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平成2３年度における機構の主要な業務成果について 

    
Ⅰ．総合評価 
 
Ⅱ．サービスの質の向上 
     １．福島第一原子力発電所事故への対応 
     ２．安全研究・安全情報関連業務 
     ３．安全審査等関連業務 
     ４．検査等業務 
     ５．国際業務 
     ６．広報業務 
 

Ⅲ．業務運営の効率化 
     １．人材確保・育成・活用 
     ２．効率的･機動的な組織運営 
       (1) 機動的・弾力的な組織運営 
               (2) 業務の質の向上 
       (3) 第3者評価 
     ３．科学的・合理的判断に基づく業務の実施 
     ４．業務の効率化 
     ５．内部統制 
    

Ⅳ．自己評価 
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Ⅱ．サービスの質の向上 
１．福島第一原子力発電所事故への対応  
   (1) 事故収束への取り組み 
   主な取り組みとして福島第一原子力発電所の中期的安全確保に対する支援、機器設備の地震時影響 

 評価、余震時の原子炉建屋の耐震安全性評価などを実施した。 
   (2) 事故の教訓を踏まえた取り組み 

 a. 安全対策への取り組み 
    主な取り組みとして、緊急時安全対策の実施状況に対する立入検査、ストレステスト実施に係る  

  技術的支援、安全基準等の策定支援を実施した。 
  b. 安全研究の見直し 
    福島第一原子力発電所事故を踏まえた緊急７項目及び追加１５項目の安全研究を実施するととも 

  に緊急性の低い研究を凍結し、福島第一原子力発電所事故により実施困難な研究を廃止した。 

   (3) 情報発信及び情報収集 
 a. 国内外への情報発信 

    NISAの海外発信活動の支援、海外の技術支援機関等との情報共有を推進するとともに、 NISA    
  コールセンターへの専門家の派遣、事故のJNESの取組に関するシンポジウムの開催を実施した。 

  b. 情報収集 

    海外の規制制度全般についての調査結果のNISA及び内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室へ 
  の提供により、新しい原子力規制庁の設立構想へ寄与するとともに、欧州のストレステストや米国 
  NRCの福島第一原子力発電所事故対応に関する調査結果のNISAへの提供により、我が国の当該事 
  故の教訓への対応を支援した。 

   (4) 福島（現地）における取り組み  

   原子力災害現地対策本部への支援、住民の一時立入への支援、災害廃棄物の放射能濃度調査などを 
 実施した。 

Ⅰ．総合評価  平成23年度の成果の概要（１／7） 
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２．安全研究・安全情報関連業務 

 (1) 安全研究マネジメントの強化 

   福島第一原子力発電所事故関連研究への重点化、原子力安全研究評価委員会の研究成果に対する評 

 価指標の見直し、安全研究を部門横断的かつ戦略的に進めるためのポストの設置などを実施した。    

   (2) 規制制度への提言などの取り組み 

   安全研究、情報収集等から得られた知見や将来の規制ニーズなどを評価・分析し、安全規制制度に 

 おいて優先的に取り組むべき課題やその解決策を規制当局に提案した。 

 (3) 安全研究の規制ツールとしての主たる活用事例 

   （７件の活用事例について紹介） 

３．安全審査等関連業務 

 (1) 安全審査等の支援の主たる活用事例 

   （４件の活用事例について紹介） 

４．検査等業務 

 (1) 改善活動への取り組み  

   検査の信頼性に疑念をもたれるような検査未実施等の問題を受け、検査三部門のQMマニュアルの 

 一元化、マネジメントレベルの関与の強化などの業務マニュアルへの反映、検査員行動規範の制定な 

 ど主体性及び独立性を確保した検査体制を構築するとともに、検査等業務に関する内部監査及び外部 

 監査を実施した。 

Ⅰ．総合評価  平成23年度の成果の概要（２／7） 
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５．国際業務 

   (1) 福島第一原子力発電所事故を踏まえた国際活動 

   福島第一原子力発電所事故の国際的な知見共有のため、NISAの情報発信を技術的に支援するととも 

に、世界の原子力安全の向上に貢献するため、海外の技術支援機関（TSO）等と技術的な情報交換を 

行った。 

   (2) 新規導入国支援 

  a. ベトナム向けインテンシブ研修の成果として、LOCA解析に関し指導員レベルに到達する等、規制 

   機関（VARANS）の原子力安全規制基盤の能力向上に貢献した。 

  b. 原子力発電所の新規導入を計画しているアジア諸国の耐震安全の専門家に対し、福島第一原子力発 

   電所事故で得られた知見を伝え、安全規制の理解を深めた。 

   (3) IAEA安全基準の整備支援（IAEA安全基準の強化） 

    JNESが主催する検討会、分科会及び職員による分析・検討を通じて、IAEA安全基準の強化に向け

た活動に貢献した。 

   (4) IAEA国際耐震安全センター特別のEBP事業 

    各々のテーマに係る技術文書を2012年から2014年に作成することを提案し、承認された。 

   また、福島第一原子力発電所事故による津波に係る教訓及び情報発信に係る教訓を国際的に発信し、

IAEAの特別拠出金プロジェクト（EBP）活動に貢献した。 

Ⅰ．総合評価  平成23年度の成果の概要（３／7） 
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６．広報業務 

   (1) 福島第一発電所事故に関する情報発信  

   福島第一原子力発電所事故に関する情報発信として、NISAコールセンターへの専門家の派遣、メ

ディアによる取材への対応及び福島第一原子力発電所事故のJNESの取組に関するシンポジウムの開

催を実施した。 

   (2)安全研究年報の発行 

   安全研究により得られた成果、規制課題に必要な規制ツールの整備状況及び規制活動へ反映する事

項を「安全研究年報（平成22年度版）」としてまとめ、発行するとともに、機構ホームページに掲載

した。 

 

Ⅲ．業務運営の効率化 

１．人材確保・育成・活用 

   (1) 人材の確保、評価、活用及び育成  

  a. 前年度に引き続き人材確保に努めるとともに、コンピテンシー評価を基礎とした能力評価（絶対評 

   価）及び半期毎の業績評価（相対評価）を定めた。 

      b. 「原子力安全人財バンク制度」により、 福島県への原子力技術者の派遣、技術情報の英文翻訳及び 

   査読などにJNES職員ＯＢを有効に活用した。 

      c. 人材育成戦略ワーキンググループを開催し、研修の強化・充実等を検討・推進した。 

Ⅰ．総合評価  平成23年度の成果の概要（４／7） 
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２．効率的･機動的な組織運営   

 (1) 機動的・弾力的な組織運営 

   a. 防災体制の構築、強化  

   福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、技術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）を行うための機動的な緊急時体制の整備を行った。 

   b. 品質管理の強化 

  「検査等業務についての第三者調査委員会」の提言を踏まえ、検査等業務を行う3部門（検査業務部、

核燃料サイクル施設検査本部及び福井事務所）の業務品質管理を一括して行うこととした。 

 (2) 業務の質の向上  

   主な取組として、QM規程の改訂、「外部有識者による品質管理評価委員会」の設置、 リスクマネ 

ジメントの実施、法人文書管理方法の定着などを実施した。 

 (3) 第三者評価 

   平成２3年度にJNESが行った試験研究等の成果及び平成２4年度に行う試験研究等の計画を対象 

として、「原子力安全研究評価委員会」を開催した。平成2３年度の安全研究７２事業では5段階 

評価(Ⅰ＞Ⅴ)のⅡが1４％、Ⅲが８５％、Ⅳが１％であり、全体として概ね計画通りの成果を上げなが

ら業務を進めているとの評価。 

 

Ⅰ．総合評価  平成23年度の成果の概要（５／7） 
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３．科学的・合理的判断に基づく業務の実施 
 (1) 科学的・合理的判断を行うための技術的基盤の整備 

          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６６事業を実施した。 

   (2) 判断根拠の透明性確保 
   判断根拠の透明性及び科学的妥当性の確保に資するため、2０3件（国際発表７４件、国内発表 
1２９件）の学会発表、論文発表を実施した。 

４．業務の効率化 
 (1) 一般管理費、事業費の削減  

          本部事務所の統合による事務所経費の削減、ワシントン事務所の管理経費の削減及びIT総コスト  
 の削減を実施した。 

   (2) 人件費の削減 

  a. 平成17年度が基準年度の場合、6%以上の削減目標を達成。 
      b. 平成19年度が基準年度の場合、平成23年度までに4％以上の削減目標も達成。 

   (3) 契約の適正化 

  a. 契約監視委員会からの指摘を踏まえて、「役職員の意識改革と意欲的な取組」、「関係部署におけ 
 る対応及び連携の強化」、「審査の一層の適正化と反映」の３項目を柱とする改善策を講じること  
 とした。 

  b. 随意契約の件数・金額の割合は、震災の影響及び本部事務所移転に伴い共に増加したが、震災の影  

    響及び本部事務所移転契約を除くと昨年並みに推移した。 

  c. 一者応札は、東日本大震災により福島第一原子力発電所の事故の影響からH23年度は昨年より 
 14.3ポイント増加した。H20年度比では10.7ポイント減の57.3％になった。  

      d. 随意契約割合及び一者応札割合は前年度に比べて増加したが、平成23年度全体の契約請求額に 
 対して、契約ベースで約１５億円節約した。  

Ⅰ．総合評価  平成23年度の成果の概要（６／7） 
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   (4) 事務所等の見直し 
    本部事務所の統合による合理化及び ワシントン事務所の管理経費の削減を行った。  
   (5) 外部能力の活用 
      a. 調査、試験関連業務等におけるデータ入力などは、業務の効率化の観点からアウトソーシングを実 

