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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

Ⅰ．中期目標期間 

中期目標の期間は平成19

年4月1日から平成24年3

月31日までの５年間とす

る。 

   

Ⅱ．業務運営の効率化に関す

る事項 

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 

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 

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．人材の確保・育成・活用 １．人材の確保・育成・活用 １．人材の確保・育成・活用 

原子炉施設等は、高度な複

合システムであり、その安全

確保のためには、原子炉工

学、機械工学、電気工学、土

木工学、化学、地質学等の広

範な分野の知見を活用する

ことが必要となる。また、工

学分野においては、経験が重

要である。 

（１）人材確保 

機構業務の安定的かつ持続

的な実施体制を維持・構築する

ため、バランスのとれた人員構

成に配慮しつつ、継続的に新規

学卒者を採用するとともに出

向者を含めた中途採用により

優れた専門的知識と豊富な経

験を持つ人材を確保する。 

また、総人件費改革を図る中

で、廃棄物関係業務、高経年化

対策業務、核物質防護対策業

務、クロスチェック解析業務、

学協会規格の技術評価等、規制

ニーズが増大しているところ

であり、これらを着実に実施で

きるよう人員体制整備に向け

た見直しを行う。 

（１）人材確保 

人員構成を勘案し、総人件費の削減目標に基づく

削減の着実な実施を図りつつ継続的に新規学卒者の

採用を行うとともに、中堅層を主とした中途採用及

び出向受入れを行うことにより、優れた専門的知識

と豊富な経験を持つ人材の確保を図る。 

 

 

（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23年度の新規学卒者は6名及び中途採用者は３３名を確保するとともに、出向

受け入れを行い、機構の業務展開に必要な部署に配置した。 

  優秀な人材を確保する制度として、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（特

定雇用職員）を通年募集型とした。 

 

また、積極的にリクルート活動を行った結果、平成25年度採用予定者２０名程度に対して４６名の応

募があった。これは活動を行わなかった一昨年度と比較して２倍程度の応募である 

更に、次年度以降の人材確保のため、昨今の原子力関連産業の厳しい環境の中、継続して質の高い人

材を確保するため、大学等の企業セミナー等への参加及び当機構独自の説明会において100名以上の学

生の参加があった。 

 

  さらに、機構を退職した職員のうち、原子力安全基盤業務に関する技術的知識や経験を有する者の中

から希望者をアドホック的に活用する「原子力安全人財バンク制度」（平成22年度に創設）の浸透を図

り、福島県への原子力技術者派遣、技術情報の英文翻訳及び技術文書の査読などに有効活用を図った。

（２）人材育成 

新規採用者を含む職員の能

力及び専門的知識の維持・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し、こ

れを踏まえた計画的な人材育

成プログラムを開発し実施す

るとともに、関係機関等との積

極的な人事交流を行う。 

また効率的かつ効果的な組

織運営を図るため、組織マネジ

メント力を向上させるための

研修等を充実・強化する。 

なお、機構職員として業務遂

行に必要な知識・技能の習得・

向上を図るための一般研修に

ついては、一人当たり年平均3

回以上の参加を目標とする。 

（２）人材育成 

職員の能力及び専門的知識の維持・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代

表的なキャリアパスを策定し、これを踏まえた計画的な

人材育成プログラムを開発し試行する 

新規学卒者等については、入構後２年間の導入教育期

間における研修計画を策定しこれを実行に移すととも

に、適宜フォローアップを行うことで、効果的な人材育

成を図る。 

また、平成22年度に引き続き、内部統制の強化を図る

とともに機構職員として業務遂行に必要な知識・技能の

習得・向上を図るため一般研修を充実する。 

なお、一般研修への参加目標については一人当たり平

均3回以上とする。 

（検査等業務に従事する職員に係る施策については、「Ⅱ

1．検査等業務」の欄に記載。） 

 

 

（２）人材育成 

職員が自らの能力開発及び成長の過程を俯瞰できるよう、機構の業務分野を基に、シンクタンク型（試

験、研究、解析、調査業務等）、検査員・審査員型及び企画管理型の３つの代表的なキャリアパスを策定

した。また、入構時から技術伝承期までのキャリアパスを俯瞰した人材育成プログラムを開発し、入構１

０年目までの若手職員を対象としたキャリア面談制度の試運用を９名について実施した。 

新規学卒採用者については、2年間の導入教育研修計画に基づき、原子力基礎技術研修（４７時間）、

原子力安全研修センターでの原子力発電所主要機器基礎研修、原子力・放射線入門講座（JAEA主

催）の現場研修に加え、所属部門でのOJTを実施した。育成状況は、アンケート及び業務状況報告で適

宜確認するとともに、意見交換会及び研修報告会を開催し、確認した。 

更に、各人にチューターを配置するとともに、チューターに対して役割を明確化し、指導能力の向上

を図るためチューター研修を実施した。 

中途採用者については、原子力基礎技術研修等の受講に加え、配属部署におけるOJTを実施し、それ

ぞれのキャリアパスに応じた育成を実施した。 

職員の人材育成については、管理者としての意識及び能力の向上を図るため、グループ長研修を実施

した。 

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へ2年間の予定で研修対象者を派遣

し、効果的な人材育成に努めた。 

 

役職員全員を対象とした一般研修として、個人情報保護をテーマとしたコンプライアンス研修、eラー
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ニングによる倫理研修に加え、新たに技術者倫理研修、法人文書研修、トラブル防止研修等を実施し、内

部統制の強化と知識・技能の習得・向上を図った。 

また、その他の研修として、国際業務への対応のために英語学習の支援、若手職員向け米国短期研修

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るとともに、新たに、上級者向けの実践的な

語学研修として、英語ビジネススキル研修を実施した。 

なお、一般研修には一人当たり平均６．２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 

効果的な人材活用を図るた

め、機構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。特に、若手職員につ

いては、高度な専門性獲得等の

観点を重視した育成及び能力

開発を念頭に置きつつ配属及

び異動を行う。 

また、人材活用の基本的手法

としての人事評価制度につい

ては、組織内におけるコミュニ

ケーション・ツールとしての視

点も重視しつつ継続的な改善

を行い、これらの評価結果を適

切に処遇に反映する。 

（３）人材活用 

昇任・昇格制度（平成20年4月施行）を適切に運用

し、業務実績を反映した適切な評価を行うことにより、

組織上有為な人材の活用等を図る。 

また、専門性調査や希望調書の活用等により、組織

内の適材適所の配置等を図る。 

 

（３）人材活用 

昇任・昇格制度を適切に運用し、業務実績を反映した適正な評価を実施した。 

また、人事評価制度を抜本的に改正し、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、その実施にあたっては、システム化を推進した。 

さらに、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 

２．業務に関わる知的基盤の確

立 

２．業務に関わる知的基盤の確立 ２．業務に関わる知的基盤の確立 

業務を通して得られる情

報及び知見等の蓄積を推進

するとともに、部門を超え、

より一層有効かつ効率的に

活用できるようにするため、

機構が構築した複数のデー

タベースの連携強化等を行

う。 

 

業務を通して得られる情報

及び知見等の蓄積を推進する

とともに、部門を超え、より一

層有効かつ効率的に活用でき

るようにするため、検索用イン

ターフェースの統合等による

機構が構築した複数のデータ

ベースの連携強化等を行い、検

索性能の向上等の利便性の向

上を図る。 

業務を通して獲得した情報・知識を部門を越えて機構

内全体でより有効かつ効率的に活用・伝承できるよう、

知識管理システムを構築することとし、今年度はパイロ

ットシステムの導入、試運用を行う。 

 

前年度に策定した知識管理基盤を構築するための構想案に基づき、技術系職員の専門知識の共有・伝

承及び、関連文書類の管理を支援するパイロットシステムを構築して、統括室の主要業務（保安規定関

連業務、運転経験反映業務等）により試運用を行い、専門知識・技術資料をシステムに登録した。また、

試運用経験を反映してシステム改良を行うとともに、更なる改良を図るため機構の知識管理システム構

築のノウハウを蓄積した。 

３．組織運営、業務の質の向

上、業務執行の高度化 

３．効率的・機動的な組織運営 ３．効率的・機動的な組織運営 ３．効率的・機動的な組織運営 

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、経営

機能の強化、機動的・弾力的

な組織運営、責任の明確化、

原子力安全・保安院等との連

（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 

（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 

経営上の課題等についての各部室を対象とした役

員によるヒアリングを年４回程度実施するととも

（１）組織運営の高度化 

  

 

 

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 

（a）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。 (１０回開催) 
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携強化、品質及びリスクマネ

ジメントシステムの維持・改

善等により、組織運営の高度

化及び業務の質の向上を図

る。 

加えて、安全研究業務に対

する第三者評価における業

務の効率的実施や内部監査

による適正な機構業務の執

行を確保する。 

また、中立、厳正及び公正

の観点から、直接規制行政の

一部を担う業務には、電気事

業者等からの出向者を充て

ないこととする。 

 

経営陣が業務の状況を迅

速かつ的確に把握し、組織

全体を見渡して 適な意思

決定を行うための、情報共

有等の仕組みを適宜改良す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 機動的・弾力的な組織運

営 

組織全体としての成果向

上のため、原子力安全・保

安院の規制ニーズの変化等

に柔軟に対応する組織編制

の実施等の機動的・弾力的

な組織運営を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 責任の明確化 

機構の内部組織は、意思

決定ラインを短くするとと

もに、指揮命令系統及び責

任の所在を明確化する。 

④ 原子力安全・保安院等と

に、役員と各部の責任者を構成メンバーとする幹部

会を原則として月１回開催し、重要事項の審議等を

行い、情報の共有化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 機動的・弾力的な組織運営 

原子力安全行政上の要請を分析、把握し、必要に

応じて組織、人員配置の見直しを行う。 

新興国の支援等、国際活動を戦略的に展開するた

め、国際業務の機動性を確保する。このため、国際

室の体制整備を進める。 

   溶接検査の不備に係る再発防止対策として、検査

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、福井事務所）の業務品質管理を一括して

行うように体制を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（b）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） 

（c）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 

（a）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、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。 

（b）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。 

（c）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。 

（d）「検査等業務についての第三者調査委員会」の提言に対する進捗状況について毎週、役員がヒア

リングを実施し、現状把握を行うとともに適時的確に指示を与えた。 

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 

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た上で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、監事監査事項に係わる実態調査も幹部会にて報告・審議されており、

幹部会の主催である理事長は、かか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も、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 

  ○ 技術専門支援機関として、東京電力福島第一原子力発電所事故対応に万全を期すべく、的確な事

故対応を行うため、組織を機動的、弾力的に運営した。 

    具体的には、技術的支援が適時適切に行えるよう、官邸及び保安院等に対する技術支援のための

専門技術者を派遣した。さらに、警戒区域内に居住する住民の一時立入の支援のため、職員を派遣

した。これらにより、原子力安全・保安院及び原子力災害現地対策本部の要請に適時的確に対応し

た。 

  ○ 原子力災害等緊急事態に際し、原子力災害対策本部等に迅速かつ的確な技術支援を行えるよう、

シビアアクシデント対策、確率論的安全評価、放射線影響評価等の専門家により構成する「緊急時

技術支援室」を平成24年4月に設置することとした。また、国内の全プラントの運転状態を常時確

実に把握できるよう、伝送ネットワークの状況を24時間常時遠隔監視する「緊急時ネットワーク監

視センター」を平成24年4月に設置することとした。 

さらに、平成24年4月から緊急事態対応体制を所管する組織として、これまでの防災対策部の名

称を「緊急事態対策部」へ変更する。 

○ 外部の有識者から構成される「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

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、福井事務所）の業務品質管理を一括

して行うため、平成２４年４月に「品質管理推進室」を設置するとともに、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すべく組織体制を変更することとした。なお、平成

24年4月から検査業務部の名称を「検査評価部」に変更する。 

    また、「検査等業務についての第三者調査委員会」の他の提言についても、進捗状況を毎週役員へ

報告するとともに、取組結果についてはＱＭ委員会で報告した。 

  ○ 新興国支援等、国際活動を戦略的に展開するため、平成２３年５月に国際室に計画グループ、国

際協力グループ及び新規導入国安全支援センターを設置し、国際室の体制整備を行った。 
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の一層の連携 

政策的ニーズを的確に把

握して業務を進めるため、

原子力安全・保安院とのコ

ミュニケーションを更に密

にする。また、その他の関

係機関との情報交換・連携

も密にし、一層の成果向上

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 業務の質の向上 

これまで体制整備した品

質マネジメントシステム及

びリスクマネジメントシス

テムを維持及び改善するこ

とにより、業務の品質を高

めるよう努める。 

 

 

 

 

③ 責任の明確化 

新たに生ずる組織運営の問題点等について絶えず

検討し、改善を継続する。また、職員の能力や実績

を考慮して、職員の適材適所への配置に努める。 

 

④ 原子力安全・保安院等との一層の連携 

a) 幹部クラスの打ち合わせを年 4 回程度実施す

る。事業の実施計画の立案、実施に当たっては、

原子力安全・保安院のニーズが適切に反映できる

よう企画、現場レベルでの十分な連携を取ること

とする。 

b) 原子力安全・保安院が取りまとめた規制課題につ

いて、原子力安全・保安院との情報共有を図り、

課題解決に向けて主体的に取り組むべきものなど

明確にしつつ適切に対応する。 

c) クリアリングハウス機能を充実・強化した機構の

運転経験等反映委員会に関して実運用の定着化を

図り、引き続き国内外の重要な安全情報の提供及

び共有を行うことにより、事故故障の未然防止に

努める。 

加えて事故故障情報に関しては、原子力安全・

保安院への情報提供と意見交換を行う。 

さらに、産業界との定期的な情報交換会合を開

催する。また、東京電力㈱福島第一原子力発電所

の事故に関して、事故から得られる教訓や規制へ

の反映事項について検討し、原子力安全・保安院

に提示する。 

d) 規格基準の整備に関し、原子力安全･保安院と共

催の規格基準整備連絡会にて情報共有するととも

に、具体的な計画の策定と整備活動を実施する。 

 

    e) 原子力安全・保安院、資源エネルギー庁及び国内

の原子力関係機関で構成され、機構に設置された国

際原子力安全パネルで国際原子力安全活動を効果

的に実施するため定期的に情報交換を行う。 

 

 

⑤ 業務の質の向上 

機構の行う検査等の行政業務支援に係わる業務の

品質を確保するため、国際標準化機構(ISO)に規定さ

れる規格要件に準拠するよう機構にあった品質マネ

ジメントシステム体制を維持及び改善する。 

リスクマネジメントについては、内部統制の充実

を図るために、新たに取り組む課題を抽出し、検討・

改善を図る。 

公文書等の管理に関する法律に対応した法人文書

 

③ 責任の明確化 

   組織改編時には、各業務における指揮命令系統及び責任の所在を明確にするとともに、人事の配置

に当っては、高度な専門性技術力の維持・向上等を図るため、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. 東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、平成23年度は幹部クラスの打合せは実施しな

かった。しかしながら、事業の実施計画の立案、実施に当たっては、原子力安全・保安院のニーズ

が適切に反映できるよう企画、現場レベルでの十分な連携を図り、特に、東京電力福島第一原子力

発電所事故対応では、原子力安全・保安院のニーズに適切に対応した。 

 

ｂ．東京電力福島第一原子力発電所事故により、規制課題への対応の優先度が下がり、当面、即座に

対応が必要となった原子力安全・保安院より依頼のある技術支援について、業務毎に進捗状況等を

一覧にまとめ、その進捗状況等について原子力安全・保安院との十分なコミュニケーションを図っ

た。 

ｃ．クリアリングハウスに関しては、平成２２年度に機能を充実・強化した体制で、事故故障情報に

ついて分析評価を行った。具体的には、運転経験等反映 WG を２回（H24.2.24 現在）開催し、主

に海外で発生した事故故障事象～140 件（H24.2.24 現在）についてスクリーニングを行い、米国

における東京電力福島第一原子力発電所事故対応、燃料の熱伝達率低下による現実的な緊急炉心冷

却システム（ECCS）評価モデルへの影響、原子力発電所の認可更新のための経年劣化に関する知

見報告書改訂 2 に関する情報、発電所の配電系統電圧の妥当性等について、我が国への反映の観点

で評価を実施し、関係者間で情報共有を行った。 

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、事故故障情報に関する原子力安全・保安院へ

の情報提供と意見交換、また、産業界との定期的な情報交換会合の開催はなかった。 

東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故から、教訓として得られた技術的課題

について検討し、規制対応の必要なものについては具体的な対処案も検討し、それらの結果を纏め、

原子力安全･保安院に提示した。 

ｄ．東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、規格基準整備連絡会の開催はなく、平成23年

度の規制基準整備計画の策定はできなかったが、機構内の規格基準整備WGにおいて、原子力安全・

保安院担当者との情報共有を図るとともに、原子力安全･保安院からの依頼により日本原子力学会標

準「実用発電用原子炉施設等の廃止措置の計画:2011」の技術評価を開始した。 

ｅ．東日本大震災への対応の影響で、関係者（原子力安全・保安院、資源エネルギー庁、電気事業連

合会等）が時間的に拘束され参集困難であったこと、および会議の趣旨が規制機関、事業者、推進

機関等が集合して国際原子力安全活動について情報を共有し課題を抽出するということに対し、我

が国全体の喫緊の課題が東京電力福島第一原子力発電所の事故対応となり、開催意義が薄くなった

ため、平成２３年度は国際原子力安全パネルの開催は行われなかった。 

 

⑤ 業務の質の向上 

「検査等業務についての第三者調査委員会」の提言等を受け、品質マネジメントシステム（QMS）を

改善し、改善したＱＭＳにより個別業務の品質向上が図られていることをＱＭ委員会で確認した。また、

不適合事象の判断基準の見直し、内部監査及び外部監査の見直しを図り、QM 規程を改訂した。 

  リスクマネジメントについて、各部ごとに潜在リスクを抽出し、そのマネジメント及び成果、取組状

況を理事長ヒアリングで報告した。 

  更に、検査等業務、防災関連業務を含む機構全体の品質マネジメントシステムやリスクマネジメント

システムを維持、改善し、業務の質の向上を図るため、外部有識者から構成される「外部有識者による

品質管理評価委員会」を設置した。 
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管理方法の定着を図る。 

 

また、全役職員を対象に法人文書研修を実施するとともに、研修資料を機構のイントラネットに掲載

するなど、公文書等の管理に関する法律に対応した法人文書管理方法の定着を行った。 

 

（２）第三者評価、内部監査等

の確実な実施 

安全研究業務については、第

三者評価機関による評価を受

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行

う。 

また、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

確実に行う。 

（２）第三者評価、内部監査等の確実な実施 

原子力安全研究評価委員会を設置し、原子力安全・保

安院及び機構が実施する安全研究計画の策定を行い、規

制課題との適合性、緊急性の観点での評価を受ける。ま

た、安全研究計画に基づき実施する個別の安全研究プロ

ジェクトについて、進捗管理、研究成果について評価を

受ける。 

この結果を踏まえ、必要な見直しを迅速に行う。 

 

業務執行部門から独立した組織（監査室）による内部

監査を実施する。 

 

 

（２）第三者評価、内部監査等の確実な実施 

① 平成22年度に機構が行った試験研究等の成果及び平成23年度に機構が行う試験研究等の計画を対

象として、平成23年度に原子力安全研究評価委員会を開催し、平成22年度評価報告書を取りまとめ

た。 

平成22年度評価報告書の提言により、東北地方太平洋沖地震の影響を受けた東京電力福島第一原子

力発電所での事故を踏まえた新たな規制ニーズへの展開による修正として、緊急に１年で実施する７

件の研究プロジェクト及び新たに取り組むべき課題に対処するために実施すべき１５件の研究プロジ

ェクトを立ち上げた。一方で、必ずしも緊急性が高くないと考えられる研究開発段階炉の高性能炉心

に向けた燃料技術、地層処分の規制要件の検討等の9つのプロジェクトについて平成23年度の実施を

凍結した。また、東京電力福島第一原子力発電所４号機の事故状況に鑑みて、同号機から試験体とし

て提供を受ける予定であった高経年化対策に関する1件のプロジェクトを中止した。 

 

平成23年度に機構が行った試験研究等の事業の進捗状況や成果の活用などの研究成果を対象とし

て、原子力安全研究評価委員会及び17回の分科会を開催し、継続して実施する研究に対する研究の継

続、凍結、廃止及び他プロジェクトとの統廃合の必要性の評価を含む評価シートの結果を取りまとめ

た。また、安全研究評価委員会の評価指標の見直しを実施した。具体的には、成果の安全規制への反

映に重点化を図った。 

 

 ② 平成23年度内部監査計画(旅費に関する事務処理、個人情報保護の管理状況)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（検査業務部(6/28～29)、国際

室(6/30～7/1)、原子力システム安全部(8/23～24)、企画部(8/25～26)、耐震安全部8/30～31)、

総務部(1/17、18)、広報室(1/17)、企画部(1/18)、検査業務部(1/19)）。内部監査によって、保有

個人情報保護のための適切な管理等の指摘がなされ、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を図っている。 

更に、情報システムの脆弱性や情報管理の適切性等について、情報セキュリティ体制の一層の強化

を図るため外部の専門機関による客観的な監査を実施した。 

 

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。 

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。 

（a）契約締結決議書(1000万円超)について、各部署より回付を受け、チェックを実施。 

（b）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、随意契約及び一者応札・応募の改善等契約状況

の点検・見直しを行った。 

 

  また、QMS内部監査については、各部長が自組織を評価するセルフアセスメント方式を廃止し、被監
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査部門に所属しない監査員のチームによる内部監査方式へ変更することとした。 

 

（３）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ないこと

とし、業務の中立・公正な実施

に努める。 

（３）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

てないこととし、業務の中立・公正な実施に努める。 

（３）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 

４．科学的・合理的判断に基づ

く業務の実施 

４．科学的・合理的判断に基づく業務の実施 ４．科学的・合理的判断に基づく業務の実施 

機構は、原子力安全規制の

基盤的業務を実施する専門

機関としての役割を的確に

果たすため、業務の実施に当

たり、広く集めた知見等に基

づく科学的・合理的な判断の

下に行う。また、判断の根拠

について、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。 

 

検査等業務、安全審査等関連

業務等の原子力安全規制の基

盤的業務の実施に当たり科学

的・合理的な判断の下に行うと

ともに、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機

構内に周知・徹底するととも

に、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、発信を促進する。

なお、学会発表、論文発表につ

いては年間100件以上を確保

する。 

行動規範を踏まえて、科学的・合理的な判断の下に

原子力安全規制の基盤的業務を行う。また、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

積極的に行うよう努める。 

なお、学会発表、論文発表については年間100件以

上を確保する。 

 

  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

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・新知見の導入をはじ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事業を実施している。その際、規制機関の実施する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、

２４年度安全研究計画案に反映した。 

  また、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、２０３件（国際発表７４件、国内発表１２９件）の学会等での発表、論文発表を行った。 

５．業務の効率化 ５．業務の効率化 ５．業務の効率化 ５．業務の効率化 

（１）外部能力の活用 

業務実施に際し、必要とな

る施設は機構が固定的経費

を負担することがないよう、

また、経費削減のため、可能

な範囲で外部の施設や人材

を活用する。 

（１）外部能力の活用 

試験研究の実施に当たって

は、必要となる施設は、機構が

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ととも

に、必要な人的資源について

も、機構における人材育成、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する

こととする。 

（１）外部能力の活用 

調査、試験関連業務等において自ら業務を実施するよ

りも、外部へ発注することが効率的と考えられる業務は

外部に発注する。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う。 

また、試験関連業務及び解析評価業務（クロスチェッ

ク解析業務を除く）を実施するに当たり、外部の専門家

からなる検討会等をそれぞれ年2回程度開催し、業務の

的確な実施に努める。 

 

 

（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。

データベースへの安全情報の登録作業についてはその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。 

更に昨年度に引き続き、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。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５０の検討会を年８０回開催し、業務の的確な実施に努めた。 

（２）情報化の推進 

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

推進するとともに、より高度

化する外部からの不正アク

（２）情報化の推進 

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・迅速化を推進す

るとともに、より高度化する外

部からの不正アクセスやウィ

（２）情報化の推進 

事務処理の効率化・迅速化を推進するため、情報技術

（仮想化技術）を活用した、サーバ統合環境を構築し運

用を開始するとともに、平成2２年度に更新したアプリ

ケーションシステム（予算執行管理、財務会計、旅費・

経費精算システム及びグループウェア）の定着化・安定

（２）情報化の推進 

①事務処理の効率化・迅速化 

仮想化技術を活用したサーバ統合環境を平成 23 年 6 月末までに構築完了し、各業務システムおよび

データベース群を平成 24 年２月末までに移行、運用を開始した。予算執行、契約、会計、旅費・経費

精算を管理するシステムを平成 23 年 4 月から、電子メール、掲示板、スケジュール、施設予約等の機

能を持つグループウェアを平成 23 年 6 月から運用開始し、安定運用することにより定着化を図った。
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セスやウィルス侵入等を防

ぐため、十分な対策を講じ

る。また、「独立行政法人等

の業務・システム 適化実現

方策」を踏まえ、引き続き、

業務の 適化計画を整備す

るとともに、整備が完了した

ものから実行に移す。 

ルス侵入等を防ぐため、ネット

ワーク体系の見直し、サーバ体

系の見直し、ファイアーウォー

ルの強化等十分な対策を講じ

る。また、 

運用化を図る。 

また、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、及び、機構からの情報漏洩を防

止するため「第2次情報セキュリティ基本計画」を踏ま

えて情報セキュリティに係るPDCAサイクルの構築を

推進するとともに、情報セキュリティに対する一層の周

知・徹底及び意識向上のため、全役職員を対象に情報セ

キュリティ研修を実施する。 

さらに、「公文書等の管理に関する法律」の施行に基

づき、業務・システム 適化計画の見直しを行う。 

 

 

②情報セキュリティ対策 

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

的に実施したほか、国の年度計画「情報セキュリティ２０１１」を踏まえ、機構から発信される電子メ

ールの成りすまし防止策として、送信ドメイン認証（SPF）の設定を平成 23 年 8 月に行った。 

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）583 名、受講率 100％（昨年度 100%））したほか、情報セキ

