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Ⅰ．サービスの質の向上Ⅰ．サ ビスの質の向上

１．検査等業務

２．安全審査等関連業務安 審査等関連業務

３．防災関連業務

４．安全研究・安全情報関連業務

５．国際・広報業務

Ⅱ．業務運営の効率化

１．人材の確保・育成・活用

２．業務に関わる知的基盤の確立

３．効率的・機動的な組織運営

４．科学的・合理的判断に基づく業務の実施

５．業務の効率化

参考資料 安全研究（その１～11）
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参考資料 安全研究（その１～11）



Ⅰ．サービスの質の向上 1．検査等業務 （１）法令に基づく検査等業務

（１）JNESが行う検査 確認等について 検査員の指定 検査要領書の策定等を標準処理期間内に適切に処理し 事業者

Ⅰ．サ ビスの質の向上 1．検査等業務 （１）法令に基づく検査等業務

中期計画のポイント

（１）JNESが行う検査、確認等について、検査員の指定、検査要領書の策定等を標準処理期間内に適切に処理し、事業者
の検査工程等に合わせ厳格に実施。

（２）経済産業大臣の指示があった場合、立入検査を実施。

（１）JNESが行った法令検査等の過去４年間の実績は右記のとおり。
経済産業大臣から通知等のあった日以降、検査員等の指定、
検査要領書の策定等を速やかに行うとともに 検査等終了後は

主な実績

年度 Ｈ19 Ｈ20 H21 H22 合計
検査要領書の策定等を速やかに行うとともに、検査等終了後は
速やかに経済産業大臣へ報告を行うなど、標準処理期間内の
処理に努めた。また、溶接検査の一部未実施や島根原子力
発電所の保守管理不備事案等の教訓を踏まえ適切な改善を実施。

人・日 14,889 14,628 11,006 9,363 49,886

（２）経済産業大臣の指示による立入検査
主に、中越沖地震後による柏崎刈羽原子力発電所プラント状況の確認、高速増殖原型炉もんじゅに係る設備点検等の
妥当性確認などの立入検査を実施。結果は速やかに経済産業大臣へ報告した。

年度 H20 H22H21H19○毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画も達成の見込み。
○今期に発覚した溶接検査の不備等を踏まえ 品質マネジメントシステムを効果的に機能

評価と今後の取組
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A評価 A A B

○今期に発覚した溶接検査の不備等を踏まえ、品質マネジメントシステムを効果的に機能
させて業務の継続的改善を行い、検査技術の徹底的な改善に取り組み、ステークホルダー
に対する高度な信頼性を確保する。



Ⅰ サービスの質の向上 1 検査等業務 （２）検査員の研修等Ⅰ．サ ビスの質の向上 1．検査等業務 （２）検査員の研修等

中期計画のポイント

（１）専門知識・技能の習得、維持・向上等のため、原子力安全・保安院(NISA)と連携し、効果的な研修等を計画的に実施
する。

（２）業務従事時間の５％以上を研修受講に充てる。

（１）NISAと協力して原子力安全研修センターを設立 現場を模擬した訓練により 実践的な専門知識 技能が習得でき

主な実績

（１）NISAと協力して原子力安全研修センタ を設立。現場を模擬した訓練により、実践的な専門知識、技能が習得でき
た。更に高度化する保全技術等に対応するなど、効果的な研修等を計画的に実施。

（２）研修受講割合は4年間の平均で約5.3％。

評価と今後の取組

○毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画は達成の見込み。
○今後は、業務の質の向上を目的とした研修の充実、熟練した検査技能・経験を有する

職員による現場の巡回・指導助言などにより、具体的な 検査実施場所での検査の質
の向上を図る。 A

年度 H20

評価

H22H21H19

A A B
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の向上を図る。



Ⅰ サ ビスの質の向上 1 検査等業務 （３）新検査制度への対応Ⅰ．サービスの質の向上 1．検査等業務 （３）新検査制度への対応

中期計画のポイント

（１）新検査制度に係る評価手法等の整備について技術的側面からNISAを支援する。
（２）新検査制度導入に向けた体制整備と職員の資質向上策により新しい検査等業務を効率的かつ効果的に実施する。

（１）新検査制度の導入に向けた保全計画書の技術的確認内容の検討や保安活動総合評価の試運用等によりNISAを技術

主な実績

的支援。

（２）新検査制度の導入に向けたタスクチームの設置、保全計画書の技術評価業務の円滑化のためのマニュアル類の整備、
実践に即した研修を実施し、新検査制度に対応するための検査の質を確保。

評価と今後の取組

○毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画は達成の見込み。
○検査等制度の見直しに対し、これまでの検査実績や安全研究成果に基づき、

積極的に検査の重点化等を提言していく。

評価と今後の取組

A

年度 H20

評価

H22H21H19

A A B
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A評価 A



Ⅰ サービスの質の向上 ２ 安全審査等関連業務Ⅰ．サ ビスの質の向上 ２．安全審査等関連業務

中期計画のポイント

（１）NISA指示に基づき、事業者の許認可申請解析、高経年化技術評価、耐震安全性評価及びアクシデントマネジメント対
策等の妥当性確認の為に解析・評価等を行う。

（２）事故・トラブルの再発防止対策の措置に関する提言等の技術支援を行う。

（１）NISAの指示に基づき JNESの独自整備解析コ ド等による事業者の許認可申請のクロスチェック解析 高経年化技

主な実績

（１）NISAの指示に基づき、JNESの独自整備解析コード等による事業者の許認可申請のクロスチェック解析、高経年化技
術評価書等、耐震安全性評価結果やアクシデントマネジメント対策等の妥当性確認を実施し、結果をNISAに報告。

（２）事故・故障対応として、新潟県中越沖地震での柏崎刈羽原子力発電所の地震動分析、建屋・機器設備の健全性評価、
INES評価等を実施。その評価結果はNISAに報告するとともに 国のWG等にも報告し NISAを技術支援。

評価と今後の取組

INES評価等を実施。その評価結果はNISAに報告するとともに、国のWG等にも報告し、NISAを技術支援。

○毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画は達成の見込み。
○今後も引き続き適切に対処していくこととする。

評価と今後の取組

AA

年度 H20

評価

H22H21H19

A A B
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AA評価 A A B



Ⅰ．サービスの質の向上 ３．防災関連業務(１/２)

（１）法令等に基づく原子力災害等における原子力防災業務の実施、（２）原子力防災訓練の支援、研修の実施

サ の質の向 防災関連業務( / )

中期計画のポイント

（１）法令等に基づく原子力災害等における原子力防災業務の実施、（２）原子力防災訓練の支援、研修の実施
（３）物的基盤の維持管理等、（４）ERSS、緊急時対応ツール、避難シュミレーション等の整備（安全研究、安全情報関連業務

