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１．委員会の目的 

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

盤機構（以下「機構」という。）の中期目標及び中期計画を踏まえて実施する調査、試験

及び研究並びに安全性に関する解析及び評価について、適切なテーマの選定、事業計画策

定、進捗状況管理及び成果の客観的評価を実施する。 

委員会等名簿を別紙１に記載する。 

 

２．評価の方法と評価の経緯 

平成１７年度の評価においては、５段階評価の指標を前年度から見直した。具体的な

評価の方法を第２．１節に示す。また、評価の経緯については第２．２節に示す。 

 

２．１ 評価の方法 

① 業務の評価は、「核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会」、「地震・構造技術

分科会」、「プラント技術分科会」及び「安全解析分科会」の４つの分科会毎に

実施し、各業務の総合評価の評点については、分科会毎に担当の委員が協議の上、

決定した。 

② 評価対象業務を、「継続業務（１７年度新規業務を含む）」と「１７年度終了業

務（単年度業務はこれに該当）」に区分して、表－１に示す指標に従って５段階

（Ⅰ～Ⅴ）で業務毎に評価を行い、総合評価の評点を付けるとともにコメントを

付した。また、評価の際には、「テーマの選定」、「マネジメント」、「成果」、

「成果の活用」という４つの視点（詳細は表－２参照）を適宜考慮しながら評価

を行った。 

③ 「１８年度新規業務」については、その成果物の原子力安全確保上の緊急性、必

要性、基盤的意義の視点から、テーマの選定及び業務計画に関しその妥当性、修

正意見、留意点等をコメントすることとし、総合評価の評点は付けないこととし

た。 

④ 分科会毎に採点された評価については、委員会において審議の上議決した。 

⑤ なお、経済産業省独立行政法人評価委員会原子力安全基盤機構部会における実績

評価では、中期目標の大区分毎の総合的な判断が求められており、その評価指標

は３段階となっている。したがって、今後、当委員会の評価結果が活用されるに

当たっては、個別事業に係る評価指標という性格の違いから単純な相互換算はで

きないが、当委員会の５段階評価と上記の３段階評価の関係は、概ね表－３のよ

うなものと考える。 
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表－１ 評価の指標 

 

① 継続事業（１７年度新規業務を含む） 

 指   標 

Ⅰ 

当該年度計画を大幅に上回る成果・進捗がある 

 

Ⅱ 

当該年度計画を上回る成果・進捗がある 

 

Ⅲ 
概ね着実に実施している 

（ほぼ計画通りに実施している） 

Ⅳ 
かなりの改善すべき事項がある 

（年度計画の見直し等が必要である） 

Ⅴ プロジェクトの中止又は縮小が必要である 

 

② 平成１７年度終了事業（単年度業務はこれに該当） 

 指   標 

Ⅰ 

計画を大幅に上回る成果・進捗があった 

 

Ⅱ 

計画を上回る成果・進捗があった 

 

Ⅲ 
業務目標を概ね達成した 

（概ね着実に実施した） 

Ⅳ 
業務目標の達成が不十分 

（かなりの改善すべき事項があった） 

Ⅴ 
業務目標が達成されていない 

（重大な問題があった） 

 

新知見を得た。 

国内外の学会等で評価を受け得る成果を得た。 

規格基準等に大きな影響を与える新知見を得た。 

国内外の学会等で高い評価を受け得る成果を得た。 

規格基準等に大きな影響を与える新知見を得た。 

国内外の学会等で高い評価を受け得る成果を得た。 

新知見を得た。 

国内外の学会等で評価を受け得る成果を得た。 
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表－２ 評価をする際の主要な視点・ポイント 

 

１．テーマ選定 ① 規制ニーズへの適合性 

② 目標設定の妥当性 

２．マネジメント ① 業務計画の妥当性 

② 業務の進捗管理の妥当性 

③ 最新知見や緊急課題への取り組み等情勢変化への対応の妥当性 

④ 業務運営の効率的な実施 

３．成果 ① 業務計画と比較した事業の達成度 

４．成果の活用 ① 規格・基準化、事故トラブル原因究明、安全規制の高度化等の 

安全規制への貢献度 

② 国内外関係機関等への情報発信の質と頻度 
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表－３ ５段階評価と３段階評価の関係 

 

　　　　５段階評価 ３段階評価

試験研究等外部評価委員会の５段階評価の指標
（継続事業の評価のケース）

経済産業省独立行政法人評価委員会原子力安全基盤機構部会の３段階
評価の指標（各事業年度に係る評価のケース）

Ｃ：中期目標の達成向け行うべきかなりの業務改善事項がある

Ⅲ：概ね着実に実施している

Ⅳ：かなりの改善すべき事項がある
Ⅴ：プロジェクトの中止又は縮小が必要である

Ⅰ：当初計画を大幅に上回る成果･進捗がある
Ⅱ：当初計画を上回る成果･進捗がある

Ａ：中期目標の達成に向け業務が十分に進展している
　　・安全規制の高度化に顕著な貢献をした場合等

Ｂ：中期目標の達成に向け概ね適切に業務が進められている
　　・基本的業務を的確かつ着実に実施した場合
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２．２ 委員会及び分科会の開催経緯 

平成１７年度の評価を実施するに当たっては、以下のとおり２回の委員会と計７回の

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

施の担当部署から事業成果等について資料を用いて説明を受けた後に、評価を行った。 

 

◆ 平成１８年３月 ３日 平成１７年度 第１回 試験研究等外部評価委員会 

◆ 平成１８年５月２６日        第２回 試験研究等外部評価委員会 

 

○ ４月 ４日 第１回 核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会 

○ ４月 ６日 第２回 核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会 

○ ４月２６日 第３回 核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会 

 

○ ４月１３日 第１回 地震・構造技術分科会 

 

○ ４月１２日 第１回 プラント技術分科会 

○ ４月１８日 第２回 プラント技術分科会 

 

○ ４月１３日 第１回 安全解析分科会 
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３．評価結果 

３．１ 評価結果のまとめ 

１７年度評価対象の５０事業の評価結果（一覧）のまとめを表１に示す。また、中期

目標／年度計画と評価対象事業との対応を別紙２に、個別事業毎のコメントを含めた評

価結果を別紙３にまとめた。 

 

表１ 各事業の評価結果（一覧） 

No. 評 価 対 象 事 業 名 評価 

基－１ 低炭素ステンレス鋼の非破壊検査技術実証 Ⅱ 

基－２ ニッケル基合金溶接部の非破壊検査技術実証 Ⅱ 

基－３ 容器貫通部狭隘部の非破壊検査技術実証 Ⅱ 

基－４ 実用原子力発電設備環境中材料等疲労信頼性実証事業 Ⅱ 

基－５ 複雑形状部機器配管健全性実証事業 Ⅱ 

基－６ 原子力用ステンレス鋼の耐応力腐食割れ実証事業 Ⅱ 

基－７ 照射誘起応力腐食割れ進展評価手法の調査研究 Ⅰ 

基－８ Ni 基合金応力腐食割れ進展評価技術調査（定荷重試験） Ⅰ 

基－９ Ni 基合金応力腐食割れ進展評価技術調査（定変位等試験） Ⅱ 

基－10 Ni 基合金溶接金属の破壊評価手法に関する調査 Ⅲ 

基－11 原子力プラント機器高度安全化対策技術（重要機器等脆化評価等） Ⅰ 

基－12 
原子力プラント機器高度安全化対策技術 

（高照射量領域の照射脆化予測） 
Ⅱ 

基－13 原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究 Ⅰ 

基－14 全ＭＯＸ炉心核設計手法信頼性実証試験 Ⅱ 

基－15 原子力施設のアクシデントマネジメントに係る知識ベースの整備 Ⅱ 

基－16 シビアアクシデント晩期の格納容器閉じ込め機能維持に関する研究 Ⅲ 

基－17 人間・組織等安全解析調査 Ⅰ 

基－18 原子力発電施設耐震信頼性実証等 Ⅱ 

基－19 原子力施設の非線形地盤・構造物相互作用試験及び基準整備 Ⅱ 

基－20 経年設備の耐震安全評価手法の整備 Ⅱ 

基－21 高燃焼度９×９型燃料信頼性実証 Ⅰ 

基－22 １／３炉心混合酸化物燃料信頼性実証 Ⅱ 

基－23 高燃焼度燃料安全裕度確認試験 Ⅱ 

基－24 ＭＯＸ燃料加工施設安全技術調査等（閉じ込め性能等調査） Ⅱ 

基－25 中間貯蔵施設基準体系整備事業 Ⅱ 

基－26 貯蔵燃料長期健全性等確認試験 Ⅱ 

基－27 発電用原子炉廃止措置工事環境影響評価技術調査 Ⅱ 
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No. 評 価 対 象 事 業 名 評価 