ュリティ責任者等（該当者 7５名（昨年度７２名）および全役職員及び機構内で業務を行う派遣職員等

（582 名）を対象にした自己点検を実施した。 

さらに、情報システムを構成するサーバ及びネットワーク機器計 2５台を対象に、外部業者による情

報セキュリティ診断を実施し、重大な脆弱性が発見された Web アプリケーションシステム（1 システム）

について対処を行ったほか、外部業者による情報セキュリティ監査による指摘事項について対応策を検

討した。 

前述の自己点検、情報セキュリティ診断及び情報セキュリティ監査においての未実施事項、指摘事項

について整理し、情報セキュリティ対策の平成 24 年度計画を平成 24 年 3 月に策定した。 

なお、「機構内パーソナルコンピュータのマルウェア（不正プログラム）感染の可能性及び外部サイト

との意図しない通信について」（平成 24 年 5 月２日プレス発表）の詳細調査の結果を踏まえた対策につ

いては、機構の情報管理の見直しを含め、平成 24 年度上期早期までに確実な実施を行う。 

③業務・システムの 適化 

  公文書の管理に関する法律に基づき、全役職員を対象とした法人文書の管理に係る研修を平成 23 年 5

月に２回開催したほか、法人文書を管理する情報システムの在り方について検討を行った。 

 

（３）業務経費等の削減 

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（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。 

② 総人件費については、

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）等に基づき、5

年間で 5%以上を基本

とする削減（平成 19

年度予算における人件

費を基準とし、23 年

度までの 4 年間で 4%

以上の削減）の着実な

（３）業務経費等の削減 

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（Ⅱ

１．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%以上の削減を目標

に行う。 

 

② 総人件費については、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）等に基

づき、5 年間で 5%以上

を基本とする削減（平成

19 年度予算における人

件費を基準とし、23 年度

までの 4 年間で 4%以上

の削減）の着実な実施を

図るとともに、役職員の

（３）業務経費等の削減 

行政支出見直し計画（平成21年6月）に基づき、

物品、役務の調達等については、競争入札の活用に

よるコストの軽減を継続して進め、業務経費等の削

減に努めるとともに、公正性の確保にも努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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）に基づき、機構の

（３）業務経費等の削減 

平成 2３年度は契約監視委員会を４回開催し、一者応札・応募案件の低減に向けた取組として、原部

署からヒアリングを実施した。 

さらに「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った。 

平成２３年度においては、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響による東京

電力福島第一原子力発電所の事故対応を緊急に行うため、随意契約件数が増加した。また、一者応札比

率についても増加しているが、この要因について、聞き取り調査を実施した結果、応札側の原子力関連

企業が事故対応に重点化した結果、事業に応札する業務上の余裕がなかったことが一因と考えられる。、

平成 2３年度の契約状況は以下のとおり。 

①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 2２年度の９.０％から 10.9 ポイ

ント増加し 19.9％となった。（※） 

②一般競争入札における一者応札の件数比率は、平成2２年度の4３.０％から14.3ポイント増加し

57.3%となった。(平成20年度実績68.0％) 

③一般競争入札において競争性が高まり、平均落札額が平成2２年度の7１.6％から5.5ポイント増加し

77.1％となったが、契約ベースで約15億円の経費が削減された。 

  

 ※； 平成23年度の随意契約件数は96件となり、平成22年度件数（49件）より大幅に増加してい

る。その要因は、東京電力福島第一原子力発電所の事故対応案件（35件）及び事務所移転関連案

件（16件）によるもので、この2つの要因を除くと随意契約件数は45件となり、平成22年度件

数より低減している。また、随意契約による契約金額も平成22年度の1,798,845千円（49件）

に対し、582,615千円（45件）と減少している。 

 

ワシントン事務所については、平成２３年度においては、平成２２年度比で管理経費を１０％削減し

た予算付けを行い、各般の見直しと徹底的な効率利用を行った結果、円高の影響もあり、平成２２年度
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実施を図るとともに、

役職員の給与に関し国

家公務員の給与構造改

革を踏まえた見直しを

実施する。更に、「経済

財政運営と構造改革に

関 す る 基 本 方 針

2006」（平成 18 年 7

月 7 日閣議決定）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。 

③ 業務内容に応じ、外部

機関を活用するととも

に、競争的な調達を行

う。なお、随意契約に

より委託等を行う場合

には、国における見直

しの取組（「公共調達の

適正化について」（平成

18 年 8 月 25 日付け

財計第 2017 号。財務

大臣から各省各庁の長

あて。））等を踏まえ、

関連公益法人を始め特

定の団体との契約の在

り方の見直しなど不断

の見直しを行うことと

し、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。 

④ 機構が会議所、研修施

設、分室等の施設を保

有する場合には、売却

や一般利用への開放、

関連する諸権利の有効

活用等により、土地・

建物等の効率的な活用

を促進し、自己収入の

増加を図る等の観点か

らの見直しを図るもの

とする。 

給与に関し国家公務員の

給与構造改革を踏まえた

見直しを実施する。更に、

「経済財政運営と構造改

革 に 関 す る 基 本 方 針

2006」（平成 18 年 7 月

7 日閣議決定）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。 

 

 

 

③ 随意契約により委託等を

行う場合には、国におけ

る見直しの取組（「公共調

達の適正化について」（平

成 18 年 8 月 25 日付け

財計第 2017 号。財務大

臣から各省各庁の長あ

て。））等を踏まえ、関連

公益法人を始め特定の団

体との契約の在り方の見

直しなど不断の見直しを

行うこととし、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。 

 

 

 

 

 

④ 機構が会議所、研修施設、

分室等の施設を保有する

場合には、自己収入の増

加を図る観点から売却や

一般利用への開放、関連

する諸権利の有効活用等

により、土地・建物等の

効率的な活用を行うもの

とする。 

２か所の本部事務所統合の検討を行うとともに、ワシ

ントン事務所については、管理経費の削減等、効率利

用を図る。また、機構の管理・業務支援等のIT総コス

トについて、平成22年度実績比30%以上の削減を達

成する。 

 

 

 

 

 

 

総人件費について、平成23 年度までの削減目標に

基づく削減の着実な実施を図るために、計画的な中途

採用を進めるとともに、雇用のあり方や役職員の給与

に関して必要な措置を検討する。 

 

 

比３０％の削減を達成した。 

また、機構の管理・業務支援等のIT総コストについては、サーバ統合環境の整備、複合機の印刷チャ

ージ単価の削減等により、平成22年度実績比３２％の削減を達成した。 

  平成２３年９月から１０月にかけて旧別館及び旧本館を段階的に移転し、本部事務所の統合を完了。

移転後は、事務所賃料に加え、年間の清掃及び光熱費等の管理経費の削減を行った。（計画外） 

    

  また、「独立行政法人が支出する会費の見直しについて」（平成２４年３月２３日行政改革実行本部決

定）に基づき、機構が公益法人等に支出する会費等の見直しを開始した。さらに、「独立行政法人の職員

宿舎の見直し計画」（平成２４年４月３日行政改革実行本部決定）の方針を踏まえ、機構借上宿舎の見直

しを開始した。 

 

給与水準については、平成２３年度の対国家公務員指数は 120.2（前年度 119.3)であるが、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。 

機構職員の大学卒以上の者は、192 名（85.7％）でその内院卒は 86 名となっており、これに対し

国家公務員における大卒以上の割合は、52.6％（平成 23 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、102.4（前年度 102.2)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、東京電力福島第一原子力発電所事故の対応業

務により時間外労働が増大し、42.3 億円と前年度比 6.1％の増となったが、常勤職員の計画的な採用を

進めてきたことから、平成 19 年度比 9.4%減となり、 終中期目標年度の目標とした 4%減を達成。 

さらに、「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 9.7％減（補正値 6.3％減）となり、平成 23 年度の目標

値 6％以上の減を達成。 

法定外福利費については、４１，７４６千円となっており、健康診断費や社宅費が増となったことか

ら、昨年度比６，７１１千円の増額であった。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23年度のレクリエーション経費は発生してい

ない。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

Ⅲ．国民に対して提供するサ

ービスその他の業務の

質の向上に関する事項 

Ⅱ 国民に対して提供するサー

ビスその他の業務の質の向

上に関する目標を達成する

ために取るべき措置 

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 

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．検査等業務 １．検査等業務 １．検査等業務 

検査等業務は、規制当局が

事業者に要求した事項が確

実に履行されていることを

具体的に確認する行為であ

り、原子力安全規制におい

て、重要な役割を担ってい

る。 

機構は、電気事業法及び原

子炉等規制法に基づき、各種

の検査、審査及び確認の業務

（以下「検査等」という。）

を行うこととされており、こ

れらを公正かつ厳正に、ま

た、機動的に実施するととも

に、検査等に係る人材の業務

遂行能力の向上等による原

子力の安全の確保を図るた

めの有効かつ効率的な研修

等を計画的に実施する。 

平成17年11月に再開さ

れた総合資源エネルギー調

査会原子力安全・保安部会検

査の在り方に関する検討会

により、平成18年9月、「原

子力発電施設に対する検査

制度の改善について」が取り

まとめられ、保全活動に対す

る検査制度の導入及び安全

確保上重要な行為に着目し

た検査制度の導入等の方針

が示された。今後、平成20

年度の運用開始を目途に保

全活動に対する検査制度の

導入及び安全確保上重要な

行為に着目した検査制度が

導入される予定である。 

機構は、新たな検査制度の

導入に向け、検査体制の見直

しを図るとともに、中長期的

な視点に立った人材育成の

強化及び職員の資質の向上

等の取組を通じた検査の質

（１）法令に基づく検査等業務 

機構は、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に基づき

原子炉施設及び原子力施設（以

下「原子炉施設等」という。)

に関する機構が行う検査、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

実施する。また、経済産業大臣

の指示があった場合、立入検査

を実施する。 

検査、確認等あるいは立入検

査完了後それぞれ速やかにそ

の結果を経済産業大臣に報告

する。 

（１）法令に基づく検査等業務 

機構は、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。）に規定されている以下の検査等について、事業

者の検査等工程、機構の検査員の資源等を勘案して、適

正な検査を円滑に実施する。また、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、検査等終了時における経

済産業大臣への通知については機構が定める標準処理

期間内に適切に実施するよう努める。 

規程、手順書等の見直し、検査等における適切な進捗

管理を行うとともに、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が一体となった検査等の品質

の管理体制を構築し、検査等の確実な実施に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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（原子炉等規制法第16条の3第1項、

第28条第1項、第43条の9第1項、第46条第1

項及び第51条の8 第1項） 

b) 使用前検査（電気事業法第49条第1項） 

c) 燃料体検査（電気事業法第51条第1項及び第3

項） 

d) 定期検査（電気事業法第54条第1項） 

e) 埋設施設確認（原子炉等規制法第51条の6第1

項） 

f) 施設定期検査（原子炉等規制法第16条の5第1

項、第29条第1項、第43条の11第1項、第46

条の2の2第1項、第51条の10第1項） 

g) 放射能濃度確認（原子炉等規制法第61条の2第

1項） 

（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522件実施した。 

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。 

これら検査に対する検査員の延べ出張日数は４，６６４人・日であった。 

また、機構が行う検査の信頼性に対する疑念をもたれるような検査未実施等の問題があったことから、

検査業務に対する機構の取り組み姿勢など様々な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、「検査等業務についての第三者調査委員会」を機構内に設置し検討をいただいた。 

同委員会より機構理事長に対し検討結果を取りまとめた報告を受け以下の検討を行い、課題を整理し

て改善が必要なものについて改善に努めるとともに、改善に時間を要するものや、継続的に実施するも

のについては、今後も引き続いて改善に努める。以下に、機構の検査等業務の主体性、独立性確保に向

けた改善策を示す。（計画外） 

○検査等業務の役務としての品質の確保の検討 

   ・検査部門の品質マネジメントシステムの改善検討 

   ・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 

   ・基本要領・手順等の作成時における理事等のマネジメントレベルの関与強化 

   ・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 

   ・検査三部門の業務品質管理体制の改善 

   ・事業者とのヒアリング等の記録等に関する規定の整備 

   ・検査員職務規程の制定、教育・研修による周知 

○検査員の質の向上の検討及び実施 

 ・検査員の能力向上のための体系的な研修の充実 

○適正な検査体制の確保の検討 

 ・人員数や人材構成の適正化 

 

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： ２６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： ４３件 

c)燃料体検査 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： ４３件 

d)定期検査 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： ０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： １０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： １２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 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

の確保等により、新たな検査

制度の導入後に機構が実施

することとなる検査等業務

を効率的かつ効果的に実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

a) 定期安全管理審査（電気事業法第55条第4項）

b) 溶接安全管理審査（電気事業法第52条第3項）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 事業者から申請を受け、合格処分などを事業者に直

接行なうもの 

a) 溶接検査（原子炉等規制法第61条の24第1項）

b) 廃棄確認（原子炉等規制法第61条の25第1項）

c) 運搬物確認（原子炉等規制法第61条の26第1

項） 

 

 

 

 

 

 

 

④ 立入検査 

電気事業法又は原子炉等規制法に基づき、経済産

業大臣から立入検査を行うよう指示があった場合に

は、所定の検査方法により行い、検査完了後速やか

にその結果を経済産業大臣へ報告する。 

 

 

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、かか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

共有化を図った。 

○ 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：２８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：２１３件 

 

このほか、平成23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

た審査を行った。 

○ 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。この評価結果を踏まえ審査を実施し充実を図った。 

 

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： ９件 

（その他、原子炉等規制法第 61 条の 24 第 2 項の溶接検査２件） 

○ 廃棄確認 

事業者へ確認証を交付した件数：１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： １８件 

○ 運搬物確認 

事業者へ確認証を交付した件数： １０６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１１件） 

 

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。 

 

○ 電気事業法の規定に基づき指示のあった件数： ４件 

 

a. 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、加工の内容等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）（計画外） 

本立入検査において、品質管理の状況、加工内容について確認した結果、問題は認められなかった。

b. 経済産業大臣から機構に対し、日本原子力発電敦賀発電所及び独立行政法人日本原子力研究開発機

構高速増殖炉もんじゅに対して、東京電力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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

状況について、経済産業省が実施する技術的妥当性を確認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。（４人・日）（計画外） 

確認した項目について、改善を指摘すべきと考えられる事項は抽出されなかった。 

C. 経済産業大臣から機構に対し、三菱原子燃料㈱東海工場に対して、当該工場内において輸送容器内

に保管されていた燃料体の健全性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）（計画外） 

ｄ. 経済産業大臣から機構に対し、独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃

料サイクル工学研究所プルトニウム燃料技術開発センタープルトニウム燃料第三開発室並びに三菱

原子燃料株式会社東海工場に対して、当該施設内に保管されている燃料体の健全性について立入検査

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）（計画外） 

本立入検査において、確認した項目について異常は認められなかった。 

 

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。 

 

 ⑤その他 

このほか、業務の原子力安全の向上への貢献や業務の適正化・効率化等の観点から業務の品質向上の

ための活動に取り組みの活動状況「当機構の検査における処置を要する事項の処置状況について」をと

りまとめ、機構ホームページに掲載し業務の透明性を図った。 

 

（２）検査員の研修等 

検査等に係る人材に必要な

専門知識・技能の習得、あるい

は維持・向上等により原子力の

安全を確保するため原子力安

全・保安院と連携し、効果的な

研修等を計画的に実施する。な

お、業務従事時間の5%以上を

研修受講に充てることとする。 

（２）検査員の研修等 

規制体系、検査の実施方法、検査技術・検査施設に

係る高度な専門知識、事業者側からの検査等に係る事

実関係の聴取方法等、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

応するため、研修センターや外部機関等も活用した効

果的な研修計画、研修コースを策定し、着実に実施す

るとともに、有効な教育機材や支援体制を拡充してい

く。 

具体的には、中期計画の 終年度にあたり以下を重

点的に行う。 

 

① 前年度に機能を拡充した検査員育成管理システム

を活用して、検査員の力量評価と、その評価結果に

基づく個別力量向上計画の策定を効果的かつ効率

的に行うとともに、目標とする力量向上に有効な研

修プログラムや自己学習教材の提供等により OJT

の計画目標の達成を支援する。 

 

② 体系的研修カリキュラムに基づく研修計画を着実

に実施するとともに、過去の教訓の周知、検査経験

に基づく知見の共有、専門知識の拡充、実践経験の

補充等を促す効果的な研修プログラムの開発、導入

及び実施を進めていく。 

 

③ 原子力安全研修センターの有効活用を推進するた

めに、検査員以外の職員等の研修への活用を支援

し、次期中期計画に向け、今後の研修に有効な研修

（２）検査員の研修等 

今年度は、東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故の発生と、避難住民の警戒区域一

時立入支援業務等により、研修の受講日程の確保が厳しい面もあったが、検査一部不備の再発防止研修等

の計画外研修の実施や、新たに公開した２件のｅ—ラーニング教材の受講促進でこれをカバーする形とな

った。 

 また、教育機材の拡充では、原子力安全研修センターにおける主要機器模型５件の追加製作、状態監視

保全技術試験設備の改造と計測システムの構築、振動診断用機材の整備、ｅ－ラーニング教材の製作等を

行った。 

 なお、研修従事率の実績は５．９０％で、中期計画目標を達成した。  

 

 

 

①検査員育成管理システムを活用した個別力量向上計画の策定、四半期毎の進捗報告、達成度評価及び

終報告も円滑かつタイムリーに行われ、福島事故の影響による検査工程及び指導日程等に大幅な修

正を余儀なくされたにもかかわらず、対象者の力量向上は概ね目標を達成したとの評価が報告されて

いる。 

 

 

 

② 今年度は、検査一部不備への対応に大きな課題として取り組むこととなり、これに対応した研修体系

やプログラムの改善に着手し、次年度の研修実施計画にも反映させた。 

 

 

 

 

③ 原子力安全研修センターでは、検査部以外の若手職員も対象とした、原子力発電所主要機器基礎研修

を実施した。研修設備や機材の拡充も行い、次期中期計画より新たな研修プログラムを導入するため

の準備を整えた。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

設備、機材、支援ツールの整備及び改造等を進める。

 

 

平成２３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９名、原子力施設検査員

５名、定期安全管理審査員４名、溶接安全管理審査員４名、溶接検査員１名である。（なお、実績の数

字は２月現在の実績のため、３月末で確定した数に修正要。） 

 

a. 検査員等資格共通研修 （２回、１２名） 

b. 定期安全管理審査員資格研修 （２回、１２名） 

c. 原子力施設検査員資格研修 （２回、１１名） 

d. 溶接安全管理審査員資格研修 （２回、１１名） 

e. 品質保証（安全管理審査員資格）研修 （２回、９名） 

f. 検査員等共通資格更新研修 （２回、１８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。 

 ＜安全管理審査関連技術研修＞ 

a. ＩＳＯ９００１規格解説研修 （２回、９名） 

b. ＱＭＳ実践事例演習 （２回、８名） 

c. JEAC4111-2009 講習会（コースⅡ） （１回、４名） 

＜原子力安全研修センター関連研修＞ 

a. 原子力発電所主要機器基礎研修 （１回、１０名） 

b. BWR コンパクトシミュレータ研修 （２回、６名） 

c. プロセス制御訓練研修 （１回、５名） 

d. 蒸気発生器伝熱管 ECT 研修 （３回、７名） 

e. 状態監視保全訓練研修（基礎コース１） （１回、５名） 

f. 状態監視保全訓練研修（基礎コース２） （３回、７名） 

g. 状態監視保全訓練研修（振動診断実務コース） （２回、６名） 

＜新検査制度対応研修＞ 

a. 保全活動総合評価研修 （１回、１３名） 

b. 運転期間延長に伴う技術評価の事例研修 （１回、６名） 

c. 保安規定勉強会 （１０回、延べ８１名） 

＜非破壊検査技術習得研修＞ 

a. 超音波探傷試験（UT）-1 技術研修 （１回、５名） 

b. 超音波探傷試験（UT）-2 技術研修 （１回、５名） 

c. 浸透探傷試験（PT）技術研修 （１回、５名） 

d. 磁粉探傷試験（MT）技術研修 （１回、２名） 

e. 放射線透過試験（RT）技術研修 （１回、３名） 

f. 渦流探傷試験（ＥＴ）技術研修（１回、５名） 

g. 自動 UT 基礎研修 （２回、６名） 

h. UT 記録評価研修 （３回、１３名） 

i. MT，PT，RT 記録評価研修 （３回、１０名） 

j. UT リフレッシュ研修 （３回、１４名） 

k. PT リフレッシュ研修 （２回、１０名） 

l. MT リフレッシュ研修 （３回、１０名） 

m. RT リフレッシュ研修 （２回、８名） 

n. 健全性評価研修 （２回、７名） 

o. 異材継手の超音波探傷試験研修（２回、５名） 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

p. 欠陥評価等に関する 新規制動向の研修（１回、３名） 

＜その他の能力向上研修＞ 

a. 検査員導入研修 （２回、１１名） 

b. 放射線管理・計測講座 （２回、４名） 

c. 原子力一般研修（１回、２名） 

d. ナトリウム技術研修 （１回、２名） 

e. FBR 基礎講座 （１回、２名） 

f. 高速増殖炉運転管理専門技能研修 （１回、１名） 

g. PWR 運転訓練研修 （２回、８名） 

h. BWR 運転訓練研修 （２回、８名） 

i. タービン原子力研修Ⅰ （２回、７名） 

j. トラブル再発防止研修（３回、１２５名） 

k. 定期検査の一部未実施に対する事例検討会（法制度と検査員心得）（４回、１２２名） 

l. 定期検査の一部未実施に対する事例検討会（事例検討）（４回、１２３名） 

m. 危機管理～危機対応力研修（２回、３０名） 

n. 検査員力量評価要領講習会（自己評価者・一次評価者）（４回、５５名） 

o. 技術伝承研修（１回、６名） 

p. 主体性、独立性確保改善策の周知研修（３回、１１６名） 

q. セミナー、シンポジウム等 （７件、１５名） 

 

 ＜電離放射線障害防止規則に基づく特別教育＞ 

a. 電離則ａ教育 （８回、３３名）･･･ｅ－ラーニングによる学習 

 

 ＜ｅ－ラーニングによる自己学習>･･･H24/2/24 現在 

a. ＢＷＲの系統機能・過渡応答等に関する学習（１５名、６４.．５日相当）･･･H20 より実施中 

b. ＰＷＲの系統機能・過渡応答等に関する学習（２４名、１２１．５日相当）･･･Ｈ２２より実施中

c. 弁の構造・機能及び保全技術に関する学習 （１８名、４５日相当）･･･Ｈ２２より実施中 

d. ポンプの構造・機能及び保全技術に関する学習（４３名、１５７日相当）･･･H２３年度開始 

ｅ. 超音波探傷試験の基礎に関する学習（４８名、２７０日相当）･･･H２３年度開始 

（３）新検査制度への対応 

原子力安全・保安院が検査制

度の見直しを進めていること

に応じて、新制度に係る評価手

法等の整備を技術的側面から

支援する（「安全研究」の項に

て後掲）とともに、実施の一翼

を担う機関として、新たな検査

制度の導入に向け、検査体制の

見直しを図るとともに、中長期

的な視点に立った人材育成の

強化及び職員の資質の向上等

の取組を通じた検査の質の確

保等により、新たな検査制度の

導入後に機構が実施すること

となる検査等業務を効率的か

つ効果的に実施する。 

（３）新検査制度への対応 

平成22年度に引き続き、保全プログラムの事前確認

のうち、原子力安全・保安院から機構に依頼される保安

規程（保全計画書）の技術検討業務について、技術検討

作業及び事業者ヒアリング等を的確に行い、新制度の円

滑な運用を図る。また、長期サイクル運転に伴う点検実

施頻度の技術評価が必要となる届出があった場合、技術

評価書の科学的根拠と評価内容の適切性を確認する。さ

らに、原子力安全・保安院との連携を図り、プラント特

性に応じた効果的な検査等を実施する。 

保安活動総合評価については、技術的課題に対処し、

評価方法の改善を行うととともに、試運用を適切に実施

する。 

 

（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

２３年度は、計102件の保全計画書に対して、技術検討を実施し、平成２４年３月末までに８６件の検

討結果を原子力安全・保安院に報告した。 

この中には３．１１事故を受けての長期保管等に関する特別な保全計画をのべ１５プラント・回含ん

でいる。また、長期サイクル運転に伴う点検実施頻度の技術評価については、東北電力㈱東通原子力発

電所第１号機の技術評価を完了（２回の立入検査を含む）したが、３．１１事故を受けて事業者届出が

取り下げの方向となり、原子力安全・保安院と連携して対応・調整に当たった。 

平成2２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」を計画

したが、東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響のため２回の開催となった。 

また、保安活動総合評価については、ＰＩ（Performance Indicator, 安全実績指標）等評価方法の

改善検討を行うとともに、その評価手法に基づいて、試運用に向けて評価を進めた。その上で、３．１

１事故を受けて防災やシビアアクシデントの評価手法の改善取り込みについては、原子力安全・保安院

と連携を図っていくこととなった。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

２．安全審査等関連業務 ２．安全審査等関連業務 ２．安全審査等関連業務 ２．安全審査等関連業務 

原子炉施設等の許認可に

係る審査においては、当該施

設の設計の妥当性を評価す

るため、事故等の発生を防止

することができるか又は事

故等が発生した場合にも外

部に影響を与えることがな

いか、確認するための事業者

の解析とは独立に解析を行

うことにより、事業者が行っ

た解析の妥当性を確認する

こと、すなわち、クロスチェ

ックを行うことが必要であ

る。また、原子炉等規制法に

基づき事業者が行う高経年

化に係る技術評価の妥当性

の確認を行うことが必要で

ある。 

機構は、クロスチェックの

ための解析、高経年化に係る

技術評価の妥当性確認のた

めの評価等を行う。また、許

認可における審査とは別に、

事業者が安全性の一層の向

上のために行うアクシデン

トマネジメント等の妥当性

を検証するための評価を機

構も独自に評価するととも

に、現実に発生した各種トラ

ブル等についても、現象の解

析、評価を行い、その安全性

の確認を行う。 

 

（１）安全審査等の支援 

① 法令に基づく許認可等 

機構は、許認可申請等に

おいて、事業者が実施した

解析の妥当性を確認する

ため、原子力安全・保安院

の指示に応じて、機構が独

自に整備した解析コード

等を用いて解析・評価等を

行う。 

また、事業者から原子力

安全・保安院に提出される

原子炉施設等の高経年化

に関する技術評価等につ

いて、その妥当性を確認す

るための解析・評価等を行

う。 

これらの結果を速やか

に原子力安全・保安院に報

告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

法令に基づき事業者から原子力安全・保安院への

許認可申請等に関する解析を実施する。案件として

は以下のものが見込まれる。（実施は審査スケジュー

ルに依存） 

1) 日本原燃㈱六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設

センターの廃棄物埋設事業変更許可申請 

2) 独立行政法人日本原子力研究開発機構（原子力

機構）再処理施設の使用済燃料の高燃焼度化等

による事業変更許可申請 

3) 使用済燃料輸送容器等の核燃料輸送物設計承

認申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 三菱原子燃料（株）乾式再転換設備に関する事

業変更許可申請 

5) 中国電力㈱上関原子力発電所設置許可申請 

 

6) 日本原子力発電㈱東海第二発電所のプラント

定格出力増加に関する設置変更許可申請 

7) 九州電力㈱川内発電所3号の増設に関する設置

変更許可申請 

 