 施した。 
      b. 給与関連業務及びJNES内情報システム運用管理業務は専門性が求められることから、効率化の観 

   点からアウトソーシングを継続実施した。 
 (6) 情報化の推進とIT総コストの削減 
    a. 各業務システム及びデータベース郡のサーバ統合環境への移行、 予算執行管理、財務会計等各業務 

   の新システムの運用、電子メール、掲示板等の機能を持つグループウェアの運用を開始した。 
      b. サーバ統合環境の整備等により、平成22年度実績比３２％の削減を達成した。  
５．内部統制 
   (1) 経営機能  
    a. リーダーシップを発揮できる環境整備 
      b. 法人のミッションの役職員の周知徹底 
      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     
      d. 内部統制の現状把握・対応計画の作成 
   (2) 監査機能 
      a. 法人の長のマネジメントに留意した監事監査 
      b. 監事監査で把握した改善点等の法人の長等への報告 
      c. 監査室の行う内部監査 
    d. QMS内部監査 
   (3) 契約適正化 
   (4) 情報セキュリティ 

Ⅰ．総合評価  平成23年度の成果の概要（７／７） 
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   (1) 事故収束への取り組み 

   主な取り組みとして福島第一原子力発電所の中期的安全確保に対する支援、機器設備の 

  地震時影響評価、余震時の原子炉建屋の耐震安全性評価などを実施した。 

 

   (2) 事故の教訓を踏まえた取り組み 

   a. 安全対策への取り組み 

    主な取り組みとして、緊急時安全対策の実施状況に対する立入検査、ストレステスト  

      実施に係る技術的支援、安全基準等の策定支援を実施した。 

   b. 安全研究の見直し 

    福島第一原子力発電所事故を踏まえた緊急７項目及び追加１５項目の安全研究を実施 

       するとともに緊急性の低い研究を凍結し、福島第一原子力発電所事故により実施困難な 

       研究を廃止した。 

    

Ⅱ．サービスの質の向上  

 １．福島第一原子力発電所事故への対応（１／２） 
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   (3) 情報発信及び情報収集 

 a. 国内外への情報発信 

    NISAの海外発信活動の支援、海外の技術支援機関等との情報共有を推進するととも 

      に、 NISAコールセンターへの専門家の派遣、事故のJNESの取組に関するシンポジウ 

      ムの開催を実施した。 

  b. 情報収集 

    海外の規制制度全般についての調査結果のNISA及び内閣官房原子力安全規制組織等 

       改革準備室への提供により、新しい原子力規制庁の設立構想へ寄与するとともに、欧州 

      のストレステストや米国NRCの福島第一原子力発電所事故対応に関する調査結果の 

      NISAへの提供により、我が国の当該事故の教訓への対応を支援した。 

   (4) 福島（現地）における取り組み  

   原子力災害現地対策本部への支援、住民の一時立入への支援、災害廃棄物の放射能濃度 

    調査などを実施した。 
 

Ⅱ．サービスの質の向上  

 １．福島第一原子力発電所事故への対応（2／２） 
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Ⅱ．サービスの質の向上  １．福島第一原子力発電所事故への対応 

 

 事故収束への主な取り組みとして以下を実施した。 

○福島第一原子力発電所の中期的安全確保に対する支援 

 (1) 福島第一原子力発電所の中期的安全確保のための要件、審査基準案等５件（炉注水設備、使用済 

   燃料プール冷却設備、滞留水処理設備、瓦礫貯蔵設備、ホウ酸注入設備）をNISAへ提示した。 

 (2) これを受けNISAが作成した１～４号機に対する「中期的安全確保の考え方」に基づき、東京電力 

   から提出された「施設運営計画」の妥当性確認作業を支援した。 

 (3) 上記妥当性確認作業の支援のうち原子炉注水に係る安全評価について報告書にまとめ、機構ホーム 

   ページに掲載した（平成24年６月）。 

 (4) 福島第一原子力発電所の保安規定変更のためのヒアリングに参加し、NISAの技術的支援を行った。 

○機器設備の地震時影響評価 

   １～３号機の機器設備に関し、事業者が評価を実施した安全上重要な「止める」「冷やす」「閉じ 

  込める」の基本機能に係る設備について、建設時と今回地震時の床応答スペクトルとの比率等に基づ 

  く方法によりその妥当性評価を行った。 

○余震時の原子炉建屋の耐震安全性評価 

   ３、４号機の原子炉建屋を対象として、核燃料を内包する重要設備に対する波及的影響防止の観点 

  等から、余震に対する現状の原子炉建屋の耐震安全性について検討した。 

 (1) 事故収束への取り組み 
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Ⅱ．サービスの質の向上  １．福島第一原子力発電所事故への対応 

 

 事故の教訓を踏まえた安全対策への主な取り組みとして以下を実施した。 

○緊急安全対策の実施状況に対する立入検査 

   経済産業大臣からの指示により、敦賀発電所及び高速増殖炉もんじゅに対して福島第一原子力発電 
  所事故を踏まえた緊急安全対策の実施状況について、また、三菱原子燃料㈱など燃料加工メーカーに 
  対して保管燃料体の健全性について立入検査を実施した。 

○ストレステスト実施に係る技術的支援  

   欧州におけるストレステストの内容を調査するとともに、我が国のストレステスト内容の検討に 

  対して審査の視点（案）を作成するとともに、具体的な審査を行うなど技術支援を実施した。 

                                        （次葉参照） 
 

○安全基準等の策定支援    

 (1) 事故の技術的知見の収集・評価への支援       

    事故を踏まえた規制課題に関する諸外国の規制動向を調査するとともに、事故事象を把握する 

   ため、事故再現解析や感度解析を実施した。  

 (2) シビアアクシデント対策の具体的な規制要件化に係る技術的支援    

    シビアアクシデントに関するこれまでの安全研究成果を活用し、具体的な規制基準の策定等を 

   支援するとともに、意見聴取会資料の作成等を支援した。 

 (3) 原子力災害対策の見直しへの対応    

    住民避難等に係る緊急時活動レベル（EAL）のガイドラインを作成するなど、原子力安全委員 
   会の実施する「防災指針」の見直しに関し、技術的支援を実施した。 

 (2) 事故の教訓を踏まえた取り組み a. 安全対策への取り組み 
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Ⅱ．サービスの質の向上  １．福島第一原子力発電所事故への対応 

 

○ストレステスト 

 (1) 目的  

  国は、原子力発電所の更なる安全性の向上と安全 
 性についての国民・住民の安心・信頼の確保のため、 
 欧州で導入されたストレステストを参考に安全性評価 
 を実施する。 
  実施に際して、ＪＮＥＳへ技術支援の依頼がなされ 
 た。 

 
 (2)ＪＮＥＳにおける支援内容 
  ① 原子力発電所及びサイクル施設のストレステスト 
    審査の視点（案）の作成に対する支援 
    ② ストレステストに関する国際セミナーや、 
    OECD/NEAとの技術専門家会合への支援 
                                           （11月17日開催） 
    ③ IAEAによる我が国のストレステストに対する 
    レビューミッションへの対応支援 
    ④ 原子力発電所での、事業者からの総合的評価 
    報告の内容確認・評価に対する技術支援 
    ⑤ サイクル施設のストレステスト審査の視点（案） 
    を検討（４月２５日公表） 

事業者から
の総報告 

ＮＩＳＡで 
審査中 

ＮＩＳＡの 
審査終了 

原子力安全委員会
の確認終了 

１７プラント １４プラント ３プラント ２プラント 

・審査の視点（案）作成支援 

・事業者報告書の審査支援 

・海外動向調査 

・IAEAレビュー支援 

原子力事業者 

原子力安全委員会 

外部有識者 

原子炉   原シ部、耐震部 
ｻｲｸﾙ施設 核廃部、耐震部   

JNES 

⑥支援 

総理・担当大臣 
（再起動の判断等） 

⑤ 技術支援内容 

原子炉   技基課（A,B,Cﾁｰﾑ） 
ｻｲｸﾙ施設 核サ課、廃規課 他  

原子力安全・保安院 
④依頼 

③
報
告 

②
指
示 

①
指
示 

⑦
報
告 

ストレステスト体制図 

ストレステスト審査の実施状況（平成２４年３月末日現在） 

 (2) 事故の教訓を踏まえた取り組み a. 安全対策への取り組み（具体例） 
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○福島第一原子力発電所事故を踏まえた緊急７項目 
  福島第一原子力発電所事故原因等の解明に関し、適時適切な技術支援を行うため、年度予算を組み替

え、平成２３年度内に緊急に実施し、成果を安全対策に反映すべき安全研究プロジェクトとして以下の

７テーマを追加実施し、規制上の課題解決に利用した。 
  本緊急７項目の実施及び後述する追加１５項目の年度内の実施に当たっては、新型炉等に係る安全研

究等の一部プロジェクトは先送りするなど人的資源や予算の組み替え等により対処した。 
  

【緊急７項目】 
  ① 福島第一原子力発電所事故に係る調査と分析・評価 

  ② 福島第一原子力発電所事故に係る環境影響の調査と分析・評価 

  ③ 東北地方太平洋沖地震を踏まえた震源断層及び地震動・津波評価 

  ④ 原子炉施設におけるこれまでの地震・津波対策の有効性評価 

  ⑤ 海水に晒された原子力機器の耐久性評価 

  ⑥ 発電所周辺の災害廃棄物に関する調査 

  ⑦ 核燃料サイクル施設の安全の高度化 

Ⅱ．サービスの質の向上  １．福島第一原子力発電所事故への対応 

 (2) 事故の教訓を踏まえた取り組み  b. 安全研究の見直し （１／4） 
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○福島第一原子力発電所事故を踏まえた追加１５項目 
  更に、福島第一原子力発電所事故を踏まえ、「新たな安全規制の検討」、「新たに必要な評価手法の