の再掲）

主な実績

（１）東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故では、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、NISA支援のため、以下の活動等を２４時間体制で実施。

（ａ）NISA等への専門家派遣や評価・解析結果などの技術情報を提供

主な実績

（ａ）NISA等への専門家派遣や評価・解析結果などの技術情報を提供
（ｂ）現地対策本部への緊急の役務・資機材提供
（ｃ）国内外等への情報発信

また 静岡沖地震（平成２１年８月１１日） 福島県地震（平成２２年３月１４日）では 一斉招集システムの活用によりまた、静岡沖地震（平成２１年８月１１日）、福島県地震（平成２２年３月１４日）では、 斉招集システムの活用により、
対処本部の設置や職員のNISAへの派遣、オフサイトセンター（ＯＦＣ）の迅速な立ち上げ支援など、原子力防災業務を
円滑に実施。

（２）国の原子力総合防災訓練の支援 地方自治体への情報提供と訓練支援 国民保護法に基づく訓練への参加・支援（２）国の原子力総合防災訓練の支援、地方自治体への情報提供と訓練支援、国民保護法に基づく訓練への参加・支援、
防災関係者が対象の研修及び訓練を実施。

（３）ＯＦＣ等の設備の定期点検等とともに設備を中長期的に更新する計画を策定し実施。更にERSSでは定期的な点検等
とともに運営支援のための要員等も維持管理。

（４）事故状況判断等のためのマニュアルの整備 データベースの構築 事業者のアクシデントマネジメント策のERSSへの
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（４）事故状況判断等のためのマニュアルの整備、デ タベ スの構築、事業者のアクシデントマネジメント策のERSSへの
反映、緊急時対応技術の整備、避難シミュレーション手法の検討を実施。
また、 新の知見等を整備し、シビアアクシデント規制要件化に係る技術的根拠、データ等として整理。



Ⅰ サービスの質の向上 ３ 防災関連業務(２/２)Ⅰ．サ ビスの質の向上 ３．防災関連業務(２/２)

評価と今後の取組

○毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画は達成の見込み。

後 東京 株 福島第 事 教 基づ
年度 H20 H22H21H19

しかし、今後は、東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故の教訓に基づき、
以下の方針により抜本的な見直し等を行っていく。

（１）原子力防災業務の実施：
力災害等 発生時 支援本部体制を構築 専 家 派遣 事故対策等 ため 評価 解析 内外 情報

A評価 A B B

原子力災害等の発生時、支援本部体制を構築し、専門家の派遣、事故対策等のための評価・解析、国内外への情報
発信等を組織的統制を確保しつつ実施。

（２）訓練の支援・研修、物的基盤の維持管理：
複合災害 対応 た防災計 そ 他 類 見直 防災訓練 見直 国 自治体担当者向け 人材育成複合災害に対応した防災計画、その他マニュアル類の見直し、防災訓練の見直し、国・自治体担当者向けの人材育成・
強化、ＯＦＣの機能強化、ERSSシステムの強化など防災対策の抜本的見直し、充実・強化を行う。

（３）原子力防災に係る安全研究：
当該事故 教訓を含め 国内外から得られる 新知見や試験デ タ 収集及び技術的根拠等を整備当該事故の教訓を含め、国内外から得られる 新知見や試験データの収集及び技術的根拠等を整備。
自然事象に起因する複合的災害も含めた緊急事態応急対策要領の策定に向け海外の基準等の調査等を踏まえ、具体
的な改良案を策定。
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Ⅰ．サービスの質の向上 ４．安全研究・安全情報関連業務（個別の成果例は参考資料）

○発電炉・新型炉分野、核燃料サイクル・廃棄物分野、基盤技術分野及び防護対策分野において、安全情報の収集・分析・

中期計画のポイント

○発電炉 新型炉分野、核燃料サイク 廃棄物分野、基盤技術分野及び防護対策分野 お 、安 情報 収集 分析
評価、調査、解析・評価、試験及び研究等の実施。

○試験及び研究等の成果を活用し、NISAが実施する制度の見直し、検査・審査等のための規制等の策定、学協会規格の
エンドース等に対する支援を行う。

安全研究・安全情報関連業務は、①安全規制に係る法令、国の内規・通達等の整備、見直し、②安全審査・検査等に用い
られる技術マニュアル、解析プログラムなどの整備、③規制判断に必要な知見・データの取得、④現在又は将来において
安全規制を的確 遂 す 必 な 基盤的な知 技術情報 得 などを 的 成 幅広く

主な実績

安全規制を的確に遂行する上で必要となる基盤的な知見や技術情報の取得 などを目的としており、その成果は幅広く
規制活動に活用されている。
これらのうち、具体的な成果の規制活動への反映について、その一例を参考資料に記載。

○毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画は達成の見込み。
○今後は、安全規制を取り巻く環境変化に対する一層の先見性、

機動性をも て規制上の課題等に対し 技術的専門性を活用し 課題

評価と今後の取組

A

年度 H20

評価

H22H21H19

A A B機動性をもって規制上の課題等に対し、技術的専門性を活用し、課題
解決までの技術的アプローチの提示と規制活動の運用にかかる積極的
な整備・改善提案のため、以下の活動に重点的に取り組む。
(a)規制上の課題への対応として、安全規制の改善・高度化等に関し技術的側面から支援するとともに、技術評価手法

等の見直しを行うなど 技術評価等業務を効率的かつ効果的に実施

A評価 A A B
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等の見直しを行うなど、技術評価等業務を効率的かつ効果的に実施。
(b)規制基準、指針、規格等の改定について、規制当局に対し具体的な提言を行う。さらに、規制活動の運用要領等に

対し、運転経験等を的確に反映し、 新かつ科学的合理性を確保する継続的な改善等を実施する。



Ⅰ サービスの質の向上 ５ 国際広報業務 国際業務Ⅰ．サービスの質の向上 ５．国際広報業務 国際業務

中期計画のポイント

（１）海外原子力安全情報の調査及び海外への情報発信、（２）二国間・多国間の協力枠組に基づく情報交換等各種活動の実施
（３）近隣アジア諸国等に対する協力・支援（研修等）、（４）国際条約等の義務の遂行に係る活動の実施

主な実績

（１）IAEA、米国等との技術情報交換会合を通じ、安全規制情報等を調査。国内の事故トラブル情報は国際機関、各国の規制
機関等に向けに発信。

（２）米国等の海外原子力規制機関とは協力協定に基づき、IAEA等国際機関との国際プロジェクトやJNES主導による国内IAEA

主な実績

（２）米国等の海外原子力規制機関とは協力協定に基づき、IAEA等国際機関との国際プロジェクトやJNES主導による国内IAEA
セミナー、TSO会議などを通じ情報共有、発信を実施。