このうち、中国電力㈱上関原子力発電所設置許可

申請及び九州電力㈱川内発電所3号の増設に関する

設置変更許可申請については、対象事象選定の提案

等を通じた支援を行う。 

 

 

b) 高経年化対策関連技術調査等 

今年度予定されている四国電力㈱伊方発電所2号

（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 

     

    

 

   

1) 日本原燃㈱六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターの廃棄物埋設事業変更許可申請については、

申請が行われなかったため、クロスチェック解析は実施していない。 

2) 独立行政法人日本原子力研究開発機構（原子力機構）再処理施設の使用済燃料の高燃焼度化等によ

る事業変更許可申請については、申請が行われなかったため、クロスチェック解析は実施していな

い。 

３）使用済燃料輸送容器等の核燃料物設計承認申請 

・原燃輸送㈱より申請された NFT 型核燃料輸送物の収納物仕様の追加（高燃焼度燃料及び漏えい燃

料の追加）に伴う設計変更承認申請に対し、クロスチェック解析及び設計変更承認申請書別紙安

全解析書の評価作業を実施した。評価対象とした設計変更内容は以下のとおり。 

 ⅰ) NFT-10P 型核燃料輸送物へのスツールの追加 

 ⅱ) NFT-14P 型核燃料輸送物への高燃焼度燃料及び漏えい燃料の装荷 

 ⅲ) NFT-12B 型核燃料輸送物への高燃焼度燃料及び漏えい燃料の装荷 

 ⅳ) NFT-22B 型核燃料輸送物への高燃焼度燃料の装荷 

それぞれの核燃料輸送物・燃料装荷状態に対し、申請者の用いた解析評価モデル等に見られた

不備を指摘し、修正を促した。また、構造解析、熱解析、密封解析、遮蔽解析及び臨界解析につ

いて申請者の用いた評価の仮定、物性値及び計算手法の妥当性を評価し、ご意見を聴く会で説明

し、保安院へ報告した。 

 

・日本原燃㈱より申請された TOSSJ 型核燃料輸送物設計承認申請に対し、設計承認申請書別紙安

全解析書の評価作業を実施した。申請者の用いた解析評価モデル等に見られた不備を指摘し、修

正を促した。また、構造解析、熱解析、密封解析、遮蔽解析及び臨界解析について申請者の用い

た評価の仮定、物性値及び計算手法の妥当性を評価し、保安院へ報告した。 

4) 三菱原子燃料（株）乾式再転換設備に関する事業変更許可申請については、申請が行われなかった

ためクロスチェック解析は実施していない。 

５）中国電力㈱上関原子力発電所設置許可申請については、東京電力福島第一原子力発電所事故の影

響により中断している。 

  ６）日本原子力発電㈱東海第二発電所のプラント定格出力増加に関する設置変更許可申請については、

申請が行われなかったため、クロスチェック解析は実施していない。 

７）九州電力㈱川内発電所 3 号の増設に関する設置変更許可申請については、東京電力福島第一原子

力発電所事故の影響により中断している。 

  ８) 日本原子力発電㈱から提出のあった東海発電所廃止措置計画認可申請書に係る是正結果の確認に

ついて、中性子束計算、放射性物質量評価及びその結果を用いた安全評価に係る解析計算の誤り是

正の適切性を評価した。中性子フルエンス率及び放射化量計算自体に誤りはなかったが、その結果

を用いた放射化放射性物質濃度及び量、放射化レベル別物質量並びに被ばく線量評価において、物

理データの不整合、放射化量修正計算の反映不足、計算式等修正の誤り等不適切な点及び記録書類

に誤記が多数認められた。保安院へ報告した結果、申請者に再調査の指示が出された。（計画外）

 

ｂ．高経年化対策関連技術調査等 

四国電力㈱伊方発電所 2 号炉、関西電力㈱美浜発電所２号炉及び東京電力福島第二原子力発電所１
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

 

 

 

 

② その他 

機構は、事業者から原子

力安全・保安院に報告され

る、耐震設計審査指針及び

関連指針類（平成 18 年 9

月に改訂等）に基づく原子

炉施設等の耐震健全性、ア

クシデントマネジメント

対策等の妥当性を確認す

るため、原子力安全・保安

院の指示に応じて解析・評

価等を行い、その結果を速

やかに原子力安全・保安院

に報告する。 

炉、関西電力㈱美浜発電所２号炉及び福島第二原子

力発電所１号炉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・保安院の支援を行う。 

 

 

② その他 

a) 東京電力㈱福島第一原子力発電所事故への対応 

東京電力㈱福島第一原子力発電所事故への対応と

して、原子力安全･保安院から依頼される解析・分

析･評価等を行う。 

    1) 開閉所関連設備の耐震性評価 

事業者から原子力安全・保安院に報告される全

国の原子力施設の開閉所関連設備に対する耐震性

評価の妥当性を検討する。 

2) 機器設備地震時影響評価 

事業者から原子力安全・保安院に報告される東

京電力㈱福島第一１号機から３号機の機器設備の

地震時の健全性評価の妥当性を検討する。 

 

 

 

3) 余震時の耐震安全性確認 

東京電力㈱福島第一原子力発電所３号機、４号

機の原子炉建屋を対象とした、余震時の耐震安全

性を確認する。 

 

 

 

4) 地震シミュレーション解析の実施 

東北地方太平洋沖地震に対する、東北電力㈱女

川原子力発電所３号機の原子炉建屋を対象とし

た、地震シミュレーション解析を実施する。 

 

5) 地震･津波の原因究明 

東北地方太平洋沖地震における地震･津波の特

徴を分析し、地震･津波のシミュレーション解析を

実施し、地震･津波評価として反映すべき知見を整

理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

号炉の高経年化技術評価の技術的妥当性確認を行い、高経年化技術評価に関する意見聴取会（全 11

回）への対応を含め、原子力安全・保安院を支援した。 

 

 

 

② その他 

ａ．東京電力福島第一原子力発電所事故への対応 

 

 

 

1) 開閉所関連設備の耐震性評価 

事業者が評価を実施した開閉所設備及び変圧器の中から評価対象を選定し、電気設備の耐震設計指針

(JEAG5003-2010)等に基づき耐震性評価を行った。その結果、事業者の解析結果は JNES の解析

結果とほぼ一致し、事業者の評価は妥当であると確認し原子力安全・保安院に報告した。 

2) 機器設備地震時影響評価 

東京電力福島第一原子力発電所 1 号機から 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（燃料集合体、残留熱除去系、原子

炉格納容器等）について、建設時と今回地震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。この当機構の妥当性評価の結果では、事業者の結果と同様に、評価対象とした設備

の地震による損傷等の異常は無かったものと考えられることを原子力安全・保安院に報告した。 

3) 余震時の耐震安全性確認 

東京電力福島第一原子力発電所３号機、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（RPV、SFP）に対する波及的影響防止の観点等から、平成２３年 3 月 11 日の地震後に発生が予

想される余震に対して、現状の原子炉建屋の耐震安全性について検討した。検討条件として、水素爆発

等で損傷を受けた部材を保守的に評価しても、原子炉建屋に発生するひずみや応力度は評価基準値以下

であることを確認した。評価結果を、原子力安全・保安院に報告するとともに「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」に報告した。 

4) 地震シミュレーション解析の実施 

東北電力女川原子力発電所３号機原子炉建屋を対象として、中越沖地震の知見である建屋の床の柔性

等を考慮した解析モデルを構築して、東北地方太平洋沖地震の観測記録に対する地震シミュレーション

解析を実施した。その結果、機構で構築した解析モデルを用いた解析結果は観測記録と良く一致してい

ることを確認し、評価結果を、平成 23 年 12 月に原子力安全・保安院に報告した。 

5) 地震･津波の原因究明 

東北地方太平洋沖地震に因る地震・津波の知見を今後の技術基準等に反映し、全国の原子力発電所

の安全性を向上させるために、同地震・津波の発生メカニズムを究明し、基準地震動や設計津波水位

の策定に係る震源・波源の設定方法に反映すべき知見を整理した。津波観測データから求めた波源モ

デルと地震動観測データから求めた震源断層モデルを比較した結果、津波波源モデルと長周期観測地

震動に基づく震源断層モデルが整合し、共に大きなすべりがプレート境界の日本海溝付近に集中する

こと、短周期の強震動を生成する領域は、プレート境界のやや深い部分が支配的であることを確認し

た。また、本解析結果の分析・評価により、東北地方太平洋沖地震の津波に因る原子力発電所間の津

波高の相違には、各サイトの沿岸域の地形に加えて、震源のすべり分布の空間的・時間的な不均一さ

（破壊開始時間の遅れ）が大きく影響していることが明らかになった。上記の分析結果は、「ＩＡＥＡ

に対する日本国政府の追加報告書－東京電力福島原子力発電所の事故について－」（平成 23 年 9 月）

において取り上げられ、日本国政府の報告書及び諸外国に対する情報公開の責務に貢献した。 

6) 汚染水貯留スペース確保の検討 

東京電力福島第一原子力発電所では、事故後、継続的に汚染水が発生し、周辺環境への影響が懸念さ

れたことから、汚染水を一時的に貯留する集中廃棄物処理建屋（プロセス主建屋はじめ 4 建屋）の止水
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 既設の発電用原子炉施設の安全性に関する総合評

価の妥当性確認 

 事業者が原子力安全･保安院に提出する発電用原

子炉施設の安全性に関する総合評価の妥当性確認

支援を行う。（実施時期等は報告書提出期限等に依

存。） 

 

 

 

c) 再処理施設の検査時の緊急安全対策の妥当性確認

再処理施設が津波その他の事象によって交流電

源を供給する全ての設備等が機能喪失した場合

に、それらを回復することを可能とするために事

業者が実施した緊急安全対策の妥当性を確認す

る。 

 

d) 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 

事業者から原子力安全・保安院に報告される軽水

炉型原子炉施設（以下「軽水炉プラント」という。）

等に対し、耐震クロスチェック解析を実施する。（実

施対象プラント及び実施時期は事業者からの報告内

容及び報告時期に依存） 

 

 

 

処理について検討した。検討は、配管計装線図（P&ID）、建屋及び配管施工図等の設計図書を用い、建

屋からの汚染水の漏洩の要因になり得る全ての設備（扉、シャッター、配管、電線管、ダクト、スリー

ブ等）を抽出し、個々について止水処理の仕様（コンクリート充填、シール材塗布、弁閉、配管切断閉

止、等）を決定するとともに、その有効性を確認した。本検討の結果、約 50,000ton の汚染水を貯留

する容量を確保し、周辺環境への影響の回避に寄与した。（計画外） 

7) 東京電力福島第一原子力発電所事故の技術的知見に関する意見聴取会への技術支援 

東京電力福島第一原子力発電所の水素爆発に対する原因究明の一環として格納容器の脆弱部分（ベ

ロー部やフランジシール部等）の評価を実施した。さらに、1 号機及び 3 号機の水素爆発に関し、格

納容器からの水素及び放射性物質の漏えい可能性分析として従来実験データ等に基づく高温時の負荷

状況下でシールゴムの弾性消滅の根拠データを考慮し、格納容器上部フランジ部での開口量を評価し

た。これにより燃料溶融による高温及び高圧力状況下では格納容器上部の密閉機能が損傷し、水素漏

えいによる 5F オペフロア部で水素爆発が生じ得ることの根拠データをまとめた。成果は「東京電力

株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見に関する意見聴取会」で報告された。（計画外） 

８） 東京電力株式会社福島第一原子力発電所第 1～4 号機に対する「中期的安全確保の考え方」への

適合に係る評価 

原子力安全･保安院の協力依頼を受けて、原子炉注水異常時の炉内構造材温度評価、セシウムの大気

中放出量評価及び線量評価に用いられた、解析条件及び計算過程並びに解析結果の妥当性を確認する

ためにクロスチェック解析を行い、原子力安全・保安院に報告した。また、これらの評価結果につい

て、意見聴取会で説明を行った。（計画外） 

 

b. 既設の発電用原子炉施設の安全性に関する総合評価の妥当性確認 

発電用原子炉施設の安全性に関する総合評価（ストレステスト）として、原子力安全･保安院との合同

チームにて、事業者作成の報告書の審査を行っている。審査は、設計上の想定を超える、地震・津波・

地震と津波の重畳の事象に対する個々のプラントの頑健性を評価するもので、JNES は｢報告書の精査｣

「事業者とのヒアリング」「委員からの意見聴取会対応」「現地調査」「IAEA 対応」「審査書作成」「原子

力安全委員会対応」等、技術的な視点から一連の作業を原子力安全・保安院と協同して実施している。

23 年度末時点で、プラント再稼動の判断に用いる一次評価として、16 プラントの報告書が提出されて

おり、今後は一次評価の継続、及び二次評価を実施する予定である。 

 

c. 再処理施設の検査時の緊急安全対策の妥当性確認 

原子力安全・保安院による事業者の緊急安全対策の実施状況の確認に伴い、以下の支援を行った。 

(1)原子力安全・保安院が事業者に対して行ったヒアリングに出席し、技術的観点から意見を述べると

ともに、事業者の説明の技術的内容の評価確認を行った。 

(2)原子力安全・保安院が行った立入検査に同行し、分析データ、図面及びその他の資料について、技

術的内容の確認（現場確認を含む）を行った。 

 

d. 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、以下の耐震クロスチェック解析を実施

した。 

1) 基準地震動 Ss の超過確率に係るクロスチェック解析 

平成22年度に引き続き、各サイトの基準地震動Ssの超過確率に関するクロスチェック解析を行った。

耐震バックチェックの事業者報告書及び保安院・合同WGの審議結果等を分析・整理して地震ハザード

解析を行い、事業者の結果と比較し、各事業者結果のハザードレベルの妥当性確認や違いの要因を分析

した。平成23年度は、関西電力大飯発電所及び高浜発電所、北陸電力志賀原子力発電所の解析を実施

した。また、平成22年度に実施した中国電力島根原子力発電所に関しては、原子力安全・保安院と宍

道断層の活動性評価及び地震動評価についての意見交換を行い、解析の見直しを行った。本件のクロス

チェック解析報告書を平成2４年３月に保安院に提出した。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) 耐震設計審査指針改訂に係る既設原子炉施設の残

余のリスク評価の妥当性確認 

事業者評価の解析手法、解析条件、解析結果を確

認し、残余のリスク評価のクロスチェック解析を行

う。（実施対象プラント及び実施時期は事業者からの

報告内容及び報告時期に依存） 

  f) 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 年度に行われた炉心確認試験結果につ

いて、特にアメリシウム(Am)241 の蓄積効果に

着目して、制御棒価値、過剰反応度、ドップラー

係数などの安全上重要な核特性に関する試験結果

の妥当性を、前年度に引き続き確認する。 

 

2) 保安規定の妥当性確認 

○運転上の制限逸脱時（LCO）の許容待機除外

時間（AOT）評価：もんじゅ保安規定のLCO

のAOTを確率論的評価（ＰＳＡ）手法を用い

て定量的に根拠づける。 

○ナトリウム漏えい監視に係る保安規定の妥当

性検討(保安規定34条)：事業者からの保安規

2) 九州電力（株）玄海発電所３号機 

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

安院に報告した。解析結果は原子力安全・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。 

○ 建屋系では、ＲＢ、ＡＢ、ＲＢのＦＨＢの検討、土木系は、屋外重要土木構造物、建屋基礎地盤の

安定性に関する耐震安全性について検討した。事業者の設定した条件、及び JNES が設定した条

件による解析を実施し、耐震安全性を確認した。 

○ 機器・配管系の安全性評価 

機器設備の評価に当たっては、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・評価を行った。その結果、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。 

3)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 に対する原子炉建屋及び原子炉建屋内の安全上重要な機器・配管の耐

震安全性に係るクロスチェック解析を実施した。解析の結果、当該機器・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、結果を原子力安全・保安院に報告した。解析結果は

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。 

4)北海道電力㈱泊発電所 

2 号機の原子炉建屋背後斜面を対象として、複数の想定すべり面に対する地震時のすべり安定性につ

いてクロスチェック解析を実施した。事業者の設定した条件、および機構が設定した条件による解析を

実施し、すべりに対する耐震安全性の判断基準を満足することを確認し、結果を保安院に報告した。 

5)関西電力㈱ 大飯発電所 

1、2 号機原子炉建屋背後斜面、及び 3、4 号機原子炉建屋背後斜面を対象として、複数の想定すべ

り面に対する地震時のすべり安定性についてクロスチェック解析を実施中である。事業者より一部のデ

ータ貸与が遅れたため、実施期間が平成 24 年７月に延期された。 

 

e. 耐震設計審査指針改訂に係る既設原子炉施設の残余のリスク評価の妥当性確認 

本年度は、残余のリスクに関する事業者の報告書が保安院に提出されなかったので、クロスチェッ

ク解析は実施しなかった。 

 

 

 

f. 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 年度に行われた炉心確認試験で得られた制御棒価値、温度係数、反応率分布等について、

機構が整備した高速炉核計算システム ARCADIAN-FBR で解析した結果、長期間の停止による

Pu241 の崩変による Am241 の蓄積効果を含め、良好な精度(±5％以内)で予測可能なことを、

試験結果の妥当性を含め確認した。 

 

 

2) 保安規定の妥当性確認 

○もんじゅの保安規定に関し、「運転上の制限」の記載条項を中心に、記載内容の妥当性評価結果

を再整理した。原子力安全・保安院は、この結果に基づき、事業者(日本原子力研究開発機構)に

対し、保安規定を改正するよう指示した。（性能試験が延期になったことから従来から機構が課

題としていた保安規定記載内容について、機構の提案に基づき動き出したもの） 

○ナトリウム漏えい監視に係る保安規定第 34 条については、事業者が保安規定の改正内容を検討

中の段階であり、改正の申請を行うに至っていないが、改正に向けた事業者のヒアリングに際し

ては、原子力安全・保安院の技術的支援を行った。本条項の見直しは原子力安全委員会指摘事項
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定改正申請に際し、ナトリウム漏えい監視に

係る保安規定として適切な規定を上流規制、

異常時運転手順との整合性等から検討し、改

正に反映する。 

○蒸気発生器（SG）水漏えい監視に係る条項(第

３５条)の改正案の妥当性確認：事業者からの

保安規定改正申請に際し、SG 水漏えい監視

に係る保安規定として適切な規定を上流規

制、異常時運転手順との整合性等から検討し、

改正に反映する。 

 

3) アクシデントマネジメント(AM)策の妥当性確

認 

○AMワーキング（WG）・原子力安全・保安院

対応：一昨年以来中断していた、もんじゅAM

策の整備報告書（AMガイドライン)の技術的

妥当性評価について、原子力安全・保安院が

再開する、AM策のレビュー、防災小委員会の

AMWG へ の 対 応 及 び 原 子 力 安 全 委 員 会

(NSC)が行うAM調査審議への対応等を支援

する。 

○PSAに対するピアレビュー結果の活用：独

KITに委託したAMで実施したPSAに対する

ピアレビュー結果を、AMWGやNSCでの議

論の参考情報として活用する。 

 

4) 保全計画の妥当性確認 

○40%出力運転に向けた設備健全性等の確認 

40％出力でのプラント確認試験実施項目の

妥当性を確認する。 

 

    ○長期保管設備の健全性確認 

水・蒸気系の長期保管設備の健全性について、

点検・検査の妥当性に着目し、リスク情報を

活用して確認する。 

○水・蒸気系立入検査：機器の作動確認、健全

性確認が行われていること、また、運転･試験

が定められた手順・要領に従って安全に行わ

れていること等を確認する。 

 

5) もんじゅトラブル事象への対応 

もんじゅ再起動に際して生じたトラブル事象に

関し、特に、炉内燃料中継装置（IVTM)の落下事

象、プレシピテータ法燃料破損検出器のノイズ発

生事象などについて、国の規制活動を支援する。

 

 

でもあることから、平成 24 年度には、事業者の改正に向けた検討が進み、改正内容の妥当性を

評価することになる見込みである。 

 

○蒸気発生器水漏えい監視に係る保安規定第 35 条の改正に関し、原子力機構の提案に基づく改正

内容の妥当性検討及び水漏えい警報の設定値変更の妥当性検討において、原子力安全・保安院

を技術的に支援した。なお、改正そのものは、平成 24 年度以降に持ち越しとなっている（も

んじゅの工程遅延による）。 

 

 

 

3) アクシデントマネジメント(AM)策の妥当性確認 

 

○東京電力福島第一原子力発電所事故の影響で、もんじゅの性能試験が延期されるとともに、もん

じゅの運転再開そのものが、国の原子力政策大綱見直し結果を踏まえ判断されることになり、

AM 策妥当性確認に係る一連の作業は中断している。 

    

 

 

 

 

    ○ピアレビュー結果の活用に関しても、上記のとおり活用先となる AM 策妥当性評価作業が中断

している状況である。 

 

 

 

4) 保全計画の妥当性確認 

○ 40%出力運転の実施項目の妥当性確認については、もんじゅの運転再開の判断を原子力政策大

綱の見直し結果を踏まえて行うことになったため、40%出力試験が延期され、日本原子力研究

開発機構における試験計画策定が中断している状況である。 

○ 長期停止設備の健全性確認については、水・蒸気系設備を対象にナトリウム系設備を対象に実

施したのと同様の PSA 手法を用いて、点検対象の妥当性検討を実施すべく、必要な情報の収集、

検討を行った。評価作業は、40%出力試験が延期になり、さらに、水・蒸気系設備は、再度、

保管状態に移行する保全計画の見直しが行われたことから、中断している。 

○ 水・蒸気系設備の点検に際し、立入検査を原子力安全・保安院とともに実施し、機器の作動確

認、健全性確認が行われ、設備の運転が定められた要領・手順に従って行われていることを確

認した。 

 

 

 

5) もんじゅトラブル事象への対応 

事業者が行った IVTM の落下事象に関する接触痕等の調査結果と解析結果との対比等に基づく燃

料出入孔スリーブの構造健全性評価及び下部ガイド等の炉内構造物への影響評価について、構造評

価に係る考え方及び評価手順等の妥当性などの検討を行い、説明を要する点等を指摘した。機構の

指摘に対する事業者の検討内容を評価し保安院に報告した。これらの成果は、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。 

 

６) 緊急安全対策の妥当性確認 
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g) 中央制御室居住性評価に係るレビュー支援 

保安院に報告する中央制御室居住性に係る被ばく

評価について、解析手法、解析条件、解析結果をレ

ビューし、その妥当性を確認する。（実施は審査スケ

ジュールに依存。） 

 

h) トピカルレポートの妥当性評価 

事業者の設置（変更）許可申請に係るトピカルレ

ポートの活用に関し、原子力安全・保安院がその妥

当性評価を行う際の技術支援を行う。案件としては、

平成 2３年２月に申請された加圧水型原子炉

（PWR）燃料の燃料-被覆管相互作用(PCI)による破

損しきい値に関するトピカルレポート及び今後申請

が予定されている安全解析コードが対象となる。（実

施は評価スケジュールに依存） 

 

i) 維持規格による構造物健全性評価に関する妥当性

確認 

事業者から原子力安全・保安院に報告される、維

持規格による構造物健全性評価の妥当性をき裂進展

解析等により確認する。（実施対象プラント及び実施

時期は事業者からの報告内容及び報告時期に依存）

 

j) 新保全技術適合性検討 

新保全技術の実機導入に当たって、原子力安全・

保安院が行う技術基準適合性評価の支援を行う。 

 

 

k) 再処理施設の検査時の緊急安全対策の妥当性確認 

検査中の再処理施設に対する緊急安全対策に関し、

溶液沸騰・水素爆発対策の対象となる機器、電源車

容量等の妥当性評価について支援を行う。 

 

東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ、全原子力発電施設に求められた緊急安全対策の

妥当性確認に際し、原子力安全・保安院の評価に際し、技術的に支援した。また、全交流電源喪

失事故に対する高速炉の特徴である自然循環による炉心冷却について、事業者(原子力機構)の行っ

た解析の妥当性を確認するため、日本原子力研究開発機構とは別のプラント動特性解析コードに

よる解析を実施し、その結果に基づき、原子力安全・保安院の評価を支援した。（計画外） 

 

g.中央制御室居住性評価に係るレビュー支援 

   平成 23 年 3 月末に原子力安全・保安院に提出が予定されていた事業者の中央制御室居住性に係る

被ばく評価結果は、東京電力福島第一原子力発電所事故により提出が延期されたため、平成 23 年度

は実績無し。 

 

 

h. トピカルレポートの妥当性評価 

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、加圧水型原子炉（PWR）燃料の燃料-被覆管相

互作用(PCI)による破損しきい値に関するトピカルレポートの技術評価は中断したままである。 

 

 

 

 

 

 

 

i. 維持規格による構造物健全性評価に関する妥当性確認 

中国電力から保安院に報告された島根原子力発電所１号機における原子炉冷却材再循環系配管のひ

び割れに関して、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の妥当性を確認

した。 

 

 

 

j. 新保全技術適合性検討 

ウェルドオーバーレイ工法（WOL）など代表補修工法を規定した日本機械学会「発電用原子力設備

規格維持規格(JSME S NA1-2010)の補修章について、原子力安全・保安院が行う技術基準適合性

評価の支援を実施した。 

 

k. 再処理施設の検査時の緊急安全対策の妥当性確認 

検査中の再処理施設に対する緊急安全対策に関し、 

1.高レベル廃液貯槽等の崩壊熱の除去が必要な設備及び水素の掃気が必要な設備の特定 

2.交流電源供給機能等喪失時から高レベル放射性液体廃棄物等の沸騰及び水素濃度の可燃限界濃度

に達するまでの想定時間の評価 

3.再処理施設内電源喪失時の代替電源の使用及び給電方法の妥当性の評価 

4. 上記 1.～3.までに係る原子力安全・保安院が実施する立入検査 

これら４項目についての原子力安全・保安院による緊急安全対策の実施状況の確認に伴い、以下の

支援を行った。 

(1)原子力安全・保安院が事業者に対して行ったヒアリングに出席し、技術的観点から意見を述べると

ともに、事業者の説明の技術的内容の評価確認を行った。 

(2)原子力安全・保安院が行った立入検査に同行し、分析データ、図面及びその他の資料について、技

術的内容の確認（現場確認を含む）を行った。 
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 l. 原子力災害現地対策本部からの依頼事項対応 

 