整備」、「事態収拾作業の妥当性確認」及び「他プラント等への水平展開」の４つのテーマにより、研

究期間が２～３年で成果が求められる１５項目の安全研究プロジェクトを追加し、実施した。 
 

【追加１５項目】 
 (1) 新たな安全規制の検討 
  ① 格納容器の封じ込め機能に関する基本設計の考え方についての検討 
  ② 全交流電源喪失時の冷却シナリオを踏まえた基本設計の考え方の検討  
  ③ 津波ハザード解析の高度化に関する研究 －太平洋の巨大津波の規模と発生間隔の調査－ 
  ④プラント事故から発生する放射性廃棄物処分等に関する調査 
  ⑤ 東日本大震災対応における課題を踏まえた原子力防災分野の新たな枠組みの提案 
  ⑥ 原子力緊急事態の解除基準および事後・復旧対策の検討                             

  ⑦ 複合災害時における原子力防災活動の要領の構築 
 

 (2) 新たに必要な評価手法の整備 
  ⑧ 事故時の海洋影響評価手法の整備 
  ⑨ 新設非常用電源設備（空冷式）の耐震性評価 

Ⅱ．サービスの質の向上   １．福島第一原子力発電所事故への対応 

 (2) 事故の教訓を踏まえた取り組み  b. 安全研究の見直し （２／4） 



16 

【追加１５項目】（続き） 
 (3) 事態収拾作業の妥当性確認 

  ⑩ 福島第一原子力発電所事故における全電源喪失事故初期事象の解析 

  ⑪ 福島第一原子力発電所における長期冷却手法の妥当性評価 

  ⑫ 福島第一原子力発電所の炉心損傷事故進展解析及び損傷炉心の再臨界評価 
 

 (4) 他プラント等への水平展開 

  ⑬ シビアアクシデント事故時の原子炉建屋内水素爆発リスクの検討 

  ⑭ 高速炉自然循環除熱時の圧力損失特性試験 

  ⑮ 高速炉シビアアクシデント対策の検討 

Ⅱ．サービスの質の向上   １．福島第一原子力発電所事故への対応 

 (2) 事故の教訓を踏まえた取り組み  b. 安全研究の見直し  (3／4） 
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○凍結及び廃止項目 

  福島第一原子力発電所事故を踏まえた緊急７項目及び追加１６項目のプロジェクト追加に伴い、緊急性

の低い以下の９項目のプロジェクトについて平成２３年度の予算執行停止を行った。 

  ① 規制の高度化のための規格・基準類、安全審査要件の整備（研究開発段階炉に限る） 

  ② PWSCC健全性評価法検証 

  ③ ニッケル基合金異材溶接部のき裂進展評価技術検証 

  ④ ステンレス鋳鋼の高精度非破壊検査技術検証 

  ⑤ 検査基盤整備（オンラインメンテナンスに係るものに限る） 

  ⑥ 核燃料施設安全解析及びコード改良整備等 

  ⑦ 使用済燃料貯蔵施設に係る解析コード改良整備 

  ⑧ 核燃料輸送物に係る解析コード改良整備 

  ⑨ 地層処分に関する調査（基礎的研究に係るものに限る） 

  

 「発電炉運転管理分野」の「高経年化対策」のうち「照射誘起応力腐食割れ健全性評価法検証」プロ

ジェクトについては、福島第一原子力発電所４号機の事故状況を鑑みて、同号機から試験体として提供を

受ける予定であったシュラウド切断試験体の使用が困難と判断したため廃止した。 

Ⅱ．サービスの質の向上   １．福島第一原子力発電所事故への対応 
  (2) 事故の教訓を踏まえた取り組み  b. 安全研究の見直し （４／４） 
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○目的 
  福島第一原子力発電所事故の知見共有のため、NISAの情報発信を支援するとともに、海外の技術支援

機関等と技術的な情報交換を行い、世界の原子力安全の向上に貢献する。また、福島第一原子力発電所
事故に関するメディアからの取材や一般の人からの問い合わせに対応するとともに、この事故に関して
実施した内容をシンポジウムで報告することにより、JNESの取り組について広く国民に理解してもらう。 

○実施内容 
〔国外対応〕 

 (1) 国際原子力機関(IAEA)に対する日本国政府報告書の作成支援（次葉参照）、 技術専門家会合にお 
  ける発表、IAEAを通した活動など 

 (2) 中国、韓国、台湾、シンガポールにおける日本政府の事故状況報告会 

 (3) 二国間協力（韓国KINS、米国NRC-NISA）への支援 

 (4) 海外技術支援機関等への情報発信・情報交換 

〔国内対応〕 

 (5) NISAコールセンターへの専門家の派遣 

 (6) メディアからの取材対応 

 (7) 福島第一原子力発電所事故のJNESの取組に関するシンポジウムの開催 

○成果 
    (1) NISAの海外発信活動を支援し、各国が事故に関する理解を深めることに貢献した。また、技術支 

  援機関として技術専門的観点から情報発信を行い、海外の技術支援機関等との情報共有を推進した。 

 (2) NISAコールセンターへ延べ人数955人を派遣した。メディアからは643件、一般の人・公共機 
  関から 253件、問合せがあり対応した。シンポジウムに一般の人220人が来場した。 

Ⅱ．サービスの質の向上   １．福島第一原子力発電所事故への対応 

 (3) 情報発信と情報収集   a. 国内外への情報発信（１／２） 
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○IAEA向け報告書の作成対応 

 ６月及び９月にIAEAに提出した日本国政府の報告書におけるJNESが執筆した箇所は以下のとおり。 

         （目次中の赤字部分は、JNESが執筆した箇所及びJNESの評価結果が記載されている章を表す） 

「原子力安全に関するＩＡＥＡ閣僚会議に対する日本国政府の報告書 

    －東京電力福島原子力発電所の事故について－（平成２３年６月） 」 

 

Ⅱ．サービスの質の向上   １．福島第一原子力発電所事故への対応 

 (3) 情報発信と情報収集   a. 国内外への情報発信（２／２）（具体例） 

 Ⅴ．原子力災害への対応  
 Ⅵ．放射性物質の環境への放出（６ページ）  
  １．放射性物質の大気中への放出量の評価  
  ２．放射性物質の海水中への放出量の評価  
 Ⅶ．放射線被ばくの状況  
 Ⅷ．国際社会との協力  
 Ⅸ．事故に関するコミュニケーション 
  １．国内の周辺住民や一般国民とのコミュニケー

ション 
  ２．国際社会とのコミュニケーション  
  ３．国際原子力・放射線事象評価尺度（INES）に基

づく暫定評価 （１ページ） 
  ４．事故に関するコミュニケーションの評価  
 Ⅹ．今後の事故収束への取組み  
 ⅩⅠ．その他の原子力発電所における対応  
 ⅩⅡ．現在までに得られた事故の教訓  
 ⅩⅢ．むすび 

目次 
 Ⅰ．はじめに  
 Ⅱ．事故前の我が国の原子力安全規制等の仕組み  
 Ⅲ．東北地方太平洋沖地震とそれによる津波の被害 

（６０ページ） 
  １．地震と津波による我が国の被害  
  ２．福島原子力発電所を襲った地震と津波による被

害  
  ３．その他の原子力発電所を襲った地震と津波によ

る被害  
  ４．地震及び津波による被害に関する評価  
 Ⅳ．福島原子力発電所等の事故の発生と進展 

 （１１９ページ） 
  １．福島原子力発電所の概要 
  ２．福島原子力発電所の安全確保等の状況 
  ３．福島原子力発電所の地震発生前の運転状況 
  ４．福島原子力発電所の事故の発生・進展 
  ５．福島原子力発電所の各号機等の状況 
  ６．その他の原子力発電所の状況 
  ７．事故の発生と進展の評価 



20 

○目的 
    規制機関の福島第一原子力発電所事故の教訓への対応を支援する目的で、海外の原子力行政に関

わる規制制度全般について詳細に調査を行うとともに、欧州で実施されているストレステストや米
国NRCの福島第一原子力発電所事故対応に関する調査を行った。 

○実施内容 
 (1) 海外の規制制度全般： 
     海外６ヵ国（米、仏、英、独、韓、加）の規制機関の組織、人員構成及び規制権限、その安 

 全規制内容、職員の人事、キャリア、トレーニング、地方自治体との関係、また、その技術支 
 援機関について、全般的な調査を行うとともに、バックフィット制度、シビアアクシデント対 
 応、運転認可更新等、16項目について詳細な個別資料を作成した。 

 (2) 欧州のストレステスト： 

      EU 加盟の原子力発電国15ヵ国に近隣のスイス及びウクライナを加えた計17ヵ国について、 
 仕様、事業者報告書、規制機関報告書、ピアレビューの結果等を調査した。 

 (3) 米国NRCの福島第一原子力発電所事故対応： 

     事故発生直後の臨時検査、事故教訓タスクフォースによる要反映項目、その優先度付け、ま 
 た、優先度付けで遅滞なく実施すべきものの一環として行われた事業者に対する命令や情報提 
 供要請等について調査した。 

○成果 
    海外の規制制度全般についての調査では、その結果をNISA及び内閣官房原子力安全規制組織等改

革準備室へ提供することにより、新しい原子力規制庁の設立構想に寄与した。また欧州のストレス
テストや米国NRCの福島第一原子力発電所事故対応に関する調査では、その結果をNISAに提供す
ることにより、我が国の当該事故の教訓への対応を支援した。 

Ⅱ．サービスの質の向上     １．福島第一原子力発電所事故への対応 

 (3) 情報発信と情報収集   b. 情報収集 
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Ⅱ．サービスの質の向上  １．福島第一原子力発電所事故への対応 