（３）近隣アジア諸国を対象に研修を実施。特にベトナムは協力覚書を締結し、安全指針整備への協力、研修の実施及び研修生
受入による人材育成支援を実施。

（４）原子力安全条約等において、報告書の作成支援や会議での討議の参加、会議報告書作成等により支援。（４）原子力安全条約等において、報告書の作成支援や会議での討議の参加、会議報告書作成等により支援。

○毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画は達成の見込み。

評価と今後の取組

○毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画は達成の見込み。
○今後は、海外原子力安全情報の調査や海外への情報発信、我が国の原子力安全規制技術や

基準等の国際標準化を推進するなど国際協力の目的を明確にする。その上で目的達成までの
道筋を明確にし、スケジュール管理を含めた総合的な国際戦略の下で一貫性、継続性、安定性
をもって濃淡・メリハリのある国際業務を実施。

A

年度 H20

評価

H22H21H19

A A A
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をもって濃淡 リ リのある国際業務を実施。
○また、規制当局の二国間協力取り決めに基づく支援活動や原子力発電所の新規導入国に対する支援活動を通じ、国際的な

原子力安全の向上に貢献。



Ⅰ サービスの質の向上 ５ 国際広報業務 広報業務Ⅰ．サ ビスの質の向上 ５．国際広報業務 広報業務

中期計画のポイント

（１）JNESの業務内容、その成果や重要性についての理解の増進に資する広報戦略の見直し。
（２）適切な広報手段を活用した効率的かつ効果的な広報活動の推進。

（１）広報戦略を取りまとめた「原子力安全規制広報の在り方」に基づく広報活動を実施。
（２）マスコミへの情報発信 ホームページの改善・充実 シンポジウムの開催による安全規制情報に関する広報活動を実施

主な実績

（２）マスコミへの情報発信、ホームページの改善・充実、シンポジウムの開催による安全規制情報に関する広報活動を実施。

評価と今後の取組

○毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画は達成の見込み。
○今後は、東京電力㈱福島第一原子力発電所事故を受けた安全規制に対する

国民の信頼回復へ貢献のため、結果責任、説明責任の役割分担を明確にし、技術評価
結 安全 究成 等 成 含 広

評価と今後の取組

年度 H20 H22H21H19

結果、安全研究成果等JNESの活動成果を規制行政庁を含め広く国内外に発信する。
○このため、目的に応じた発信方法、効果確認方法などを含めた情報発信戦略を構築し、

効率的かつ効果的な情報発信を推進する。

A評価 A A A
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Ⅱ 業務運営の効率化 １ 人材確保・育成・活用 （1）人材確保Ⅱ．業務運営の効率化 １．人材確保 育成 活用 （1）人材確保

中期計画のポイント

（１）バランスのとれた人員構成のため、新規採用の継続とともに中途採用による即戦力となる人材を確保。
（２）総人件費削減を図りつつ、規制ニーズが増大している業務に対応できる体制整備に向けた見直しを行う。

（１）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、継続的な新規学卒者と若手

主な実績
（単位：人）

4年間計H22H21H20H19年度 4年間計H22H21H20H19年度
博士号取得者(ポスドク) の採用及び専門的知識と豊
富な経験を持つ中途採用者を確保。

（２）JNESの各専門業務が着実に実施できるよう職員の専門性を
８２１８１８３３１３中途採用

１９４４５６新規採用

１８１８３３１中途採用

１９４４５６新規採用

一元的に把握できる専門性登録システムの整備等により、
人員体制整備に向けた見直しを実施。

１０１２２２２３８各年度計 ２２２２３８１９各年度計

○毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画は達成の見込み。
○今後は、今後5年以内に多くの専門技術者が退職することから、

即戦力となりうる中途採用者 確保やシ 原子力技術者 活用 充実

評価と今後の取組

年度 H20 H22H21H19
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即戦力となりうる中途採用者の確保やシニア原子力技術者の活用・充実、
ポスドクや優秀な新卒者の採用に努める。

A評価 B B A



Ⅱ 業務運営の効率化 １ 人材確保・育成・活用 （２）人材の育成・活用Ⅱ．業務運営の効率化 １．人材確保 育成 活用 （２）人材の育成 活用

中期計画のポイント

（１）専門的知識の維持・向上を図るため、職員が自らの能力開発及び成長の過程を俯瞰できるキャリアパスを策定。
（２）効果的な人材活用を図るため、JNES内部における人員の流動性を高め適材適所の人材配置を行う。

主な実績

（１）人材開発室や人材育成ワーキンググループによりJNESの人材育成戦略の検討を推進し、代表的なキャリアパスを例
示する等、計画的な人材育成プログラムを開発・実施。

更に専門的知識向上及び現場経験確保のため NISAや原子力発電所 IAEA等への出向・研修派遣など積極的な

主な実績

更に専門的知識向上及び現場経験確保のため、NISAや原子力発電所、IAEA等への出向 研修派遣など積極的な
人事交流を実施。

更に、組織マネジメント力向上のため管理職研修やコンプライアンス研修等を実施。

（２）専門性調査及び希望調書を活用し適材適所の配属及び異動を実施。また 新昇任・昇格制度を適切に運用し 人事評

評価と今後の取組

（２）専門性調査及び希望調書を活用し適材適所の配属及び異動を実施。また、新昇任 昇格制度を適切に運用し、人事評
価結果の蓄積に努めつつ更なる適正化を実施。

○ 毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画は達成の見込みである。
○今後は、規制上の課題について、規制行政庁に対し、技術的根拠に基づく

実効性のある制度提言が可能な人材を育成するため、高度な専門力に加え法令、規制
制度等 の理解力向上を図るとともに 研修やO 他機関との人事交流等を組み合わ

評価と今後の取組

A

年度 H20

評価

H22H21H19

B B A
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制度等への理解力向上を図るとともに、研修やOJT、他機関との人事交流等を組み合わ
せた戦略的な人材育成への取り組みに努める。

A評価 B B A



Ⅱ．業務運営の効率化 ２．業務に関わる知的基盤の確立

（１）情報及び知見等の蓄積を推進する

業務 営 効率 業務 関わ 確

中期計画のポイント

（１）情報及び知見等の蓄積を推進する
（２）JNES内の複数データベースの連携強化等を行い、検索性能向上等の利便性を向上

主な実績

（１）トラブルの水平展開に関するデータベースの構築等、
各種データベースを構築し、業務を通して得られる情報及び
知見等の蓄積を推進してきている。

主な実績

知見等の蓄積を推進してきて る。

（２）部門を超え、より一層有効かつ効率的な活用のため、
約５０の各種データベースへの入り口を一つにした
「JNES技術情報ポータルシステム」を構築し、利便性を向上。技術情報ポ タルシ テ 」を構築し、利便性を向 。