(1)「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」 

 緊急事態対応として適用されてきたスクリーニング基準の下で警戒区域から持ち出された車を、

福島県の整備工場で整備した場合の整備士の年間の外部被ばく線量について試算を行った。本検討

においては、現地対策本部が実施したスクリーニング及び汚染状況の調査結果、日本自動車整備振

興会連合会が取りまとめた車の汚染状況の調査結果を整理するとともに、車の整備工場での汚染状

況及び整備士の作業状況に関する調査並びに一般的車両の汚染状況の調査を実施し、評価に反映し

た。 

 警戒区域から持ち出された車の汚染状況、これらの車を整備する割合、作業の時間と車との距離

等を考慮して試算した結果、福島県の整備工場でこれらの車を整備した場合の年間の整備士の外部

被ばく線量は約 360μSv と試算され、保守的な評価を行っても 1mSv を超えないとの結論を得

た。（計画外） 

 

(2)「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」 

 警戒区域及び計画的避難区域で大規模火災が発生した場合に、樹林に降着している Cs が煙とと

もに飛散して、消火活動を行う消防士や周辺の住民へ影響を与える可能性がある。このため、放射

性物質の汚染状況等に関するこれまでの知見を整理するとともに森林の可燃物に付着している放射

性物質の付着状況の現地調査を行い、それらを用いて火災影響評価の試算を行った。地域の汚染濃

度などが厳しい条件で、消防士が 1 時間作業を行うと、外部被ばく線量は 50μSv、全面マスクを

着用せずに作業を行うと預託実効線量 430μSv の内部被ばくを受けると推定されるため、適切な

装備を着用することと放射性物質濃度のモニタリングを行なうことが重要である。種々の条件にお

ける被ばく線量の試算を行い、火災影響評価ツールとして整備した。（計画外） 

 

(3)「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」 

 避難指示区域及び警戒区域の見直しに伴い、今後避難指示解除準備区域におけるインフラの復旧

が本格化し、区域内を通行する車両が増大することが予想される。このため、警戒区域内の国道 6

号を通過することによる車両への放射性物質による影響調査を行った。 

 国道 6 号を通過する車両に付着する放射性物質濃度は低く、その汚染のレベルは も高いタイヤ

あるいはタイヤハウスでも 2Bq/cm2（約 470cpm 相当）以下であり、有意な汚染の可能性は小

さい。また、時速 40km で国道 6 号線の警戒区域の片道を縦断する運転手の外部被ばく線量は 4

μSv 程度である。 

 有意な汚染は何らかの理由で、路肩や道路脇の土の上を車両が通過した場合に生じる可能性があ

る。舗装された国道 6 号等以外の路線を走行したり道路脇を走行する場合には、土の上を通過しな

いよう注意することが重要であり、土が大量に付着するような走行をした場合には、念のためスク

リーニングを行い、必要に応じて除染することが好ましい。（計画外） 

 

(4)「周辺住民への被ばく経路別放射線影響評価に関する調査」 

 東京電力福島第一原子力発電所の周辺地域の生活環境の調査を踏まえ、種々の被ばく経路ごとに、

周辺住民への放射線影響を評価した。評価に当たっては、被ばく経路と被ばく評価シナリオを摘出

し、外部被ばく、吸入による内部被ばく及び経口摂取による内部被ばくなどについて、これまでに

種々の機関で行われてきたモニタリングデータをベースに、現実に近い生活環境下での影響評価を

行った。（計画外） 

（２）事故・故障の対応 

機構は、原子炉施設等で発生

（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㈱

（２）事故・故障への対応 

① 平成19年の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号機の建屋及び機器設
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した事故・故障が施設の安全運

転に影響を及ぼす可能性があ

ると判断された場合には、原子

力安全・保安院の事故・故障の

原因の把握、影響拡大の可能性

及び影響緩和措置の妥当性評

価の支援を行い、更に事業者か

ら原子力安全・保安院への報告

の妥当性を確認するための解

析・評価等も実施し、その結果

を速やかに原子力安全・保安院

に報告する。 

また、原子力安全・保安院の

進める原子炉施設等の事故・ト

ラブルの再発防止対策のため

に取るべき措置の提言等の技

術支援を行う。 

柏崎刈羽原子力発電所の耐震安全性に関し、平成２

２年度に引き続き、クロスチェック解析を行う。（実

施対象プラント及び実施時期は事業者からの報告内

容及び報告時期に依存） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 国内の原子炉施設等での事故・故障発生時、事故・

故障データベースを用いた類型事例の抽出、抽出さ

れた故障の原因、対策及び関連情報等の調査、検討

を行う。また、事故故障 WG への原子力安全・保安

院の対応支援を実施するとともに、クリアリングハ

ウス機能を充実・強化した機構の運転経験等反映委

員会において、軽微な事象も含めた国内事象から必

要な規制教訓を抽出し、これを規制へ反映する検討

を実施する。さらに他プラントへの水平展開状況の

フォローについても実施する。 

 

③ 国内の原子炉施設等で発生した事故・故障の安全

上の重要度に関して、国際原子力事象評価尺度

(INES)を用いた評価、検討を行う。さらに INES 評

価小委員会への原子力安全・保安院の対応支援を実

施する。 

 

 

 

 

④ 国内外の事故・故障事象の安全性への潜在的な影

響を体系的に分析し、リスク情報を用いた概略評価

を行う。概略評価の結果、重要事象とした事象につ

いては、詳細な前兆事象評価を行い、安全性への潜

在的な影響、再発防止策の有効性等に関する定量的

情報を原子力安全・保安院に提供し、事故・故障の

再発防止に貢献するとともに、評価データの蓄積及

び評価結果の傾向分析を進める。 

また、安全情報の活用のための枠組みの構築を行

うとともに、クリアリングハウス機能のスクリーニ

ングの基準の一つとして前兆事象評価の活用を進め

る。 

備の構造健全性に係るクロスチェック解析を実施した。これらの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・保安院が事業者検討結果の妥当性判断などの規制側の根拠として活用

した。 

○建屋の健全性評価 

基準地震動 Ss に対する原子炉建屋の耐震安全性について、地盤－建屋連成系の地震応答解析モデル

を用いた検討を行った。事業者の設定した条件、および機構が設定した条件による解析を実施し、

耐震安全性を確認した。 

○機器設備の健全性評価 

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・手法をベースとした機構条件による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・保安院に報告し

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った。 

クリアリングハウス機能については、JNES運転経験等反映WGにおいて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行った。 

 

 

 

 

 

③ 東日本大震災関連事象の暫定評価に関して原子力安全・保安院を支援した。特に、東京電力福島第

一原子力発電所の事象評価に際しては、事象の進展に伴い複数回の評価支援を実施した。また東北電

力女川原子力発電所２号機の事象評価では共通原因故障により格上げが 終的に認められた場合を想

定し、INES News投稿案を作成した。さらに国際原子力事象尺度(INES)評価小委員会（第３０回：計

１回）（H24.2.24現在）に提案した計14件（H24.2.24現在）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を行った。 

 

④ 平成2３年度における国内外の事故・故障事象を対象にして、事象の安全性への潜在的な影響を体系

的に分析し、リスク情報を用いた概略評価を行った。また、事故・故障事象の安全上の影響分析、重

要度評価等から得られる評価データの蓄積及び評価結果の傾向分析を行うために、平成20年と平成

21年の原子力施設情報公開ライブラリー(NUCIA)の事故・故障事象をもとに、前兆事象の定量評価方

法の再構築を図った 。再構築した前兆事象の定量評価方法を用いて国内の平成20年と平成21年の事

故・故障事象（１２５件）の分析を行い、事故故障事象の傾向分析の項目、方法を選定した。 

ただし、安全情報の活用のための枠組みの構築は、東京電力福島第一発電所事故の影響により、電気

事業者との情報交換会合が開催できないため、次年度に繰り延べた。 
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３．防災関連業務 ３．防災関連業務 ３．防災関連業務 ３．防災関連業務 

万一原子炉施設等で原子

力災害（原子力災害が生ずる

蓋然性を含む）及び武力攻撃

原子力災害（以下「原子力災

害等」という。）が発生した

場合には、住民や環境への影

響を 小限に抑えるために、

国、地方自治体、原子力事業

者が一体となって迅速かつ

適切に対処することが必要

である。このため、日頃から、

緊急時に関係者が行う措置

の手順を実地に確認するた

めの訓練を行うほか、緊急時

に必要となる施設、設備を適

切に更新し、整備・維持管理

しておくことが重要である。 

機構は、原子力災害等が発

生した場合には法令及び原

子力安全・保安院の指示に基

づき、原子力防災に係る業務

を実施する。また、原子力災

害等に備えるための平常時

の業務として国及び地方自

治体が実施する原子力防災

訓練の支援、地方自治体職員

等の原子力防災関係者に対

する原子力防災研修及び緊

急事態応急対策拠点施設を

活用した習熟訓練、緊急事態

応急対策拠点施設の設備等

物的基盤の適切な更新・維持

管理、体制及び要員の維持・

改善等を実施する。 

なお、緊急事態応急対策拠

点施設を活用した習熟訓練

については、出来るだけ早期

に、原子力安全・保安院が独

立行政法人日本原子力研究

開発機構等他の委託により

実施している事業との重複

を排除し整理合理化を行う

ことにより経費の削減を図

る。 

原子力災害（原子力災害が生

ずる蓋然性を含む）及び武力攻

撃原子力災害が発生した場合

には、法令及び原子力安全・保

安院の指示に基づき、原子力防

災に係る業務を実施する。 

また、防災に備えるための平

常時の業務として以下を実施

する。 

 

原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む）及び

武力攻撃原子力災害が発生した場合には、法令及び原子

力安全・保安院の指示に基づき、原子力防災に係る以下

の業務を実施する。 

 

① 機構本部要員の参集を行い、支援本部を設置し、原

子力安全・保安院緊急時対応センター(ERC)及び緊

急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター）に

機構の職員を派遣する。 

 

② オフサイトセンター及び ERC の機器・設備並びに

緊急時対策支援システム(ERSS)の迅速な立上げ及

び運用を支援する。 

 

また、防災に備えるための平常時の業務として以下を

実施するとともに、軽水炉における防護対策計画の策定

手順等については、知見が蓄積されてきたことから、新

型炉・核燃料施設事故や複合事故への対応など、より専

門性の高い防災対策に重点化を図る。 

 

平成23年度から引き続き東京電力福島第一原子力発電所事故に対して、理事長を本部長とする緊急事態

支援本部を設置し24時間の支援体制を構築し、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・保安院及び原子力災害現地対策本部の活動を支援し、事故対応に万全を期す

よう 

(1)官邸及び保安院等に対する技術支援のための専門技術者の派遣 

(2)東京電力福島第一原子力発電所の中長期的安全確保に対する支援及び事故の教訓を踏まえた安全対

策への支援 

(3)事故の収束等対策への支援 

(4)原子力災害現地対策本部機能班への支援 

(5)住民の一時立入りへの支援 

などを実施している。 

 

 これまでの機構の主要な事故対応は次のとおり。 

 １．主な支援活動について 

  (1) 官邸及び保安院等に対する技術支援のための専門技術者の派遣 

     事故発生当日から、シビアアクシデント等を専門とする職員を官邸、保安院等に派遣し、助言、

分析評価等の支援を実施。 

  (2) 東京電力福島第一原子力発電所の中期的安全確保に対する支援及び事故の教訓を踏まえた安全対

策への支援 

   ①東京電力福島第一原子力発電所の中期的安全確保に対する支援 

     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）を原子力安全・保安

院へ提示するとともに、これを受け原子力安全・保安院が作成した「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。 

また、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、原子力安全・保安

院を技術的に支援。  

   ②事故の教訓を踏まえた安全対策への支援 

    ａ．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。 

ｂ．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）を作成するなど技術支援を実施。また、原子力安全・保安院に

おける審査を支援し、現地調査へ同行するとともに、意見聴取会や原子力安全委員会において

技術的な説明を実施。 

ｃ．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。 

ｄ．原子力災害対策の見直しへの対応 

住民避難等の緊急事態区分を定めるプラント状態判断（EAL)のガイドラインを作成する

等、防災指針の見直しに関し、技術的支援を実施。  

  (3)事故の収束等対策への支援 

   ①ERSSによる事故進展予測等の情報提供 

   ②事故緊急対策や環境影響評価のための解析・評価、技術情報の提供 



独立行政法人原子力安全基盤機構 平成 2３年度業務実績表 

23 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

   (4) 原子力災害現地対策本部機能班への支援 

   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テレビ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。 

②OFC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 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。（平成２３年８月頃） 

④現在、OFCの福島県自治会館への移動に当たり、設備の移設工事等を計画対応中。 

(5)住民の一時立入への支援 

   ①一時立入支援の準備 

    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、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、安全管理者として支援。 

    ｂ．中継基地において、スクリーニング記録業務、受付業務、検問業務等を支援。 

 

（１）原子力防災訓練の支援、

原子力防災研修 

① 国が毎年度実施する原子

力総合防災訓練に関し、

基礎資料の整備、訓練進

行計画や訓練シナリオの

作成、訓練結果のとりま

とめ等の支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地方自治体及び原子力事

業者等が定期的に実施す

る防災訓練の際に、訓練

進行状況に応じた事故状

況、予測等の情報提供や

防災訓練支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

（１）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等の支援 

国、地方自治体、原子力事業者等が共同で実施す

る原子力総合防災訓練の訓練進行計画、訓練シナリ

オ等を作成するとともに、実際の訓練に参画し、訓

練の準備・運営を支援する。 

また、訓練結果を取りまとめるとともに、参加者

を対象とするアンケート調査等を実施し、訓練の評

価を行い、今後、住民に分かりやすい訓練へ向けた

改善点の取りまとめを行う。さらに、訓練を通して

得られた知見に基づき緊急時の実効性向上のために

知的データベースの整理・検討を行うとともにマニ

ュアルの充実を行う。 

さらに、原子力安全・保安院が実施する核燃料輸

送事故に係る訓練を支援する。 

 

② 地方自治体の防災訓練の支援 

地方自治体の防災訓練の支援については、各地方

自治体の要望についての調査により、企画、実施及

び評価の各段階における支援計画を作成し必要な支

援を実施する。支援計画においては別途実施するオ

フサイトセンター活動訓練内容との連携を図る。従

来の事故状況及び予測情報の提供、オフサイトセン

ター運営支援等に加え、地方自治体が開催する講演

会での要望の強いテーマ（地域住民への防災意識の

向上等）に講師を派遣する。 

 

 

（１）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等の支援 

総合防災訓練実施に向けて、改訂中の関係省庁マニュアルや、新しく制定される原子力災害対策本

部事務局業務マニュアルに基づき、訓練編成や機能班活動など具体的な訓練内容について原子力安

全・保安院と定期的に協議を行った。また、万一、事故が発生した場合に備えて、官邸等に参集する

要員に必要なプラント情報や地域防災計画等の情報を纏めた携行用の資料作成の支援を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地方自治体の防災訓練の支援 

自治体訓練は、1２ヶ所の自治体で訓練・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等が実施され、この内、自治体側から要請のあっ

た岡山県、神奈川県、北海道、静岡県、島根県、福井県で支援を行った。支援項目は自治体側からの

要請内容により異なるが、ＯＦＣ設備操作、模擬記者、コントローラー等である。 

また、各自治体が今後改訂する地域防災計画に対する支援として、地域防災計画作成マニュアルの

改訂作業を防災基本計画案等に基づき行った。(計画外) 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

③ 武力攻撃事態等における

国民の保護のための措置

に関する法律に基づき国

及び地方自治体と協力

し、国民の保護のための

措置についての訓練への

参加及び支援を実施す

る。 

 

④ 国、地方自治体、原子力

事業者等及び関係機関の

防災関係者に原子力防災

に関する研修及び緊急事

態応急対策拠点施設（オ

フサイトセンター）を活

用した習熟訓練を実施す

る。 

 なお、オフサイトセン

ターを活用した習熟訓練

については，平成 19 年

度中に、原子力安全・保

安院が独立行政法人日本

原子力研究開発機構等他

の委託により実施してい

る事業との重複を排除し

整理合理化を行うことに

より経費の削減を図る。 

③ 国民保護法に基づく訓練への参加及び支援 

国民保護法に基づき国及び地方自治体と協力し、

原子炉施設等に対する武力攻撃事態における国民の

保護のための措置についての訓練への参加及び情報

提供などの支援を実施する。 

 

 

 

 

④ 原子力防災研修・習熟訓練の実施 

緊急事態応急対策の円滑な実施のため、国、地方

自治体、原子力事業者及び関係機関の防災関係者に

対し原子力防災に関する研修及び習熟訓練を実施す

る。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、研修及び習熟訓練の内容改善

を図る。なお、研修及び習熟訓練は国の訓練と整合

のとれたものとする。 

さらに、研修及び習熟訓練を通して得られた知見

に基づき緊急時の実効性向上のために知的データベ

ースの整理・検討を行う。 

具体的には、以下の研修を実施する。 

 

a) 防災専門官等広域支援現地訓練 

緊急時の際、当該原子炉施設立地道府県オフサ

イトセンターに他地域から支援に参集する原子力

防災専門官と当該地区の防災専門官、自治体担当

者及び事業者担当者を対象とした現地訓練をオフ

サイトセンター2 カ所以上で、総受講者数 40 名

を目標に実施する。 

b) オフサイトセンター活動訓練 

原子炉施設立地道府県の原子力防災要員（地方

自治体職員、警察・消防、事業者等）に対する 80

名程度の規模のオフサイトセンターを活用した研

修・習熟訓練を原子炉施設管轄のオフサイトセン

ター１３カ所及び燃料加工・再処理施設管轄のオ

フサイトセンター4 カ所で実施する。研修・訓練

内容は自治体訓練支援に資するよう調整を図るも

のとする。 

c) 核物質防護研修会 

警察庁、海上保安庁、防衛省の職員を対象とし

た 30 名程度の規模の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カ所で実施

する。 

d) 核燃料輸送講習会 

地方自治体、警察機関、消防機関等の職員を対

象とした１００名程度の規模の核燃料輸送講習会

を 4 回実施する。 

③ 国民保護法に基づく訓練への参加及び支援 

国民保護の訓練に関しては、今年度は原子力施設対象の訓練の計画はなく、自治体側からの支援要

請はなかった。 

 

 

 

 

 

 

④ 原子力防災研修・習熟訓練の実施 

   緊急事態応急対策の円滑な実施のため、国、地方自治体、原子力事業者及び関係機関の防災関係者

に対し原子力防災に関する研修等を実施した。 

   具体的な実施内容は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 防災専門官等広域支援現地訓練 

今年度は、防災指針等が全面的に見直されている過程であり、従来のカリキュラム内容では実施で

きないこと、また、東京電力福島第一原子力発電所事故による原子力災害対策現地本部に防災専門官

等が派遣されるなど緊急時対応が継続されていることを考慮し、中止することとなった。 

 

 

 

b) オフサイトセンター活動訓練 

原子炉立地地区については、防災指針等が全面的に見直されている過程であることから、従来の訓

練カリキュラムでの実施を見送ることとしたが、北海度、愛媛県については、自治体訓練に伴い、オ

フサイトにおいての研修の実施を要請されたため、防災指針や公開されている報告書等の内容を踏ま

えてカリキュラム・テキストを全面的に見直し、1 月に泊、伊方のオフサイトセンターで実施した。

一方、加工施設地区については、従来のカリキュラムで行うこととし、自治体側から要請のあった、

横須賀、熊取の２ヶ所で実施した。 

 

 

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か所で実施した。今年度の総参加人数は約５００名であった。 

 

 

ｄ) 核燃料輸送講習会 

東京・大阪で１各回、横浜で２回の合計４回開催し、計画通り実施した。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

e) 火災対応のための研修等 

平成２１年度に計画した 3 年間実施計画に基づ

き、火災対応のための研修を全国 6 カ所以上のオ

フサイトセンターで実施する。 

f) その他研修（講演会を含む） 

その他必要な研修（講演会を含む）を実施する。

 

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

らうための「原子力防災に関するホームページ」

等について 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

を行う。 

 

e) 火災防護研修 

計画の中に含まれていた福島地区は東京電力福島第一原子力発電所事故等の影響により実施されな

かったが、その他の地区については計画通り５地区で実施した。 

 

f) その他研修（講演会を含む） 

自治体からの依頼により、新潟県には避難シミュレーションに係わる講演会、長野県、静岡県には原

子力防災の基礎に係わる講演会を実施した。 

g) ホームページ等の更新 

平成22年度に実施したＯＦＣ活動訓練実績、防災専門官等広域支援現地訓練実績、及び自治体訓練

支援の実績を機構ホームページに反映した。 

また、ＥＲＳＳ障害を受けて、ＥＲＳＳ障害情報について掲示するよう改善した。（計画外） 

 

（２）物的基盤の維持管理等 

① オフサイトセンター、経

済産業省庁舎、地方自治

体庁舎等に設置した原子

力防災設備を緊急時に迅

速かつ的確に使用できる

よう、近年の高度化して

いるシステム環境、通信

環境に合わせた施設、設

備へ更新を図るととも

に、その維持管理、設備

改善等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 緊急時対策支援システム

（２）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 

a) 日常点検、定期点検による設備の維持管理 

オフサイトセンター及び ERC の機器及び設備

の維持管理を実施する。 

1) 月1回、設備の員数確認、点検、起動確認を

実施するとともに、年1回定期保守点検を実

施し、設備の健全性維持に努める。 

2) 更新設備の機能維持のために、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、修理対応等を迅速化する。 

b) 暫定オフサイトセンター整備 

津波で流出した女川オフサイトセンター及び警

戒区域内にある福島オフサイトセンターについて

は、原子力安全・保安院が選定した暫定オフサイ

トセンター（仮称）に緊急に通信設備等を整備す

る。 

c) オフサイトセンター機能強化 

東北地方太平洋沖地震により福島オフサイトセ

ンターでは地上回線の遮断や生活維持物質の供給

が遮断するなどの課題が生じた。このため、これ

らの課題への対応を全国のオフサイトセンター等

に水平展開する。 

 

 

d) 設備の中長期更新計画の実施 

訓練、研修等のコメントを反映するために、全

国オフサイトセンターに配備したパソコン(PC)

及びメモリーの増設を実施する。 

全国のオフサイトセンター及び立地市町村、道

府県庁に設置の旧衛星通信設備の撤去業務を実施

する。 

 

（２）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 

 a) 日常点検、定期点検による設備の維持管理 

   当初計画どおり、オフサイトセンター及び ERC の機器及び設備の維持管理を実施した。 

1)  月1回、設備の員数確認、点検、起動確認を実施するとともに、年1回定期保守点検を実施し、

設備の健全性維持に努めた。 

 

 

  2) 更新設備の機能維持のために、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、

修理対応等の迅速化を図った。 

 

b)暫定オフサイトセンター整備 

平成 24 年 1 月 4 日に女川暫定オフサイトセンターの設備を（独）産総研東北センター内に整備

を完了した。福島暫定オフサイトセンターの整備については、自治会館へ移転し、平成 24 年 3 月

16 日に整備を完了した。女川検査官事務所については、場所が未定のため来年度に延期することに

なった。また、ERC の移設に関しては、原子力規制庁の発足が延期されたことから、平成 23 年度

は仕様及び設計の検討を凍結した。 

  c)オフサイトセンター（OFC）機能強化  

複合災害等に対する OFC 機能の強化対策を実施した。なお、強化対策は今年度内完成の案件と来

年度に繰り越す案件とに分類し、次のとおり実施した。 

   今年度整備したものは次のとおり。 

・生活環境維持機材や非常食料、・遮へい機能付防護服、 

    ・モバイルネットワークシステム、・代替オフサイトセンター用通信機器等 

また、来年度に整備することとしたものは次のとおり。 

・多回線衛星通信システム、・統合原子力防災ネットワークの拡充、・電源車用の受電盤 

d) 設備の中長期更新計画の実施 

全 PC のメモリーの増設、全ての旧衛星設備の撤去を計画どおり実施した。 

 

  防災計画・防災指針等の見直し作業におけるオフサイトセンターのあり方の検討と併せ、オフサイト

センターの運営管理方法についても検討を行い、抜本的な見直しを開始した。また、オフサイトセンタ

ーの管理支援に対する業務の受注先が決定した場合、業務内容等の詳細情報を機構ホームページにおい

て開示することとした。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

（ERSS）を緊急時に速や

かに起動し、原子力安

全・保安院の緊急時対応

センター及びオフサイト

センターに的確な情報を

提供できるよう、その維

持管理、ソフトウェア・

ハードウェアの見直しを

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 緊急時に迅速かつ的確に

対応するため、緊急時対

応体制及び要員の維持、

改善等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ERSS の維持管理及び改善 

a) ERSSの維持管理 

 オフサイトセンター及びERCに設置されている

ERSSの健全性を維持管理する。 

1) 月1回、設備の員数確認、点検、起動確認を

実施する。 

2) 早期に異常を検知するため、運用監視システ

ムを整備する。 

 

b) ERSSの改善 

1) 中国電力㈱島根原子力発電所3号機向けに

ERSSを整備する。 

2) 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、ERSSプラント情報表示シス

テムの追加・改善を行う。当該年度は詳細仕

様を作成する。 

3) 日本原燃㈱六ヶ所再処理施設を対象とした事

故状況判断支援手法の検討を行う。 

4) もんじゅを対象とした事故状況判断支援手法

の検討を行う。 

5) ERSSの情報表示システム等を対象に、利便

性向上のための改良整備を実施する。 

 

c) システムの可用性向上 

平成 21 年度に検討した可用性向上策に基づき、

システムの整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

緊急時（蓋然性を含む）に機構本部要員の参集

を行い、支援本部を設置し、オフサイトセンター

及び ERC に機構の職員を派遣するために、機構内

における高度な専門的知識を有した人員を加えた

緊急時要員を確保するとともに通報訓練や参集訓

練及び初動の立上げ訓練等を実施し、体制の実効

性を確認する。 

 

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 

② ERSS の維持管理及び改善 

 a) ERSS の維持管理 

計画どおり、オフサイトセンター及び ERC に設置されている ERSS の健全性の維持管理を実施

した。 

1) 月 1 回、設備の員数確認、点検、起動確認を実施した。 

 

2) 早期に異常を検知するため、運用監視システムを整備した。 

 

 

b) 緊急時対策支援システム（ERSS）について、以下の機能整備等を行った。 

1) 中国電力㈱島根原子力発電所 3 号機向けに ERSS の「事故状態判断機能」を整備した。 

 （なお、燃料装荷の遅れにより、島根 3 号機向けの伝送は行われていない。） 

2) 日本原燃㈱六ヶ所再処理施設 ERSS のプラント情報表示システム(ICS) 改善に係る詳細設計を

完了した。また、現行のシステムに比べ取得情報の大幅な増加とそれに合わせた画面設計を実施

した。 

 

 