 

 (1)原子力災害現地対策本部各機能班への支援 

  ① 事故発生当日である平成23年3月11日の18時頃までに、契約している協力会社職員5名が参集 
          し、オフサイトセンター(OFC)の維持管理運営を実施 (交通機関の復旧後、ＪＮＥＳ職員もOFC    
          に参集） 。  
    衛星通信による電話及びＴＶ会議システムを維持管理し、原子力災害現地対策本部の運営を支援。 

  ② OFCが福島県庁内に移動した際は、協力会社職員も同行し、ＯＡ機器、通信機器等の設備を供給。 
     また、ＯＦＣ設備の維持管理運営、移動車両の手配、運営等に対応するため、１日当たり最大 
          16名の操作員を派遣（現在も継続中）。 

  ③ 福島県庁に１日当たり職員２名を派遣し、住民の問い合わせに対応（８月頃まで）。 

  ④ 現在、現地対策本部総括班にJNESの業務を管理するリエゾンを１名常駐させるとともに、プラ 
          ント班、運営支援班など各機能班に対し支援を実施中。 
 

 (2)住民の一時立入への支援 

  ① 一時立入プロジェクトの準備 
   ａ．警戒区域内に居住する住民の一時立入に向けて、 
     ＯＦＣに職員を派遣し、実施要領書の作成等を支援。 
   ｂ．ＯＦＣにおいて、住民に随行する安全管理者への 
     事前講習、実施要領書の見直し作業等を実施。 
  ② 一時立入プロジェクト実施への対応 
   ａ．警戒区域内に居住する住民の一時立入に際し、安全 
               管理者として随行するなど支援。 
   ｂ．中継基地において、スクリーニング業務、受付業務、 

               検問業務等を支援。          
『住民の一時立入の様子』 

 (4) 福島（現地）における取り組み（１／３） 
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Ⅱ．サービスの質の向上  １．福島第一原子力発電所事故への対応 

 

 (3)災害廃棄物の放射能濃度調査  
   福島県内の災害廃棄物仮置き場（警戒区域外の２０地点）に保管されている災害廃棄物の 
  放射能汚染状況を調査し、空間線量率と放射能濃度との相関関係を取りまとめ。 
  調査結果は、NISAの「放射性物質によって汚染された災害廃棄物の取扱いに係る意見聴取会」 
  及び環境省の「災害廃棄物安全評価検討会」へ報告し、環境省における災害廃棄物の取扱い方針 
  の検討に活用。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (4)警戒区域から持ち出された車の整備による整備士の外部被ばく線量評価に関する調査  
   福島第一原子力発電所の事故発生時に警戒区域内 
  にあった自動車は汚染されているが、警戒区域外へ 
  持ち出された当該自動車を整備する整備士の年間の 
  外部被ばく線量を評価し、年間被ばく線量が1mSv 
  未満であることを確認。       

仮置き場の状況（瓦、福島市、大笹生福島研究公園） 
採取した廃棄物の放射能濃度測定の様子（左）と、
実際の災害廃棄物の放射能測定の様子（右） 

 (4) 福島（現地）における取り組み（2／３） 
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Ⅱ．サービスの質の向上  １．福島第一原子力発電所事故への対応 

   

    (5)警戒区域及び計画的避難区域内での大規模火災の影響評価に関する調査     

    放射性物質が付着した森林等で火災が発生した場合を想定し、約２０００ケースの火災による 

   放射性物質の再拡散状況を解析し、消防士及び一般公衆の被ばく線量を評価。結果を整理して、 

   「簡易評価ツール」を作成し、消防署等に配布。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (6)警戒区域内の国道6号等の通過に伴う車両への放射性物質による影響及び運転手の被ばく評価に 

   関する調査（５月２１日報告）  

    避難指示区域及び警戒区域の見直しに伴い、国道6号等を通過することによる車両への放射性 

   物質による影響（車両の汚染状況と運転手の外部被ばく線量）を調査し、汚染レベルが低いこと 

   を確認。 
 

 (7)周辺住民の被ばく経路別放射線影響評価に関する調査（調査継続中） 

          福島第一原子力発電所周辺の住民の内部及び外部被ばくについて、土地の単位汚染濃度当たり 

       の線量を被ばく経路別に評価。        

【右図】火災による放射性
物質の再拡散状況の解
析例 
 
（横軸：距離、縦軸：高度、
色が放射性物質の濃度
を示す） 

 (4) 福島（現地）における取り組み（３／３） 
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 (1) 安全研究マネジメントの強化 

   福島第一原子力発電所事故関連研究への重点化、原子力安全研究評価委員会の研究成果 

  に対する評価指標の見直し、安全研究を部門横断的かつ戦略的に進めるためのポストの設 

    置などを実施した。    

   (2) 規制制度への提言などの取り組み 

   安全研究、情報収集等から得られた知見や将来の規制ニーズなどを評価・分析し、安全 

    規制制度において優先的に取り組むべき課題やその解決策を規制当局に提案した。 

 (3) 安全研究の規制ツールとしての主たる活用事例 

  ① 福島第一原子力発電所「中期的安全確保の考え方」の提案 （平成23年１０月提言済） 

  ② シビアアクシデント規制要件の提案 （平成23年１1月提言済み） 

  ③ 実効性のある防護対策要領の整備検討 （平成24年3月提言済み） 

  ④ 東日本大震災対応における課題を踏まえた原子力防災分野の新たな枠組みの提案                 
                                                                                     （平成24年3月提言済み） 

  ⑤ 核燃料施設火災防護ガイドラインの策定 （平成24年5月提言済み） 

  ⑥ 再処理施設の安全の高度化（平成24年6月提言予定） 

    ⑦ ウラン燃料加工施設の安全上重要な施設の考察 （平成24年6月提言予定） 
 

Ⅱ．サービスの質の向上  

 ２．安全研究・安全情報関連業務 
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Ⅱ．サービスの質の向上   ２．安全研究・安全情報関連業務 

 

 ○安全研究マネジメントの強化策として、以下を実施 
  

  (1) 福島第一原子力発電所事故の徹底分析のための研究や事故プラントの安全確保・事故 
    拡大防止のための研究等に重点化を図るなど、メリハリをつけた安全研究を実施した。 

 

    (2) 原子力安全研究評価委員会の研究成果に対する評価指標の見直しにより、評価の客観 
 性、重点性を向上させた。 

         具体的には、「成果の安全規制への反映」に評価の重点化を図るとともに、評価指標 
 について評価者の視点に立った明確化、客観化を行った。 

 

    (3) 安全研究計画の策定及び安全研究のプロジェクトマネジメントについて機構全体で組 
 織横断的かつ戦略的に対応していくために、平成２４年４月１日に安全研究を実施す 
 る検査評価部、緊急事態対策部、原子力システム安全部、核燃料廃棄物安全部及び耐 
 震安全部に、それぞれ１名ずつ合計５名の専門スタッフ（企画戦略役）を新たに配置 
 した。 
 

  (4) 安全研究等成果の規制活動への反映を組織内で包括的に管理するため、企画部に新た 
 に次長を配置した。     

 (1) 安全研究マネジメントの強化 
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○目的 

  安全研究、情報収集等から得られた知見や将来の規制ニーズなどを評価・分析し、安全規制制度の整
備、高度化、合理化のために優先的に取り組むべき課題やその解決策等について規制当局に積極的に提
言する。 

○提言活動の定着に向けた規程類の整備 

  上記提言活動を定着させるため、以下の関係規程を平成23年５月に制定した。 

 (1) 公表用技術文書作成規程： 

    ＪＮＥＳの技術的成果や知見を基に規制に活用されるために取りまとめる技術文書などについて、 
  その作成上の手続きを規定したもの。 

 (2) 技術文書の査読に関する実施要領：   

          上記技術文書の信頼性を確保するための査読の要領を定めたもの。 

○具体的な提言活動 

  規制当局への提言に向けて実施した主な研究は以下のとおり。 

 (1)福島第一原子力発電所「中期的安全確保の考え方」の提案（平成23年１０月提言済み） 

 (2)シビアアクシデント規制要件の提案（平成23年１1月提言済み） 

 (3)実効性のある防護対策要領の整備検討（平成24年3月提言済み） 

 (4)東日本大震災対応における課題を踏まえた原子力防災分野の新たな枠組みの提案                 
                                                                                     （平成24年3月提言済み） 

 (5)核燃料施設火災防護ガイドラインの策定 （平成24年5月提言済み） 

 (6)再処理施設の安全の高度化（平成24年6月提言予定） 

   (7)ウラン燃料加工施設の安全上重要な施設の考察（平成24年6月提言予定） 

１．総合評価 Ⅱ．サービスの質の向上   ２．安全研究・安全情報関連業務 

 (2) 規制制度への提言などの取り組み 
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○目的 

 燃料デブリの冷温移行時の臨界防止に係る対策の 

 検討に資する。 

 

○実施内容 

 ・福島第一原子力発電所の炉心溶融損傷挙動をシ 

  ビアアクシデント解析コードIMPACT/SAMP 

  SONにより詳細に解析し、溶融損傷した燃料 

  デブリの冷温状態における再臨界の可能性を 

  評価して、冷温移行時の臨界防止対策（ほう酸 

  の投入時期と必要なボロン濃度）をまとめた。 

  

○成果 

  本結果は、福島第一原子力発電所の「中期的安全 

 確保の考え方」における臨界防止策の妥当性の検討 

 に活用された。 
 

Ⅱ．サービスの質の向上   ２．安全研究・安全情報関連業務 

 (3) 安全研究成果の規制ツールとしての主たる活用事例 
  a. 福島第一原子力発電所「中期的安全確保の考え方」の提案 
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○目的 
 シビアアクシデント規制要件化へのリスク情報の活用 

