析結果として、試験における RC スラブ及びミサイルの破壊モー

ドを概ね再現できるが、試験結果に対して RC スラブの抵抗力は大きめに評価される

ことを報告した。 

3) その他多国間協力に関連する業務 

国際原子力規制者会議(INRA)は 4 月と９月に英国で開催された。関連資料を準備、

作成し、原子力安全・保安院を支援した。 

③ 近隣アジア諸国等に対する協力・支援 

a) 研修の実施 

（ベトナム） 

ベトナムの新規原子力発電所建設計画が具体化し，機構としてベトナムの規制機関

たる VARANS（ベトナム放射線・原子力安全庁）との協力関係をより強化するため，

10 月東京に於いて VARANS 局長・機構理事長の間で協力覚書（MOU）を締結した。

この MOU に基づき本年度耐震研修、熱流動等研修下を実施した。なお本年度は、ベ

トナムの規制機関である VARANS に対する総合的な協力プログラムの策定に着手し

た。主にはベトナムの安全指針整備への協力、各種研修生の受け入れによる人材育成

支援が中心となるが、前者については、安全系機器の重要度分類審査指針、耐震設計

審査指針等いくつかのベトナムの指針等のドラフトを共同でレビューすることについ

て合意、一部実施している。 

1) 耐震研修（10 月ハノイ） 

    地震・地震動、津波の専門家が訪越し、研修を実施 

2) 熱流動等研修（11 月ハノイ） 

    許認可制度、燃料設計、炉心設計、熱流動の専門家が訪越し、研修を実施 

その他に，ベトナムの規制に関係する機関の代表者を集め、長期研修を実施した（2 -3

月東京他）。参加機関は、科学技術省、商工省、公安省、原子力発電・再生エネルギー

計画先行投資委員会、エネルギー研究所、原子力科学技術機構、原子力研究所、

VARANS、VAEI(ベトナム原子力機構)、ベトナムからの参加者総計 14 人。機構にて

開催した第 7 回国際原子力安全パネルに参加させるとともに、我が国のベトナム支援

機関の代表者と両国の状況についての情報交換、我が国規制・安全審査制度の概要、

検査及び耐震技術の概要についての座学、PWR/BWR 発電訓練センターである

NTC/BTC でのプラントシミュレーション訓練、柏崎原子力発電所見学などを実施し

た。 

ベトナムに於いて将来技術支援機関（TSO）となることが想定されている VAEI(つ

いては、日本原子力研究開発機構（JAEA）と連携し，熱流動の専門家 1 名の派遣研

修をハノイに於いて実施した。 

（中国） 

中国からは２月第１Ｇ（１０名；約４週間）、3 月第２Ｇ（１０名；約４週間の予定

を途中中断）、合計 20 名）の研修生を受入れ、日本の原子力発電所における規制検査

に関する講義、加圧水型原子炉の運転操作の講義及びシミュレータによる実技訓練、

原子力発電所で使用されている非破壊検査技術である浸透探傷試験・磁粉探傷試験及
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び超音波探傷試験の実習を実施した。但し、3 月の第２Ｇ研修に就いては、３月１１