（研究開発段階発電用原子炉施設の廃止措置に係る調査） 

基－28 解体廃棄物管理調査 Ⅱ 

基－29 廃棄事業許可等における計算解析等 Ⅱ 

基－30 放射性廃棄物処分の安全評価技術に係る調査 Ⅱ 

基－31 クリアランス制度の整備に関わる調査 Ⅱ 

基－32 返還廃棄物の確認手法に関する調査 Ⅲ 

基－33 
（１８年度新規事業） 

再処理施設保守管理技術等調査 
－ 

基－34 
（１８年度新規事業） 

低レベル放射性廃棄物等の埋設確認等に関する調査 
－ 

解－１ ＰＳＡを用いた安全対策の解析評価 Ⅰ 

解－２ 耐震安全性及び構造安全性確認のための解析評価 Ⅰ 

解－３ 再処理施設等の安全性確認のための解析評価 Ⅲ 

解－４ 安全規制の高度化のためのＰＳＡ活用の検討 Ⅰ 

解－５ 安全規制の高度化のためのＰＳＡ活用の検討 Ⅰ 

解－６ 耐震設計指針高度化のための検討 Ⅰ 

解－７ 地震ＰＳＡ活用の検討 Ⅰ 

解－８ 再処理施設、ウラン加工施設等のＰＳＡ／ＩＳＡ手法の検討 Ⅰ 

解－９ 熱流動解析コード Ⅱ 

解－10 炉物理、遮へい、被ばく解析コード Ⅲ 

解－11 シビアアクシデント解析コード Ⅱ 

解－12 安全審査関連データベースの整備 Ⅲ 

解－13 耐震解析、構造解析コード Ⅲ 

解－14 再処理施設等の解析コード Ⅰ 

解－15 中間貯蔵施設の解析コード Ⅰ 

解－16 廃棄物埋設処分の解析コード Ⅱ 

（注）１８年度新規事業については評点を付けないため、「評価」の欄を「－」としている。 
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３．２ 業務全般に係るコメント及び感想等 

個別事業毎のコメントに加え委員から出された、試験研究等業務全般に係るコメント、

評価を終えての感想、機構に対する期待などを以下に示す。 

 

（１）研究の推進方法等について 

○ 諸事業は、規制・基準や安全評価上必要とされ、かつ、重点安全研究として指摘さ

れた課題、あるいは、確証・実証試験など安全上のニーズの課題を、専門委員会あ

るいは国際共同ワーキングで、実験・解析手法や研究結果を検討・評価しながら研

究が進められているので、年次スケジュールの遅延が散見されるが、全体として適

切なテーマの選定がなされ、初期の研究計画に沿って研究は進展し、ニーズ目的に

対する所定の成果はほぼ得られている。一方、ニーズに直接応えるものではないが、

結果の諸現象の理解を深めたり、解析コードの改良に向けた機構論的検討などでは、

基礎研究分野まで踏み込む必要が出てくる。また、従来の知見と異なる、あるいは、

修正を要する新しいデータが得られた場合、これが安全基準や評価に反映されるに

は、信頼性のあるデータの蓄積や傍証が必要をされる。いわゆる、外部要因の緊急

課題への対応は積極的に推奨されているが、同時に、これら内部要因の緊急課題に

ついても、年次計画の修正や緊急な新プロジェクトの立ち上げなど、フレックシブ

ルに対応しながら進むことも必要である。 

○ 原子力の規制の基本理念として、①ＡＬＡＰ(As Low As Possible)、②ＡＬＡＲＡ

(As Low As Reasonably Achievable)、③ＡＬＡＲＰ(As Low As Reasonably Practical)

という考え方がある。最近海外調査で、規制側が規制に関する知識の他、現場の知

識に詳しいほど、①→③の傾向が強くなることに気付いた。現場経験者の専門家が

多い原子力安全基盤機構が試験研究を通して、より安全性が高く、効率的な規制へ

支援できることを望む。 

○ 以前はファブリケイターにほとんど依存していたようにみえ、例えば中立性など憂

慮していたが、ＪＮＥＳ発足後技術レベルが格段に上がっている。プロジェクトの

受注が受託機関にとっても得意分野をさらに伸ばすことに寄与するような姿を望む。 

○ ＪＮＥＳ自身も少しはハードを持ち、先進的－世にいうそれでなく真に必要だが拓

けていない－課題の解決提案を以って指導的役割を果たされるよう望む。 

○ 試験データの観点からは莫大なデータ、情報が収集されていると感じた。これらの

データや情報が規制のため利用されるのは十分に理解できるが、それに加えて学問

の進歩のためにも利用できるようにお願いしたい。例えば耐ＳＣＣ対策は重要であ

るが、ＪＮＥＳの研究対象は規制を考えて伝播特性の研究課題になっているが、Ｓ

ＣＣ対策では発生と伝播の特性が重要であり、是非とも研究の広がりを望む。 

 

（２）人材育成について 

○ 機構の若手の育成については企業などで行われているシステムが参考になるのでは。

社会人博士への入学のインセンティブもあるとよい。例えば博士号取得報奨金やＩ
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ＡＥＡへの派遣での優先など。資格取得についても同様。 

○ プロジェクトの課題内容も昔のそれとは大きく変わり、研究というべきものが増え

て、これに伴い『ひと』の問題となってきている。ＪＮＥＳの中核の研究部隊は短

期の移動を余儀なくされる役所人事から解放されたわけでこのことをうまく運用し

て上記の『ひと』を育てて欲しい。 

○ これまで国の規制側では、常勤で継続的な専門家集団が脆弱であった。したがって、

安全規制に直接関係する試験研究の知識に加えて総合的な知識を蓄積し、より安全

性の高く、迅速な安全規制が実施できるように努力して欲しい。 

○ こうした点からも若い人材を採用し、現場での経験を習得後専門家集団の一員にな

ることを望む。 

○ 最初の評価を始めた時点から本評価までの期間中で、放射性廃棄物規制に関する領

域での専門家の育成、知識の集積、等の着実な充実、著しい進歩に感心している。 

○ 規制に関連した調査で、規制に関する知識、体系、外国の規制状況を詳細に調べて

いる事に感心します。しかし、実際にこの規制を適用するときには規制に関する専

門知識のみでなく規制対象の現場で経験を持ち、安全かつ迅速に判断できる専門家

の養成にも力を注いで欲しい。 

 

 

（３）成果の公表について 

○ 多くの課題は長期亘る研究であり、簡単に結論が得られることはないと理解してい

るが、例えば５年を目処にある程度の成果を公表するような体制は考えられないで

あろうか。 

○ 規制・基準・評価指針へ本事業の成果が反映されるためには、信頼性あるデータや

成果が、“信頼できる経過”で公表されることが重要である。したがって、成果公

表が学会への口頭発表では不十分であり、出来るだけ早急に査読がある学会誌や国

際学会あるいは所報などの印刷物として公表されることが重要である。 

 

（４）プレゼンテーションについて 

○ 機関名、現象名等で略語が多い。できればフルネームと簡単な説明をつけた一覧表

を用意しておくと理解しやすい。 
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４．評価結果の取扱い 

経済産業省の独立行政法人評価委員会原子力安全基盤機構部会では、機構の試験研究

等業務の評価に当たっては積極的に本委員会の評価結果を活用することとされている。

また、各事業を評価するに当たっては、評点だけでなく、コメントや助言を付しており、

本委員会の評価結果は、今後の機構の試験研究等業務の改善・向上のために寄与するこ

とを期待したい。 

 

以上 
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試験研究等外部評価委員会名簿 

 