   3) 日本原燃㈱六ヶ所再処理施設 ERSS について、事故状況の判断ロジック等の検討を行い、事故状

況判断支援システムの概念検討を行った。 

   4) もんじゅ用 ERSS についての事故状態の判断ロジックと簡易事象進展評価手法を用いた判断支

援機能の検討を行った。 

   5) 日本原燃㈱六ヶ所再処理施設及びもんじゅ ERSS の情報表示システム(ICS)について、利用者の

利便性向上のための表示機能の改良（表示方法の改良、表示変数の追加等）及びモバイル ERSS

のトレンド表示等の機能追加を行った。 

ｃ）緊急時対策支援システム（ERSS）の障害対応として、以下の対応を行った。 

・ERSS に係るネットワーク異常の有無及びサーバの死活監視を確認するために、機構の運用管理

センターにて 24 時間監視する人的体制及び異常確認後の機構関係者への通報体制を整備した。 

・ERSS に係る異常に適確に対応するための手順のマニュアルを整備した。 

・ERSS における計画的な保守による停止、軽度な障害による停止、及び異常による停止について

公表する仕組みを整備した。 

・ERSS にデータ伝送を行っている原子力施設において、当該伝送設備に無停電電源装置や非常用

電源に接続されているかを現場の点検と動作確認により確認した。 

・ERSS の伝送多重化など更なる伝送システムの抜本的な強化策について検討を進め、改善案とし

てまとめた。 

 

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 

緊急時要員として、外部から 5 名の人材を確保した。しかし、２３年度内には機構内で高度な専

門的知識を有した緊急時要員を確保する点については候補者の絞り込みに留まり、確保まで至らな

かったため、年度内の訓練等は実施していない。 

      

 

 

 

 

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 

  福島については、外部能力を活用し、常駐している。また、他のオフサイトセンター、ERC につい



独立行政法人原子力安全基盤機構 平成 2３年度業務実績表 

27 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 原子炉施設等の新規建設

に伴い、オフサイトセン

ターの新規設置が必要と

なる場合には、適切に設

備整備を実施する。 

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維持す

る。緊急時に、原子力防災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、維持する。 

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、設備の立上げ、操作の習熟を

維持させる。 

 

④ 原子炉施設等の新規建設に伴う設備の整備等 

平成24年6月指定予定のむつオフサイトセンター

（仮称）の新設設備の導入と既設統合防災ネットワ

ークに接続するための改造を実施する。 

 

ては外部能力を活用し、1 時間以内に参集可能な支援要員を確保している。ERSS についても支援要

員を同様に確保している。また、支援要員には、定期検査、月例点検、６地点の自治体訓練を通じて、

設備の立ち上げ、操作を実施させ、技量確保を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 東京電力福島第一原子力発電所事故によりオフサイトセンターの指定が延期されており、設備の導入

等は実施しなかった。 

４．安全研究・安全情報関連

業務 

４．安全研究・安全情報関連業

務 
４．安全研究・安全情報関連業務 ４．安全研究・安全情報関連業務 

原子炉施設等は、高度な複

合システムであり、その安全

確保に係る知見、情報は、設

計から運転、廃止に至り多岐

にわたる。原子力の安全規制

を的確に実施するためには、

常に 新の知見を集め、安全

規制の基礎となるデータ・情

報を集約していくことが必

要である。さらに、そうした

知見を、規格、基準等におい

て体系化していくとともに、

制度の見直し、審査規定の策

定等に反映していくことで、

より科学的・合理的な判断に

基づく規制を行うことが可

能となる。 

機構は、安全情報の収集・

分析・評価、調査、解析・評

価、試験及び研究等の実施及

びこれら成果の活用により、

原子力安全・保安院が実施す

る制度の見直し、審査、検査

等のための規定等の策定、学

協会規格のエンドース等に

対する支援を行う。また、機

構が実施する検査や技術評

価等のためのガイドライン

 

 

 

 

 

 

４－Ａ 発電炉・新型炉分野 

 

 

 

 

 

 

４－Ａ 発電炉・新型炉分野 

 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、効率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提言することとし、

平成 23 年度は次の４件の提言を行い、平成 24 年度以降も積極的に提言を行う。（計画外） 

①東京電力福島第一原子力発電所「中期的安全確保の考え方」の提案 

②シビアアクシデント規制要件の提案 

③実効性のある防護対策要領の整備検討 

 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 

 

４－Ａ 発電炉・新型炉分野 

（１）高経年化対応 

① 原子炉施設の高経年化対

策について、事業者の行

う技術評価等の妥当性の

確認をより効果的に実施

するための支援を行う。 

○ 新の技術的知見の収

集及び技術情報基盤の

整備等を通じ、技術デ

ータベースの充実、高

経年化対策技術資料集

の継続的な見直し等を

行う。 

○ 検査・モニタリング技術、

機器構造物健全性評価技

術、予防保全・補修技術

等に関して、試験研究を

通じ、応力腐食割れ等の

健全性評価に対する妥当

（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) 原子炉施設の高経年化対策について、効果的

な安全規制を実施するため、国内外の経年劣

化に係る評価技術を含む重要な技術課題、

新の技術的知見、試験研究成果、関連規格・

基準、規制情報、原子炉施設の運転経験等の

情報収集・整備・評価を行う。 

 

2) 高経年化対策検討委員会（高経年化技術評価

WG）、保守管理検討会等対応の技術支援、技

術情報調整委員会（情報基盤WG、安全研究

WG、国際協力WG）の運営及び(社)日本電気

協会のWG等の外部活動への積極的参画によ

り、科学的・合理的な高経年化対策について

検討を行う。 

3) 平成22年度までに策定した高経年化対策技

（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)  原子炉施設の高経年化対策について、効果的な安全規制を実施するため、米国、仏国、英国、韓

国、独国等の高経年化対策に関する規制情報等の情報収集・整備・評価を行った。 

軽水炉プラントの運転で想定される潜在的な劣化事象、及びその複合によって機能低下を引き起

こす可能性のある事象を抽出し、その発現性を評価するとともに、潜在劣化事象の評価（試験）計

画の概要案を作成した。また、構造等の技術基準の変遷過程を整理するとともに、敦賀1号機のク

ラス1機器の全てを対象に、 新の技術基準に依拠しない可能性のある機器についての対応などを

検討した。 

2)  高経年化技術評価に関する原子力安全・保安院の意見聴取会に出席し、原子力安全･保安院への

技術支援を行った。 

また、日本機械学会、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 22 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
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の策定を行う。さらに、学協

会規格及び国際基準策定に

対し、委員会への参画、デー

タ提供等を行うことにより

貢献する。加えて、クロスチ

ェック等のための解析を行

うために必要となる解析コ

ード及び評価手法の整備を

行う。 

安全研究業務の実施に当

たっては、公的研究費の不合

理な重複及び過度の集中の

排除並びに不正経理及び不

正受給の防止対策を強化す

る観点から、総合科学技術会

議が示した「公的研究費の不

正使用等の防止に関する取

組について」（共通的な指針）

（平成18年8月）等に沿っ

た取組を行うことにより、業

務の適正な運営を図る。 

なお、安全情報の収集・分

析・評価については、収集情

報を精査した上で、より重要

度の高いものに重点化する

とともに、安全情報データベ

ースの体系を見直し、データ

入力コストを削減すること

等により、業務の効率化に務

める。 

また、調査、試験及び研究

等の実施に当たっては、高経

年化対策業務、廃棄物関連業

務等、原子力を巡る情勢を踏

まえた喫緊の課題に重点化

する。その他業務について

は、廃止を含めた積極的な見

直しを行い、経費の縮減を図

る。なお、提案公募型調査研

究は廃止する。 

 

性確認を行うための基準

策定等の支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 保全活動、材料劣化評価

等に関する規格・基準の

整備支援を行う。 

○ 試験研究、 新の技術的

知見の収集、海外の規

格・基準に係る調査等を

通じ、新たに規制が必要

となる知見が得られた場

合には、学協会における

規格化を促進する。 

○ 学協会規格の技術評価を

行い、原子力安全・保安

院のエンドースを支援す

る。 

○ 国際機関における基準類

整備活動に参画・協力す

る。 

術資料集等に、国内外の高経年化関連トラブ

ル等の新たな情報を加え、データを拡充する。

4) 経年劣化事象（粒界型応力腐食割れ(IGSCC)、

照射誘起型応力腐食割れ(IASCC)等）に係る

新の技術的知見、技術データに基づいて健

全性評価に係る解析・評価を行うため解析評

価手法を整備し、必要に応じて評価マニュア

ルの見直しを行う。 

5) IAEA、経済協力開発機構(OECD)/原子力機

関(NEA)等の国際機関との技術交流推進とし

て、I-GALL等に参加し、高経年化関連技術

情報の発信、収集を行う。 

 

 

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、

電気・計装設備の絶縁低下等の主要な経年劣化事

象に係る評価技術の高度化のための調査研究を実

施する。 

 

 

 

c) 高経年化に係る情報提供 

原子炉施設の安全性について、科学的透明性の

ある専門的判断を国民に示す必要があることか

ら、技術情報調整委員会等を通じ、高経年化対策

について国内外に適切な情報提供等の受発信を行

う。 

 

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 

○ ウェルドオーバーレイ(WOL)施工部に対す

る規制要件を検討するため、WOL 工法に対

する超音波探傷試験（UT）の有効性の総合

評価を実施する。 

○ 超音波探傷等の非破壊検査に係る情報を収

集するとともに、非破壊検査情報活用ツー

ルの拡充を図る。 

○ ニッケル基合金溶接部での高アスペクト比

の SCC に対する非破壊検査データを取得

する。 

b) 原子力プラント機器健全性実証事業 

1) 低炭素ステンレス鋼SCC進展への中性子照

射影響実証 

○ 試験片の中性子照射の終了 

照射量が5x1023n/m2～5x1024n/m2のリ

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、ステンレス鋳鋼の熱時効の脆化予測式

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、応力腐食

割れ（SCC）対策の有効性評価などを行った。また、「発電用原子力設備に関する技術基準を定め

る省令の解釈について（平成１７・１２・１５原院第５号）」の一部改正に伴い、経年劣化事象別

技術評価審査マニュアルの一部について改定を行った。 

 

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、IAEA International 

GALL（国際版経年劣化教訓報告書策定プログラム）に参画し、日本の高経年化技術評価により得

られた知見を取り纏め提供するとともに、参加各国と協力して当該報告書案策定作業を実施した。

また、OECD/NEA の機器の運転経験・劣化・経年プログラム（CODAP）及びケーブル経年劣

化データ・知識（CADAK）に関する両プロジェクトに参加し、関連情報の発信・収集を行った。

 

b) 高経年化関連安全対策技術高度化調査 

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、高経年化技術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 

・原子力用コンクリートの反応性骨材に関する調査 

・福井県における高経年化調査研究  

・破壊靭性測定値の補正に関する調査  他 

 

c) 高経年化関連安全対策技術高度化調査 

国内外の専門家会議等において、高経年化対策についての情報の受発信を行った。 

さらに、東京電力が原子力安全・保安院に報告した「福島第一原子力発電所１～４号機に対する

「中期的安全確保の考え方」」に係り、炉注入する処理水の塩化物イオン濃度の目標値についてその

技術的妥当性を高経年化技術評価で蓄積した知見を基に評価し、原子力安全・保安院が行った技術

的妥当性確認を支援した。 

 

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 

○ ウェルドオーバーレイ工法に対する超音波探傷試験の有効性の総合評価を実施し、探傷時の留

意事項を抽出した 

 

 

○ 超音波探傷シミュレーション解析や超音波の可視化試験により、超音波伝播挙動についての情

報を収集し、非破壊検査情報活用ツールへ情報を入力した。 

 

○ ニッケル基合金溶接部での高アスペクト比の SCC に対する非破壊検査データを取得した。 

 

 

b) 原子力プラント機器健全性実証事業 

1)  低炭素ステンレス鋼 SCC 進展への中性子照射影響実証 

 

○ 試験片の中性子照射の終了 

OECD ハルデン炉において、照射量が 5x1023n/m2～5x1024n/m2 のリグ 4 体の照射試験
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グ 4 体の照射試験を完了する。また、試験

片の一部を日本に移送する。 

○ 低照射量側照射後 SCC 進展速度データ取

得 

実機シュラウド溶接部 H4 等を模擬した試

験片による照射後試験を実施する。 

 

○ 低照射量中性子照射の影響の一次評価 

上記照射後試験結果により中性子照射の影

響を評価する。 

 

 

2) 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のガ

イドを策定するため、レーザによる溶接試

験、疲労強度試験、SCC 試験等を実施し、

照射材による特性試験データを継続取得す

る。 

  ３）海水に晒された原子力機器の耐久性評価 

海水注入された原子炉格納容器、使用済み燃

料貯蔵プール等の健全性確保のため、腐食デー

タの調査・取得を行う。 

 

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 

設計建設規格及び維持規格の技術的背景等につ

いての調査を行い、データを整理し我が国で評価

検討すべき項目をまとめる。 

 

b) 維持規格へのリスクベース検査の適用に関する

検討 

米国機械学会(ASME)が整備した維持規格で導

入されたリスクベース検査手法を国内原子炉施設

へ適用するための検討を行う。 

 

④ 原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証

a) き裂進展解析コードの実機対応機能の高度化 

  き裂進展解析コードにおいて、検証解析を行い

実機適用時の解析精度の評価を行う。また、コー

ドを適用できる溶接部の種類を追加する等の機能

拡張を行う。 

 

 

 

 

b) き裂を有する機器・配管の健全性評価解析コー

を完了した。試験片の移送は２回に分けて実施した。 

 

○ 低照射量側照射後 SCC 進展速度データ取得 

日本に移送した試験片のうち、３体について SCC 試験を実施した。照射量は 1x1024n/m2

で、応力拡大係数（K）は８、２５、３５MPaｍ0.5 の条件で試験を行い、進展速度データを取

得した。なお、試験片内部組織観察を実施予定であったが、震災の影響により、試験期間が短

くなり実施できなくなったため、次年度に繰り延べた。 

○ 低照射量中性子照射の影響の一次評価 

今年度実施したＳＣＣ試験結果によれば、照射量が 1x1024n/m2 のき裂進展速度は、未照射

材(IGSCC)と高照射材(照射量 5×1024n/m2 以上、IASCC)の進展速度の間にあることが判っ

た。 

 

2)  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のガイドを策定するため、疲労強度試験、SCC 試験等を

実施し、照射材による特性試験データを継続取得したガイド改定案の一部について検討した。震

災の影響による装置の故障によりレーザによる溶接試験とその溶接試験体を供して実施する疲労

強度試験の一部は実施できず、次年度に繰り延べた。 

 

3)  海水に晒された原子力機器の耐久性評価 

海水注入された原子炉格納容器、使用済み燃料貯蔵プール等の健全性確保のため、格納容器材

の炭素鋼及び結合燃料棒（タイロッド）について腐食データの調査・取得を行った。 

 

 

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）の技術的背景を含めた制改定状況等の動向調査を行い、当該

コードの我が国の安全規制への適用性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、今後

評価検討すべき項目として「余熱除去冷却器および再生熱交換器の代替試験規定」など 14 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とともに、国内プラントへの適

用に際して、プラントの良し悪しを検査の軽重に反映するための方針の検討（効率的な RI-ISI 手法の

志向、機器の重要度分類の固定化など）を行った。 

 

④  原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 

a) き裂進展解析コードの実機対応機能の高度化 

容器や配管の溶接部等の複雑形状構造物のき裂を対象に、評価部位の形状やき裂の形状を正確に模擬

して SCC や疲労によるき裂進展を評価できるき裂進展解析コード CRACK-FEM の整備を進めてい

る。本年度は、実機適用時にき裂が進展して溶接境界の影響を受けて複雑な形状になることを想定し、

その場合でも解析精度を低下させないメッシュ自動生成機能を整備した。また、コードを適用できる溶

接部の種類として、原子炉容器上部ふた管台溶接部、蒸気発生器入口管台溶接部及び原子炉冷却材再循

環系配管溶接部を追加した。さらに、検証解析として米国のき裂進展解析コードとの間でベンチマーク

解析を行い、両者が良く一致することを確認した。 

 

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 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

ドの機能追加 

新たに改訂された（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

価解析コードに対して、改訂内容を反映した機能

追加及びこれに伴う検証を実施する。 

 

新たに改訂された（社）日本機械学会規格 維持規格等に対応し、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、改訂された平板中の内部楕円き裂、平板中の表面半楕

円き裂、円筒中の周方向及び軸方向半楕円き裂、円筒中の全周き裂に関する応力拡大係数等を反映し

た機能拡張及びこれに伴う検証を実施した。これにより解析コードの適用範囲を拡充した。 

 

（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 

ア 原子炉施設に関して、

原子力安全・保安院の進

める新検査制度の整備を

支援し、検査結果等の検

査情報に係るデータベー

ス整備、ガイドライン策

定支援等を行う。 

イ 原子炉施設の許認可申

請等に係るクロスチェッ

クに用いる解析コード等

のLOCA多次元解析等の

解析機能追加、解析精度

の向上等の改良整備、格

納容器内でのデブリ発

生、移行、堆積を扱う総

合解析コードの整備等の

事故・故障の解析手法の

高度化等を行う（別項に

て特記している事項を除

く。）。 

ウ 原子炉施設に関する規

格・基準等の整備支援（別

項にて特記している事項

を除く。）を行う。 

○ 試験研究、海外の規

格・基準に係る調査等

を通じ、原子力安全・

保安院における基準改

正に対する整備支援、

学協会における規格化

の促進等を行う。 

○ 学協会規格の技術評価

を行い、原子力安全・

保安院のエンドースを

支援する。 

○ 国際機関における基準

（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運用に

係わる検討を実施する。 

1) 国外検査関連情報の収集 

国外の検査関連情報を収集、整理、分析、評

価し、我が国の参考とするため、次の検討を実

施する。 

 

 

OECD/NEA 検査実務に関する WG 及び多国

間設計評価プログラム（MDEP）における各国

の検査情報の収集及び意見交換を行う。 

また、安全実績指標、リスク情報の活用が進

んでいる米国等のデータの収集方法、分析方法、

活用方法等について関連情報、 新情報を調査

する。 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、国際機関及び先進国の品質マネジメ

ント（QMS）規制体系の調査及びMDEP等の活

動への参加を通じて、我が国の規制検査制度へ

の反映を検討するとともに基準類整備活動に参

画・協力する。 

 

 

 

 

 

 

 

（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運用に係わる以下の検討を実施した。 

 

 

1) 国外検査関連情報の収集 

国外の検査関連情報を収集、整理、分析、評価し、我が国の参考とするため、次の検討を実施した。

米国、欧州（フランス、英国、ドイツ、スイス、フィンランド、スウェーデン、スペイン）、アジア（韓

国、台湾等）の安全実績指標やリスク情報を活用した保安活動総合評価に類似した評価手法について、

データの収集方法、分析方法、活用方法等を照査し、原子力安全・保安院との連携を図った検討に活

用した。 

  OECD/NEA 検査実務に関する WG については、１０月の会合に出席し、事業者の保全活動の検査

及び事業者の緊急時対応・防災体制の検査について情報交換・検討を行い、OECD/NEA 多国間設計

評価プログラム（MDEP）の多国間検査協力 WG（VICWG）については、5 月及び 10 月の会合に出

席し、ベンダー検査に対する意見交換及び「共通 QA/QMS 基準」案についての提案を行った。また、

９月の米国原子力規制委員会（NRC）による大林組に対するベンダー検査及び１０月の韓国の

Doosan に対する NRC と KINS の共同ベンダー検査にオブザーバーとして参加、具体的な情報を入

手することができた。これらの情報は NISA の担当課に報告し、情報を共有するとともに、我が国の

規制制度に反映する一助となった。 

米国の規制情報については、NRC へ研修生が派遣されており、地方局、本部の検査の実務的な情報を

入手した。また、仏国、韓国とは検査交流を通じ検査の評価の実態について調査を行った。 

米国、欧州（フランス、英国、ドイツ、スイス、フィンランド、スウェーデン、スペイン）、アジア

（韓国、台湾等）の安全実績指標やリスク情報を活用した保安活動総合評価に類似した評価手法につい

て、データの収集方法、分析方法、活用方法等を照査し、原子力安全・保安院との連携を図った検討に

活用した。 

平成 24 年度に制度化が予定されている「品質保証審査」及び「ベンダー検査」について、先進諸国

の品質マネジメント（QMS）規制体系の調査及び MDEP 活動を通じて、審査制度及び基準案を策定し

NISA の担当課に報告し我が国の規制制度構築の一助となった。 

国際機関及び先進国の品質マネジメント（QMS）規制体系の調査では主に米国の安全審査段階、建設

段階及び運転段階の QMS に関する規制要求と指摘事項に対する規制当局のフォローアップの状況を調

査し、新たに課される我が国の設計・建設段階における QMS の規制要求の具体的な基準作成、要領書

等の検討に資する情報を整理した。また、MDEP 等の活動への参加を通じて得られたベンダー検査等の

各国の取り組み状況から、我が国の今後の規制体系へ反映すべき事項や内容を検討した。 

QMS 規格整備支援については、IAEA のマネジメント規格改正に関し引き続き検討を行っているほか、

国内規格（JEAC）の見直しの技術評価に資するため日本電気協会の「品質保証分科会」の下に「QMS

基本構造検討 WG」及び「JEAC 改訂 WG」にて検討を行っている。また、品質保証研究会のエラーマ

ネジメント研究等の情報を基準への反映に活用している。 
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類整備活動に参画・協

力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 検査手法の検討、マニュアル・技術根拠等の

整備 

新検査制度に対応した具体的な検査・総合評

価手法等の我が国への適用検討を行うととも

に、検査に関するマニュアル、技術根拠書の検

討と改訂を行う。 

また、新検査制度に対応して品質保証に係わ

る保安規定違反のレベル判定を支援する手法の

適用を検討し、プラント保安活動の総合評価に

向けたマニュアルの整備等の検討を行う。 

さらに、QMSの基礎となる、ISO、IAEA、

JEAC、品質保証研究会等の原子炉施設に関す

るQMS関連規格・基準等の整備支援を行うとと

もに技術評価に資する。 

 

3) 供用期間中検査(ISI)の検討 

ASMEコードケースN-716手法を国内の

BWRに適用し、リスク情報を活用したISI(RI-ISI)

の検討を行うとともに、N-716手法の特徴を把

握し、RI-ISI勉強会での議論に活用する。また、

RI-ISIの安全規制上の枠組みの検討を行う。 

 

 

 

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検査事務のシステムの

運用を定着させるとともに、平成22年度までの

運用実績を元にシステムの改良を行い、検査担

当者がより効率的に業務を遂行できるように拡

充整備を図る。 

 

5) 検査官研修制度の検討 

新検査制度では検査官等の能力維持・向上が

重要であるため、品質保証の検査における研修

制度の検討及び教材の高度化に向けた開発等を

実施する。 

 

b) PWRプラントサンプスクリーン閉塞問題への

対応 

1) 下流側影響試験 

デブリ堆積量と流量あるいは圧損との関係及

び燃料ピンへの析出等の下流側影響に関する試

験データを種々の条件において取得する。 

 

 

 

 

2) 検査手法の検討、マニュアル・技術根拠等の整備 

保安規定に表現しきれない現場での運用は、機構が技術資料としてとりまとめており、平成 23 年

度は BWR で 83 件、PWR で 55 件の内容を技術資料の改訂としてとりまとめた。 

原子力安全・保安院内の審議会等で出された QMS の重要度の評価方法の考え方に基づき、QMS

指摘事項の重要度評価方法を見直し、保安活動総合評価における QMS 指摘事項の重要度評価及び保

安検査における保安規定順守義務違反のレベル判定に活用した。また、違反事項の判定ロジックと報

告文書作成ツール等の業務支援を目的としたシステムを構築し、原子力安全・保安院へ提供した。 

ISO、IAEA、JEAC 等の規格改訂の委員会、研究会、講演会等に参画して、意見反映、動向を把握

するとともに、QMS 関連規格・基準等の 新の知見に基づく整備を図った。 

 

 

 

 

 

 

3) 供用期間中検査(ＩＳＩ)の検討 

国内代表 BWR5 プラントの内的事象確率論的安全評価（PSA）結果を用いて、N-716 手法による

試解析を実施し、検査対象部位について、現行 ISI、WOG 手法及び EPRI 手法による結果と比較した。

この結果、RI-ISI 手法（EPRI 手法、WOG 手法、N-716 手法）を適用することにより、決定論的に

定めた現行 ISI に対して検査対象部位の数が減少する等の知見を得た。 

今後、RI-ISI 手法を適用した検査対象部位の重要度評価方法を拡充するとともに、RI-ISI の安全規制

上の仕組みの整備に活用する予定である。なお、RI-ISI 勉強会は、各参加機関が福島第一原子力発電所

事故への対応を優先させる必要が生じたため中断した。 

 

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て検査等の情報蓄積を行うとともに、これまでの運用実

績を基に分析評価に係る機能等を拡張整備し、システムのＰＤＣＡサイクルが完結した統合的かつ

一元的なシステムの完成形を構築した。 

 

 

 

5) 検査官研修制度の検討 

原子力基本業務プロセスの動画やナレーションによる QMS 検査の勘どころを反映した研修教材

の高度化を図るとともに、一般産業界におけるプロセス型検査アプローチ手法や過去の不適合事例

を調査・整理し、保安検査官研修等で普及を図った。 

 

 

b) PWR プラントサンプスクリーン閉塞問題への対応 

 

1) 下流側影響試験 

実機冷却材喪失事故（LOCA）時を模擬した炉心入口部の圧損一定の条件で、炉心入口部がデ

ブリで閉塞するに至るときの流動挙動を把握する試験を行い、デブリ量と圧損、流速の関係等の

データを取得した。実機LOCA時の化学的環境を模擬した条件で、燃料被覆管への析出物付着特

性を把握する試験を行い、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等基

礎的なデータを取得した。また、燃料被覆管への化学析出物付着を防ぐには、サンプ水pHを9程

度以下に抑えることが有効であるとの知見を得た。 
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2) 下流側影響の解析検討 

PWRプラントについて、燃料集合体下部にお

けるデブリ堆積及び燃料棒表面への析出試験デ

ータに基づいて、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を行う。 

 

 

c) 数値流体力学(CFD)解析技術の整備 

平成22年度にCHAMP-ITAコードに組み込ん

だ界面面積密度モデルを実験結果と比較し、妥当

性を確認する。さらに、CHAMP-ITA コードを今

年度から開発する BE コードに関連し、コードの

整備を行う。CHAMP-ITA コードの DNBR 評価

精度を検討するために、OECD/NEA の PSBT ベ

ンチマーク解析を行う。 

 