日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う福島第一原子力発電所等の緊急事態に関連

した対応として念の為中国研修生の安全・早期帰国を優先し第２Ｇ研修を 3 月 15 日

に中断し急遽帰国させた。Ｈ２２年度第２Ｇ研修はＨ２３年度に改めて実施予定。 

b) セミナー等の実施 

１１月に北京で、原子力安全規制関係者等を対象にした第 1１回日中原子力安全セ

ミナーを開催した。中国側より約７0 名参加の下、「総合評価制度の運用」、「プラント

設計寿命」、「高速増殖炉もんじゅの試運転再開と、規制検査」、「デジタルＩ＆Ｃ」、「シ

ビアアクシデント」、「日本の火災防護」について、情報交換するとともに、相手方参

加機関・参加者との交流を促進した。参加者にアンケートの結果、セミナーに対する

満足度 85％という高い評価が得られた。 

c) 北東アジア地域協力 

「運転経験フィードバック」(RCOP-1)及び「原子力発電所重要機器の検査・評価・

補修」(RCOP-2)について韓国および中国関係機関(KNS,NSC&RINPO)と今後の進め

方について連絡を取り合った。 

d) 遠隔教育訓練システムの充実 

近隣アジア諸国の規制者向けに日本の原子力安全規制を紹介する遠隔教育訓練シス

テムの利用性を高めるため画面設計を変更し、テキストも改訂した。さらに安全規制

等の理解度を確認できるように、誰でもが自由に試験を受けられるように運用を変更

した。本システムは中国、ベトナムからの研修生が活用中である。 

e) その他の支援活動 

   急速に新規原子力発電所導入の気運の高まった諸国について，現地情勢を把握すべ

く、機構の専門家が UAE、ヨルダン、サウジアラビア、ポーランドを訪問、各国の

取組の状況について情報収集するとともに、今後の機構の取り組み方についての検討

材料を集めた。 

   ポーランドについては，2 月我が国における ABWR の審査経験についてシステム

安全部の専門家を派遣し，現地にてセミナーを行った。 

     ベトナム・トルコ等に於いて、ロシアが VVER 炉を契約或いは推進中であり，そ

の状況を調査すべく，ロシア型炉の運転及び設計支援の経験の豊富なフィンランドの

電力会社系コンサルタント会社に専門家を派遣し，調査活動を行った。 

    また、マレーシアについては、規制当局（AELB）と技術協力覚書（MOU）を締結

すべく、草案を作成し内容について協議中である。 

④  国際条約等の義務の遂行に係る活動 

a) 原子力安全条約 

第 5 回条約検討会合（平成 23 年 4 月予定）に向けて国別報告書の作成、他国への

質問作成及び他国からの質問への回答作成に関わり原子力安全･保安院の要請に応じ

てその支援を行った。 

また、第５回条約検討会合の第１グループのラポータを務めることとなり、任命さ

れた。 
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b) 廃棄物等安全条約 

原子力安全条約第 5 回条約検討会合（平成 23 年 4 月予定）に向けて国別報告書の

作成、他国への質問作成及び他国からの質問への回答作成に関わり原子力安全･保安院

の要請に応じてその支援を行った。 

また、第５回条約検討会合の第１グループのラポータを務めることとなり、任命さ

れた。更に、廃棄物等安全条約では平成 23 年１０月提出予定の第４回の日本国報告

書作成へ向けて、我が国における条約義務の履行状況についての報告書作成で原子力

安全・保安院を支援した。 

また、IAEA が主催し保安院が協力して実施したアジアの廃棄物等安全条約未加盟諸

国等に対する「使用済燃料及び廃棄物の管理に関する条約の検討会合のシミュレーシ

ョン等による研修」へ参加し、条約への加盟推進及び条約対応への関係者啓蒙を支援

した。（9 月東京） 

c) 早期通報条約 

国の原子力事故防災訓練（10 月）に合わせ、IAEA 方式による海外への通報作成訓

練等を実施した。 

また、東北地方太平洋沖地震（平成２３年３月）に伴う福島第一原子力発電所等の緊

急事態に関連して保安院の海外発信向け資料作成に協力した。 

(2)広報業務 

① メディア等への情報発信のために、機構業務の個別内容について報道機関等に情報

提をし、その職員に解説等をして理解促進に努めた。また、立地地域の地方自治体へ

の情報発信のために、機構の業務実績をまとめた資料を作成して自治体を訪問して説

明した。 

② 全面的に刷新したホームページのユーザビリティ等をWEBの評価機関の検証をう

け、改善指摘事項について改善を図った。その結果、（株）日経BPコンサルティング

が実施した「独立行政法人Webサイトユーザビリティ調査2010/2011」の調査結果

で機構が全独立行政法人中１位になった。 

また、ホームページの内容としては、機構が実施している技術的検討内容の透明性を

図るため、今年度から開始された保安活動総合評価の結果、トピカルレポート技術報

告書、安全研究計画を掲載した。また、委託調査研究報告書は原子力ライブラリに公

開しているが、平成21年度の報告書から機構ホームページに掲載した。 

③ 原子力安全規制に係る行政関係資料、原子炉施設の事故・故障報告書、試験・研究

等成果報告書等を収集し、原子力ライブラリにて公開した。 

④ ニュースレターの制作を、機構の業務内容の掲載を増やし、自治体との関係を重視

するため原子力担当課室長のインタビュー掲載などに取組んだ。また、広報に関する

外部機関の評価を受けて、紙面作成に反映した。パンフレットに関しては、「JNESパ

ンフレット」を 新の機構の業務内容を取り込んだものに改定した。また、新検査制

度が施行されてH21年度の保安活動総合評価の結果が公表されるのに合わせて、機構

が実施する評価内容を解説したパンフレットを作成し、自治体への説明に活用した。 

⑤ 「変わる世界の中で：JNESの取組み」と題して、機構の国際的な取組に関するシ
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ンポジウムを開催した。会場は昨年度と同じく有楽町朝日ホールで開催し、参加者数

は、外部から273名の参加があり、機構の参加者146名と合わせて419名であった。

特別講演として、前米国NRC委員長で現テキサス大学のDale Klein教授による「進化

する世界の原子力規制」と題した講演を行った。 

⑥ 原子力立地自治体、メディア等とのコミュニケーション実践支援のために委託調査

研究を実施し、立地地域の地方自治体関係者との高度なコミュニケーションするため

の方策を取得するとともに、メディアへの情報発信の改善すべき点を把握した。また、

機構の役職員に対する実践的な研修を実施した。 

⑦ 原子炉施設等のトラブル、運転実績等の各種データを基に平成 2２年版（平成 2１

年度実績）運転管理年報について編集を行い、機構として６回目の発行を行い、原子

力安全・保安院、原子力安全委員会、原子力委員会、立地道県、立地地域、学協会、

研究機関等を始め国内関係団体並びに IAEA 等海外の関係組織・団体に所属する関係

者に配布するとともに国会図書館に納本した。併せて、機構ホームページへの掲載を

行った。さらに、英文版を編集・発行し、海外関係機関等に配布した。 

 

 

以上 