委員長 井 上  晃 東京工業大学名誉教授 

委員長代理 中 澤 正 治 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

（平成１８年３月１０日まで） 

委員長代理 工 藤 和 彦 九州大学大学院 工学研究院 教授 

（平成１８年５月２６日から） 

秋 山  宏 日本大学 総合科学研究所 教授 

大 西 有 三 京都大学大学院 工学研究科 教授 

岡  芳 明 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

柴 田 明 徳 東北文化学園大学 科学技術学部 教授 

辻 川 茂 男 東京大学名誉教授 

野 本 敏 治 東京大学名誉教授 

原  文 雄 東京理科大学 工学部機械工学科 教授 

古 屋 廣 高 九州大学名誉教授 

松 本 史 朗 埼玉大学 工学部応用化学科 教授 

湯 原 哲 夫 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

（敬称略） 

 

核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会 

井 上  晃 東京工業大学名誉教授 

大 西 有 三 京都大学大学院 工学研究科 教授 

古 屋 廣 高 九州大学名誉教授 

（敬称略） 

 

地震・構造技術分科会 

秋 山  宏 日本大学 総合科学研究所 教授 

原  文 雄 東京理科大学 工学部機械工学科 教授 

（敬称略） 

 

プラント技術分科会 

井 上  晃 東京工業大学名誉教授 

工 藤 和 彦 九州大学大学院 工学研究院 教授 

辻 川 茂 男 東京大学名誉教授 

野 本 敏 治 東京大学名誉教授 

湯 原 哲 夫 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

（敬称略） 

別紙１ 
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安全解析分科会 

岡  芳 明 東京大学大学院 工学系研究科 教授 

柴 田 明 徳 東北文化学園大学 科学技術学部 教授 

松 本 史 朗 埼玉大学 工学部応用化学科 教授 

（敬称略） 

 

 

事務局  独立行政法人 原子力安全基盤機構 

企画部 企画グループ 
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中期目標／年度計画との評価対象業務との対応 

№ 中期目標 No. 年度計画の項目 評価対象事業名 分科会 備考 

基-1 Ｄ１Ｂ(1)② 原子力用機器材料の非破壊検査技術実証事業 シュラウド等の非破壊検査技術実証事業 プ   

基-2 Ｄ１Ｂ(1)② 原子力用機器材料の非破壊検査技術実証事業 炉内構造物等特殊材料溶接部検査技術調査 プ   

基-3 Ｄ１Ｂ(1)② 原子力用機器材料の非破壊検査技術実証事業 容器貫通部狭隘部の非破壊検査技術 プ H17 新規 

基-4 Ｄ１Ｂ(1)③ 原子力プラント機器健全性実証事業 実用原子力発電設備環境中材料等疲労信頼性実証事業 プ   

基-5 Ｄ１Ｂ(1)④ 原子力プラント機器健全性実証事業 複雑形状部機器配管健全性実証事業 プ   

基-6 Ｄ１Ｂ(1)⑤ 原子力プラント機器健全性実証事業 原子力用ステンレス鋼の耐応力腐食割れ実証事業 プ   

基-7 Ｄ２Ｂ(1)③ 高経年化対策関連技術調査等 照射誘起応力腐食割れ進展評価手法の調査研究 プ   

基-8 Ｄ２Ｂ(1)③ 高経年化対策関連技術調査等 Ｎｉ基合金応力腐食割れ進展評価技術調査（定荷重試験） プ H17 終了 

基-9 Ｄ２Ｂ(1)③ 高経年化対策関連技術調査等 Ｎｉ基合金応力腐食割れ進展評価技術調査（定変位等試験） プ H17 新規 

基-10 Ｄ２Ｂ(1)③ 高経年化対策関連技術調査等 Ｎｉ基合金溶接金属の破壊評価手法に関する調査 プ H17 新規 

基-11 Ｄ２Ｂ(1)⑦ 原子力プラント機器高度安全化対策技術 原子力プラント機器高度安全化対策技術（重要機器等脆化評価等） プ H17 終了 

基-12 Ｄ２Ｂ(1)⑦ 原子力プラント機器高度安全化対策技術 
原子力プラント機器高度安全化対策技術 

（高照射量領域の照射脆化予測） 
プ H17 新規 

基-13 Ｄ２Ｂ(1)③ 高経年化対策関連技術調査等 原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究  プ   

基-14 Ｄ１Ｂ(3)② 全ＭＯＸ炉心核設計手法信頼性実証試験 全ＭＯＸ炉心核設計手法信頼性実証試験 プ   

基-15 Ｄ１Ｂ(4) アクシデントマネージメント知識ベース整備 原子力施設のアクシデントマネジメントに係る知識ベースの整備 プ   

基-16 Ｄ１Ｂ(4) アクシデントマネージメント知識ベース整備 シビアアクシデント晩期の格納容器閉じ込め機能維持に関する研究 プ H17 新規 

基-17 Ｄ１Ｂ(5) 人間・組織の調査分析等調査 人間・組織等安全解析調査 プ   

基-18 Ｄ１Ｂ(2)② 機器設備耐震信頼性試験及び評価 原子力発電施設耐震信頼性実証等 地 H17 終了 

基-19 Ｄ１Ｂ(2)③ 地盤・構造物系の耐震性に関する試験等 原子力施設の非線形地盤・構造物相互作用試験及び基準整備 地   

基-20 Ｄ１Ｂ(2)④ 経年設備の耐震性に関する試験等 経年設備の耐震安全評価手法の整備 地   

基-21 Ｄ１Ｂ(3)① 燃料集合体信頼性実証試験 高燃焼度９×９型燃料信頼性実証 サ   

別紙２ 
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№ 中期目標 No. 年度計画の項目 評価対象事業名 分科会 備考 

基-22 Ｄ１Ｂ(3)① 燃料集合体信頼性実証試験 １／３炉心混合酸化物燃料信頼性実証 サ   

基-23 Ｄ２Ａ(1) 高燃焼度燃料の安全裕度に関する調査及び試験 高燃焼度燃料安全裕度確認試験 サ   

基-24 Ｄ２Ａ(2) 
核燃料加工施設等の安全性に関する調査及び試

験 
ＭＯＸ燃料加工施設安全技術調査等（閉じ込め性能等調査） サ   

基-25 Ｄ２Ａ(3)① 乾式キャスク等に関する試験及び調査 中間貯蔵施設基準体系整備事業 サ H17 新規 

基-26 Ｄ２Ａ(3)③ 燃料に関する調査及び試験 貯蔵燃料長期健全性等確認試験 サ   

基-27 Ｄ２Ａ(4)① 解体工事による周辺環境への影響に係る調査 
発電用原子炉廃止措置工事環境影響評価技術調査 

（研究開発段階発電用原子炉施設の廃止措置に係る調査） 
サ   

基-28 Ｄ２Ａ(4)② 
廃止措置に伴う諸課題及びその対策等に係る検

討 
解体廃棄物管理調査 サ H17 終了 

基-29 Ｄ２Ａ(6)① 低レベル放射性廃棄物に係る調査、検討等 廃棄事業許可等における計算解析等 サ   

基-30 
Ｄ２Ａ(6) 

①,② 

低レベル放射性廃棄物に係る調査、検討等 

高レベル放射性廃棄物に係る調査、検討等 
放射性廃棄物処分の安全評価技術に係る調査 サ H17 終了 

基-31 Ｄ２Ａ(5) クリアランスレベルの確認手法等に関する調査 クリアランス制度の整備に関わる調査 サ H17 新規 

基-32 Ｄ２Ａ(6)② 返還廃棄物に係る調査、検討等 返還廃棄物の確認手法に関する調査 サ H17 新規 

基-33 Ｄ１Ａ(2)① － 再処理施設保守管理技術等調査 サ H18 新規 

基-34 
Ｄ２Ａ(6) 

①,② 
－ 低レベル放射性廃棄物等受入時の廃棄体確認に関する調査 サ H18 新規 

解-１ 

Ｂ１(1)① 

Ｂ１(3)② 

 

Ｂ１(3)③ 

Ｂ２(2)① 

定期安全レビュー（ＰＳＲ）に係る評価業務 

原子炉施設を構成する設備の機械的強度等の技

術基準に係る業務 

研究開発段階炉のＰＳＡ 

安全解析コードの開発・改良整備 

ＰＳＡを用いた安全対策の解析評価 安  
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№ 中期目標 No. 年度計画の項目 評価対象事業名 分科会 備考 