○実施内容 

  福島第一原子力発電所事故から得られる教訓として、多重故障条件を安全設計の対象として位置付け
て検討した。 

○成果 

  原子力安全・保安院に対し、シビアアクシデント規制要件として下記の項目を提案 

  ・全交流電源喪失、最終ヒートシンク喪失、スクラム不能過渡事象を深層防護の第3b層（下図参 

   照）に位置づけ、以下を要求。 
   ① 一定時間プラントが耐性を維持し、プラントの恒久的な装置により燃料の重大な損傷 
     及び原子炉格納施設の機能喪失を防止すること。 

   ② 電源系統、最終ヒートシンクへの熱輸送系統及び原子炉停止系が多様性を有すること。 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ⅱ．サービスの質の向上   ２．安全研究・安全情報関連業務 

 (3) 安全研究成果の規制ツールとしての主たる活用事例 
  b. シビアアクシデント規制要件の提案 

図 深層防護の考え方 

第1層
通常運転逸脱防止

第2層
事象の事故拡大防止

第3層
設計基準事故

第4層
シビアアクシデント

第5層
放射線影響緩和

第3a層
設計基準事故

第3b層
多重故障条件

第4層
シビアアクシデント

設計拡張状態（DEC）
WENRA（西欧原子力規制者会議）
の文書*での新しい考え方を参照

全交流電源喪失
最終ヒートシンク喪失
原子炉停止機能喪失
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○目的 
  原子力災害発生時の防護対策の実効性を向上させるため、 
 予防的措置範囲や緊急時活動レベル（ＥＡＬ）＊１等の整備を 
 進めることを念頭に、原子力安全委員会が実施している「防 
 災指針」の見直しに必要な基礎データの整備を図る。 

○実施内容 
 (1)ソースターム＊２、被ばく評価データの活用整備 
 (2)緊急時活動レベルと防護対策判断基準に係る分析 
 (3)避難計画を含む住民防護対策要領ひな型に係る分析 

○成果 
 (1)避難範囲の基本型、緊急時活動レベル（ＥＡＬ）と防護 
   対策実施決定判断基準案の策定 
 (2)避難計画の基本型を含む住民防護対策要領の基本 
   構想作成 
  これらの成果は、原子力安全委員会の防災指針検討 
    ＷＧでの検討に活用された。 
 
  ＊１：緊急事態の区分を決定するため、施設毎に策定する施設及び敷地外の 

      状況に基づく測定可能な指標で表された判断基準 
   ＊２：放出される可能性のある放射性物質の種類、化学形、放出量の総称 

Ⅱ．サービスの質の向上    ２．安全研究・安全情報関連業務 

ＥＡＬを適用するための枠組み 

防護対策の意志決定・実施手順例 

 (3) 安全研究の規制ツールとしての主たる活用事例 
  c. 実効性のある緊急時の防護対策要領の整備検討 

•安全障壁又は重要な安全系
統の故障

•実際又は予想されるプラン
トの安全低下の可能性

•緊急防護対策を実施する放
射能検出の制限された範囲
での可能性

•複数号機の事故状況

要支援者避難準備自治体

•実際又は予想される炉心損
傷に至る可能性

•安全障壁又は重要な安全系
統の損傷に至る可能性

•緊急防護対策を実施する放
射能検出の可能性

•複数号機の事故状況

•要支援者避難
•PAZ,UPZ内住民、訪問者への
警告、助言

•敷地外防護措置準備

自治体

•実際又は予想される炉心損
傷

•安全障壁又は重要な安全系
統の損傷

•緊急防護対策を実施する放
射能検出

•複数号機の事故状況

•敷地外防護措置の実施
•複数号機事故時、段階的避難

自治体

防災に係る通報の開始事業者

敷地内防護措置の実施事業者

事業者

事業者緊急時活動の監視を開始

関係機関の敷地外防護措置準備

関係機関の敷地外防護措置実施

国

国

国

防災関係機関の緊急時体制への移行

警戒事態

要支援者、サイト域内避難

サイト域
緊急事態

PAZ避難、UPZ防護策発動

全面緊急事
態

施設状況の判断基準活動の目的区分

•安全障壁又は重要な安全系
統の故障

•実際又は予想されるプラン
トの安全低下の可能性

•緊急防護対策を実施する放
射能検出の制限された範囲
での可能性

•複数号機の事故状況

要支援者避難準備自治体

•実際又は予想される炉心損
傷に至る可能性

•安全障壁又は重要な安全系
統の損傷に至る可能性

•緊急防護対策を実施する放
射能検出の可能性

•複数号機の事故状況

•要支援者避難
•PAZ,UPZ内住民、訪問者への
警告、助言

•敷地外防護措置準備

自治体

•実際又は予想される炉心損
傷

•安全障壁又は重要な安全系
統の損傷

•緊急防護対策を実施する放
射能検出

•複数号機の事故状況

•敷地外防護措置の実施
•複数号機事故時、段階的避難

自治体

防災に係る通報の開始事業者

敷地内防護措置の実施事業者

敷地外で実施する防護対策通知事業者

事業者緊急時活動の監視を開始

関係機関の敷地外防護措置準備

関係機関の敷地外防護措置実施

国

国

国

防災関係機関の緊急時体制への移行

警戒事態

要支援者、サイト域内避難

サイト域
緊急事態

PAZ避難、UPZ防護策発動

全面緊急事
態

施設状況の判断基準活動の目的区分

•安全障壁又は重要な安全系
統の故障

•実際又は予想されるプラン
トの安全低下の可能性

•緊急防護対策を実施する放
射能検出の制限された範囲
での可能性

•複数号機の事故状況

要支援者避難準備自治体

•実際又は予想される炉心損
傷に至る可能性

•安全障壁又は重要な安全系
統の損傷に至る可能性

•緊急防護対策を実施する放
射能検出の可能性

•複数号機の事故状況

•要支援者避難
•PAZ,UPZ内住民、訪問者への
警告、助言

•敷地外防護措置準備

自治体

•実際又は予想される炉心損
傷

•安全障壁又は重要な安全系
統の損傷

•緊急防護対策を実施する放
射能検出

•複数号機の事故状況

•敷地外防護措置の実施
•複数号機事故時、段階的避難

自治体

防災に係る通報の開始事業者

敷地内防護措置の実施事業者

事業者

事業者緊急時活動の監視を開始

関係機関の敷地外防護措置準備

関係機関の敷地外防護措置実施

国

国

国

防災関係機関の緊急時体制への移行

警戒事態

要支援者、サイト域内避難

サイト域
緊急事態

PAZ避難、UPZ防護策発動

全面緊急事
態

施設状況の判断基準活動の目的区分

•安全障壁又は重要な安全系
統の故障

•実際又は予想されるプラン
トの安全低下の可能性

•緊急防護対策を実施する放
射能検出の制限された範囲
での可能性

•複数号機の事故状況

要支援者避難準備自治体

•実際又は予想される炉心損
傷に至る可能性

•安全障壁又は重要な安全系
統の損傷に至る可能性

•緊急防護対策を実施する放
射能検出の可能性

•複数号機の事故状況

•要支援者避難
•PAZ,UPZ内住民、訪問者への
警告、助言

•敷地外防護措置準備

自治体

•実際又は予想される炉心損
傷

•安全障壁又は重要な安全系
統の損傷

•緊急防護対策を実施する放
射能検出

•複数号機の事故状況

•敷地外防護措置の実施
•複数号機事故時、段階的避難

自治体

防災に係る通報の開始事業者

敷地内防護措置の実施事業者

敷地外で実施する防護対策通知事業者

事業者緊急時活動の監視を開始

関係機関の敷地外防護措置準備

関係機関の敷地外防護措置実施

国

国

国

防災関係機関の緊急時体制への移行

警戒事態

要支援者、サイト域内避難

サイト域
緊急事態

PAZ避難、UPZ防護策発動

全面緊急事
態

施設状況の判断基準活動の目的区分

事業者事業者

事象発生

事象の確認

EAL判断

防護対策推奨
（PAR）通知

防護対策推奨(継続)

全面緊急事態？

修正?

EAL結果受信

EAL結果受信

PAR受信・確認

防護対策判断

防護対策実施

防護対策受信

環境データ
測定・確認

OIL判断

防護対策修正判断

防護対策実施

支援

自治体自治体 国国事業者事業者

事象発生

事象の確認

EAL判断

防護対策推奨
（PAR）通知

防護対策推奨(継続)

全面緊急事態？

修正?