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

析への適用のため、 新版のプラント熱流動解

析コード RELAP5/MOD3 等の整備・検証を行

い、信頼性を向上させる。これらのコードによ

り代表プラントでの過渡及び事故解析を行い、

出力向上の安全性への影響を評価検討する。 

○三次元核熱水力動特性解析コード SKETCH 

/TRACE による統計的安全評価手法整備の一

環として、標準データを整備し、過渡事象への

適用性を確認する。 

○PWR プラント過渡事象の評価に向けて、核熱カ

ップリングに基づく三次元動特性解析コード等

の整備を行う。また、ＴＲＡＣＥコード等によ

りプラントのＡＴＷＳ事象を評価するコードシ

ステムを整備する。 

○ 新版のプラント熱流動解析コードRELAP5

等を用いて、東京電力㈱福島第一発電所事故の

炉心が溶融するまでに初期段階の事象を適用

し、非常用復水器（IC）, 原子炉隔離時冷却系

（RCIC）等の作動状況を確認し、安全性への影

響を評価検討する。 

○ 新版のプラント熱流動解析コードRELAP5

等を用いて、事故後の炉心の低温停止に向けた

ステップ1、2の長期冷却状態に適用して、ステ

ップ1、2の冷却特性を評価し、冷温停止状態へ

の移行を確認評価する。 

 

 

○ 新版のプラント熱流動解析コードRELAP5

2) 下流側影響の解析検討 

多次元熱流動解析コードTRACEを使用し、PWRプラントを対象に下流側影響を考慮して大破

断LOCA時の長期炉心冷却性を評価した。代表事象である低温側配管破断において、緊急炉心冷

却システム（ECCS）再循環運転開始直後に炉心入口が99%閉塞することを想定した解析を行

い、閉塞部の付加的圧損係数が20以下であれば炉心冷却が可能であることを確認し、長期炉心

冷却の維持に必要な炉心入口閉塞部における流速圧損特性を得た。 

 

c) 数値流体力学(CFD)解析技術の整備 

CHAMP-ITC コードに組み込んだ界面面積密度モデルを用いて、Serizawa らの垂直円筒上向二相

流試験を対象に試験解析を実施した。計算結果と試験結果とを比較した結果、ボイドドリフト力によ

るボイド率分布の偏りをモデルで適切に考慮することが必要であることが分かった。CHAMP-ITA コ

ードの整備として SOAR 法を見直し計算効率の向上を図った。PSBT ベンチマーク問題を対象に

CHAMP-ITA コードで計算し、試験データを良く再現できることを確認した。 

 

 

 

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に対するクロスチェック解析コードの整備は、東京電力福島第一原

子力発電所事故の影響により、本作業は次年度以降へ繰り延べた。 

 

 

 

 

○三次元核熱水力動特性コード SKETCH/TRACE による BWR 過渡の統計的安全評価手法の整

備では、実機適用性を確認するため、ABWR、BWR プラントでの実機事象（負荷遮断、給水

加熱喪失）へ適用し、感度解析及び統計解析を実施して、 適なサンプル数や、ΔMCPR に対

する感度について知見を得ることができ、実機で適用性を確認した。 

○PWR プラント過渡事象に関する作業に関しては、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響に

より、本作業は次年度以降へ繰り延べた。 

 

 

 

○東京電力福島第一原子力発電所の１号機から 3 号機について、事故時の初期事象（炉心溶融発

生以前）をプラント動特性解析コード RELAP5/MOD3 により解析し、実測データと比較した。

この結果、原子炉圧力や原子炉水位の挙動が良く再現できることが判った。また、IC、RCIC、

HPCI などのシステムの作動に関する感度解析を行い、システムの操作と事象進展に影響するパ

ラメータを検討した。 

 

○東京電力福島第一原子力発電所の１号機から 3 号機について、事故後の主要プラントパラメー

タの 2011 年 4 月及び 10 月の状態を、RELAP5 コードでシミュレーションした。その結果、

炉内の熱水力状態を模擬できる条件として、プラント内に残存する溶融燃料の存在位置及び圧

力容器の破断口面積等の推定できることが判った。また、格納容器への窒素封入時の圧力デー

タ等を用いて、容器内の状態（蒸気、窒素分圧、エネルギ消費バランス）を評価し、ステップ 1、

２での冷却特性を評価し、冷温停止状態に移行していることを確認した。 

 

○全交流電源喪失事故の冷却シナリオの妥当性検討の研究においては、事業者が提案する BWR
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等を用いて、電気事業者の提案となる全交流喪

失時の冷却方法に適用して、冷却方法の妥当性

を確認検討する。 

 

 

 

○ 詳細な二相流 CFD 手法を利用した燃料集合体

の液滴、液膜の飛散や付着挙動をモデル化した

コードの整備を行う。旋回翼付スペーサの大気

圧での試験を実施し、解析モデルの検証を行う。

BWR プラント用 10×10 型燃料等の限界出力

詳細評価手法への反映を検討する。また、

OECD/NEA で実施される旋回翼付スペーサ周

りのベンチマーク CFD 解析（PWR）に参加し、

解析モデルを整備する。 

○工事計画認可申請書等のクロスチェック解析で

使用する機器応力評価コード SERENA の耐震

計算機能に耐震設計審査指針の改訂に伴う日本

電気協会電気技術規定（JEAC）等の代表的な

４種類の容器の耐震強度評価方法等を追加す

る。また、配管系疲労評価コード FATIG の機能

を拡張する。 

 

 

２）三次元核熱水力解析コードの整備 

今後導入が計画されている高燃焼度化に対応

した10×10燃料等を対象に、RIA時のボイド発

生に関するデータを取得し、解析手法を整備す

る。 

３）原子炉システム解析コードの開発 

原子炉システム解析コードの概念設計、基本

設計等を行うとともに、プロトタイプコードを

開発する 

４）PWRプラントの冷却材喪失事故（LOCA）評

価手法の整備 

再冠水モデルに関する機構改良版 TRACE コ

ードについて、検証のための実験解析及びクロス

チェック適用性を確認するための実機解析を行

う。 

熱水力 適評価コード TRACE による小破断

LOCA 評価手法の実機への適用性を検討する。

燃 料 挙 動 解 析 コ ー ド FRAPTRAN と

FRETA-B による LOCA 実験解析を行い、実機

解析への適用性を検討する。 

原子炉格納容器内挙動解析コードGOTHICに

よるPWRプラントの格納容器内圧解析を行う。

 

の海水ポンプの復帰が早い場合のシナリオについて、RELAP5 等を用いて解析を行った。冷温

停止状態に至るシナリオの妥当性を確認した。（計画外）また、PWR プラントの冷却シナリオ

では、タービン動補助給水ポンプによる給水で１次系の減圧を行うとともに、１次系自然循環

流により原子炉の冷却を維持するとしている。この自然循環挙動に大きな影響を及ぼす SG 伝

熱管内の非一様流動の解析手法を開発した。（計画外） 

 

○BWR プラントの 10×10 燃料で採用予定の旋回翼付スペーサについて、大気圧可での試験を

行い、流動分布、乱流強度分布及び圧損のデータを取得し、スペーサに関する知見を得た。また

得られたデータに対して、FrontFlow/red コードをベースとした液滴液膜解析機能を含む、詳細

解析 CFD コードの検証解析を行った。旋回翼により回転流れが生じるため、それを模擬するモデ

ルを導入する必要があることが分かった。同じく解析コードに液膜モデル、液滴飛散、付着モデ

ルを追加し、コードの整備を実施した。 

 

 

 

   ○機器応力評価コード SERENA の耐震強度評価機能に、原子力発電所耐震設計技術規定

(JEAC4601-2008)に基づく４種類の代表的な容器(平底たて置円筒形容器、四脚たて置円筒形

容器、横置円筒形容器及びラグ支持たて置円筒形容器)の耐震強度評価方法及び容器の評価に必要

なバイラード計算に係る自動計算の機能追加を行うとともに、応力疲労評価機能に ASME Sec.

Ⅲ NB-3216.2 に基づく疲労評価方法の機能追加を行った。また、検証計算により耐震強度評価

及び応力疲労評価の機能が規格基準類の要求通り組み込まれたことを確認した。さらに、配管系

疲労評価コード FATIG の機能拡張として、評価点数の拡充、及び材料許容値にクラス２配管の材

料の追加を行った。 

 

２）三次元核熱水力解析コードの整備 

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、受注者側の都合により、予定していた試験

が実施できなくなったため、本作業は次年度以降へ繰り延べた。 

 

 

３）原子炉システム解析コードの開発 

原子炉の過渡，事故及び設計基準を超える事故を解析評価するための原子炉システムコードを

本格的に開発する前段階として，今年度はオブジェクト指向設計に基づいてプロトタイプコードの

設計及び開発を行い，実装する機能の分類やコーディング上の課題を整理した． 

４）PWRプラントの冷却材喪失事故（LOCA）評価手法の整備 

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、再冠水モデルの TRACE コードの今年度は

取りやめ、東京電力福島第一原子力発電所事故の再現解析等対応作業に注力したため、本作業は

次年度以降へ繰り延べた。 

今後予想される LOCA 再定義の対応として、OECD/NEA の小破断 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シリーズを対象に、TRACE5.0 及び

RELAP5/MOD3 により実験解析を行った。その結果、ループシール形成・解除やそれに伴う炉

心露出と再冠水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。 

クロスチェック解析で使用してきた燃料挙動解析コード TOODEE2 に替わる FRAPTRAN コ

ードと燃料の初期条件を解析するための FRAPCON-3 を導入して、同コードのソースプログラム

構成、解析モデル、検証解析について調査し、Halden LOCA 実験を対照にした検証解析を実施

した結果、ペレットリロケーション現象が起きない範囲においては実機解析に適用できることを確

認した。また、燃料集合体レベルでの LOCA 時の挙動を取り扱える FRETA-B コードについては、
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５) OECD/ROSA試験及びOECD/PKL試験の解

析 

OECD/NEA の熱水力共同プロジェクトであ

る ROSA-2 計画（設計基準あるいは設計基準想

定外事象時の熱水力挙動試験）に関して、PWR

中小破断 LOCA 試験の解析等を行う。ROSA 計

画における温度成層化試験解析を行い CFD 手

法の適用性を確認する。 

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ＬＯＣ

Ａ後のホウ素濃度上昇事象データ等により

RELAP5コード等の検証解析を行う。これらの

解析・検討結果はOECD/NEAの会合等において

適宜発表する。 

 

6) 火災防護対策評価手法の整備 

発電炉における火災ハザード解析を用いた評

価マニュアルとして、一般通則、具体的な解析

手法の例（仮置き可燃物の管理等）等をとりま

とめ、各原子力施設での試行に供する。併せて、

火災防護上の目的に応じた上記以外の解析手法

のメニュー整備に向け、更に検討を進める。 

国内外の火災データを集約し、具体的に検討、

活用等して行くための仕組みを、電気事業者、

学協会、消防機関等と連携し、構築する。 

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

価マニュアルの整備に活用する。さらに、

OECD/NEA の 火 災 影 響 実 験 プ ロ ジ ェ ク ト

（PRISME2プロジェクト）、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収集する。 

 

e) 安全審査関係データベースの整備 

平成 22 年度に引き続き、工事計画認可申請

書等を安全審査関係データベース等へ追加登録

し、登録したデータをツリー検索システムへリ

ンク付けする等を実施する。また、登録したデ

ータを活用するために必要な、システムの保守

及び更新を行う。 

コード導入時のままでは課題が残っていることを確認した。 

クロスチェック解析で使用してきた原子炉格納容器内圧解析コード CONTEMPT/LT に替わる

GOTHIC コードを導入して、同コードのソースプログラム構成、解析モデル、検証解析について

調査した結果、同コードは格納容器内の広範囲な熱流動現象をより詳細に取り扱っており、適用範

囲も広いことを確認した。導入時のサンプルデータをベースに、PWR３ループプラントの LOCA

時の原子炉格納容器内圧挙動を評価するための入力データを作成し、LOCA 後 1 日までの試計算

を行って、実機解析の適用性を確認した。 

５) OECD/ROSA試験及びOECD/PKL試験の解析 

ECCS 配管の合流部の形状と ECCS 水流量により、合流部流れが斜めになると考えられる場合

には、乱流モデルに LES モデルを用いた評価を行う必要があることが分かった。これにより乱流

モデルを適切に使い分けることで、温度分布を高精度（標準偏差 0.8[K]~2.0[K]）で予測できる

ことを確認した。（計画外） 

ボロン希釈効果試験及び停止時熱水力試験（PKL 計画）に関しては、東京電力福島第一原子力

発電所事故の影響により本年度は取りやめ、東京電力福島第一原子力発電所事故の再現解析等に注

力したため、本作業は次年度以降へ繰り延べた。 

 

 

 

 

 

 

 

6) 火災防護対策評価手法の整備 

スクリーニング手法を取り入れた火災ハザード解析手法を開発し、実施手順書を作成することを

目的として検討した火災ハザード解析手法について、国内の代表 BWR5 プラント及び４ループ

PWR プラントを対象に二次スクリーニングまでの解析を実施した。 

火災ハザード解析のパラメータとして用いるデータの収集及び火災ハザード解析のスクリーニ

ングで用いるデータの収集のため、原子力発電所で使用される油、ケーブルに係わる火災試験を実

施し、データを取得した。 

火災ハザード解析手法の効率的な実施を図るため、国内の火災試験結果及び実機プラントの予測

解析結果を反映した火災力学ツール（FDTS）の基本設計及びデータ構成について基盤を整備した。

OECD/NEA の火災影響実験プロジェクト（PRISME2 プロジェクト）、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、東北地方太平洋沖地震に伴い東北電力女川１号機で

発生した高圧電源盤アーク火災事象の分析結果について説明するとともに、海外の火災事例に係る

情報の入手、OECD-FIRE データベースの活用方策について検討を進めた。また、HEAF の事象

メカニズムに係る実験計画についての情報及び火災防護対策評価に係るデータを収集した。 

FDS コードを GPU に対応できるように改良し、計算速度が改良前の 5 倍になることを確認した。

 

 

 

ｅ）安全審査関係データベースの整備 

関西電力大飯発電所 2 号機等の、平成 21～22 年度に申請された工事計画認可申請書等約 110 件

（30,000 ページ）を、安全審査関係データベースに登録した。また、旧システムの機能分析結果に

基づき、旧システムと同等の機能を持つソフトウエアを作成し、ミドルウエア、ハードウェアを更新

することにより、老朽化したシステムをリプレースした。リプレースに伴いマニュアル類を整備する

ことによりシステムの保守管理を効率的に実施できるようにした。 
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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 

○ 「発電用原子力設備に関する技術基準」（以

下「技術基準」という。）に規定する要件に

係る主要国、国際機関の規格基準の 新動

向について、我が国の状況と対比して調

査・分析する。 

○ 前項による情報及び技術基準の適用事例分

析等を通し、技術基準等の解釈、解説文書

の整備充実を図る。 

○ 学協会の規格策定関連の委員会等へ技術評

価の観点から参画し、知見提供や安全規制

に係る規格類の調査、整備の支援を行う。 

2) 規制基準の整備 

○ 学協会規格の技術評価において、技術評価

書作成等を行う。また、調査・研究成果等

を活用し、規制側が作成する基準図書類の

整備を支援する。 

○ シビアアクシデント(SA)の規制要件化に当

たって、原子力安全・保安院が実施する検

討及び規格基準整備のための支援を行う。 

 

○ 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 

東京電力㈱福島第一原子力発電所事故の

教訓を踏まえ、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検討す

る。 

平成 23 年度は、東京電力㈱福島第一原子

力発電所事故の分析結果を基に、格納容器の

封じ込め機能に関わるデータや事故対応を

整理し、海外における格納容器性能に対する

要求を整理し、今回の事故を踏まえて主要事

故事象を対象に解析を行い、国内プラントへ

の反映可能な項目を整理する。 

○ 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 

震災の教訓を基に、炉型及び原子炉建屋毎

の水素爆発の発生リスク及びその影響を解析

評価する。 

平成23年度は、代表プラントを対象に、建

屋毎の想定しうる水素発生要因、水素移行経

路を分析し、炉型毎のプラント挙動解析を基

に水素発生、移行、原子炉建屋への漏洩量及

び影響を評価する。 

 

 

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 

○津波による溢水防護評価に関する米国規制動向や国内研究状況を調査し、審査基準案としてまとめ

た。また、コンクリート製格納容器の定義に関わる技術基準と学協会規格との整合性について調査・

分析を実施し、その結果を技術基準の解説に反映した。原子炉圧力バウンダリー及び格納容器バウ

ンダリーに関する米国規制動向と学協会規格との整合性を調査・分析し、その結果を踏まえた学協

会規格改訂案を提案した。米国機械学会（ASME）規格及び国内民間規格の材料規定に関わる規定

の調査を実施し、学協会規格の技術評価に関わる提案をまとめた。 

○ 技術基準の解釈、解説文書について、解釈の改定に伴うもの３回、その他１回の改訂を実施し公

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、日本電気協会安全設計指針検討会では原子炉圧力バウンダリー等の規定改

訂案の提案、火山検討会では発電所設備防護評価に関わる支援を行った。 

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。 

○ 日本機械学会 材料規格２０１１年版（JSME S NJ1-2011） 

また、津波による溢水防護評価マニュアル（審査基準）の作成支援を行った。 

 

○ これまでの検討の成果を踏まえてシビアアクシデント（SA)の規制要件化に係る基準案を作成する

とともに、原子力安全・保安院における規格基準整備や 3 回にわたる「発電用軽水型原子炉施設に

おけるシビアアクシデント対策規制の基本的考え方に係る意見聴取会」において、原子力安全・保安

院を支援した。 

○ 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 

東京電力福島第１原子力発電所１号機～４号機の状態量のトレンドデータや事故時の対応等の調査

分析結果を基に格納容器の「封じ込め機能」に係る教訓、知見を整理した。また、IAEA 基準等の海外

における格納容器性能に対する要求を整理した。 

また、東京電力福島第一原子力発電所１号機～４号機の事故解析結果を基に、格納容器の「封じ込

め機能」に影響する重要事項、特に、放射性物質漏えい及び水素爆発に係る格納容器ベントの強化策、

緊急対策としての原子炉建屋内の水素爆発防止策及び事故後の冷温停止に向けた窒素注入による格納

容器内水素制御の実効性の評価（計画外）等、反映可能な事項の影響や実効性等を解析により検討し

た。 

（緊急対策及び窒素注入の有効性評価は計画には無い成果である。特に、緊急時対策の原子炉建屋内

の水素爆発防止策に関しては、パラメータ解析を行い事業者案よりも、より有効な策を検討し、原子

力安全・保安院を支援した。） 

 

○ 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 

東京電力福島第一原子力発電所１号機～３号機を対象とした事故進展解析結果を基に、水素漏えい

の観点から各炉の現実的な事故シーケンスを選定し、漏えい量及び漏えい箇所を推定した。また、4

号機についても、使用済燃料プールの冷却材喪失事故（LOCA）を想定した場合と３号機からの格納

容器ベント実施時の逆流による漏えいを想定した場合についても評価した。 

原子炉建屋形状の異なる１号機と 3 号機については、CFD コード FLUENT を用いて水素混合挙動

解析モデルを作成し、水素混合挙動解析を実施した。得られた混合ガスの濃度分布より水素爆轟の可

能性について検討した。さらに、水素混合挙動解析で得られた原子炉建屋内の水素、水蒸気、空気混

合ガスの濃度分布等の状態量を用いて、AUTODYN コードを使用して東京電力福島第一原子力発電所

の水素爆発解析を実施した。 

東京電力福島第一原子力発電所事故の水素爆発の実際の現象と比較して解析手法の予測性能につい
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 燃料・炉心関連 

ウラン燃料・MOX 燃料

の高燃焼度化に係る審査等

に向けて、被覆管脆化等の

高燃焼度燃料に係わる基準

の整備支援、学協会におけ

る規格化の促進等及びクロ

スチェックに用いる炉物理

解析コードの解析精度向

 

 

 

 

 

 

○ 東京電力㈱福島第一原子力発電所事故の教

訓の規制基準（技術基準改正案、審査指針案）

への反映に関し、原子力安全・保安院を支援

する。 

○ ステップ２終了から原子炉の廃止に向けて

の作業開始までの期間（中期：３年間程度）

の保安規定について、原子力安全・保安院の

規制活動を技術的に支援する。 

 

3) 国際機関における基準類整備 

○ IAEA における安全基準策定に係る方針等

につき 新動向を調査する。また、IAEA が

行う基準策定活動に対し、関連委員会への

専門家の派遣、国内知見の提供等の協力を

行う。 

○ IAEA 安全基準の調査、分析を行い、我が国

への反映が望ましいものについて原子力安

全・保安院に提言する。特に、原子炉等施

設に関する要件図書の分析を行う。 

○ IAEA 安全基準の理解促進、知見活用のた

め、IAEA との協定に基づき邦訳版のホーム

ページでの公開や製本版の発行を行う。 

 

 

 

 

 

 

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等に上記の活動により

得られた規格基準情報及び各種調査結果を収納

し、データベースを拡充する。 

 

 

② 燃料・炉心関連 

a) 全MOX炉心核設計手法信頼性実証試験 

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、原子力機構のドップラー反

応度を測定する施設（同機構高速炉臨界試

験装置（FCA））において、軽水炉を模擬す

ても検証し、原子炉建屋の破損状況及び構造物の飛散状況等の良好な一致を示すなど良好な結果を得

た。これにより、事故時の原子炉建屋内への水素漏洩量及び水素漏えい経路を推定した。（計画外） 

（東京電力福島第一原子力発電所事故の実際の水素爆発破損状況及び構造物の飛散状況の比較による

解析手法の検証計画には無い成果である。この検証により、解析評価及び予測結果の信頼性を高める

ことができた） 

 

○ 東京電力福島第一原子力発電所事故から教訓として得られた技術的課題について検討した結果を基

に、規制基準（技術基準改正案、審査指針案）への反映に関し、原子力安全・保安院を支援した。

 

 

○ 東京電力福島第一原子力発電所の「中期的安全確保」のための要件、提出されるべき説明書、審査

基準等の案を原子力安全・保安院へ提示するとともに、原子力安全・保安院が主催する NRC 及び東電

との会合に出席し、規制活動を技術的に支援した。また、同発電所の保安規定変更のためのヒアリン

グに同席し、原子力安全・保安院の技術的支援を行った。 

 

３）国際機関における基準類整備 

○ 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）に対して国内のコメントを取

りまとめた。今年度はDPP３件及びDS８件を検討して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。 

○ 定例のCSS会合（３回）及びNUSSC会合（２回）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安全基準への東京電力福島第一原子力発電所の事故教訓の反映作業の一環として、当該教訓と

IAEA安全基準の比較検討を行いNUSSC会合で紹介した。 新のIAEA設計要件と国内基準類との比

較検討を行い原子力安全・保安院に提出した。又、IAEA安全基準見直し案の検討のためにNUSSC

特別会合が平成２４年１月に開催され、我が国のIAEA 関連委員会委員の技術支援として参加した。

○ IAEA主催の安全基準及び技術文書の草案作成会合の内、地震関連設計、計測制御設計、電源系統、

高速炉燃料基準等の草案作成会合へ述べ７名の専門家を派遣した。地震関連の会合結果については、

NUSSC検討会にてJNES内外の関係者に主な結果を報告した。 

○ 近年出版されたIAEA安全基準のうち、東京電力福島第一原子力発電所の事故に関連の深いものとし

て、安全に対する規制の枠組み、原子力発電所の運転、緊急時対応、及び火災防護に関わる４件を選

出し、これらと国内基準類との比較を行った。この結果を、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、JNES ウェブサイトで

３件を公開した。また、製本版を３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 23 件（IAEA21 件含む）、国内規格 19 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 

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、平成 22 年度に得られた MOX 第

１炉心の解析結果を反映して、今後計画している MOX 第 2 炉心の燃料構成の見直しを行っ

た。また、MOX 第１炉心にウランサンプルを装荷して測定したドップラー反応度の予備的デ

ータの解析を進め試験データの妥当性等を評価した。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

上、解析モデルの機能追加

等の解析コード等の整備、

試験研究を行う。 

また、国際機関における

基準類整備活動に参画・協

力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る MOX 炉心において、ウラン及びプルト

ニウム（Pu）サンプルを利用してドップラ

ー反応度を測定する。また、その試験デー

タを解析評価する。 

2) ウラン燃料及び海外MOX燃料燃焼後データ 

○ 国内1/3MOX炉心のMOX燃料燃焼後デー

タ取得の準備のために原子力機構の試験施

設を利用して実施している燃焼後燃料の核

分裂生成核種（FP）組成測定試験について、

燃焼後ウラン燃料試料について、高性能質

量分析装置を使用して FP 核種の組成測定

を継続実施する。また、得られた測定デー

タを解析評価する。 

3) 安全審査等の際の「審査の要領」 

○ 炉物理試験データの解析評価等を整理し、

炉心核設計手法の妥当性評価に関して安全

審査等の際の「審査の要領」を作成する。 

 

 

b) 高燃焼度燃料破損限界試験 

1) 被覆管の外面割れ発生条件を、半径方向水素

化物析出、初期き裂発生及びき裂進展の観点

で解析評価するとともに、出力急昇試験の結

果も取り入れて過渡時の燃料健全性を判断す

る技術的根拠として整備する。 

2) 出力急昇試験を実施し、出力急昇時の燃料ふ

るまいを調べるとともに、外面割れによる燃

料破損条件を検証する。 

3) 被覆管機械特性試験により水素吸収量が強

度・延性に与える影響を調べ、水素脆化等を

適切に表現する評価手法等に係る技術知見を

整備する。 

4) 国際プロジェクトに参画し、燃料健全性に関

する情報を整理する。 

 

 

 

 

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 

照射後破壊試験を実施する。 

高燃焼度MOX燃料の照射ふるまいに関する

技術的知見を整理する。 

 

 

 

 

○ 原子力機構のドップラー反応度を測定している施設（同機構高速炉臨界試験装置（FCA））が、

東北地方太平洋沖地震により被災したため、試験を中断した。 

 

 

2) ウラン燃料及び海外 MOX 燃料燃焼後データ 

○ 国内 1/3MOX 炉心の MOX 燃料燃焼後データ取得の準備のために原子力機構の試験施設を

利用して実施している燃焼後燃料の核分裂生成核種（FP）組成測定試験について、燃焼後ウ

ラン燃料試料の溶解過程において生じた不溶性残渣の核種組成の測定を高性能質量分析装置

を使用して実施した。これにより計画した FP 核種の組成測定を完了し、測定データの誤差

評価及びまとめを行った。併せて、測定試料を取得した集合体について、核解析コード SRAC

及び MVP-BURN を利用して燃焼計算を行い、測定データと比較検討し、核解析コードの精

度に関する知見を得た。 

 

3) 安全審査等の際の「審査の要領」 

○ 安全審査等において、炉心核設計手法の妥当性評価を行う際に参照されることを目的として、

本年度まで実施してきた炉物理試験データの解析評価等に係る知見を整理することにより、

炉心解析コードの検証の 新の具体例をまとめるともに、検証結果の評価を行う上での留意

事項をまとめた「審査の要領」を作成した。 

 

b) 高燃焼度燃料破損限界試験 

1) 被覆管の外面割れ過程を被覆管外面近傍への水素化物析出、初期き裂発生及びき裂進展に区分し、

それぞれの過程における支配因子を明らかにした。さらに、線出力、持続時間、被覆管応力を変

数として各過程をモデル化して外面割れ発生条件を定量評価することにより、異常過渡時の外面

割れに対する燃料健全性の技術的判断根拠を整備した。 

 