解-２ 

Ｂ１(1)⑤ 

 

Ｂ１(3)① 

Ｂ１(3)② 

Ｂ１(3)③ 

原子炉施設等の安全性評価業務 

事象評価に係る業務 

原子炉施設を構成する設備の機械的強度等の技

術基準に係る業務 

研究開発段階炉のＰＳＡ 

耐震安全性及び構造安全性確認のための解析評価 安   

解-３ Ｂ１81)⑤ 原子炉施設等の安全性評価業務 再処理施設等の安全性確認のための解析評価 安   

解-４ 

Ａ１(1)① 

Ｂ１(1)② 

 

Ｂ１(2)② 

Ｂ２(2)① 

Ｄ１Ａ(2)② 

 

リスク情報に基づく検査制度の開発整備 

アクシデントマネジメント（ＡＭ）のレビュー

に係る評価業務 

ＰＳＡ手法の整備に係る業務（原子炉施設） 

安全解析コードの開発・改良整備 

発電用原子炉を対象とした安全規制におけるリ

スク情報の適用と評価 

安全規制の高度化のためのＰＳＡ活用の検討 

（リスク情報を活用した安全規制の高度化） 
安   

解-５ 

Ｂ１(1)③ 

Ｂ１(2)② 

Ｂ２(2)① 

「安全目標」に係る評価業務 

ＰＳＡ手法の整備に係る業務（原子炉施設） 

安全解析コードの開発・改良整備 

安全規制の高度化のためのＰＳＡ活用の検討 

（安全目標に対応する性能目標の検討） 
安   

解-６ 
Ｂ１(1)④ 

Ｂ２(2)① 

耐震設計審査指針高度化等に係る評価業務 

安全解析コードの開発・改良整備 
耐震設計指針高度化のための検討 安   

解-７ Ｂ２(2)① 安全解析コードの開発・改良整備 地震ＰＳＡ活用の検討 安   

解-８ 

Ａ１(1)① 

Ｂ１(2)③ 

Ｄ１Ａ(1)① 

Ｄ１Ａ(1)③ 

リスク情報に基づく検査制度の開発整備 

ＰＳＡ手法の整備に係る業務（原子力施設） 

国内外の整備状況等の調査・分析 

国際機関における基準類整備活動への参画 

再処理施設、ウラン加工施設等のＰＳＡ／ＩＳＡ手法の検討 安   
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№ 中期目標 No. 年度計画の項目 評価対象事業名 分科会 備考 

解-９ 

Ｂ１(1)⑤ 

Ｂ１(2)① 

Ｂ２(2)① 

原子炉施設等の安全性評価業務 

解析コードの開発・改良整備 

安全解析コードの開発・改良整備 

熱流動解析コード 安   

解-10 
Ｂ１(2)① 

Ｂ２(2)① 

解析コードの開発・改良整備 

安全解析コードの開発・改良整備 
炉物理、遮へい、被ばく解析コード 安   

解-11 Ｂ１(2)② ＰＳＡ手法の整備に係る業務（原子炉施設） シビアアクシデント解析コード 安   

解-12 Ｂ１(1)⑥ 原子炉施設関連データベースの整備 安全審査関連データベースの整備 安   

解-13 
Ｂ１(2)① 

Ｂ２(2)① 

解析コードの開発・改良整備 

安全解析コードの開発・改良整備 
耐震解析、構造解析コード 安   

解-14 Ｂ２(2)① 安全解析コードの開発・改良整備 再処理施設等の解析コード 安   

解-15 Ｂ２(2)① 安全解析コードの開発・改良整備 中間貯蔵施設の解析コード 安   

解-16 Ｂ２(2)① 安全解析コードの開発・改良整備 廃棄物埋設処分の解析コード 安   

（注）サ：核燃料サイクル・廃棄物管理技術分科会、地：地震・構造技術分科会、プ：プラント技術分科会、安：安全解析分科会 
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評 価 結 果 

No. 評価対象事業 総合評価 コメント 

基－１ 低炭素ステンレス鋼の非破壊検査技術実証 Ⅱ 

1) 現状技術の限界に挑む難易度の高い課題であるので、サイジング対象のき裂
レベル（数 mmか、10mm かなど）の重要性の違いも検査指針に盛り込みたい。
測定寸法と切断判明寸法との相異をていねいに分析して「シミュレーション」
の改良に活かして欲しい。 

2) 低炭素ステンレス鋼の溶接部のSCCに関連した非破壊技術の内特にUTの欠陥
検出性及びサイジングの精度向上を目的に膨大な実証データが取得されてい
る。その成果がNISA 指示文書に活用されていることは本研究の成果であると
評価できる。 

3) 本研究では溶接金属内を伝播するき裂についても測定の可能性が問われてい
るのであれば、溶接金属内を進展しているデータだけを取り出して、データ
の検出性、サイジングも実施しては如何か。 

基－２ ニッケル基合金溶接部の非破壊検査技術実証 Ⅱ 

1) BWR・PWR に共通し、材料的に正解がなく－かつ経年的に増加傾向のある SCC
課題として重要である。SCC と高温割れとの判別可能性、ECT 法の見極めにも
期待する。 

2) ニッケル基合金溶接部のSCCに対する非破壊検査技術を確立するためにUT及
び ECT 試験法を開発している。H17 年度については順調に進捗していると考
えられるが、特に研究の中間段階で検査指針の第一次（案）を提案している
ことは高く評価される。 

基－３ 容器貫通部狭隘部の非破壊検査技術実証 Ⅱ 

1) 初年度にして UTの可視化に成功していることを高く評価する。 
2) 容器貫通部狭隘部の非破壊試験に関する検査指針の作成のためには、非破壊

検査法の開発と試験データの取得が必要であることは論を俟たない。本研究
は H17 年度から開始された 4 年計画の研究である。初年度の成果としては十
分に実行されている。 

3) 本研究は非破壊検査法と言う観点からは基-1及び基-2と関係している。本研
究が終了する H20 年には基-1 も基-2 も終了する予定である。基-1 から基-3
までを統合化した原子力発電設備に適用可能な非破壊検査技術という観点か
らの研究体系を確立して欲しいと考える。 

基－４ 
実用原子力発電設備環境中材料等疲労信頼性実証事
業 

Ⅱ 

1) 低サイクル－高応力ほど時間効果＝環境効果が低く見積もられ、逆にすると
SCC（ΔK＝０）問題になる。ごく少数の特定機器においてであろうが、疲労
／SCC のいずれで取り扱いがき裂のサイジングに基づき決められることにな
る。 

2) 実機環境条件を考慮した軽水炉環境中における疲労評価手法の確立が重要で

別紙３ 
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No. 評価対象事業 総合評価 コメント 

あることは議論の余地はない。本研究ではオーステナイト系ステンレス鋼を
対象に膨大な試験データから環境疲労き裂進展速度式及びき裂進展速度線図
を策定し、環境疲労規格の策定に貢献していることは高く評価される。 

基－５ 複雑形状部機器配管健全性実証事業 Ⅱ 1) 適切な実験とデータ整理、基準への提案を含め成果を評価する。 

基－６ 原子力用ステンレス鋼の耐応力腐食割れ実証事業 Ⅱ 

1) 測定した SCC き裂進展速度は既定の鋭敏化 304 のそれを超えないが、値域の
最大/最小－差は一桁に及び、JSME のそれは中間にある。上記進展速度は直
近で測った硬さと相関が高いことを見出しているが、溶接条件・経年・環境
条件などの運転データで表せるほうが使いやすいと想う。 