JNES技術情報ポータル トップ画面

○毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画は達成の見込み。
○今後も引き続き適切に対処していく。

評価と今後の取組

年度 H20 H22H21H19
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A評価 B B A



Ⅱ 業務運営の効率化 ３ 効率的・機動的な組織運営 （１）組織運営の高度化（１/２）Ⅱ．業務運営の効率化 ３．効率的・機動的な組織運営 （１）組織運営の高度化（１/２）

中期計画のポイント

JNES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、組織運営の高度
化を図る。

①経営機能の強化
幹部会や 成果目標に対する達成状況を評価する理事長ヒアリング等の情報共有等の仕組みを適宜 改良

主な実績

幹部会や、成果目標に対する達成状況を評価する理事長ヒアリング等の情報共有等の仕組みを適宜、改良。
また、内部監査結果等も幹部会にて報告・審議されており、理事長は内部統制の状況を的確に把握し、 適な意思決

定を行う仕組みを適宜改良。

②機動的・弾力的な組織運営②機動的 弾力的な組織運営
規制ニーズの変化等に柔軟かつ適時適切に対応するため、平成19年10月の耐震安全部の設置及び平成21年4月に大

規模組織改編を実施し、業務の一層の重点化、効率化を図った。

③責任の明確化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・向上等を目的に、各業務の指揮命令系

統及び責任の所在を明確にしつつ、専門性調書等を活用し実施。

独立行政法人 原子力安全基盤機構 14



Ⅱ 業務運営の効率化 ３ 効率的 機動的な組織運営 （１）組織運営の高度化（２/２）Ⅱ．業務運営の効率化 ３．効率的・機動的な組織運営 （１）組織運営の高度化（２/２）

主な実績

④NISA等との一層の連携
NISAとJNESとの幹部連絡会を年5回程度実施するとともに、JNES各部室とNISA各課、事業者との間で、定期的な情報

連絡会を開催するなどにより、十分な意見交換を行っている。また、安全情報に対し、我が国の規制への反映の可否を検討
する安全情報検討会(NISA内設置)を開催し 原子力安全規制の向上に寄与する安全情報検討会(NISA内設置)を開催し、原子力安全規制の向上に寄与。

⑤業務の質の向上
業務の品質確保のためにQMSを推進し、規程類の見直し、体制強化を実施し業務の品質向上に努力。セルフアセスメン

トやプロセス分析により 業務の継続的改善につなげているトやプロセス分析により、業務の継続的改善につなげている。

○毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画は達成見込み。
○今後は 専門技術能力等を 大限に活用し 組織全体としての

評価と今後の取組

年度 H20 H22H21H19○今後は、専門技術能力等を 大限に活用し、組織全体としての
成果の向上のために、組織横断的な戦略立案・運営等の強化、規制制度の
理解と専門技術の融合、組織活性化に繋がる組織風土の醸成等を目的とし
た機動的・弾力的な組織運営を行う。

A

年度 H20

評価

H22H21H19

B B A
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Ⅱ．業務運営の効率化 ３．効率的・機動的な組織運営Ⅱ．業務運営の効率化 ３．効率的 機動的な組織運営
（２）第三者評価、内部監査等の確実な実施、（３）中立・公正な業務執行

中期計画のポイント

（１）安全研究業務については、第三者による評価を受け、達成状況や政策的ニーズの変化に伴う見直しを適切に実施。
（２）適正な業務執行を確保するため、業務執行部門から独立した組織による内部監査を確実に実施。
（３）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は、電気事業者等からの出向者を充てないこととし、

中期計画のポイント

業務の中立・公正な実施に努める。

主な実績

（１）原子力安全研究評価委員会（Ｈ１９～２１年度は試験研究等外部評価委員会）において、JNESの試験研究等を対象に
第三者評価を受け、達成状況や政策的ニーズの変化に伴う見直しを適切に実施。

務 部 組織 監 室 部監 度 施

主な実績

（２）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。
（３）検査等業務など直接的に原子力安全規制行政の一部を担う業務に携わる職員については、電気事業者等からの出向

者を充てないこととし、業務の中立・公正な実施に努めた。

○毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画は達成の見込み。
○今後も引き続き適切に対処していく。

評価と今後の取組

年度 H20 H22H21H19
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A評価 Ｂ Ｂ Ａ



Ⅱ 業務運営の効率化 ４ 科学的合理的判断に基づく業務の実施

（ ）原子力安全規制 基盤的業務 実施に当た は科学的 合理的な判断 に実施

Ⅱ．業務運営の効率化 ４．科学的合理的判断に基づく業務の実施

中期計画のポイント
（１）原子力安全規制の基盤的業務の実施に当たっては科学的・合理的な判断の下に実施。
（２）判断根拠の透明性を確保するために必要な情報の公開、発信を積極的に行うことを定めた行動規範を引き続き

JNES内に周知・徹底を図る。
（３）タイムリーな報告書の作成、ホームページ、学会発表等による公開、発信を促進。

（１）安全審査関連業務などの原子力安全規制業務の実施に当たっては、科学的・合理的に進めるため、安全研究事業を

主な実績

（１）安全審査関連業務などの原子力安全規制業務の実施に当たっては、科学的 合理的に進めるため、安全研究事業を
実施。この安全研究事業については規制支援機関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、安全研究計画に反映する等、科学的・合理的
な判断の下に業務を実施している。

（２）判断根拠の透明性の確保のため必要な情報の公開、発信を積極的に行うことを定めた行動規範をJNES内で周知・（２）判断根拠の透明性の確保のため必要な情報の公開、発信を積極的に行うことを定めた行動規範をJNES内で周知
徹底。

（３）学会発表、論文発表は年間100件以上を確保。

○毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画は達成の見込み。

評価と今後の取組

年度 H20 H22H21H19
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○今後も引き続き適切に対処していく。 A評価 Ｂ Ｂ Ａ



Ⅱ 業務運営の効率化 ５ 業務の効率化 (１)外部能力の活用Ⅱ．業務運営の効率化 ５．業務の効率化 (１)外部能力の活用

中期計画のポイント

（１）試験研究の実施にあたっては、必要となる施設は、JNESが固定的経費を負担することがないよう、既存の国内外の
施設を活用するよう努める。

（２）必要な人的資源についても、JNESにおける人材育成、ポテンシャルの維持等の要請とのバランスを考慮しつつ、外
部の専門家を積極的に活用。

主な実績

（１）調査、試験関連業務等において外部に発注することが効率的と考えられる業務は外注した。
（２）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注。給与関連業務及びJNES内情報システム運用管理業

務等は専門性が高い観点から、外部に発注し効率的に実施。

主な実績

務等 専門性 高 観点 、 部 発 効率 実施。

○毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画は達成の見込み。
○今後も引き続き適切に対処していく。