2) 出力急昇試験のための燃料輸送に使用する港湾施設が地震・津波により被災し、復旧に長期間を

要することとなったため、平成24年度以降に燃料の輸送を実施する方針として出力急昇試験を中

断した。 

3) PWR及びBWR燃料被覆管を対象として水素濃度及び温度をパラメータとした内圧バースト試験

により、水素吸収量が大きく増加した被覆管の強度・延性等の機械特性データを取得するととも

に、被覆管の変形過程に及ぼす水素化物の影響等を調べ、被覆管の水素脆化の評価手法に関する

技術知見を整備した。 

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）を用いて燃焼度約 70GWd/t まで照射した Pu スポットの分布が

異なる 2 本の MOX 燃料（MIMAS-MOX、SBR-MOX）及び 1 本の UO2 燃料を対象として、照

射に伴う燃料ペレット微細組織変化、核分裂生成物（FP）の分布状況、FP ガスの放出割合を調

べる目的で照射後破壊試験を実施した。 

 この結果、MIMAS-MOX、SBR-MOX ペレットについて、FP ガスの残留量の分布に関して定

量的な情報を得ると共に、Pu スポットとそれ以外の部分からの FP ガス放出量寄与割合について

評価を行なった。この結果は FP ガス放出挙動に関する機構論モデルの開発や挙動解析コードの改
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2) 高富化度MOX燃料照射試験 

海外の試験炉（BR2 炉）CALLISTO ループで

の燃料照射を継続する。また、特定のサイクル前

後での非破壊試験を実施する。 

照射終了後、非破壊試験及び破壊試験を実施す

る。 

高富化度 MOX 燃料の照射ふるまいに関する

技術的知見を整理する。 

 

 

 

 

d) 解析コードの整備等 

1) 燃料挙動解析コードの整備等 

OECD/NEAの燃料データベース等の高燃焼

度燃料及びMOX燃料挙動解析結果より燃料挙

動解析コードの適用性を確認するとともに、今

後の高度化燃料の挙動予測に必要な燃料ふるま

いモデルの改良計画を策定する。また、過渡時

熱流動解析コードとの結合によるRIA時の燃料

挙動解析コードを整備し、同コードの適用性を

検証解析によって確認する。 

2) 核特性解析コードの整備 

CASMO-4の専用ライブラリをこれまでの知

見を踏まえ、国内 新の核データライブラリ

JENDL-4のものに置換するとともに、BWR及

びPWRの実機解析を実施する。また、今後の高

燃焼度化やMOX燃料装荷炉心の審査に備え、標

準ベンチマーク問題についてMVPコードとの比

較を実施し、CASMO-4コードの解析精度を確

認する。 

 核データ及び解析手法がより詳細・精緻化さ

れた 新の CASMO-5/SIMULATE-5 コード

システムを購入し、取替炉心の安全性評価、過

渡・事故事象の核熱水力解析で使用する詳細な

三次元炉心モデルの構築・整備に資する。 

東京電力㈱福島第一原子力発電所１号機を対

象 に 、 シ ビ ア ア ク シ デ ン ト 解 析 コ ー ド

IMPACT/SAMPSON により炉心損傷事故進

展解析を実施し、その結果に基づき、MVP コー

ドにより損傷炉心の臨界解析を実施し、再臨界

良に反映していく。 

 また、熱電対(TC)位置における金相観察の結果、MIMAS-MOXペレットのTC位置が偏心して

いることを確認した。この結果を踏まえて、線出力と中心温度の関係を評価した結果、高燃焼度

ではMIMAS-MOXとSBR-MOXペレットの熱伝導率が同程度であること、熱伝導率への燃焼効果

（燃焼により熱伝導率が低下すること）はMOXペレットよりウランペレットの方が大きい可能性

があるとの新たな技術的知見を得た。 

2) 高富化度 MOX 燃料照射試験 

 海外の試験炉（BR2 炉）の CALLISTO ループで燃焼度約 40GWd/t までの高富化度 MOX 燃

料照射を継続した。この間、FP ガス放出挙動について評価するため、特定のサイクルでは線出力

を増加させ、非破壊試験で FP ガス放出率を求めた。この結果、燃焼度 38～40GWd/t における

FP ガス放出のしきい線出力は 200～230W/cm であるとの技術的知見を得た。 

 また、燃料被覆管の健全性を確認するため渦電流探傷、照射による燃料スタックの伸びを調べ

るためガンマスキャン等の非破壊試験を実施した。さらに、燃料ペレット微細組織変化を調べる

ため照射後破壊試験を実施した。 

 

1),2)の MOX 燃料の照射試験の結果から、熱伝導率の燃焼度効果、FP ガス放出挙動（燃料ペレ

ット微細組織と FP ガス放出の相関）に関する技術的知見を整理した。 

 

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 終報告を行った。

また、他国コードのモデルや解析結果と比較・検討すること等によりコードの適用性を確認すると

ともに、今後の高度化燃料の挙動予測に必要な燃料ふるまいモデルの改良計画を策定した。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 及び FEMAXI/ACE-3D を開発・整備した。また、

OECD/NEA の RIA 時燃料挙動解析コード・ベンチマーク問題を用いて FEMAXI/TRACE コード

の検証解析を行いその適用性を確認した。 

2) 核特性解析コードの整備 

CASMO-4 コードの専用ライブラリをこれまでの知見を踏まえ、国内 新の核データライブラ

リ JENDL-4.0 に置換するとともに、BWR 及び PWR の実機解析を行い、同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-4.0 ライブラリを使用した場合

の断面積誤差による核特性パラメータの不確かさを評価するため、JENDL-4.0 で評価された共分

散データを用いた不確かさ解析機能を CASMO-4 及び炉心解析コード SKETCH-INS に組み込

み、OECD/NEA の不確かさ評価（UAM）ベンチマーク問題の集合体及び炉心体系での実効増倍

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。これにより、炉心核特性の不確かさ評価

手法を確立した。（計画外） 

新の炉心核特性解析コードシステム CASMO-5/SIMULATE-5 を購入した。同コードシステ

ムには 新の核データライブラリーENDF/B-Ⅶ.1 及び JENDL-4.0 が実装されている。 

東京電力福島第一原子力発電所では冷温停止状態に向け、炉心の冷却が進められたが、炉心の冷

温状態に移行した場合に、溶融した燃料デブリの再臨界の可能性が懸念された。このため、東京電

力福島第一原子炉の炉心溶融損傷挙動を、（財）エネルギー総合工学研究所が所有するシビアアク

シデント解析コード IMPACT/SAMPSON により詳細に解析し、その結果に基づき、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に係る対策

（ほう酸の投入時期と必要なボロン濃度）をまとめた。本結果は、東京電力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。（計画外） 
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③ 高速増殖炉関連 

研究開発段階炉「もんじ

ゅ」の再起動及び定格出力

運転に係る審査等に向け

て、関連する原子力安全・

保安院における基準の整備

支援、学協会における規格

化の促進等及びクロスチェ

ックに用いるプラント挙動

解析コード等の整備を行

う。 

また、国際機関における

基準類整備活動に参画・協

力する。 

の可能性を評価・検討する。 

 

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、高速実証

炉の安全審査等に備えて以下の事故解析手法を整

備する。 

1) 高速炉炉心損傷挙動解析コードSAS4A及び

SIMMER-IIIの整備：もんじゅ高性能炉心の安

全審査の準備として、両コードの検証を進め

るとともに、起因過程及び遷移過程で考えら

れる も厳しいエナジェティックスの評価論

理を構築する。 

2) 高 速 炉 統 合 炉 心 損 傷 挙 動 解 析 コ ー ド

ASTERIA-FBRの整備 

○熱流力計算部CONCORD，燃料挙動計算部

FEMAXI、核計算部GMVPの各モジュールを

統合し、流量喪失型スクラム失敗（ULOF）事

象へ適用することによって、ASTERIA-FBR

コードの総合的な機能確認に着手する。 

○ASTERIA-FBRコ-ドの検証の観点から、高速

炉炉心損傷に関する既往研究を調査し適切な

検証課題を系統的に摘出する。 

 

 

3) 統合炉心損傷解析コードASTERIA-FBRの

燃料挙動解析部FEMAXI－FBRの整備 

SAS4Aなどの既存コードとの比較計算を行

い、定常照射挙動や事故時燃料挙動への適用性

を確認する。 

4) 高速炉燃料集合体群振動挙動解析コードの整

備 

     高速増殖炉特有の地震時燃料集合体群振動挙

動の解析手法として、炉心の全燃料要素の三次

元群振動挙動を解析できる汎用構造解析手法を

整備する。更に、並列計算機に適合した超高速

計算が可能な数値解法を具備する群振動挙動解

析専用の構造解析コードの整備を行う。 

 

5) 高速炉ナトリウム・水反応詳細解析コードの

整備 

     汎用熱流動解析コード（CFD）に局所多成分

均質流モデル及び化学反応モデルを結合したナ

トリウム・水反応詳細解析コードを整備し、SG

伝熱管破損試験への適用性を確認するなど、コ

ード検証に着手する。 

 

 

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 

 

 

 

 

1) 高速炉炉心損傷解析挙動解析コード SAS4A 及び SIMMER-Ⅲの整備 

大エナジェティクス評価に必要な地震 TOP 解析、スロッシング挙動解析及び炉心膨張過程解

析を SIMMER-Ⅲコードによって実施し、その適用性を確認した。福島事故を踏まえ、地震 PSA

を充実させる観点から、特に、高速炉特有の地震時反応度印加挙動に対する SAS4A、SIMMER-

Ⅲコードの適用性確認に注力し、解析結果に基づき、炉心損傷規模をセーフティーマップとして整

理した。 

2) 高速炉統合炉心損傷挙動解析コード ASTERA-FBR の整備 

○ 主要計算部（CONCORD，FEMAXI，GMVP）の統合を完了し、ULOF 解析に適用できるよ

うに整備した。統合したコードの機能確認として、単一集合体、２集合体及び実機炉心規模を対

象とした ULOF 解析を実施し、既往解析コードによる解析結果との比較・分析を行った。 

○ 以下のように、個々の計算部の検証に適用できる既往試験結果を調査、および検証作業を進め、

多成分間を考慮した場合の熱伝達モデルや輸送計算による核計算結果との比較分析等、検証課題

を系統的に摘出した。 

  CONCORD については、構造材モデルと熱伝達相関式モデルの整備を完了し、THINA 試

験結果を用いてモデル検証を実施した。 

  Dymanic-GMVP については、未臨界状態と臨界超過状態での核動特性アルゴリズムを具

体化し、モンテカルロ法の精度を確認した。 

 FEMAXI-FBR については、下記 3)に示す通り。 

３) 統合炉心損傷解析コード ASTERIA-FBR の燃料挙動解析部 FEMAXI－FBR の整備 

CABRI 試験結果を用いたモデル検証を行なうとともに、SAS4A との解析結果の比較分析を行

うことにより、定常照射挙動や炉心損傷時の燃料挙動の解析に必要な精度を有することを確認し

た。 

 

４) 高速炉燃料集合体群振動挙動解析コードの整備 

 

汎用有限要素法解析コード ABAQUS による３次元フルセクタモデルで、全集合体を対象とし

た３次元群振動挙動解析を行えることを確認した。ただし、計算時間に約３ヶ月を要することが明

らかになった。このため、計算時間の短縮を図る手法として、群振動時の集合体同士の衝突行列式

の解法を工夫した専用解析コードの整備に注力し、ABAQUS と同じ３次元フルセクターモデルの

解析を約５時間で行うことに成功した。(解析コード上、計算時間に影響する因子の洗い出しと分

析を強力に推進し、当初予想以上の短縮化を図ることができた) 

 

５) 高速炉燃料集合体群振動挙動解析コードの整備 

高速炉 SG 伝熱管の中規模水漏えい時の隣接管の高温ラプチャ評価に必要な反応ジェット領域

の温度挙動を解析する手段として、汎用の CFD コードに Na-水反応モデルを外部関数として組み

込み、単純な物理モデルとして、空間解像度を上げた局所均質流モデルを適用して、適切な計算

時間で解析手法を整備している。原子力機構の実施した Na－水反応実験である SWAT-1R の試

験結果を用いて適用性を検討し、本手法により高速炉の複雑な事象の解析が可能であることを確

認した。 
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6) 統合炉心損傷解析コードASTERIA-FBRの

核計算部の整備を行う。 

 

 

 

b) 高速増殖炉（FBR）過酷事故解析手法の整備 

もんじゅの残余のリスク評価、高性能炉心およ

び FBR 実証炉の安全審査、AM 評価等に供する目

的で、下記のレベル 2PSA 手法の整備に係る作業

を実施する。 

1) 高速炉ナトリウム中線源移行挙動解析コード

ACTORの整備 

○平成2２年度に引き続き、希ガス随伴セシウ

ムのナトリウム中への移行挙動及びカバー

ガスの輻射挙動試験を実施する。 

○得られた試験結果に基づいてACTORコー

ドのモデル検証、改良を行う。 

2) 高 速 炉 格 納 容 器 施 設 応 答 解 析 コ ー ド

AZORESの整備 

   連続エネルギーモンテカルロコードMVP

を用いてAZORESコードによる炉容器下部

プレナム及び炉室での溶融物の状態を解析条

件として下部プレナム及び炉室における溶融

物の再臨界の可能性を把握する。 

3) 地震時PSA手法の整備 

○地震時レベル1PSA手法の整備：ナトリウ

ム自然循環徐熱機能や重力落下利用の炉停

止系など高速炉特有の事象推移を反映して

レベル1PSA 手法を整備する。 

 

○地震時レベル2PSA評価手法の整備：高速

炉の地震時特有のTOP型ATWS（集合体群

振動、炉心・制御棒相対変位など）の評価

をふくめ、事象全体を対象とした試解析に

着手する。 

4) 高速炉のPSAで用いる現象イベントツリー

定量化手法の整備 

平成22年度までに整備したマルコフ連鎖

モンテカルロ法(MCMC)に基づくイベントツ

リー定量化手法を対象として、その適用性を

確認するとともに、成分イベントツリー及び

PRDなど分岐点確率を明示的にする手法を整

備する。 

5) 高速増殖炉PSA手法のピアレビュー結果の

活用 

独KITで実施したもんじゅAMRのPSAの

ピアレビュー結果に基づき、炉心損傷挙動を

6) 統合炉心損傷解析コード ASTERIA-FBR の核計算部の整備 

     多群モンテカルロ計算コード GMVP を用いて、厳密摂動計算および動特性パラメータ計算を行

うためのプログラム整備を行った。また、来年度から開始する変分法コードの整備に備えて、も

んじゅ炉心崩壊炉心の代表ケースを予備解析し、計算精度と計算時間の評価を行った。 

 

b) 高速増殖炉(FBR)過酷事故解析手法の整備 

 

 

 

 

1) 高速炉ナトリウム中線源移行挙動解析コード ACTOR の整備 

セシウムの移行挙動試験を行い、ナトリウム中への拡散挙動及びカバーガス中配管への吸着挙動

が明らかになった。また、FP 沈着過程に分子動力学など微視的モデルを適用した結果、核分裂生

成物(FP)元素特有の沈着機構を把握できる見通しが得られた(FP 移行挙動への分子動力学の適用

を拡張し得られた成果)（計画外）。さらに、ACOTOR コードにより、PLOHS 及び ULOF 事象

における FP 移行挙動解析を行い、ACTOR コードのレベル２PSA 事象への適用性を確認した。

 

２) 高速炉ナトリウム中線源移行挙動解析コード ACTOR の整備 

地震時の代表的シビアアクシデントとして、PLOHS 及び LORL を対象とした炉心損傷挙動解

析を AZORES で実施し、炉心内溶融燃料集合体高さを評価した。この結果に基づき、MVP コー

ドにより、固有値解析を実施し、実行増倍率、反応度挿入率を得た。 

 

 

 

3) 地震時 PSA 手法の整備 

○地震時レベル１PSA 手法に関しては、原子炉冷却を対象としたレベル１PSA 手法に加え、東京

電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ、もんじゅの AM 策妥当性評価に追加が必須の炉外燃料

貯蔵槽(EVST)のレベル１PSA 評価手法の整備を急遽実施し、評価準備を完了した。EVST の

AM 策である「自然循環除熱」について、AM 前後のレベル１PSA 評価を実施し、AM 策後の燃

料損傷頻度は、自然循環により２オーダー低下することを確認した。(計画外) 

○レベル２PSA 手法の検討として、地震時に寄与が大きい ATWS からの炉心損傷事故進展の予備

解析を AZORES コードを用いて実施した。この結果に基づき、ＦＰの放出割合を評価した。ま

た、地震時格納容器イベントツリーを構築し、格納容器機能喪失頻度及び事故シーケンスの寄与

割合を算出した。 

 

4) 高速炉の PSA で用いる現象イベントツリー定量化手法の整備 

 

連続マルコフ連鎖モンテカルロ法(CMMC 法)に現象相関ダイヤフラム法を結合するとともに、

CMMC 法によって得られた数百万の事象推移を階層型イベントツリーに転換するように手法の

改良を実施した。これにより、CMMC 法の解析結果をイベントツリーと対応付けることによって、

シナリオ定量化の説明性、有用性を向上させた。また、不確かさに対し、レベル２PSA 手法に適

用可能な評価手法を検討した。 

 

5) 高速増殖炉 PSA 手法のピアレビュー結果の活用 

    独 KIT によるピアレビューで得られた成果のレベル２PSA 手法への反映を図った。ピアレビュー

では、①核特性では集合体間ナトリウムの効果の考慮の重要性、②格納施設応答では(ⅰ)炉容器キャ

ビティ壁加熱コンクリートからの放出水、(ⅱ)炉心デブリ-ナトリウム-コンクリート反応による放出
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中心としたレベル2PSA手法(AZORES、

ASTERIAコード等)の高度化を図る。 

 

6) 高 速 増 殖 炉 核 計 算 シ ス テ ム

ARCADIAN-FBRの整備 

ARCADIAN-FBRコードを対象として、

新の核データライブラリ（JENDL4.0）を導

入するなど、核計算機能向上のための整備を

行う。 

   7) ナトリウムウラネート特性及びFP放出挙動の

確認：高速炉のシビアアクシデント時の損傷炉

心の冷却性能に係るナトリウムウラネートの特

性及びFP放出挙動データを試験により取得す

るための検討に着手する。 

 

 

 

 

 

 

c) 高速増殖炉動特性解析コードの整備(SG動特性、

プラント動特性、核動特性解析コード) 

1) SG挙動評価手法の整備 

○もんじゅのSGブローダウン試験の妥当性

確認に用いる目的で、RELAP5-３Dと

ADYTUMからなるSG動特性解析システ

ムを整備する。 

○もんじゅ運転再開後のトラブル事象対応と

して、SWAM—LP、SWAM2、SWINS、

QUARKなどのSG伝熱管破損挙動解析コ

ードの整備を行う。 

2) 高速炉プラント動特性解析コードADYTMU

の整備 

○ 高 速 炉 プ ラ ン ト 動 特 性 解 析 コ ー ド

ADYTUMを対象として、PIRTに適合した

解析モデルの改良を行い、安全解析に用い

るパラメータの不確かさの定量化、主ポン

プ軸固着事故に対する感度解析など、本コ

ードの統計的安全解析への適用性を確認す

る。 

○ADYTUMコードや東京工業大学の所有す

る 高 機 能 プ ラ ン ト 動 特 性 解 析 コ ー ド

ARGO-Tを対象として、非線形成の強い炉

心損傷事故に対する統計的安全解析手法の

実施可能性を確認する。 

3) 地震時炉心挙動総合安全解析システムの整備

 もんじゅの地震時炉心安全評価の観点か

水（ 終的には生成水素）及び放出ＦＰが過小評価になっていないか、等が指摘された。これらの

指摘に対し、①では集合体間ナトリウムの ASTERIA-FBR へのモデル組込み、②では加熱コンクリ

ートからの水放出モデルの見直し等を検討した。 

6) 高速増殖炉核計算システム ARCADIAN-FBR の整備 

    ARCADIAN-FBR に JENDL4.0 核データライブラリを用いた計算機能を追加した。また、もん

じゅの炉物理試験結果の評価等により、整備したコードにより妥当な計算値が得られることを確認

した。 

 

 

7) ナトリウムウラネート特性及び FP 放出挙動の確認 

炉心損傷事故において、ナトリウムウラネートの生成を考慮した事故後熱除去過程シナリオを

構築することを目的として、ナトリウムウラネートの生成条件、熱的特性を明らかにするととも

に、事故シナリオへの影響を評価する計画である。H23 年度は、これに向け、ナトリウムウラネ

ートの試料を製作し、熱伝導率を測定した。また、ナトリウムウラネートの生成には酸素の存在

が重要であることが明らかになった。 

従来軽水炉燃料のデータによっていた FP 蒸発速度を、高速炉燃料からの蒸発速度を測定して、

この結果を ACTOR 等の解析コードに反映させる計画である。高速炉燃料を用いて得られたセシ

ウムの蒸発速度については、軽水炉燃料と変わらない結果となっている。他の核種のデータは今

後取得する予定である。 

 

c) 高速増殖炉動特性解析コードの整備(SG 動特性、プラント動特性、核動特性解析コード) 

 

1) SG 挙動評価手法の整備 

○ もんじゅSGブローダウン解析に向け、従来はRELAP5-3D単独で解析していたものをナト

リウム系の挙動を合わせて評価するためにプラント動特性コードADYTUMと結合したSG

動特性解析システムの整備作業を実施した。 

 

○ SGのトラブル事象対応として、プラント動特性解析コードADYTUMに小規模水漏えい解析

コードの水素挙動計算モジュールHYDONを結合させたSWINS-Ⅱコードを整備した。本コ

ードでは、採用している１時反応式が多く、小規模水漏えい時における水素濃度上昇は、設

置許可における評価より、早まり、検出時間が短くなる可能性のあることがわかった。 

2) 高速炉プラント動特性解析コードADYTUMの整備 

 

○ 高速炉プラント動特性解析コードADYTUMを用いた統計的安全評価手法の検討として、重

要度ランクテーブル（PIRT）の調整とコードの適用性の確認を行った。1次主循環ポンプ軸

固着を解析対象事象として、パラメータの感度解析を行い、感度の高いパラメータセットに

よる誤差分析を行った。これらの結果から、統計的安全解析の評価手法をADYTUMに導入

できることを確認した。 

 

 

○ 高速炉プラント動特性解析コードADYTUMを用いた統計的安全評価手法の検討として、重

要度ランクテーブル（PIRT）の調整とコードの適用性の確認を行った。1次主循環ポンプ軸

固着を解析対象事象として、パラメータの感度解析を行い、感度の高いパラメータセットに

よる誤差分析を行った。これらの結果から、統計的安全解析の評価手法をADYTUMに導入

できることを確認した。 

3) 地震時炉心挙動総合解析システムの整備 
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ら、以下のコード群を整備する。 

○集合体群振動や集合体浮き上がりなどの燃

料要素の機械的挙動解析コードの整備（③

a） ４)の整備内容参照。） 

○集合体変位に起因する反応度挿入量を評価

す る 炉 心 核 特 性 応 答 挙 動 解 析 コ ー ド

ARCADIAN-FBRの整備：並列化による高

速化等、解析機能向上のための整備を行う。

○挿入された反応度による炉心挙動を評価す

るNALAP及びADYTUMコードの整備：上

下方向地震動に対する制御棒･炉心の相対

変位時の炉心熱流力挙動の解析機能を追加

整備する。 

   4) ナトリウム漏洩挙動評価手法の整備 

      二次系ナトリウム漏洩挙動解析コード

AZORES-TRを対象としてスプレイ燃焼及

びプール燃焼モデルを整備する。また、ナト

リウム燃焼試験解析やCFDを用いた３次元燃

焼挙動解析などによってAZORESコードの

検証に着手する。 

   5) 集合体事故評価手法の整備 

燃料集合体閉塞事故を対象に、事故時の集合

体出口温度の変化、破損燃料から放出される遅

発中性子やFPのプラント内移動を予測するこ

とにより、破損燃料検知情報を正しく判断でき

る解析システムの整備に着手する。 

   6) 自然循環除熱特性評価手法の整備：全交流電源

喪失が生じても、自然循環除熱により、空気冷

却器により炉心等の冷却が可能であることが高

速炉の特徴であるが、東京電力㈱福島第一原子

力発電所での事故を踏まえ、高速炉の安全評価

を行う上で、空気冷却器の自然循環時の極低流

量域の特性について、伝熱相関式の保守性等を

確認しておくことが重要である。このため、空

気冷却器の極低流量時の除熱特性の試験による

確認に着手する。 

 

d) 高速増殖炉熱流動安全評価に関する調査 

高速増殖炉安全評価分野で蓄積された知見を、

今後の合理的な許認可・規制に活かしていくため、

平成２２年度に引き続き、日本原子力学会の高速

炉分科会や関連する委員会などに参画して総合的

に整理・調査する。 

 

e) 研究開発段階炉の技術基準に関する整備調査 

１）本技術基準を基に審査の手引きを整備する。

また、各国の規制の現状などを踏まえてIAEAの

 

○ 地震時の集合体群振動評価については、③a) 4)に記載の通りである。集合体の浮き上がり

挙動についても、群振動解析コードで扱えるようにするため、まずは、集合体２体モデルに

よる挙動解析と群振動時の集合体衝突への上下振動の影響を解析するための手法を検討し

た。 

○ 炉心核特性挙動解析コード ARCADIAN-FBR については、並列化による計算の高速化手法

について検討した。 

 

○ 動特性解析コードに制御棒・炉心の相対変位時の炉心熱流力解析機能を追加した。 

 

 

 

 

4) ナトリウム漏えい挙動評価手法の整備 

もんじゅの運転中のトラブル事象に対応するため、原子炉施設内で小規模のナトリウム漏えい

が発生した場合の現象を解析する AZORES-TR コードの整備を行った。平成 23 年度は、

AZORES-TR のモデル整備を完了し、実機のナトリウム漏えい時のスプレイ燃焼挙動を評価し

た。また、旧動燃のスプレイ燃焼試験を対象とした AZORES-TR コードの検証を実施し、試験

装置の各部位の温度挙動をよく模擬できることを確認した。 

 

5) 集合体事故評価手法の整備 

東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえて実施する安全研究に注力するため、もんじゅの

運転が中断している状況では優先度の低い集合体事故評価手法の整備に係る作業は中断した。 

 

 

 