基－７ 照射誘起応力腐食割れ進展評価手法の調査研究 Ⅰ 
1) 研究期間の 2/3 をおえて質・量ともかなりのデータが得られつつある。これ

らを評価ガイドに活用する場合の基準項目がき裂進展速度のほかき裂発生の
有無など多岐にわたる点に今後のまとめ方での工夫が期待される。 

基－８ 
Ｎｉ基合金応力腐食割れ進展評価技術調査 
（定荷重試験） 

Ⅰ 
1) Ni 基合金の SCC 進展速度データの取得に成果を挙げた。残る HWC(2)炉水条件

でのデータは、事業者の要望が高いこともあり、取得されることを期待する。 

基－９ 
Ｎｉ基合金応力腐食割れ進展評価技術調査 
（定変位等試験） 

Ⅱ 
1) 従来の SCC き裂進展速度の測定において、考慮されていなかった、K 値減少

型・溶接熱影響部での硬さ上昇の溶接金属部組織方向性等を取り上げ、選定
課題の適正さを実測結果により確認しつつある。 

基－10 Ｎｉ基合金溶接金属の破壊評価手法に関する調査 Ⅲ 

1) Ni 基合金の溶接金属の維持基準を策定するためには、破壊評価基準の研究が
重要である。本研究は H17 年度に発足した 5 年計画の初年度の研究であり、
初年度計画としては十分な成果が得られていると判断される。 

2) ところで材料の観点からは基-2に関連し、構造部位としては基-3に関連して
いるので、それらの成果との関連も考慮しながら調査を進めて欲しい。 

3) 始まったばかりであり、準備が計画通り進んでいる。この段階での評価は困
難で、今後の成果を期待する。 

基－11 
原子力プラント機器高度安全化対策技術 
（重要危機等脆化評価等） 

Ⅰ 
1) 監視試験片の再生課題が解決されたようで安心である。2 倍に再生される－

のような定量的表現が欲しい。 

基－12 
原子力プラント機器高度安全化対策技術 
（高照射量領域の照射脆化予測） 

Ⅱ 

1) 原子炉容器用低合金鋼の 60 年までの高照射量にともなう脆化予測が課題で
ある。従来の予測を上回る脆化が先行プロジェクトの加速照射により示され
たため、照射速度を含む高照射量と脆化との関係が今後調査・研究される。
手持ち高照射試験片残材・実炉照射材・電中研、原研の成果を活用して早期
の評価法確立をめざしている。 

基－13 原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研 Ⅰ 
1) 劣化尺度としての破断伸びと LOCA 時耐電圧とが良い相関を持つかはまもな

く確認される。日常使用時の雰囲気中湿度が影響する限界も確かめておいて
欲しい。 
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No. 評価対象事業 総合評価 コメント 

基－14 全ＭＯＸ炉心核設計手法信頼性実証試験 Ⅱ 

1) テーマ選定（①～③）と「全 MOX 報告」での検証データ表との対応を示して
欲しい。成果は計画通りに得られている。全 MOX に関する研究は他ではほと
んど行われていないので重要なテーマである。成果の発表がなされており、
今後活用されることを期待したい。 

2) 実証試験が国際共同研究に参加して進められており、テーマ選定や研究経費
の効率的運用がなされている。中・高燃焼度の MOX・ウラン燃料の組成分析
データとそれらの燃焼解析、全 MOX ボイド炉心の炉物理試験データとその炉
心解析との比較評価が行われ、解析コードの信頼性と精度が確かめられ、ま
た、問題点等を明らかにしている。また、本年度追加の MOX 炉心のドップラ
ー反応度測定試験炉の準備や予備解析など情勢の変化へ対応して研究が進め
られている。ただし、スケジュール管理が 1 国の自由にならないためか試験
計画やその解析の一部が次年度にまわるなど、若干の遅延がみられる。現在、
大間原発の 2 次審査がすすんでおり、これへの資料提供との観点からは計画
の遅延が懸念される。 

基－15 
原子力施設のアクシデントマネジメントに係る知識
ベースの整備 

Ⅱ 

1) AM 知識ベースは国際的にも重要なテーマである。国際協力により、効率的な
データ収集が行われている。3 つの国際協力計画により多くの新しい知見が
得られている。これらの成果について多くの発表が行われているが安全規制
に十分活用されることを期待する。 

2) SA 時の格納容器内で事故イベントと AM 操作への知見上主要な課題の選定と
マネジメントは国際協力研究計画に従って進められており、本年度は緊急に
対応すべ追加課題はみられない。各種の試験計画はほぼ順調に進められ、複
雑な蒸気経路でのエアロゾル挙動の定量的把握・コンクリート侵食解析コー
ドの改良・格納容器コンクリート上の実炉規模クラストの破壊強度など、格
納容器の健全性確保や AM操作上の有用な知見を得ている。昨年度からの着実
な進展がみられ、試験・解析結果の公表も活発に行われている。 

3) 非常に複雑な現象を対象としており、試験回数も限られていることから、コ
ンクリート侵食試験でのコンクリート組成による侵食形状の差異や圧力容器
内溶融に関する酸化雰囲気中試験でみられた逆成層化現象など、再現性や追
加試験の必要性と共に、現有の解析コードに、新しい機構を加えるような大
きな改良点など、未だ、かなり残されており、今後の研究の進展が望まれる。 

基－16 
シビアアクシデント晩期の格納容器閉じ込め機能維
持に関する研究 

Ⅲ 

1) SA時に重要な役割を果たす格納容器の機能についての発展的な研究テーマで
ある。外部委員からなる検討会を設け、適切な助言を得ている。基礎試験や
現実的なソースターム評価などの成果を得ている。今後の積極的な成果発表
を期待する。 
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2) SA の終焉と防災対策上、重要な課題となるガス状ヨウ素の再放出挙動、及び、
過剰水素の発生・処理等の SA晩期の格納容器内挙動について、前・後半の 5
年の長期計画の初年度にあたる。ガス状ヨウ素の放出挙動に関する基礎実験
装置の製作では、照射源としての既設γ線源のスケールアップ、照射試験容
器の整備とヨウ素ガス分析法の測定試験等が行われた。また、実験条件の検
討のために、SA解析コードによる実機事故条件の解析による格納容器内環境
(温度、FP分布、線量率等)の検討が行われた。同時に、ヨウ素化学解析モデ
ルを考慮した SA 解析コードの検討が行われた。さらに、MAAP コードによる
格納容器内ソースタームの評価・挙動が詳しく調べられた。テーマの選定は、
基-15 に続くフェーズとして適合したものであり、かつ、実験・解析とも国
内行われるので、試験研究のマネジメント上の問題は少ないが、長期計画で
あるので、年次計画を具体的にかつ詳細に立てておく必要がある。 

3) 本年度は初年度であり予備実験と予備解析の段階で具体的な公表された成果
はないが、実験の準備や SA時の格納容器内状況を調べる解析コードによる検
討は積極的に進められている。 

基－17 人間・組織等安全解析調査 Ⅰ 

1) ヒューマンファクタ研究や PSA 安全評価は、ハードウエアに関連した研究と
両輪をなして原子力プラントの安全性向上に重要なテーマである。多岐にわ
たるテーマを整理して、マンパワーを適切に配置して全体として多くの成果
を得ている。成果が着実に安全規制及び事業者の安全向上への取り組みに活
用されることが期待される。 

2) 広範で多様な側面をもつ課題について、安全・保安の関連する法令・規則・
基準・指針、組織立った体系的な検討、学会・国内外での動向調査により、
重要かつ緊急な 3 テーマを選定し、運営も適切で当初の事業計画に沿って仕
事が進展し、17年度の工程もほぼ完遂されている。また、緊急のニーズにも
課題の取り込みも適切である。多くの成果も挙げられており、成果の発表、
規制・基準（保安手順書・運用管理規定原案作成）への寄与も活発に行われ
ている。 

3) 広範囲の分野にわたる調査の体系的整理・解析がなされた人間・組織安全の
促進や安全文化関連の成果は普遍的な価値を有するものであり、原子力分野
のみならず他分野への貢献も期待されるので、広範な情報の発信が望まれる。 

基－18 原子力発電施設耐震信頼性実証等 Ⅱ 

1) 研究成果の活用に向けて地震 PSA と耐震裕度評価をいかに融合させていくか
についての論理構築が必要である。テーマの選定は適切であるが、地震 PSA
への適用と安全裕度の定量化とのバランスに留意すること。 

2) 想定外の事態への対応は良好。 



 