EAL結果受信

EAL結果受信

PAR受信・確認

防護対策判断

防護対策実施

防護対策受信

環境データ
測定・確認

OIL判断

防護対策修正判断

防護対策実施

支援

自治体自治体 国国
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○目的 
   東日本大震災における経験・知見を整理して、 

  対象とすべき事故シナリオの整理を行い、原子力 

  防災の法規的な枠組み、原子力防災活動の枠組み、 

  及び原子力防災活動の具体化に係る要領書、設備、 

  資機材等の整備要件検討を通じて、原子力防災分 

  野の新たな枠組みを提案する。  

○実施内容 
 (1)東日本大震災における原子力防災活動の課題整理 
 (2)対象とする事故シナリオの検討  
 (3)原子力防災活動の枠組み検討 
 (4)緊急時対応センター(ERC)等に係る要件の検討 

○成果 
 (1)米国の体制を参考にしつつ、我が国の新しい防災体制を構築すること、及び構築に向けてのアプロー

チを取るべきであることを提案した。  
 (2)①原子力事業者の実施する原子力発電所における事故収束の対応訓練と②発電所の内外における状況

把握、住民の安全確保に必要な人材の緊急参集などを行い、関係機関が連携して機能を発揮する訓練
の双方について目標、内容を検討し、それらを統合する訓練内容の体系化案を検討した。 

 (3)緊急事応急対策拠点施設（オフサイトセンター）における緊急時対応状況の調査等により、活動に係
る各種の防災資機材のあり方、及び活動時の情報伝達・情報共有のあり方を検討した。 

  これらの成果は、原子力安全委員会の防災指針検討ＷＧでの検討に活用された。 

Ⅱ．サービスの質の向上    ２．安全研究・安全情報関連業務 

操作手順書及び対応組織の拡張 

 (3) 安全研究の規制ツールとしての主たる活用事例        
    d. 東日本大震災対応における課題を踏まえた原子力防災分野の新たな枠組みの提案 
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○目的 

 核燃料施設の火災防護に適用する民間規格に相当するもの 

 がないため、火災防護の規制充実化に向けて活用されること 

 を目的として、核燃料施設火災防護ガイドラインを策定する。 

 

○実施内容 

  平成22年度にとりまとめたガイドライン案の試運用を 

 実施し、その結果を反映してガイドラインの策定を進めた。 

  

○成果 

  原子力施設に対する火災防護規制と同様の規制を実施すべ 

 く、「火災の防止」「拡大防止」「影響の軽減」に加えて、 

 「施設特有の火災防護対策」及び「火災影響評価」を 

 記載した、核燃料施設火災防護ガイドラインを策定した。 

  ガイドラインの構成は、設備編及び管理編の二編構成 

 とした。（NISAに対し、平成24年5月に提言済） 
 

Ⅱ．サービスの質の向上  ２．安全研究・安全情報関連業務 

 (3) 安全研究成果の規制ツールとしての主たる活用事例 
  e. 核燃料施設火災防護ガイドラインの策定、提言 
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Ⅱ．サービスの質の向上   ２．安全研究・安全情報関連業務 

○目的 
  福島第一原子力発電所事故を踏まえ、全交流電源喪失を含む安全上 
 重要なユーティリティ喪失に係る事業者のアクシデントマネジメント 
 策（以下「AM策」という。）が適切であることを審査するための 
 文書として、次の①～③を作成する。 
 ①「設計上の想定を超える事象（以下「想定を超える事象」とい 
  う。）」に係る審査基準案 
 ②緊急に実施すべきとされた「本格稼働に対する緊急安全対策」に 
  係る審査基準案 
 ③「想定を超える事象」に対する安全性を総合的に評価するための 
  ストレステストの審査の視点案 

○実施内容 
  本研究で実施した内容をフロー図に示す。 

○成果 
 ①AM策の要件とする「想定を超える事象」の考え方及び複数の想定 
  を超える事象が同時期に発生する場合のAM策の考え方 
 ②再処理施設の「本格稼働に対する緊急安全対策」に係る審査基準案 
 ③事業者が実施するストレステストの国による審査の視点案 
  これらの成果は事業者の緊急安全対策及びストレステストの審査基準 
 や審査の視点として活用を予定。 

                                                                

文献の 
調査・分析 

国内有識者の 
意見聴取 

(検討会の開催等) 

活用 

海外諸国の 
動向調査 

③ 再処理施設及
びウラン加工施設
の安全性に関する
総合的評価の審査
の視点案の作成 

② 本格稼働に
対する緊急安全
対策に係る審査
基準案の作成 

① 想定を超える事象に係る 
審査基準案の作成 

参考 

想定を超える事象の定義 

と選定の考え方  

明確化 

AM策の考え方  

図 本研究の主なフロー 

過去の研究成果(PSA手法の整備等)  

活用 

反映 

活用 

活用 

 (3) 安全研究の規制ツールとしての主たる活用事例 
     f. 再処理施設の安全の高度化 
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Ⅱ．サービスの質の向上   ２．安全研究・安全情報関連業務 

○目的 
 我が国のウラン燃料加工施設は、「安全上重要な施設」の定義のない旧安全審査指針のもとで事業

許可を受けているため、現状、「安全上重要な施設」が設定されていない一部の施設がある。こうし

た施設における安全上重要な設備・機器等については、設工認に用いる「技術基準」の条項との関連

が必ずしも明確ではない。 

 そこで、既存のウラン燃料加工施設について、設工認、使用前検査、施設定期検査、保安検査等の

安全規制のより合理的な実施に資することを目的として、同施設における「安全上重要な施設」に該

当する具体的な設備・機器等を明確にし、技術基準の関連条項との対応を明らかにする 。 

 

○実施内容 
 右図の①～③のとおり。 

 

○成果  

   検討結果を報告書として取りまとめNISA

に提案した。 

 これを受け、NISAは今後の原子力安全規

制におけるバックフィット制度の運用に当

たって活用を予定。 

①ウラン加工施設安全審査指針における 
安全上重要な施設の解釈 

 (3) 安全研究の規制ツールとしての主たる活用事例 
     g. ウラン燃料加工施設の安全上重要な施設の考察 

①ウラン加工施設安全審査指針における 
安全上重要な施設の解釈 

③ ウラン燃料加工施設に
おける該当設備・機器等
の具体的な決定法の検討 

② 技術基準における条
項との関連の明確化 
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３．安全審査等関連業務 

 (1) 安全審査等の支援の主たる活用事例 

  ① 東北地方太平洋沖地震・津波の原因究明と設計基準津波の策定に資する知見の整理 

      ② 福島第一発電所原子炉建屋の余震に対する耐震性 

  ③ 泊発電所斜面の地震時のすべり安定性 

  ④ 東海発電所廃止措置計画認可申請に係る是正結果の確認 
 

４．検査等業務 

 (1) 改善活動への取り組み  

   検査の信頼性に疑念をもたれるような検査未実施等の問題を受け、検査三部門のQM 

    マニュアルの一元化、マネジメントレベルの関与の強化などの業務マニュアルへの反映、 

    「検査員行動規範」の制定など主体性及び独立性を確保した検査体制を構築するとともに、 

    検査等業務に関する内部監査及び外部監査を実施した。 
 

Ⅱ．サービスの質の向上  

 ３．安全審査等関連業務 ／ ４．検査等業務 
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○目的 
  平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震・津波に伴い、福島第一原子力発電所が重大な事故に

至った。この事故を踏まえて、原子力発電所の安全性を強化するため、東北地震・津波の発生メカニズ
ム等を究明し、基準地震動や設計津波水位に係る震源・波源の設定方法に反映すべき知見を整理する。 

○実施項目 
 (1)地震動及び津波の再現と震源・波源の特性分析 
 (2)原子力サイト間の津波高の相違に係る要因分析 

○成果 
 
 
 
 
 
 
 
  

    (3)成果は、平成23年6月と9月に国際原子力機関 
   （IAEA）に提出した政府報告書に反映された。 
  (4)成果は、JNESが平成2４年３月にNISAの「地震 
  ・津波に関する意見聴取会」に報告した。 
  (5)得られた成果を設計基準津波の策定、津波堆積物 
        の調査、津波設計・評価手引き（案）に反映する。 

(1)観測地震動(10秒以上の長周期成分)及び観測津波
を再現する震源モデル及び波源モデルを推定した
結果、地震動の観点・津波の観点から、大きなす
べりが生じており、日本海溝付近に集中すること
が分かった(右図)。 

(2)推定した波源モデルを用いて広域の津波高を良好 
に再現できたことから、広大な波源ゆえに、すべ
り分布の空間的・時間的不均一さが沿岸の津波高
に影響したことが分かった。 

①巨大な地震規模Mw9 
②複数震源域の空間的連動 
③地震動の時間差発生 
④長波長の津波と短波長の津波の重畳 
⑤日本海溝付近の大すべりの分布 

■東北地方太平洋沖地震・津波の特徴 

■震源モデル及び波源モデルの推定結果の比較 

a)長周期観測地震動デー
タに基づく震源モデル
のすべり分布 

b)観測津波データに基づ
く波源モデルのすべり
分布 

Ⅱ．サービスの質の向上   ３．安全審査等関連業務 

 (1) 安全審査等の支援の主たる活用事例   
  a. 東北地方太平洋沖地震・津波の原因究明と設計基準津波の策定に資する知見の整理 
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○目的 

  水素爆発で損傷した建屋の余震に対する残存耐力を評価 
 するため、想定余震に対する福島第一原子力発電所３号機 
 及び４号機の原子炉建屋の耐震安全性評価を実施した。 
○実施内容 
 (1) 3号機の原子炉建屋 
  原子炉圧力容器（RPV）及び使用済燃料プール（SFP） 
 への健全性確認の観点から、被害状況をJNESで想定して、 
 想定余震に対する建屋の耐震安全性を検討した。 
 (2) 4号機の原子炉建屋 
  使用済燃料プール（SFP）への健全性評価の観点から、 
 被害状況をJNESで想定して、想定余震に対する建屋の耐震 
 安全性を検討した。 
 

○評価結果 
  想定余震に対する原子炉建屋（３号機及び４号機）の耐震 
 安全性は確保される結果が得られ、その結果等をまとめて 
 保安院に報告し、保安院の審査に活用された。 
  また、本成果は公開の意見聴取会（建築物・構造に関する 
 意見聴取会（第3回）、平成23年10月28日）において 
 JNESから報告した。 

Ⅱ．サービスの質の向上   ３．安全審査等関連業務 

○ 実際の損傷状況 
■３号機原子炉建屋の損傷状況 

東京電力(株)資料 

：破損（部材が無いものとした）

：外面のみ破損（剛性・耐力：50%）

使用済燃
料プール 

○ 評価モデルで考慮した損傷状況 

  (1) 安全審査等の支援の主たる活用事例 
     b. 福島第一発電所原子炉建屋の余震に対する耐震性 
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○目的 
  「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴い、事業 