評価と今後の取組

年度 H20

評価

H22H21H19

Ｂ Ａ
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A評価 Ｂ Ｂ Ａ



Ⅱ 業務運営の効率化 ５ 業務の効率化 (２)情報化の推進Ⅱ．業務運営の効率化 ５．業務の効率化 (２)情報化の推進

中期計画のポイント

（１）情報技術高度化の動向を把握し、情報技術を活用した事務処理の効率化・迅速化を推進。
（２）より高度化する外部からの不正アクセスやウィルス侵入等を防ぐための十分な対策を講じる。

中期計画のポイント

（１）予算執行管理等の各業務システムの連携機能を強化した新システム導入とグループウエアの更新により事務処理

主な実績

の効率化・迅速化を推進。また、サーバーシステムの統合化によるITコスト低減を念頭においたシステム 適化を実施。
（２）基幹ネットワーク系システムにおいてファイアーウォール及びメール中継サーバの二重化による可用性の向上を図

る。また、スパム対策サーバの適切な管理等により、より高度化する外部からの不正アクセスやウィルス侵入等を防
ぐ十分な対策を実施。

○毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画は達成の見込み。
○今後も引き続き適切に対処していく。

評価と今後の取組

年度 H20

評価

H22H21H19
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A評価 Ｂ Ｂ Ａ



Ⅱ 業務運営の効率化 業務 効率化 ( )業務経費 削減 ①効率化 総人件費Ⅱ．業務運営の効率化 ５．業務の効率化 (３)業務経費の削減 ①効率化・総人件費

中期計画のポイント

（１）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（検査に係るものは除く。）については１％以上の削減を目標に行う。

（２）総人件費の削減は、H17年度を基準年度に５年間で５％以上、H19年度を基準年度にH23年度までに４％以上の

中期計画のポイント

着実な実施を図る。

主な実績

（１）運営費交付金による業務は、効率的遂行に努め、一般管理費は毎年度平均3%以上、事業費 （検査等に係るもの
を除く。）は、毎年度平均で1%以上を削減。

（２）総人件費は、H17年度が基準年度の場合５年間で５％以上、H19年度が基準年度の場合は、H23年度までに４％以

主な実績

（２）総人件費は、H17年度が基準年度の場合５年間で５％以上、H19年度が基準年度の場合は、H23年度までに４％以
上の削減が達成できる見通しである。

評価と今後 取組

○毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画は達成の見込み。
○今後も引き続き適切に対処していく。

評価と今後の取組

年度 H20 H22H21H19
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A評価 Ｂ Ｂ Ａ



Ⅱ．業務運営の効率化 ５．業務の効率化 (３)業務経費の削減 ②契約の適正化・資産

（１）一般競争入札の導入・範囲拡大や契約の見直し等を通じた業務運営の一層の効率化を図る。

中期計画のポイント
般競 導 範囲拡 契約 見直 通 務 営 層 効 。

（２）JNESが会議所等の施設を保有する場合、売却や一般利用への開放など有効活用等により、土地・建物等の効率的な
活用を行う。

主な実績
（１）契約監視委員会では、契約の点検・見直しを行っており、同委員会の検討結果

を受け理事長通知を発出するとともに、「随意契約等見直し計画」を策定。
一者応札等に対する改善策として、「公告期間の延長」等の15項目を見直した

主な実績

件数比率(％）

年 度 H20 H22H21

金額比率(％）

16.4 8.112.6

12 8 2 13 3者 等 す 改善策 、 告期間 長」等 項目を見直
結果、一般競争入札における一者応札の件数比率も減少。

また、競争入札への移行に伴い、競争性のない随意契約の件数比率・金額比
率ともに減少。
以上の取組を通じ、業務運営の一層の効率化を実施。

【随意契約状況】

金額比率(％） 12.8 2.13.3

件数比率( ）

年 度 H20 H22H21

68 0 43 046 9

（２）JNESが保有している資産は、オフサイトセンター関係の設備や試験研究装置等
である。試験研究装置等は事業終了後の有効活用に努めている。

【一者応札状況】

件数比率(％）

金額比率(％）

68.0 43.046.9

86.2 55.580.8

○毎年度、着実に年度計画を達成し、本中期計画は達成の見込み。
○今後は ｢独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針｣(平成22年12月7日

評価と今後の取組

年度 H20 H22H21H19
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○今後は、｢独立行政法人の事務 事業の見直しの基本方針｣(平成22年12月7日
閣議決定)を踏まえ、海外事務所の徹底的な効率利用、本部事務所の見直し、管理・業務支
援等のIT総コストの削減、一者応札・一者応募の改善等の事務の効率化に着実に取り組む。

A評価 Ｂ Ｂ Ａ



参考資料 安全研究（その1） 強震動評価技術の整備（基準地震動の評価手法の整備）

中越沖地震で観測された地震記録が設計値を超えた理由等の原因究明を行い、基準地震動の策定基準に反映させる。

目的

事業概要

中越沖地震では、柏崎刈羽原子力発電所において想定以上の地震動を経験したが、
JNESは地震発生のメカニズムを解明し 基準地震動の評価手法を構築した さらにJNESは地震発生のメカニズムを解明し、基準地震動の評価手法を構築した。さらに、
基準時震動を策定する場合の知見をとりまとめ、事業者の耐震バックチェックの追加実施
指示に反映させた。

また、IAEA地震動評価ガイドライン（SSG-9）の改定において、柏崎の知見として断層モデル
による評価手法を提案したによる評価手法を提案した。

○ 三次元深部地盤構造の分析

○JNESの原因究明成果を踏まえた知見を事業者への耐震バックチェックの実施指示内容に反映し 全てのプラントの耐震

成果

○ 三次元深部地盤構造の分析
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○JNESの原因究明成果を踏まえた知見を事業者への耐震バックチェックの実施指示内容に反映し、全てのプラントの耐震
安全性評価に貢献した。

○ IAEAの国際耐震基準（ SSG-9 ）に、JNESが提案した断層モデルによる地震動評価方法を反映した。



参考資料 安全研究（その２） 耐震・構造関連解析コード改良（整備）

○PWRプラント等の耐震解析で、振動時の機器・配管と建屋の相互影響や装荷された多数の燃料集合体の群振動を適切に
考慮するため 質点系耐震解析 ド（SANLUM）に機能追加し 事業者の行う耐震バ クチ クのク スチ ク解析に活