21 

No. 評価対象事業 総合評価 コメント 

3) 機器の限界状態に関する新しい知見とそれを評価する解析モデルの構築、類
似機種の耐力評価手法の開発は大いに評価される。 

基－19 
原子力施設の非線形地盤・構造物相互作用試験 
及び基準整備 

Ⅱ 

1) 研究成果の活用に向けて、粘着力の効果、浮き上り挙動における建屋の規模
効果、発破地震の設計用地震動としての適格性についての検証が不可欠であ
る。接地率に関する安全基準づくりのニーズは大で重要である。 

2) 人工地震の試験適合性の検討・評価は妥当であるが、「浮き上り」の外に、
「すべり」やその他の非線形現象にも留意した計画にすることが望ましい。 

3) 基礎・地盤の粘着力の効果にも留意すること。 

基－20 経年設備の耐震安全評価手法の整備 Ⅱ 

1) 研究成果の活用に向けて、実欠陥と人工欠陥の相似性、材質の照射等による
劣化の影響に対する論理構築が必要である。要素試験、複合モデル試験の成
果を最終成果に結びつける試験計画にすることが望ましい。 

2) 不測の事態への対処は良好。 
3) 業務の達成度は計画を超えている。 
4) 成果の活用は限界的であるが、現時点では評価される。 

基－21 高燃焼度９×９型燃料信頼性実証 Ⅰ 

1) 5 サイクル燃焼させた高燃焼度燃料について、照射後試験を実施し次々と新
しい知見を得ているのは高く評価でいる。 

2) 内外での学会での発表は活発で評価できるが、今後これらのデータを海外で
のデータを参考にしながら解析し、将来の燃焼度向上の安全評価、安全審査
等に役立てることが重要である。 

3) 島根炉での被覆管水素吸収、FPガス放出は通常の燃料棒とは別に考える必要
がある。 

4) コーナー燃料棒の水素吸収量の増加は、被覆管の中性子照射量等に着目して
解析できないか。 

5) AL-Si-O 添加燃料でのFPガス増加は、今後この種類のペレットの採用の是非
を含め検討する必要がある。 

6) 高燃焼度燃料の被覆管・部材及びペレットの金相学的試験は今年度目標に従
って順調に行われた。高燃焼度化に伴う被覆管表面酸化・被覆管とスペーサ
ーの水素吸収（脆化）について、従来の見解と異なる新しい知見を得たこと
は成果であるが、評価指針に反映するには、更なるデータの蓄積が必要であ
ると思われる。また、B 型燃料のコーナー燃料要素で系統的に見られた特異
腐食は燃料要素の健全性評価上で重要であり、その原因と挙動の解明が切に
のぞまれる。ただ、腐食状態に燃料要素の配置や方向性があることから環境
因子の影響が想定され、因子として、中性子束・ボイド率が挙げられている
が、同時に、温度変動も重要因子ではないか。これらの因子は同一燃料要素
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でも流れに沿って変わるので、軸方向位置を変えて測定がされる必要がある
のではないか。 

基－22 １／３炉心混合酸化物燃料信頼性実証 Ⅱ 

1) MOX 燃料中におけるプルトニウムスポット、高燃焼度燃料中におけるリム領
域で、これまでEPMA では測定できなかった FP気泡中での Xe濃度を測定した
ことは高く評価できる。 

2) この成果を基-21「高燃焼度 9×9型燃料信頼性実証」研究での FPガス放出の
解明に役立てて欲しい。 

3) 敦賀炉での MOX 燃料の燃焼度が低いので、できればフランス等と協力して海
外実用炉で高燃焼度まで照射した燃料を入手して研究することが望まれる。 

4) 高燃焼度・Pu高富化度領域の MOX 燃料の信頼性実証のため、燃焼に伴うペレ
ット物性や FPガス放出挙動を解明することが強く要望されている。本年度試
験では Pu スポットからの FP ガス放出挙動を知るために、浸透深度と位置分
解能を異にする電子線及び蛍光X線を用いるEPMAと XRFの両測定法を補完的
に適用し、各特性 X 線強度と Pu 濃度・Xe ガス濃度の校正曲線が得られ、両
保有量及び Xe生成量の計測を可能にする成果を挙げている。ただ、測定評価
技術整備が完了したとあるが、リム領域の X 線強度比や Pu スポットでの Pu
領域の広がりや Xe濃度に両測定結果の差異があり、これが浸透深度違いで生
じるのか測定精度から来るのか明確でないなどの課題も残されている。この
ため、両測定法の測定精度の検討が必要ではないか。 

基－23 高燃焼度燃料安全裕度確認試験 Ⅱ 

1) 温度履歴は全く異なるが、材料は同じであるので LOCA、RIA 試験で得られて
いる多くの成果と結びつけて検討することが必要である。例えば、水素濃度
による延性低下等が参考になるかと思う。 

2) 材料科学的観点に重点が置かれて研究が進められているが、今後破壊力学的
観点と材料科学的観点を結びつけて検討することが望ましい。 

3) 従来の基準では想定されていない水素化物に起因した外表面からの破損のメ
カニズム・破損閾値の評価指標・き裂進展モデルの構築を目標に、本年度は
照射材の酸化膜の微細組織・水素固溶限界と水素化物の析出配向、及び、材
料特性に及ぼす水素濃度・水素化物析出状態の影響調べられた。テーマの選
定・マネジメントは適切である。この内、照射による水素固溶限界と温度勾
配・応力下の水素化物の半径方向再配向では、従来見解とは異なる結果が得
られたこと、また、分子動力学による水素化物析出核の形成には照射による
点欠陥の発生が重要であるなど新たな知見を得ていることは評価される。た
だ、目標である水素化物によるき裂進展挙動の機構論的解析モデルの構築に
ついて、応力・温度勾配下での水素化物の成長速度やき裂進展について、部
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分モデル構築の過程で実験データでの検証が必要とされるが、本年度はこれ
らの検討までの進展はなされていない。 

基－24 
ＭＯＸ燃料加工施設安全技術調査等 
（閉じ込め性能等調査） 

Ⅱ 

1) アメリカ NISTのデータベースを唯 1つの参考データとしてあげているが、こ
の他 NRC の発行する SRP（Standard Review Plan for MOX fuel fabrication 
technology, Chap.7）の他、フランス、イギリスでの基準が参考になると思
う。 

2) 火災も耐震もグローブボックスに重点が置かれているが、グローブボックス
の負圧を維持する系統、及びグローブボックスを収納する部屋の閉じ込め性
能を取り入れ総合的に考えるべきである。 

3) 熱特性・燃焼基礎試験で熱・燃焼物性の基礎データを押さえ、燃焼基礎試験
で GB 内の火災特性とその解析コードを検証し、消火・換気などの AM の効果
を解明する一連の試験でのテーマ選定とマネ－ジメントは適切で、装置製
作・試験・調査は本年度計画スケジュールに沿って順調に進展し、かつ、所
定の成果をあげている。ただ、火災燃焼基礎試験では、火災現象に絞って研
究しているが、火災と同時に爆燃など、爆発現象の発生の可能性と挙動につ
いての検討と解析コード開発の必要ではないか。また、超音波漏れ試験の検
出感度でオリフィス口径のみが検証されているが、GBでは種々の物質が扱わ
れ、漏洩部はクラックや隙間といった線状間隙であることから、形状効果及
び混合ガス・蒸気（凝縮ガス）などの組成効果について検証しておく必要が
あるのではないか。 

基－25 中間貯蔵施設基準体系整備事業 Ⅱ 

1) 安全性評価(被ばく等)に関するEU調査以外、具体的な規制値、方法の説明が
ないので評価は難しいが、19年度からの安全審査を考慮すると基準値の設定、
検査方法の確立等を急ぐべきである。 

2) 綿密な検討が進められており、間近に迫っている事業申請後の安全規制制定
に貢献する成果が得られている。作業は順調に進んでいると評価できる。判
断基準作成に当たっては、JNES で主体的に動き、必要な項目の選定注意を払
って欲しい。 

3) 「海外等知見の調査・収集・評価」において、調査・収集評価した知見はデ
ータベースに格納とあるが、どういう形で利用されるのか、ただデータベー
ス化しただけと見られかねない。 