 者が実施した発電所周辺斜面の耐震安全性評価結果に対し、機構独自に 

 解析・評価を実施し、耐震安全性が保たれることを確認する。  
 

○実施内容 
  JNES保有の解析コードを用いて、事業者が設定 

 した条件（事業者条件）による解析及びJNESが事 

 業者条件に加えて検討が必要と考えた条件（JNES 

 条件）による解析を実施した。 
  

○評価結果 
 (1) 事業者条件による解析結果 
  ・事業者が実施した解析結果は、ＪＮＥＳが実施し 
   た解析結果にほぼ一致することを確認した。 

 (2) JNES条件による解析結果 

  ・JNES条件による解析結果は、事業者条件に比べ 

   て若干小さなすべり安全率となったが、評価基準 

   値を満足することを確認した。 
 

   JNESの評価結果は、斜面の安定性に関するNISA 

  の耐震バックチェック等の審査に活用された。 

Ⅱ．サービスの質の向上   ３．安全審査等関連業務 

●１号機側斜面 
１号機原子炉建屋 

２号機原子炉建屋 

●２号機側斜面 

泊発電所配置図 

 (1) 安全審査等の支援の主たる活用事例 
      ｃ. 泊発電所斜面の地震時のすべり安定性  
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Ⅱ．サービスの質の向上   ３．安全審査等関連業務 

事業者からの
総報告 

原子力安全委員
会の確認終了 

ＮＩＳＡの 
審査終了 

ＮＩＳＡで 
審査中 

１７プラント ２プラント １プラント １４プラント 

ストレステスト審査の実施状況（平成２４年３月末日現在） 

 
○目的 
 

 
 

○実施内容 
 
 
 
 

 
○評価結果 
 
  

 平成23年9月9日付けで日本原子力発電株式会社よりNISAに報告された「東海発電所の廃止措置
計画認可申請等における放射能評価計算の入力データの一部誤りに関する当社への指示に対する報
告について（最終報告）」（以下「是正報告書」という。）の妥当性を確認する。 

 廃止措置計画認可申請書における一連の 
計算について、解析コードの入出力データ 
の確認等と、表計算ソフトによる数値処理 
の妥当性確認を実施した。 

(1) 中性子フルエンス率及び放射化量の計  
  算自体に誤りがないことを確認した。 

(2) 放射化放射性物質濃度及び量等の評価で 
   は、技術的に不適切な点等が多数認めら 
   れた。特に以下の３項目を不適切と判断し、NISAに通知した。 
① 物理データの不整合：Ag-108mの半減期の改定前後の値の混在、同一物質に対する異なる密度の 
           使用 
② 放射化量修正計算の反映不足：修正した計算結果の一部のファイルへの未反映 
③ 計算式等修正の誤り：一部の数式の修正の未反映 

 (1) 安全審査等の支援の主たる活用事例  
       ｄ. 東海発電所廃止措置計画認可申請に係る是正結果の確認 
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Ⅱ．サービスの質の向上   ４．検査等業務 

○経緯 

  検査の信頼性に疑念をもたれるような検査未実施の問題があったことから、検査等業務に対する 

 ＪＮＥＳの取り組み姿勢などの問題点を徹底的に分析抽出し、改善すべき点を明らかにするため外部の 

 有識者から構成した第三者調査委員会を設置し、４回開催した。 

  平成24年１月に同委員会による検討結果の提言を受け、検査等業務の改善に取り組んだ。 

○改善活動の概要 

 (1)検査等業務の改善について 

 ① 主体性、独立性の確保の基本方針の検討 

  ・法定検査の使命を整理し、検査内容毎の意義と目的を明確にした上で、改善の基本方針を策定。 

 ② 検査等業務の役務としての品質の確保 

  ・検査三部門の品質管理を一括して行うため、組織体制上、検査業務部の下に核燃料サイクル施設検 

   査本部及び福井事務所を設置した。 

  ・また、これまで独立して制定されていた検査三部門のQＭマニュアルを一元化（検査等業務QMマ 

   ニュアル）するとともに、業務品質管理体制の改善を検討し、反映した。 

  ・業務マニュアルについて、制定・改廃プロセス及びその責任者とその役割を明確化するとともに、 

   業務マニュアルのうち検査等業務QMマニュアル及び検査等の基本事項を定めた検査等基本要領に 

   ついては、承認者を部長から担当理事にするなどマネジメントレベルの関与を強化し、反映した。 

  ・自らの役務の記録として、事業者へのヒアリング時の議事録等の保管を義務付けた基本要領を制定 

  ・検査員が主体性、独立性を持った検査をするため、検査員職務規程として「検査員行動規範」を制  

   定した。 

 (1) 改善活動への取り組み（１／３） 
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Ⅱ．サービスの質の向上   ４．検査等業務 

  ③ 監査の実施 
  ・後述「(2) ① 監査機能の充実」において構築した仕組みにより、検査等業務に対する改善措置の実  
   施状況について、２月に「外部有識者による品質管理評価委員会」（外部監査）を開催するととも 
   に、３月に内部監査を実施した。 

 ④ 検査員の質の向上 

  ・検査員の能力を総合的に向上させるための体系的な訓練プログラムを策定した。平成24年度より 
   実施する。 

 ⑤ 適正な検査体制の確保 

  ・適正な検査員数、年齢構成の偏重及び出身元とかかわりのない施設に限る検査員配置に係る課題を 
   抽出し、改善策を策定した。平成24年度より適正化を図る。 

 (2)組織全体の業務改善について 

 ① 監査機能の充実 

  ・利益相反や親密さのリスクを考慮し、内部監査員の資格要件の厳格化を図った上で、内部監査の 
   仕組みを整備した。 

  ・外部監査を定期的に行うための体制を整備した。（ 「外部有識者による品質管理評価委員会」の 
   設置） 

  ・上記内部監査及び外部監査についてQM規程に反映した。 

 

 ② 不適合事象判断基準の見直し 

  ・役務の品質の継続的な改善を図るため、役務の公平性、独立性、完全性を損ねるものを含めて不適 
   合とし、不適合判断基準を見直し、品質マネジメント規程等に反映した。 
 

  (1) 改善活動への取り組み（２／３） 
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Ⅱ．サービスの質の向上   ４．検査等業務 

検査等業務の改善の実績工程表
～主体性と独立性のある検査等業務プロセスの構築のために～

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月以降

法定検査の使命の整理

検査の内容毎の意義、目的の明確化

基本方針の検討

検査部門の品質マネジメントシステムの改善検討（Ｇ
Ｄ６５導入の妥当性）

提言（７）

基本要領、手順等の制定・改廃プロセス及び責任者
の役割・権限の明確化

提言（１）

基本要領・手順等の作成時のマネジメントレベルの
関与

提言（２）

検査員の個別の能力に頼らない管理プロセスの構
築及び業務マニュアルの継続的な改善

提言（４）

検査三部門の業務品質管理体制の改善 提言（１３）

不適合事象判断基準の抜本的見直し 提言（８）

事業者とのヒアリング等の記録等に関する規程の整
備

提言（３）

検査員職務規程の制定、教育・研修による周知 提言（５）、提言（６）

ＱＭ規程等の用語の定義の明確化 提言（９）

内部監査（セルフアセスメント）の充実 提言（１１）

検査等業務についての外部監査の充実 提言（１０）

検査員の能力向上のための体系的な研修の充実

人員数や人材構成の適正化 提言（１２）

（注）第三者調査委員会報告書７．の提言番号を備考に示す。

（５）適正な検査体制の確保

（２）検査等業務の役務としての品質の確保

（３）監査機能の充実

（４）検査員の質の向上

（１）主体性、独立性の確保の基本方針の検討

備　　考
平成２３年度 平成２４年度

検査業務についての
外部品質管理監視委員会　▼

内部監査実施体制の整備
▼

理事長指示を踏まえた
新たな検査体制の開始
▼ ４月１日

内部監査の実施　▼
事務規程変更届提出
▼ ４月１日

改善策の決定

平成２５年度新卒採用計画

平成２４年
１０月頃採用

平成２５年
４月１日採用

現状の検討・分析 改善策の検討

平成２４年度中途採用計画

▼内部監査実施
　 （検査部門）

基本方針の策定

検査ごとの事務規程の検討

検査ごとの基本要領の検討

検査ごとの手順の検討

検討の終了した検査
種別ごとに順次反映

規程の検討・見直し、周知

規程の見直し

規程の検討・見直し

規程の検討・見直し、周知

規程等の見直し
▼ ４月１日　運用開始

業務品質管理体制の
改善検討 改善策の検討

周知計画制定

詳細かつ体系的な訓練プログラムへの抜本的見直し

能力向上の訓練プログラムのあり方について継続的に検
討し、順次実施

検討

規程の検討・見直し、周知、体制の構築 （※）

内部監査結果
の理事長報告、
理事長指示　　▼（※）

改訂適用範囲の検討・分析 改善策の検討
▼ ４月１日　運用開始

課　題

主　要　工　程

▼ 検査業務についての
　　外部品質管理監視委員会

規程の検討・見直し、周知、体制の構築

規程の検討

継続的に研修を実施

事務規程変更届提出
▼ ４月１日

周知

周知

周知・研修

規程の検討 規程の見直し 周知

  (1) 改善活動への取り組み（３／３） 
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   (1) 福島第一原子力発電所事故を踏まえた国際活動 