目的

考慮するため、質点系耐震解析コード（SANLUM）に機能追加し、事業者の行う耐震バックチェックのクロスチェック解析に活
用する。

事業概要

JNESの質点系耐震解析コード(SANLUM）の
非線形動的解析項目に配管要素及びPWR
燃料集合体（ギャップタイプ）の解析機能を

事業概要

燃料集合体（ギャッ タイ ）の解析機能を
追加した。

一次冷却設備モデルを建屋モデルに組み
込んだ連成解析は、我が国初の高精度の
解析手法であり、全てのPWRの耐震バック

図2 燃料集合体構造及び群振動解析モデル概略図
解析手法 あり、 耐震 ック
チェックに適用される見通しである。

燃料集合体の解析機能は、PWRプラントの
制御棒挿入性評価（通常運転時の挿入時間に、
地震による燃料集合体の揺れを勘案した全挿入

図1 次冷却設備 建屋連成モデル図
震 燃料集合体 揺 を勘案 挿入

時間の評価）に資するものである。
図3 燃料集合体（1体分）振動挙動（赤線：ＪＮＥＳコードによる解析）

成果

図1 一次冷却設備-建屋連成モデル図
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改良した解析コードは、伊方3号機の耐震バックチェックのクロスチェック解析に適用した。また、現在玄海3号機のクロス
チェック解析に適用中であり、今後のPWRの評価に係る重要確認項目に継続して適用していく予定である。



参考資料 安全研究（その３） 地震随伴事象関連研究（津波）

平成１８年の耐震設計審査指針の改訂により地震随伴事象として津波に対する安全評価が盛り込まれた。そのため事業
者が行う安全評価に対し クロスチェックを適切に実施するための技術基準や解析コード等の高度化を図り 国の安全審査

目的

者が行う安全評価に対し、クロスチェックを適切に実施するための技術基準や解析コ ド等の高度化を図り、国の安全審査
の技術的支援を行う。

事業概要
津波による原子力発電所への津波遡上や漂流物等の間

接的影響を考慮し、安全評価に必要となる以下の解析コー
ド、解析データ等の整備・高度化を行ってきている。

A．津波解析手法の高度化

•河川遡上解析手法の高度化（図1）

•漂流物流動予測手法の整備

•津波痕跡データベースの整備（図2）

・津波による土砂移動解析手法の高度化・津波による土砂移動解析手法の高度化

B．津波の波源・伝播・サイト地形のデータの整備

C．津波解析の並列化による高速化

成果
○本事業で整備した津波解析コードは、女川、泊等のサイトの津波解析のクロスチェック解析に活用された。
○東北地方太平洋沖地震における福島等のサイトの津波評価の再現解析を行い、それらの検討を踏まえた高精度の

津波評価手法を提案する予定である。
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津波評価手法を提案する予定である。
○IAEAの国際耐震安全センター・特別拠出金プロジェクトを通じ、これらの成果は国際耐震基準（津波評価手法、津波

評価ガイドライン等）に活用される。



参考資料 安全研究（その４） 被ばく評価手法の高度化研究

目的

省令62号（発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令）の性能規定化に伴い、 NISAの安全審査に活用するため、中
央制御室居住性に係る評価ガイドラインを作成するとともに評価解析コードを整備する。

事業概要

中央制御室居住性評価に係るＮＩＳＡ内規の制定のために、以下の評価ガイド
ラインを策定し、NISAを支援するとともに、NISA内規に基づく評価コードを

事業概要

整備している。
①中央制御室居住性に係る被ばく評価のガイドライン及び

空気流入率測定試験ガイドラインの作成
②中央制御室居住性に係る有毒ガス評価ガイドラインの作成
③評価解析コードの整備

図1 制御室居住性に係る被ばく経路

①は、原子力安全・保安部会原子炉安全小委員会安全評価WGで審議され、平成21年8月にNISA内規が制定された。
また、平成21年10月には、電気協会が、NISA内規の内容を取り入れた「原子力発電所中央制御室運転員の事故時被ばく
に関する規程」（JEAC4622 2009）を発行した

成果
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に関する規程」（JEAC4622-2009）を発行した。
②のガイドラインはドラフト案を作成中。③の被ばく評価のための解析コードは作成を終了し、事業者が実施した被ばく評価

のクロスチェックに適用する予定。



参考資料 安全研究（その５） BWRの非常用炉心冷却系ストレーナ閉塞問題及びPWRの格納容器
再循環サンプスクリ ン閉塞問題

我が国のプラント条件での圧損上昇を把握する試験等を実施しデータを取得するとともに 解析により事象進展を評価し 審

再循環サンプスクリーン閉塞問題

目的
我が国のプラント条件での圧損上昇を把握する試験等を実施しデータを取得するとともに、解析により事象進展を評価し、審
査基準の策定に反映させ工事計画認可の審査に活用する。

事業概要

サンプスクリーン閉塞事象に関わる諸問題の解明、対策方法の検討、定
量評価手法の開発を短期間で実施し、審査基準策定に反映・貢献した。

①圧損上昇に及ぼす化学影響試験データを取得・整備

②総合解析コードの開発整備と、「デブリ発生→デブリ移送→圧損
→有効吸込水頭（NPSH） 」の各評価

③確率論的安全評価等の実施及び国内外の運転経験の分析

④スクリーンを通過したデブリが下流側(配管や炉心部)に与える影響と
その評価方法の策定

上記の試験や解析の成果に基づき、平成20年3月に審査基準（内規）を制定し、技術基準（省令62号）が改定されるとともに、

成果
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記 試験 解析 成果 、 成 年 月 審 準（ 規）を制定 、技術 準（省令 号） 改定 、
PWRプラントのサンプスクリーン取替工事の工事計画認可の審査に活用されている。



参考資料 安全研究（その６） 人間・組織等安全解析調査等

原子力の安全確保のために、定量化が困難な人的要因、組織要因に対する科学的、合理的な判断ができるソフト面の安全
規

目的

規制を充実させることを目的とする。

事業概要
保安規定に基づく保安活動保安規定に基づく保安活動保安規定に基づく保安活動保安規定に基づく保安活動保安規定に基づく保安活動保安規定に基づく保安活動

近年発生している人的過誤の中には、組織要因あるいは安全文化・
組織風土の劣化を背景としているものがみられるとの指摘があり、
原子力発電施設の安全確保水準を更に向上するため、保安検査等
で規制当局が活用する以下のガイドラインを整備。