基－26 貯蔵燃料長期健全性等確認試験 Ⅱ 

1) リング圧縮試験は、(独)日本原子力研究開発機構（旧原研）で LOCA の研究で
実施しているので測定方法、データの解析等で参考になると思う。 

2) 可能ならばすでに東京電力、日本原子力発電で貯蔵している燃料取り出し、
被覆管中での水素挙動を調べるのも興味深い。 
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3) テーマ選定・マネジメント・成果については、試験は実施目標に従って順調
に進められ、有用な成果がえられている。ただ、基-23 の試験との類似につ
いて、熱クリープや照射硬化の回復など異なる課題も取り扱われ、かつ、水
素化物の再配向試験では、各試験項目の視点が異なっていることが理解され
るが、被覆管の水素脆化の機構・破壊挙動解明としては共通しているので、
一層密接なコミュニュケーションに、試験研究が進められることを希望する。 
また、この応力・温度勾配下の水素化物の再配向に関して得られたデータは
基-23 の結果との整合性上問題はないか。 

基－27 
発電用原子炉廃止措置工事環境影響評価技術調査
（研究開発段階発電用原子炉施設の廃止措置に係る
調査） 

Ⅱ 

1) 現在、ふげんでは生体遮へいコンクリート中のトリチウム、放射化核種の分
布、水分含有量、配管除染等が進められている。使用済燃料中間貯蔵基準体
系整備事業（基-25）のように、ふげんの現状及び事業者が今後どのように解
体を進めるかを理解して上で計画を進めるべきである。 

2) 拡散影響評価の対象者に、解体作業者を考えなくていいのか。 
3) 評価条件で用いるパラメター（数値）の妥当性をどのように検証していくか、

検討しておく必要があるのではないか。 
4) カランドリア管切断時の粉じんは、すべてフィルターで補足できるのか。一

部すり抜けることを考えなくてもいいのか。 

基－28 解体廃棄物管理調査 Ⅱ 

1) その一部はクリアランス検認制度の整備に係る調査にも関係するが、今後解
体廃棄物の分別の基準となる具体的な値及び解体、分別規制に関するガイダ
ンスを作成することが重要になる。 

2) 今後、軽水炉の解体も始まるので解体、再利用の現状、規制に対する調査も
必要である。 

3) 廃棄物管理においては、記録データの保持と内容の整理、データの利用が重
要と思われます。得られたデータの使い勝手とセキュリティについての検討
は行われているのか。 

4) いろいろなケースで外国への調査が多いが、廃止措置については、外国から
先例として調査に来るくらいの、また現場での作業が安全確実に行われるよ
うに、しっかりした管理体制、解体廃棄物手順、実施のための基準類作成支
援を行って欲しい。 

基－29 廃棄事業許可等における計算解析等 Ⅱ 

1) 大きな規制ニーズとして、ウラン廃棄物の処理処分方法がある。できればこ
の領域の検討を始める必要がある。 

2) 高周波誘導加熱及びプラズマ加熱では、溶融部分とスラグ部分の 2 つに分け
検討する必要がある。 

3) データベースの活用及び IT 化は、18 年度が開始であるが、17 年度に検討を
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始めており、廃棄確認の高度化と関係者間の共通利用化を目指すとしている。
IT化は、よく言われることであるが、全体のグランドデザインがよくできて
いないと絵に描いた餅に終わることが多い。慎重な対応が望まれる。 

4) 一軸圧縮強度とセメント/水比の関係式については、温度や養生条件の違いも
あるので、確認方法と関係式の見直しをどういう形で行うかを検討しておく
必要がある。 

5) 大規模な原子炉構成材の範囲をどこにするか、将来を見越した計画を策定す
る必要がある。 

基－30 放射性廃棄物処分の安全評価技術に係る調査 Ⅱ 

1) 総体的システムの安全評価が確立するとともに、核種を固定した安全評価を
することも大切である。 

2) 事業者の具体的な計画が決まっていない中で、先行的に技術基準を策定する
ことの、困難さは理解できる。幅広い視点からの検討が望まれる。 

3) 委託業務としての「安全評価モデルの調査」は精力的に実施されているが、
JNES ではその結果をどう生かすか、についての議論が不足している。また、
安全規制の具体化というニーズに沿った調査研究と受託研究の内容の連繋が
わかりにくいので、関連性についての整理が必要である。 

4) 「公共地下利用の・・・」の項目については、一昨年成立の「大深度地下利
用法案」の関連をチェックしておく必要があるのではないか。 

5) 再冠水に関しては、解析のまとめでは、今後の課題が多いとしているが、実
績では“定量的な結果”を得たとなっている。現状では、定量的とは言えず、
また再冠水時の核種の移行に関しては、不飽和状態でも気液２相状態で核種
が動くと思われるが、そのあたりの検討も含める必要があると思われる。 

6) 「人工バリアの共通的安全評価手法の検討」において、詳細モデルと簡易化
モデルの比較が行われているが、両者が同等であるという客観的な評価の方
法を示した方がいいのではない。 

7) 現在、サイト選定が難しく、遅れているので安全評価を続けるしかないが、
規制のための規制にならないことを望む。 

8) 各国の FEP を取り込んで、データベースを構築するということだが、何でも
入っていることになりはしないか。重要度を付けることはしないようなので、
SuperFEP が魅力あるのでしょう。今後のために、SuperFEP の概念とこの調
査研究の中での位置づけを明確に示しておいて欲しい。 

9) 「安全評価技術の調査」という表題と実際に行われている研究の中身の整合
性がとれていないのではないか。「技術」を非常に幅広くとらえてのことで
しょうが、はじめに解説が必要である。 
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10) 成果で示された「ガイドライン」に関し、「ガイドラインには強制力を持た
せない」といった趣旨の説明に違和感が残る。ガイドラインという文言のと
らえ方はさまざまなので、その定義を示していただければ、ありがたいです。 

基－31 クリアランス制度の整備に係わる調査 Ⅱ 

1) 法律的な整備とともに、実施方法も良く整備されてきているので、なるべく
早い機会にどこかで実施、その具体例が紹介されることを望む。 

2) 課題への対応、作業の進め方もうまくいっていると言える。 
3) 抜き取り検査の提言において、検査をすり抜けた不適合割合がどの程度まで

許容できるのか、数字についての検討が必要ではないか。 

基－32 返還廃棄物の確認手法に関する調査 Ⅲ 

1) 第 3者に当たる BV社が存在し、客観的な品質保証体系は確立されていると思
う。しかし、すでに確認していると思うが、製造者に当たる BNSG 及び AREVA
においても、製造部門と品質管理、保証部門が分離されていることを確認す
ることが必要である。 

2) 廃棄物は、電力各社毎に異なった担当者が受け入れ検査に当たるのではなく、
連合体を整備し、いつも同じ専門家が検査する体系を構築することが重要で
ある。 

3) JNES の役割がよくわかるように説明されている。ただし、廃棄確認は間接的
な評価のみによって行われているので、時には実地調査などを踏まえての検
査体制が必要なのではないかと思われる。 

4) 海外事業者のデータの信頼性が、どうすれば保証できるのかを検討しておく
必要がある。 

基－33 
（１８年度新規事業） 
再処理施設保守管理技術等調査 

－ 

1) 経験が豊富なフランス、イギリスの再処理工場で、高経年化で起こったトラ
ブル、事故をよく調査することが必要である。さらに、類似の化学プラント
でのトラブル、事故調査も望まれる。 

2) 「失敗学」が最近よく話題になるが、過去のトラブル（トラブルの原因だけ
でなくそこに至る過程）から何を学んだか、その教訓がどこに生かされてい
るのか、まとめておく必要がある。 

3) 高経年化対策に関しては、データの蓄積が最も重要であることに間違いない。
JNES としての主体性をデータの蓄積の中にどう生かすかの議論が必要であ
る。 

基－34 
（１８年度新規事業） 
低レベル放射性廃棄物等の埋設確認等に関する
調査 

－ 

1) 大型金属廃棄物及び非固型化金属にはどのような廃棄物があり、どのような
放射性核種を内在するかをしっかり把握することが必要である。 

2) その上で、再利用できるか処分すべきかを決定し、処分する場合含まれる核
種によって適切な処分場を決定することが重要である。 

3) 調査研究は始まったばかりであり、今後内容を詳しく詰める段階であろう。
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   イメージ段階のものが多いので、具体化について語句の定義や丁寧な説明を
望む。大型廃棄物などは、スケール感が読み取れればいいと思う。 