   福島第一原子力発電所事故の国際的な知見共有のため、NISAの情報発信を技術的に支援するととも 

に、世界の原子力安全の向上に貢献するため、海外の技術支援機関（TSO）等と技術的な情報交換を 

行った。 

   (2) 新規導入国支援 

  a. ベトナム向けインテンシブ研修の成果として、LOCA解析に関し指導員レベルに到達する等、規制 

   機関（VARANS）の原子力安全規制基盤の能力向上に貢献した。 

  b. 原子力発電所の新規導入を計画しているアジア諸国の耐震安全の専門家に対し、福島第一原子力発 

   電所事故で得られた知見を伝え、安全規制の理解を深めた。 

   (3) IAEA安全基準の整備支援（IAEA安全基準の強化） 

    JNESが主催する検討会、分科会及び職員による分析・検討を通じて、IAEA安全基準の強化に向け

た活動に貢献した。 

   (4) IAEA国際耐震安全センター特別のEBP事業 

    各々のテーマに係る技術文書を2012年から2014年に作成することを提案し、承認された。 

   また、福島第一原子力発電所事故による津波に係る教訓及び情報発信に係る教訓を国際的に発信し、  

  IAEAの特別拠出金プロジェクト（EBP）活動に貢献した。 
 

Ⅱ．サービスの質の向上  

 ５．国際業務 
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○目的 
   技術専門機関としてNISAが実施する国際機関、二国間協力等の技術支援を行うとともに、海外の

TSO（技術支援機関）との連携を強化し、共同研究プロジェクト等の国際協力を推進する。 

○実施内容 

 (1)国際機関、学協会等での技術活動 
  ・IAEA及びOECD/NEAの会合／プロジェクト、学協会等への人的貢献、JNES職員の派遣 
   

  

 

 

  

 (2)海外機関との共同研究プロジェクト 

  ・米国NRC：７件、仏国IRSN：１０件、等 

 (3)TSO間の連携強化  

  ・欧州TSOネットワーク（ETSON）に加盟、欧州TSO年次会合（EUROSAFE Forum）への参画 

○成果 

   福島第一原子力発電所事故の国際的な知見共有のため、NISAの情報発信を技術的に支援するととも
に、世界の原子力安全の向上に貢献するため、海外の技術支援機関（TSO）等と技術的な情報交換を
行った。 

 

Ⅱ．サービスの質の向上  ５．国際業務 

IAEA OECD/NEA 学協会等 備考 

議長、副議長 ３名＊１ ２名＊２ － 

委員 １７名 ５７名 ４名（米ASME、IEEE他）   

職員派遣 ２名 １名 ２名（NRC他) 

＊１：アジア原子力安全 
   ネットワーク安全基盤 
   企画調整グループ、等 

＊２：運営委員会、等 

   (1) 福島第一原子力発電所事故を踏まえた国際活動  
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Ⅱ．サービスの質の向上    5．国際業務 

〇目的 
   新規導入国安全支援センターを新たに設置し、福島第一原子力発電所事故を踏まえつつ、新規導入国

が原子力安全規制を行う上で必要となる人材育成や安全規制の基礎となる指針等の策定への協力を行う。 

〇実施内容 
 (1)ベトナム支援 
       ① 基礎研修：10月-12月（10週間）、若手職員16名 
      研修内容；安全規制、安全評価、原子炉施設等の基礎知識の習得、等 
      ② インテンシブ研修：12月-3月（13週間）、中核的専門家3名 
         研修内容 ；線量評価、LOCA、PSA手法の習得、等 

        ③ 現地（ハノイ）における審査業務習得研修：3月（5日間）、部長・次長級19名 

    ④ 指針策定：IAEAガイドラインを基に作成された指針類及び技術基準に対する技術的助言 

 (2)アジア耐震研修 
    ① 参加者：11月-12月（２週間）、 19名 
    ② 研修内容：地震･津波のシミュレーション、断層・原子力発電所の視察等 
 

 
 
 
 
 

〇成果 
 (1) ベトナム向けインテンシブ研修の成果として、LOCA解析に関し指導員レベルに到達する等、規制 

     機関（VARANS）の原子力安全規制基盤の能力向上に貢献した。 
 (2) 原子力発電所の新規導入を計画しているアジア諸国の耐震安全の専門家に対し、福島第一原子力 
   発電所事故で得られた知見を伝え、安全規制の理解を深めた。                                              

     (2) 新規導入国支援 

ベトナム基礎研修員 
（同国科学技術大臣が来訪） BWR運転訓練センターで受講中のインテンシブ研修員 アジア耐震研修（根尾谷断層） 
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Ⅱ．サービスの質の向上  ５．国際業務  

 

  ○目的 
  福島第1原子力発電所事故を契機としたIAEA安全基準の強化に関する活動に対して、NISAを支援して

基準改定に参画する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (3) IAEA安全基準の整備支援（IAEA安全基準の強化） 

○実施内容 
  IAEA事務局から、 IAEA調査団報告（5月）、 
 日本政府報告（6月、9月）及びINSAG書簡 
 （7/26付）に基づく安全要件の改訂提案があり、 
 ＪＮＥＳ内に設置した検討会等において提案内容 
 を検討し、我が国から３５件のコメントを提示し 
 た。 
  また、原子力安全基準委員会（NUSSC)の特別 
 会合（１月）にNISA委員とともに出席し、同会合 
 の場で、見直すべき事項として51件に集約化を 
 図った。 

○成果  
 ・JNESが主催する検討会、分科会及び職員による   

 分析・検討を通じて、IAEA安全基準の強化に向 
 けた活動に貢献した。 

 ・平成24年6、７月に開催されるNUSSCの承認を 
 経て、１０月に開催される上部組織である安全基 
 準委員会（CＳＳ）会合で基準改定計画が承認さ 
 れる予定。同計画に沿って、安全要件及びその下 
 部規定が改定されることとなる。   「IAEA安全基準体系と強化対象の基準（橙色）」 



46 

Ⅱ．サービスの質の向上   ５．国際業務 

〇目的 
 地震・津波等耐震安全に係る日本の技術及びJNESの研究成果について、国内の学識者、学協会等の
協力を得て、IAEA基準類等への反映を図る。特に、東北地方太平洋沖地震、津波による東京電力福島第
一原子力発電所事故等の教訓の知見を反映した基準を作成し、早急に 

 IAEA基準類等へ反映し、IAEA加盟国での共有を図る。 
  また、原子力施設の新規導入国(特にアジア諸国)における日本の耐震 
 技術の活用による国際貢献に資する。 
〇実施内容 
 (１) ワーキンググループ会合を開催し、以下のテーマの技術文書の骨子 

   及び内容等について議論した。 

     ①地震動、②耐震設計、③耐震評価、④津波、⑤火山、 

     ⑥立地評価・外部事象評価、⑦データベース・通知システム 

     ⑧公衆コミュニケーション・教訓伝達・トレーニング 

 (２) 津波ハザード専門家会合（仙台）を開催し、女川原子力発電所の 

     視察等を含め福島事故の教訓を共有した（写真１）。 

 (３) 外的事象における公衆とのコミュニケーションに関するワークショ 

   ップをJNES柏崎耐震安全センターで開催し、柏崎･刈羽地域の市民 

         及び自治体等の協力を得て、コミュニケーションのコンセプトを確 

         立した（写真２）。 

〇成果 
  各々のテーマに係る技術文書を2012年から2014年に作成する 
 ことを提案し、各ワーキンググループでの討議を経て承認された。また、 

福島事故による津波に係る教訓及び情報発信に係る教訓を国際的に発信 
 し、IAEAの特別拠出金プロジェクト（EBP）活動に貢献した。 

写真１．女川原子力発電所の視察 

写真２．IAEAワークショップ（柏崎） 

     (4) IAEA国際耐震安全センター特別のEBP事業 
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     (1) 福島第一発電所事故に関する情報発信  

    福島第一原子力発電所事故に関する情報発信として、NISAコールセンター 

 への専門家の派遣、メディアによる取材への対応及び福島第一原子力発電所事 

 故のJNESの取組に関するシンポジウムの開催を実施した。 

     

     (2) 安全研究年報の発行 

    安全研究により得られた成果、規制課題に必要な規制ツールの整備状況及び 

 規制活動へ反映する事項を「安全研究年報（平成22年度版）」としてまとめ、 

 発行するとともに、機構ホームページに掲載した。 

 
 

Ⅱ．サービスの質の向上  

 ６．広報業務 
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○福島第一原子力発電所事故に関する情報発信 
 (1) 事故直後にNISAに設置したNISAコールセンターに、専門家を24 
    時間体制で延べ人数955人を派遣した。 
 (2) メディアからの取材依頼、一般の人からの問合せに対応した。 
    メディアからは643件、一般の人・公共機関から253件、問合せ 
   があり対応した。また、マスコミからの面談取材が71件あり、 
   シビアアクシデント解析、地震・津波PSA、ERSS設備、避難シ 

 ミュレーション等を説明した。 
 (3) 平成23年12月22日に福島第一原子力発電所事故のJNESの取組 
     に関するシンポジウムを開催した。 
   シンポジウムにおいて、「地震・津波のシミュレーション解析」 
   「安全設計に関する専門技術的な分析」「原子力防災の技術的事項」 
   「災害廃棄物等の放射能汚染状況の調査」の4テーマについて発表 
   した。220人が来場した。 
 

○ 「安全研究年報（平成22年度版）」の発行 
 (1) 平成22年度より機構は、安全研究ニーズに対応する安全研究の 
         計画を分野別に取りまとめた「安全研究計画」を整備してきた。 
 (2) 安全研究計画（平成２２年度版）に対して、安全研究分野別に、 
         得られた成果、規制課題に必要な規制ツールの整備状況及び規 
   制活動へ反映する事項をまとめ「安全研究年報（平成22年度 
         版）」を発行した。併せて、機構ホームページに掲載した。  

Ⅱ．サービスの質の向上   ６．広報業務 

    (1) 福島第一発電所事故に関する情報発信   (2)安全研究年報の発行 
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