不 適 合 ③安全文化・組織風土劣化防止

①直接原因分析

スクリーニング基準 ②根本原因分析（Ⅰ）

安全に重大な影響を与える事象
安全に係る重大な事故
保安規定違反（違反１～３）等

日常の保安活動における

不 適 合 ③安全文化・組織風土劣化防止

①直接原因分析

スクリーニング基準 ②根本原因分析（Ⅰ）

安全に重大な影響を与える事象
安全に係る重大な事故
保安規定違反（違反１～３）等

日常の保安活動における

不 適 合 ③安全文化・組織風土劣化防止

①直接原因分析

スクリーニング基準 ②根本原因分析（Ⅰ）

安全に重大な影響を与える事象
安全に係る重大な事故
保安規定違反（違反１～３）等

日常の保安活動におけるで規制当局が活用する以下のガイドラインを整備。
①人的過誤の直接要因に係る不適合等を是正するための事業者の

自律的取り組みを規制当局が評価するガイドライン
（直接原因分析ガイドライン）

②事業者の根本原因分析実施内容を規制当局が評価するガイドライン

スクリ ング基準

是正処置

データの蓄積・分析

②根本原因分析（Ⅰ）

それ自身は安全上重大でないが
・類似性／頻発
・組織としての問題が潜在し
ている可能性
等

取り組みの評価
・パトロール、会議等における
気付き事項
・保安検査、定期検査等におけ
る指摘事項
・定期安全管理審査指摘事項
・根本原因分析結果
等

スクリ ング基準

是正処置

データの蓄積・分析

②根本原因分析（Ⅰ）

それ自身は安全上重大でないが
・類似性／頻発
・組織としての問題が潜在し
ている可能性
等

取り組みの評価
・パトロール、会議等における
気付き事項
・保安検査、定期検査等におけ
る指摘事項
・定期安全管理審査指摘事項
・根本原因分析結果
等

スクリ ング基準

是正処置

データの蓄積・分析

②根本原因分析（Ⅰ）

それ自身は安全上重大でないが
・類似性／頻発
・組織としての問題が潜在し
ている可能性
等

取り組みの評価
・パトロール、会議等における
気付き事項
・保安検査、定期検査等におけ
る指摘事項
・定期安全管理審査指摘事項
・根本原因分析結果
等

②事業者の根本原因分析実施内容を規制当局が評価するガイドライン
（根本原因分析ガイドライン）

③規制当局が事業者の安全文化・組織風土の劣化防止に係る取り組み
を評価するガイドライン（安全文化劣化防止ガイドライン）

新検査制度における３つのガイドラインの関係

スクリーニング基準 ②根本原因分析（Ⅱ）

予防処置

定期安全レビューにおける自己評価スクリーニング基準 ②根本原因分析（Ⅱ）

予防処置

定期安全レビューにおける自己評価スクリーニング基準 ②根本原因分析（Ⅱ）

予防処置

定期安全レビューにおける自己評価

作成した3つのガイドラインは 平成20年度より保安検査等で活用されている

成果

新検査制度における３つのガイドラインの関係
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作成した3つのガイドラインは、平成20年度より保安検査等で活用されている。
根本原因分析ガイドラインは、平成22年度に技術支援活動経験をもとに改訂。検査の実態に合わせ、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、適用範囲を発電炉の他、核燃料サイクル施設にまで拡張された。



参考資料 安全研究（その７） 原子炉施設のリスク情報活用

新検査制度の一環として平成21年度に導入された「保全プログラムに基づく保安活動に対する検査制度」へのリスク情報活

参考資料 安全研究（その７） 原子炉施設のリスク情報活用

目的

新検査制度の 環として平成21年度に導入された「保全プログラムに基づく保安活動に対する検査制度」へのリスク情報活
用方策及び活用するリスク情報を整備する。これにより、検査制度の科学的合理性の一層の向上に資する。

事業概要 （系統毎のリスク重要度）

【保全活動管理指標目標値確認のスキーム】

重要度分類指針の重要度にリスク重要度を加味して 保全活動管理指標が

事業者がNISAへ届出る保全
計画のうち、リスク情報を活用
した「保全活動管理指標」が安

事業概要 （系統毎のリスク重要度）

 
1.E+02

①1次系隔離機能

②2次系隔離機能

③原子炉保護系(RPS)大
 

④

⑩
⑫

⑮

リスク重要度”高”
（重要度分類指針**の重要度） （リスク重要度の加味） （指標目標値）

重要度分類指針の重要度にリスク重要度を加味して、保全活動管理指標が
安全確保に対する重要度に応じて適切に設定されていることを確認する。

全確保に対する重要度に応じ
て適切に設定されていることを
確認するための要件等を整備
した。これらの研究に際しては、

③原子炉保護系(RPS)

④化学体積制御設備(CVCS)

⑤蓄圧注入系(ACC)

⑥高圧注入系(HPI)

⑦低圧注入系(LPI)

⑧格納容器冷却設備(CCS)

⑨補助給水設備(AFW)

⑩燃料取替用水タンク(RWST)

⑪補機冷却設備(CCW、SWS)

⑫非常用電源母線←
 

R
A

W
重

要
度

 
→

 ①

②

③

④

⑥

⑦
⑪

⑬

⑭

JNESが個別プラントを系統構
成上の特徴に基づき分類して
実施したPSA*の結果、重要度
分類指針**の重要度等を活用

JNESのPSA結果との対比
により事業者の保全活動
管理指標 適切性を確認

事業者の保全活動管理
指標の安全機能への網
羅性を確認

1.E+00

1.00E-07 1.00E+00

⑫非常用電源母線

⑬ディーゼル発電機(D/G)

⑭外部電源設備

⑮制御用圧縮空気設備(IA)

小 ← Fussel-Vesely重要度 → 大 

小
 

←

⑤

⑧

⑨

⑭

小←Fussell-Vesely重要度→大
リスク重要度「低」

成果

した。 管理指標の適切性を確認羅性を確認

* ：確率論的安全評価（Probabilistic Safety Assessment)
**：発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（原子力安全委員会、平成2年8月決定）
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成果は、平成21年度に導入された新検査制度の下、NISAからの要請に基づきJNESが実施している事業者の保全計画の妥
当性確認の一環として、保全活動管理指標の適切性の確認に活用している。

成果



参考資料 安全研究（その８） クリアランス制度に関する調査

運転年数の増加した原子力発電所や核燃料サイクル施設の保守や廃止措置等により、クリアランス制度の運用が本格化することが見込まれて

参考資料 安全研究（その ） クリアラン 制度に関する調査

目的

いるため、種々のクリアランス対象物に対する検認方法及びクリアランス制度の円滑な運用に必要となる不測事態対応方法を整備する。

事業概要
①原子炉施設におけるクリアランス確認技術調査①原子炉施設におけるクリアランス確認技術調査

種々のクリアランス対象物を念頭として事業者が実施する放射能測定法の妥当性につ
いて、国が透明性をもってかつ効率的に確認（検認）する方法の整備のための検討を行
う。また、認可審査や確認業務を行うに当たって、適切な判断に資する技術支援を行う。

②核燃料サイクル施設におけるクリアランス確認技術調査②核燃料 施設 ラ 確認技術調
ウラン廃棄物等の核燃料サイクル施設から発生する廃棄物を対象として、それらのクリ
アランスレベルを適切に判断する方法等について調査を行い、国による核燃料サイクル
施設のクリアランス制度の整備とその後の認可審査及び確認業務に資する。