解－１ ＰＳＡを用いた安全対策の解析評価 Ⅰ 

1) リスク情報を安全規制に反映するための評価手法の整備、評価として、事例
の枠組みの検討と高速増殖炉の PSA 手法整備を進めており評価できる。特に
再発防止策の要不要の判断を他プラントに水平展開する枠組みを提案しその
適用性を確認していることは評価できる。 

2) 目標管理型業務評価試行計画を業務管理として行っているのはマネジメント
の効率化の点で評価できる。しかし当面の目標の達成のみに評価を集中する
あまり周辺分野の勉強や未知の将来の課題への対応の準備、さらには専門家
によるボランタリーな活動（例えば学会活動）への協力などが discourageさ
れないようにお願いしたい。 

3) 成果の学会発表がなされていることは評価できる。一歩進んで博士号の取得
を奨励する具体的仕組みを用意するなど個人の能力向上を継続的に図ること
も考えられるのではないだろうか。知識の継承、システム化された能力開発
は効率的経営のための重要課題である。 

解－２ 耐震安全性及び構造安全性確認のための解析評価 Ⅰ 

1) 大地震後の適切な情報伝達と住民対応は極めて重要な課題である。本業務で
は、このための地震後プラント健全性評価・情報伝達システムの原型を整備
し、自治体の協力を得て具体的な適用を行なっている。また、2005 年 8月 16
日地震による女川原子力発電所の耐震安全性評価を行い、その成果を同シス
テムに活用している。 

解－３ 再処理施設等の安全性確認のための解析評価 Ⅲ 

1) 再処理施設等の安全性確認のための解析評価の取り組みを淡々とやっている
のが現状である。事故時局地気象解析にしても、ローカルな気象データに基
づく事故時被ばく線量評価を最新の知見に基づく解析評価法の取り組みを検
討する必要があるように思える。また、トラブル事象解析手法の調査・検討
についても、異常な過渡変化につながるものと思われるものについては、そ
の定量的評価へ向けての検討を期待する。 

解－４ 
安全規制の高度化のためのＰＳＡ活用の検討 

（リスク情報を活用した安全規制の高度化） 
Ⅰ 

1) 原子力安全保安院におけるリスク情報活用のためのガイドラインの策定にお
いて大きい役割を果たし、これを公衆審査にかける段階まで推進したことは
特に高く評価できる。 

2) リスク情報を活用した供用期間中検査の高度化、日本原子力学会の PSR 手順
書の策定への貢献、停止後アクシデントマネジメント整備に係る検討、機器
故障率データの整備、人間信頼性解析手法の高度化、工認及び検査対象項目
に係る評価、保安規定記載事項の安全性評価、リスク情報と活用した重要度
分類の検討、火災 PSA、停止的レベル2PSA、レベル 2など地震 PSA 手法整備、
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レベル 3PSA の検討リスク情報を活用した安全規制の検討のため重要な成果
を得たことは評価できる。 

3) 日本原子力学会誌に「軽水炉確率論的安全評価入門」の連載が始まったが成
果の普及のために誠に時宜を得た解説として高く評価できる。 

解－５ 
安全規制の高度化のためのＰＳＡ活用の検討 

（安全目標に対応する性能目標の検討） 
Ⅰ 

1) 原子力安全委員会における安全目標に対応する性能目標の策定において中核
的役割を果たしてリスク情報を活用した安全規制導入に対する基盤を確立し
たと特に高く評価できる。 

解－６ 耐震設計指針高度化のための検討 Ⅰ 

1) 今後の原子力耐震設計において、地震動の不確定性を考慮に入れる事は不可
欠である。本業務では、その取扱いについて様々な提案を行い、新しい改定
指針の制定に貢献している。 

2) 指針改定後に既設プラントの耐震安全性評価（バックチェック）が行われる
であろうが、このための決定論的及び確率論的（残余リスク）耐震安全性評
価手順書を作成している。これは、事業者のバックチェックに対する標準的
手順書として極めて重要であり、有効に活用される事になろう。 

解－７ 地震ＰＳＡ活用の検討 Ⅰ 

1) 指針の高度化に伴い、設計地震動を超える地震動の可能性と、その影響を考
慮した、「残余のリスク」の評価が必要になってくる。このために地震 PSA
の活用が不可欠であり、本業務ではその適用の標準的手法の整備を行って、
原子力学会の PSA 標準の策定に貢献している。また、機器の免震による地震
リスクの低減について検討している。 

2) 津波 PSA 及び津波解析の手法に関する検討を行い、IAEA のアジア諸国に対す
る津波防災支援プロジェクトへ参画して国際的に貢献している。 

解－８ 
再処理施設、ウラン加工施設等のＰＳＡ／ＩＳＡ手

法の検討 
Ⅰ 

1) 再処理施設の代表的な想定事故事象の PSA を実施する手順書を系統的に整備
し、再処理施設全体のリスクプロファイルを概略的に明らかにしたことは、
今後の再処理施設の PSA の推進のみならず、その安全規制へのリスク情報の
活用策の検討に役立つものといえ、その成果の意義は大きいものと思う。ま
た、ウラン加工施設に対する ISA についても、わが国独自の安全確保項目の
重要度評価法を考案し、ISA の手順書を高度化した。その成果は米国 NRC か
らも注目されていることから、意義の高いものと判断される。なお、その手
順書の基づく ISA の実施において、その評価の信頼性向上へつながる仕組み
を考え、安全規制の信頼性向上に今後取り組んでいただきたい。 

解－９ 熱流動解析コード Ⅱ 
1) 過渡沸騰遷移事象評価手法に関するコード整備、規制支援など評価できる成

果が得られている。 

解－10 炉物理、遮へい、被爆解析コード Ⅲ 1) 着実に計画した業務を進めたと評価できる。 
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解－11 シビアアクシデント解析コード Ⅱ 1) 国際協力を積極的に活用しそれをリードする成果を挙げたと評価できる。 

解－12 安全審査関連データベースの整備 Ⅲ 
1) 安全審査関係データベースの整備が着実になされたと評価できる。解析評価

技術管理コードの導入がなされ効率化と品質管理に向上すると期待できる。 

解－13 耐震解析、構造解析コード Ⅲ 
1) 原子力耐震において必要な、地震動、地震応答、3次元 FEM、溶接解析、燃料

応力解析などの多様な解析コードの整備を着実に行っている。 

解－14 再処理施設等の解析コード Ⅰ 

1) 再処理施設等の解析コードについては、JAEA の MOX 施設、JNFL のガラス固化
体貯蔵建屋のクロスチェック安全解析に際して、これまでの解析コードの整
備の有効性が確認され、本業務の本来目的が十分達成されたことの証となっ
ており、高く評価される。今後も最新の知見を反映し、解析の信頼性と効率
化の向上へ向けての検討を期待する。一方、臨界事故解析コードについても、
継続的の検討な検討を行って OECD/NEA の国際専門家会合で改良解析コード
を発表していることから、成果は得られていると言えるが、まだいくつかの
課題が残されており、それらを解決するとともに、本来業務に沿った検討へ
と展開して欲しい。 

解－15 中間貯蔵施設の解析コード Ⅰ 

1) 中間貯蔵施設の解析コードについては、近い将来予定されている金属キャス
ク方式使用済燃料貯蔵施設のクロスチェック安全解析に備えて、基本的な安
全解析コードの整備を終えており、タイムリーな成果と言える。今後も試解
析等の実施を重ねることによって、信頼性の高い、迅速なクロスチェック解
析体制を作り上げることが期待でき、その成果の意義は極めて大きいと言え
る。 

解－16 
再処理施設等、中間貯蔵施設及び廃棄物埋設処分の

解析コード 
Ⅱ 

1) 廃棄物埋設処分の解析については、余裕深度処分における安全評価の基本と
なる地下水移行シナリオによる安全解析コードの導入・改良を基本的に終え、
近い将来に予定されるクロスチェックに向けての体制が備えられたことは評
価できる。しかし、地下環境は地形及び地域気象環境と密接な関連をもって
いるものと思われることから、種々のパラメータについては、今後とも検討
を重ね、できるだけ現実的な評価と判断されるように、解析コードの検証と
試解析を継続し、クロス解析に備えることを望む。 

 

 