③クリアランス制度運用状況調査
が され搬 され 物 身 線クリアランスの運用において、万が一、クリアランスされ搬出された物に身元不明の線源

が混入する等の不測事態が生じた場合に、国が迅速かつ的確な判断を行うための方策
をとりまとめ、クリアランス制度の適切な運用に資するとともに、クリアランス制度の運用
をフォローし、より適切な規制を行うための検討を行う。

図. クリアランス制度に対する規制フローと事業の関係

成果
○金属物を対象としたクリアランス測定・評価に係る検討結果をクリアランス確認要領に反映し、東海発電所における２度のクリアランス確認

検査に活用した。

○ウランクリアランスに係る海外調査結果及び 線測定によるウランクリアランス測定における表面状態の影響に関する調査結果が 平成23

独立行政法人 原子力安全基盤機構 29

○ウランクリアランスに係る海外調査結果及びα線測定によるウランクリアランス測定における表面状態の影響に関する調査結果が、平成23
年6月に改正されたウランクリアランスの省令及び同7月に改正されたNISA文書（内規）に反映された。

○不測事態が発生した場合に対応した迅速な現場測定の方法案を整備し、NISAに提案を予定。



参考資料 安全研究（その９） 使用済燃料貯蔵施設に係る解析コード改良整備

使 済燃料貯蔵施 事業許 び 申請 係 解析を 速 的確 う 解析 ド

参考資料 安全研究（その９） 使用済燃料貯蔵施設に係る解析コ ド改良整備

目的

使用済燃料貯蔵施設の事業許可及び設置工認申請に係るクロスチェック解析を迅速かつ的確に行うために、解析コードの
改良整備を行う。

使用済燃料貯蔵施設のクロスチェック解析に用いる熱流動・ふく射連成に係る解析コードや衝撃荷重解析の並列計算手法
等を、計算技術、計算機利用技術、ハードウエア等の進歩を反映して、改良整備する。

事業概要

・解析技術の進歩
・データの更新
・支援機能高度化
・新たな解析ニーズ

反映

安全解析コードの改良整備作業安全解析コードの改良整備作業の流れ 使用済燃料貯蔵施設の熱流動解析結果の例

給気

90℃

給気

90℃

・解析環境の変化
(ハード、ソフト)

解析ノウハウ
の蓄積

・検証解析
・確認解析
・試解析

・改良整備
・維持、更新
・新規開発

排気

30℃

排気

30℃

成果

30℃30℃

独立行政法人 原子力安全基盤機構 30

貯蔵キャスク及び貯蔵建屋の温度評価用熱流動解析モデル、キャスクの落下・転倒時の衝撃挙動解析モデルを構築し、そ
の成果をリサイクル燃料備蓄センター事業許可申請のクロスチェック解析（平成19年度～平成21年度）に活用した。



参考資料 安全研究（その10） 地層処分に関する調査

事業者による地層処分立地選定に関する調査結果が、特定放射性廃棄物の 終処分に関する法律（以下「 終処分法」という。）で示された安

目的
事業者による地層処分立地選定に関する調査結果が、特定放射性廃棄物の 終処分に関する法律（以下 終処分法」という。）で示された安

全性に係る要件に適合しているかどうかを判断するための判断指標の策定及び安全規制に活用可能なデータベース作成する。また、将来の安全
審査を見越して必要となる判断指標及び安全評価手法の整備を行う。

事業概要
①立地選定に係る判断指標の策定

事業者の概要調査結果の妥当性をレビューするための「判断指標」

の項目及び要件を事象や特性に係るレビュー方針とともに提示する。

②安全規制に必要なデータベース整備

事業概要

②安全規制に必要なデ タベ ス整備

国内外の研究成果を規制側の判断根拠として使える品質にあるか

どうかを、独立性を保ちながら確認し、蓄積・活用する体制を整備する。

③安全審査に必要となる判断指標及び安全評価手法整備

安全確保の基本戦略や人工・天然バリアのそれぞれの機能として安全確保の基本戦略や人工 天然 リアのそれぞれの機能として

具備すべき要件などについて、国際基準との関連を整理しつつ、我

が国の処分形態や立地などを考慮して整理する。幌延地域でのボー

リング調査により取得したデータを基に水質形成機構を考慮しつつ

安全評価で必要となる地下水流動モデルの検証手法を確立する。

終処分施設建設地の選定調査結果の妥当性レビューに必要な判断指標及び安全審査に係る判断指標は、今後、原子力安全委員会による

成果

安全評価で必要となる地下水流動モデルの検証手法を確立する。
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終処分施設建設地の選定調査結果の妥当性レビュ に必要な判断指標及び安全審査に係る判断指標は、今後、原子力安全委員会による
指針の策定に活用される予定。

また、併せて、事業者の立地選定段階の調査結果について、NISAが行う妥当性確認のための判断基準として使用される予定。



参考資料 安全研究（その11） 再処理施設保守管理技術等調査

事業者が使用済燃料の再処理の事業に関する規則に基づき実施し、NISAへ提出した再処理施設の高経年化対策に係る報告の妥当性を
確認するため 当該確認に必要な技術基盤 整備を実施する

参考資料 安 研究（そ ） 再処理施設保守管理技術等調査

目的

確認するため、当該確認に必要な技術基盤の整備を実施する。
(１)確認の手引きの整備

(2)技術評価マニュアルの整備

事業概要

経年変化の技術評価

事業者事業者 NISANISA

妥当性確認

報告(1)調査

発電炉の高経年化対策評価のために整備された標準審
査要領 劣化事象別技術評価 及び化学プ ト

長期保全計画の策定

評
価
整
理

査要領、劣化事象別技術評価マニュアル及び化学プラント
の維持規格を調査、研究し再処理施設の特徴を踏まえた
確認の手引きを整備した。

(2)試験研究

現在 評価対象とな ている研究用再処理施設の妥当

高経年化対策報告書

評価の手引き

（NISA内規）

活用

長期保全計画の策定

JNESJNES

理
票

審議
（高経年化対策評価WG）

現在、評価対象となっている研究用再処理施設の妥当
性評価のために、実機環境におけるニッケル基合金の物
性データ等の技術データを試験研究により取得し、技術評
価マニュアルを充実する。

技術評価内規策定支援

本プロジェクトの研究成果を活用して確認の手引き等を
整備するとともに 国が実施した原子力機構（JAEA）の再

成果

JNESJNES

評価の手引き（案）

研究
成果 技術評価ﾏﾆｭｱﾙ / 技術ﾃﾞｰﾀ

（JNESﾏﾆｭｱﾙ）

技術評価内規策定支援

技術基盤整備
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整備するとともに、国が実施した原子力機構（JAEA）の再
処理施設の高経年化対策の妥当性確認に適用した。 評価の視点・着眼点

評価項目、評価基準

・確認データ等調査研究、試験研究