6) 自然循環除熱特性評価手法の整備 

高速炉の空気冷却器の低流量時の伝熱相関式をナトリウムループに設置された空気冷却器を用

いた試験により、確認・検証する研究に着手した。ナトリウムループに設置された空気冷却器を

用いて、低 Re 数（Re＜1000）の試験を実施するとともに、CFD コードを用いて、試験条件で

の空気冷却器の熱流動解析を行い、低 Re 数域の試験結果の妥当性を考察した。上記の試験と解

析の結果に基づき、空気冷却器内の空気側温度分布及び流速分布の測定を行う(平成 24 年度実施

予定)ことにより、空気冷却器の空気側伝熱相関式を精度よく評価できる見通しを得た。 

 

 

 

 

d) 高速増殖炉熱流動安全評価に関する調査 

日本原子力学会の高速炉分科会や関連する委員会活動に参画し、今後の許認可や規制活動に活かし

ていくために重要な、実証炉の動向、安全評価の課題等に係る情報を調査した。 

 

 

 

 

e) 研究開発段階炉の技術基準に関する整備・調査 

１) 本技術基準を基に審査の手引きを整備 

高速炉燃料技術基準を整備した。これを基に IAEA コンサルタント会議（2012 年 1 月 24-26
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TECDOC化する計画があり必要な支援を行う。

実証炉等にも適用可能な技術基準として整備す

る。 

 

 

2) 高速炉構造・材料基準の整備 

 日本機械学会が策定した「設計・建設規格

（JSMES-NC2-2005)第Ⅱ編高速炉規格（高

速炉規格）」のエンドースのための技術評価書の

作成・整備に着手する。高速実証炉のための構

造・材料基準に関する調査に着手する。 

3) 高速炉安全審査要件の整備 

  もんじゅ高性能炉心の安全審査、高速実証炉

の安全審査に向けて、以下の審査要件の検討を

行い原子力安全・保安院に規制課題として提案

する。 

 ○添十評価事象への対応： 新の高速炉安全研

究の知見に基づいて、添十事象の選定論理、

評価事象、判断根拠などの見直しを行う。 

 

 

 

 ○５項事象への対応：現在の設置許可申請書記

載の 5 項事象は、必ずしも PSA と整合した

炉心損傷事象が選定されていないことから、

５項事象の選定論理、評価事象、判断根拠の

見直しを行う。 

 ○評価線源への対応：ナトリウム冷却高速炉特

有の線源挙動をした評価線源を検討する。特

に、気相への放出割合が大きいセシウム（Cs)

の挙動を考慮した立地評価線源等の設定論理

を検討する。 

 ○高速実証炉の安全審査に向けて、高速炉指針

「高速増殖炉の安全性の評価の考え方につい

て」を対象として、記載内容の見直しを行う。

 

  f) 並列計算機の整備 

    平成２２年度に導入した計算機システムを活用

し、運用方法や体制などの利用環境整備を行うと

ともに、使用する解析コードを順次インストール

するとともに、並列化効率を向上する。 

 

日開催）において各国の専門家と議論した。その結果は、2012 年中に IAEA TECDOC として

発行される見込みである。 

本技術基準は実証炉等にも適用可能であることを IAEA コンサルタント会議で確認した。 

また、審査の手引きについては本技術基準との整合性を踏まえ記載すべき内容について検討し

た。 

2) 高速炉構造・材料基準の整備 

日本機械学会の高温規格分科会に参画し、日本機械学会の「設計・建設規格第Ⅱ編高速炉規格」

の 2009 年版(2011 年追補を含む)の技術評価に向け、これらの 2005 年版からの変更内容を

確認した。 

 

 

3) 高速炉安全審査要件の整備 

もんじゅ高性能炉心及び高速実証炉の安全審査に向けて、以下を実施した。 

 

 

 

○添十評価事象や５項事象の選定論理、安全評価方法及び安全要求を検討するとともに、福島事

故を踏まえた過酷事故対策の規制要求化に対する検討を、リスクインフォームドパフォーマン

スベースの規制を唱えている NUREG1860 と、2006 年の IAEA 基本安全原則を反映した

NS-R-１改定案(SSR1/２DS414)を調査・比較することにより行った。また、IAEA SSR1/

２DS414 の深層防護第４、５層を導入するに当たり、NUREG1860 の考え方は、評価事象

の選定論理、評価手法の検討に活用できることを確認した。 

○５項事象の評価候補の選定論理を考察し、PSA と整合した候補事象を試験的に摘出した。リス

クレベルを指標とする選定論理を提案し、もんじゅにおいては、PLOHS 事象群が候補となる

ことを確認した。 

 

 

○高速炉が冷却材としてナトリウムを用いていることによる軽水炉との相違点として、ハロゲン

であるヨウ素はアルカリ金属であるナトリウムと容易に結合し、NaI としてナトリウム中に捕

獲される一方で、セシウムはナトリウムと同じアルカリ金属であり、ナトリウム中には捕獲さ

れず、カバーガス中に移行するため、シビアアクシデント時の環境放出線源としては、セシウ

ムを重視する必要性が高いことを確認した。 

○高速炉指針「高速増殖炉の安全性の評価の考え方について」の記載内容について検討し、 大

の課題は、前出の５項事象の扱いであることを確認した。炉規法改正に向け、指針の記載内容

の見直し検討を平成 24 年度に加速して実施する必要がある。 

 

f) 並列計算機の整備 

導入した並列計算機の性能を活用するため、主要解析コードの並列処理用のチューニングを実施し、

以下の成果を得た。 

SIMMER-Ⅲのチューニングの結果、流体計算部は、計算時間を約 1/4 に短縮できることを確認し

た。今後、核計算部のチューニングにより更なる計算時間短縮効果が期待できる。 

MVP/GMVP に関しては、並列数に比例して計算の高速化を図ることができ、データが大規模にな

るほど、その傾向が顕著であることを確認した。 

ACTOR コードにおいては、約２倍の高速化が図られたが、ADYTUM コードについては、 も負

荷の大きい関数について、計算時間短縮のためのアルゴリズムの変更が必要であることが明らかにな

った。 

 



独立行政法人原子力安全基盤機構 平成 2３年度業務実績表 

44 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

（３）安全情報の収集・分析 

以上の業務に活用するため、

国際原子力機関（IAEA）、経済

協 力 開 発 機 構 / 原 子 力 機 関

（OECD/NEA）等の国際機関

における検討状況及び国内外

における事故・故障、規制動向、

運転特性その他、原子炉施設に

関する情報の収集・整理・分

析・評価を行い、必要に応じ安

全確保のために取るべき措置

の提言等を実施する。また、そ

れらをデータベース情報とし

て構築する。 

（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 

a) 国内の法律に基づく事故・故障のプレス文、事

業者の報告書、INES評価結果等の情報を収集整

理し、データベースを整備更新する。国内トラ

ブルの分析・評価結果は冊子「わが国の原子力

施設におけるトラブルについて」としてまとめ、

公表する。 

b) IAEA及びOECD/NEAの事故故障報告データ

ベース活動等への参加等により、各国のトラブ

ル情報、同対応情報を入手するとともに、NRC、

欧州主要国、アジア主要国の情報を情報の絞込

み等により効率化を図って収集整理し、データ

ベースを整備更新する。海外トラブル事例は月

報としてまとめ、原子力安全・保安院に提供す

る。また、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する。 

c) 国内外原子炉施設で発生した事象のスクリーニ

ングを行い、重要事例を抽出し、国内で反映す

べき内容の評価・取りまとめを行う。取りまと

めた結果は、原子力安全・保安院とのクリアリ

ングハウス等に報告し、国内での必要な規制措

置を抽出する。 

 

② 運転に係る情報の収集、整理、分析、評価 

a) 国内及びIAEA、OECD/NEA等国際機関活動で

得られる国外原子炉施設の運転並びに放射線管

理に関する情報を収集、整理し、データベース

を整備更新する。 

 

 

 

 

b) 定期安全管理審査、定期検査、使用前検査等に

係る情報及びそれぞれの検査、審査結果の判定

に係る情報を収集し、保安活動総合評価等への

活用を実施する。 

c) 国内外の原子炉施設の運転状況、定期検査状況

等に関する情報を分析評価し、国内原子炉施設

に係るプラント特性に関する評価集を作成す

る。また、国内プラントの設備利用率、運転計

画に関する原子力安全・保安院の定期プレスの

支援を行う。 

d) 原子炉施設の法律報告に至らない軽微な事象に

ついては、民間データベースに登録されている

情報を活用し、より重大なトラブルの未然防止

（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 

a)計８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２２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」については INES 小委員会における評価が決定次第、発行予定

である。 

 

b)９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、各国のトラブルの発生情報、同対応情報を入手するとともに、IRS報告書７２件

（H24.2.24現在）を入手し、データベースを整備更新した。海外の情報収集に当っては、事故・

故障の重要度に応じて収集する情報の絞込み等により効率化を図るとともに、情報の分析に重点を

置いた。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４３９件

（H24.2.24現在）、仏、独、英、瑞等を主とした欧州については１８７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１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トラブルに係る情報の収集、整理を行うとともに、原子炉施設、

再処理施設の報告事象とINESレベル2以上の事象をホームページに掲載して一般に公開した。 

 

c)運転経験等反映WGにおいて事故故障事象から105件（H24.2.24現在）についてスクリーニング

を行い、米国における東京電力福島原子力発電所事故対応、燃料の熱伝達率低下による現実的な

ECCS評価モデルへの影響、原子力発電所の認可更新のための経年劣化に関する知見報告書改訂2に

関する情報、発電所の配電系統電圧の妥当性等について、我が国への反映の観点で評価を実施し、

関係者間で情報共有を行った。 

 

 

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

1,200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4９０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60基の情

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370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

２３年度保安活動総合評価を実施した。 

 

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。 

 

 

d)法律報告に至らない軽微な事象については、原子炉施設情報公開ライブラリ「ニューシア」に登録

されている情報から、必要な教訓を得るために、事象別の階層クラスタモデルを構築して、マイニ

ング技術を適用する手法を検討し、システムとしての開発を開始した。 
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に必要な教訓を得るための分析・評価ツールに

ついて検討する。 

e) 燃料高度化、炉出力向上、運転期間長期化など

の利用環境の変化に関する安全及び放射線安全

に対する水化学の規制要件に係わる情報、デー

タ整備、評価等を行う。 

 

③ 職業被ばく情報システム(ISOE)アジア技術センタ

ー活動 

我が国の被ばく低減活動促進及び被ばく低減意識

向上のため、以下を行う。 

a) ISOEアジア技術センター活動等を通じて、被ば

くに関する国内外の情報を収集、整理、分析、

評価するとともに、ホームページで情報提供を

行う。 

b) アジア技術センター(ATC)として、国内及び韓

国の各原子炉施設に係わる被ばく情報を収集整

備更新する。また、国内外の合計約480基のデ

ータを収集し配布する。 

 

c) ATCの活動をISOE運営委員会にて報告すると

ともに、ISOEネットワークによる情報交換を支

援する。 

d) ALARAシンポジウム（ATC主催）を開催し、

被ばく低減意識の向上を図る。 

 

e) 原子力施設に起因する放射線の影響について情

報収集、分析を行う。 

f) 国外原子炉施設の被ばく低減傾向の背景を分析

する。 

 

g) 国内外の医療等、他分野の職業被ばく情報を収

集、分析し、原子力発電所と比較した情報提供

を行う。 

 

④ 海外の規制等に係る情報の収集、整理、分析、評価

我が国の原子力規制行政に資することを目的とし

て以下を行う。 

a) 米国、欧州、アジア等主要国の原子炉施設の規

制制度、検査制度等の動きに関する情報を情報

の絞込み等により効率化を図って収集を行い、

規制情報のデータベースを整備更新する。 

 

 

 

 

 

 

 

e) 燃料高度化、炉出力向上、運転期間長期化などの利用環境の変化に関する概要を調査し、原子炉の

安全及び放射線安全への関連事項の抽出を行い、水化学の規制要件に係わる観点から整理を実施し

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データベースや他の地域の技術センターの被ばくに関する情報を収集し、整理、分析、評価す

るとともに、ホームページで情報提供を行った。また、東京電力福島第一原子力発電所事故における

緊急作業時の作業員の被ばくについて調査を行い、ホームページで情報提供するための整備を行っ

た。 

b) アジア技術センター(ATC)として、我が国の原子炉施設41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み、評価中であった東京電力の17基を除く）及び

韓国の原子力発電所に係る平成22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23年11月に仏国パリで開催されたISOE運営委員会に参加し、ATCの活動を報告した。また、

ISOEネットワークを通じて寄せられた6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）東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、職業被ばく情報システム(ISOE)アジア技術セン

ター活動業務のうち、シンポジウムの開催を中止した。（シンポジウムの主要参加者は東京電力をは

じめ、電力会社の関係者であり、事故対応を優先させるため。） 

e) 疫学調査結果等、原子力施設に係る放射線の影響に関する情報の収集を行なった。 

 

f）国外原子炉施設の被ばく低減の良好事例、運転中及び廃止措置原子炉における高線量作業、遠隔ツ

ール等 新技術について調査、分析を行った。また、内部被ばく管理に関する海外の動向について調

査を行った。 

g）国内外の医療等、他分野の職業被ばく情報を収集、分析し、原子力発電所と比較してホームページで

情報提供を行った。 

 

 

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、東京電力福島第一原子力発電所事故対応を中心に、新設プラントの許認可、定

格出力増加、運転認可更新、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（１５テーマ、９９件）（H24.2.24現在）。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1８７２件（H24.2.24現在）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。 

欧州に関しては、福島事故対応としてのストレステスト関連を中心に情報を収集した。その他とし

ては、仏国の 900MWe 級 PWR の 30 年点検時に提示された新たな技術要件、英国の新原子力

規制機関 ONR に関する情報、北欧・東欧での原子力発電所の新設計画等に係わる情報を 2,016

件（H24.2.24 現在）収集し、データベースを更新した。 
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b) 得られた情報は週報、月間トピックス、原子力

安全・保安院のクリアリングハウスや機構の運

転経験等反映委員会により定期的に関連機関に

提供するとともに、分析・評価を実施し、国内

規制に取り入れるべき規制案等を検討する。 

 

 

 

 

 

 

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 

国内外の原子力の規制関係のリスクコミュニケー

ションに関する情報について、我が国の規制とステ

ークホルダーの関係を進展させるための情報を提示

する。 

 

⑥ 海外のストレステスト等に係る情報の収集 

欧米の福島対応（米タスクフォース、ストレステ

スト）調査及び各国規制機関の体制、規模、職権範

囲等の調査を実施する。 

 

アジア等に関しては、中国・韓国等の東京電力福島第一原子力発電所事故対応、韓国の原子力安全

委員会、台湾・インド・新興国における原子力政策等の情報、1,677 件（H24.2.24 現在）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

報を平成21年度は計４0号（H24.2.24現在）発行し、原子力安全・保安院へ情報を提供した。

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回程度のペースで平成２１年度は計１0 号（H24.2.24 現在）発行し、

原子力安全・保安院に情報を提供した。 

運転経験等反映WGでは、事故故障事象から105件（H24.2.24現在）についてスクリーニングを

行い、米国における福島事故対応、燃料の熱伝達率低下による現実的なECCS評価モデルへの影響、

原子力発電所の認可更新のための経年劣化に関する知見報告書改訂2に関する情報、発電所の配電

系統電圧の妥当性等について、我が国への反映の観点で評価を実施し、関係者間で情報共有を行っ

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 

欧米における安全規制プロセスへのステークホルダーの参画について、 近の状況を調査するとと

もに、福島事故等の国内外の大規模災害に関する情報の公表、伝達及び原子力安全規制への事故の教

訓の反映に際してステークホルダーがどのように参画しているか調査を行った。調査結果について

は、我が国の規制とステークホルダーの関係を進展させるために参考としていく。 

 

 

⑥ 海外のストレステスト等に係る情報の収集 

a) 欧米の福島事故対応の調査 

欧州については、ストレステストに係る以下の各項目について情報を収集し、適切な形で纏め、こ

れらを原子力安全・保安院を始めとする関係者に提供した。またこれらの他にストレステストに係

わる情報一般を幅広く収集し関係者に提供した。 

・ストレステストの仕様（欧州規制機関への訪問確認） 

・事業者の中間/ 終報告書 

・規制機関の中間/ 終報告書 

・国別レビューに関する情報 

特に規制機関の 終報告書については、その概要/結論及び評価に基づく改善計画に関して 17 ヵ

国全てについて分かりやすく纏めた。 

米国については、NRC 内に設置されたタスクフォースやこれに関連する部署の動きに関する情報

を収集、これについても関係者に提供した。 

b) 各国規制機関の体制、規模、職権範囲等の調査 

海外 6 ヵ国（米、仏、英、独、韓、加）について以下の調査を行い、主に原子力安全・保安院に

情報を提供した。 

・規制機関自体について（名称、組織および人員構成、基本的な規制権限、構成する各組織の所掌、

各権限の主体組織、予算、地方組織等） 

・安全規制について（建設準備、建設、運転の各段階における規制内容、立入検査、ベンダ検査、

第三者認証制度、バックフィット、設計認証等） 

・職員の人事、キャリア、トレーニング等について（採用に関する情報、トレーニングに関する情

報、人事異動に関する情報、福利厚生に関する情報労働時間等） 

・地方自治体との関係について（役割、組織、公開/公聴に関する根拠法/目的等） 

・技術支援機関について（名称、支援分野、人員構成、予算等） 

 

また国会対応用資料として、バックフィット制度、シビアアクシデント対応、運転認可期間等16項目
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について、別途資料を作成し、原子力安全・保安院に報告した。 

 

４－Ｂ 核燃料サイクル・廃棄

物分野 

４－Ｂ 核燃料サイクル・廃棄物分野 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 核燃料サイクル施設に関

して、原子力安全・保安

院が進める場合のより合

理的・効率的な検査制度

の見直しを支援する。 

② 核燃料サイクル施設の許

認可申請等のクロスチェ

ックに用いる解析コード

等の自然換気冷却時の熱

流動解析手法及び燃焼度

クレジットを考慮した臨

界解析手法等の整備、放

射性溶液のセル内漏えい

事象等の解析コードの整

備等の事故・故障の解析

手法の高度化等を行う。 

③ 核燃料サイクル施設に関

する認可申請の審査等に

必要な閉じ込め性能を有

する設備の性能に係る評

価手法の整備を行うとと

もに、原子力安全・保安

院が行う審査の支援等を

行う。 

④ 核燃料サイクル施設の高

経年化に係るデータベー

ス整備、事業者の行う技

術評価の原子力安全・保

安院による妥当性評価に

関する支援を行う。 

⑤ 国際機関における基準類

整備活動に参画・協力す

る。 

（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) 緊急安全対策及び総合評価（ストレステスト）の

審査基準整備 

1) 検査中の再処理施設に対する緊急安全対策に関

し、溶液沸騰・水素爆発に至るまでの時間、電源

車の容量等の事項の妥当性評価を行うための関

連事項の審査基準案を作成する。また、運転中の

再処理施設の緊急安全対策に関し、核燃料施設の

安全の高度化研究の一環として、国内有識者の意

見を参考に、「設計上の想定を超える事象」の選

定の考え方と代表的な事象の対策の考え方をま

とめた上で、審査基準見直し案とその解説書案を

年度内に作成する。 

  2) 再処理施設、ウラン加工施設に対するストレス

テストに関し、核燃料施設の安全の高度化研究の

成果を活用し、原子炉施設及び海外諸国の動向並

びに国内有識者の意見を参考にし、評価の視点案

を年度内に作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 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 

燃焼度クレジット評価手法における燃料仕様

の違いによる影響を評価する。また、照射後試

験データを使用した検証解析、OECD/NEAの反

応度計算ベンチマーク問題の解析を実施する。 

 

c) 火災防護等調査・試験 

1) 再処理施設及び加工施設について、それぞれ

（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) 緊急安全対策及び総合評価（ストレステスト）の審査基準整備 

 

1) 検査中の再処理施設に対する緊急安全対策に関し、これまでの確率論的安全評価（PSA）手順整備の成

果を活用し、下記２項目に関連する審査基準案を作成した。 

○ 高レベル廃液貯槽等の崩壊熱の除去が必要な設備及び水素の掃気が必要な設備の特定 

○ 交流電源供給機能等喪失時から高レベル放射性液体廃棄物等の沸騰及び水素濃度の可燃限界濃度に

達するまでの想定時間の評価 

 

 

 

 

 

2) 運転中の再処理施設の緊急安全対策及び再処理・加工施設のストレステストに関し、下記①～③の資料

を作成した。 

① 「設計上の想定を超える事象」の選定とその対策の考え方を明確にし、当該事象の審査基準案及び

解説書案を作成した。 

② 上記①及び検査中の再処理施設の緊急安全対策に係る審査基準案を基に、運転中の再処理施設の緊

急安全対策に係る審査基準案及び解説書案を作成した。 

③ 上記①、発電炉のストレステスト及び仏国の核燃料サイクル施設のストレステストに関する情報を

参考に、再処理施設及びウラン加工施設のストレステストの審査の視点（案）を作成した。 

 

上記審査基準案及び解説書案並びに審査の視点（案）の作成に資するため、以下等を実施した。 

一. 一部の代表的な事象について、事象進展シナリオの作成、イベントツリーの作成、影響評価等 

二. 水素ガス爆発の挙動、発生条件等の調査 

三. 複数の事象の重畳の考え方の明確化 

四. 海外諸国の核燃料サイクル施設で発生した事故事例集の分析調査 

五. 再処理施設の安全の高度化検討会を４回開催し、国内有識者から得られた意見を再処理施設の上記

審査基準案、解説書案及び審査の視点（案）へ反映 

六. 燃料加工施設リスク情報活用検討会を２回開催し、国内有識者から得られた意見をウラン加工施設

の審査の視点（案）へ反映 

 

b) 核燃料サイクル施設に係る解析コードの整備等（廃輸部→原シ部 原核Ｇ） 

1) 燃焼度クレジット適用方法の評価 

海外 PWR の燃料仕様について燃焼度クレジット評価を行い、昨年度の国内 PWR の結果との比較を

行った。また、 新の核データライブラリ JENDL4.0 への更新作業を行うとともに、照射後試験デー

タを使用した検証解析を実施した。この他、OECD/NEA の反応度計算ベンチマーク問題のうちフェ

ーズ 1 および 2 の解析を実施した。 

  

 

c) 火災防護等調査・試験 
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の施設の特徴を踏まえた火災防護上の火災防

護ガイドラインを策定し、各核燃料施設での

試行に供する。その結果を踏まえ、ガイドラ

インのとりまとめを行う。 

2) 火災影響評価に係わる評価手法を整備すると

ともに油火災、盤火災、ケーブル火災（多段

トレイ、延焼防止剤効果等）、について試験に

より評価データを取得する。 

 

d) 核燃料サイクル施設における検査制度等に関す

る検討 

    原子力安全・保安院が行う検査制度等に関する

検討への対応として、現状の検査項目等の調査・

分析、許認可等における判断基準・技術基準等の

充実に必要な技術情報の整備、及び改善事項等の

技術的妥当性確認に必要な技術情報の整備等を行

う。 

 

 

 

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) 安全解析コード等の改良整備 

機構で開発したふく射解析コードS-FOKSの

反射モデルを見直し、固体表面における反射成

分を考慮できるよう、異方性を持つ反射モデル

を組み込む。 

 

 

b) 中間貯蔵施設基準体系整備事業 

中間貯蔵施設の安全規制に資するため、 新の国

内外の安全規制動向や関連する技術データ等の調

査・収集を行うとともに、IAEA の貯蔵後輸送に係

る WG 等に参加し、日本の規制の考え方を発信す

る。 

また、コンクリートキャスクに関し、基準適合性

の判断基準の整備のため、関連する学協会規格等の

評価検討を実施する。また、必要に応じ、金属キャ

スクを対象として改訂された関連学協会規格等の

技術評価を実施する。 

これまでのコンクリートキャスク用キャニスタ蓋

部の UT 検査に関する成果を総括評価し、同技術の

検査性に関して動向調査等を実施する。 

また、使用済燃料被覆管の基礎特性評価試験及び

燃料落下時の挙動評価試験を行うとともに、欧米で

の高燃焼度燃料の長期貯蔵に係る動向調査を実施

する。 

1) 核燃料施設火災防護ガイドラインの制定は、可及的速やかに進めていくべきものであることから、

平成 22 年度に取りまとめたガイドライン案により、試行し、その結果を反映した核燃料施設火災

防護ガイドライン（案）を策定した。 

 

2) 火災防護評価データを収集するため、コンポーネント火災試験（電気盤、ケーブル、可燃廃棄物

等）を実施した。核燃料施設における火災時の影響を評価するため､ 海外での火災ハザード解析

（FHA）に係わる情報等の整理をするとともに、核燃料施設と軽水炉の火災防護上の特性比較を行

い、核燃料施設火災影響評価手法の整備を行った。 

 

d) 核燃料サイクル施設における検査制度等に関する検討 

原子力安全・保安院が行う検査制度等の検討に資するため、平成 22 年度に核燃料サイクル施設や検

査制度等に詳しい専門家及び原子力安全・保安院の関係部署からのオブザーバを加えた機構検討会にお

いて、現状の検査制度等の安全規制の実績を調査・把握し、機構が評価し整理した課題・提案等につい

て意見交換した。 

平成 23 年度は、上記の検討結果に基づいて改善提案として抽出された「設計及び工事の方法の認可

の範囲、記載等に係る考え方、判断基準の適正化、明確化」に関するもの 5 件（全てが短期、短中期的

に取り組むもの）及び「検査項目、方法等の適正化、明確化」に関するもの 9 件（このうち短期、短中

期的に取り組むものは 7 件）について、各々の実現のためのアプローチ・方法などについて整理し、報

告書として公開した。 

 

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) 安全解析コード等の改良整備 

ある固体表面に到達したエネルギー束が、固体表面で反射される際、入射方向に依らずいずれの方

向にも同じエネルギー束が放射されるとする従来モデル（model-1）に対し、反射成分は入射方向の

反対側にのみ、鏡面反射として放射されるとする鏡面反射モデル（model-2）を構築し、ふく射解析

コード S-FOKS に実装した。単純な平行平板体系及び二重円筒体系に対し、鏡面反射の場合の理論解

を導出し、S-FOKS による解析結果と理論解とを比較することにより、model-2 及び実装した

S-FOKS コードの妥当性を確認した。 

b) 中間貯蔵施設基準体系整備事業 

1) 海外規制動向、 新データ等の調査・収集・評価 

NRC の規制動向調査として、EPRI とりまとめで NRC も参加して実施されている Extended 

Storage Collaboration Program(ESCP)の調査を行った。2011 年 6 月に取りまとめられた中間

報告では、使用済燃料の長期貯蔵とその後の輸送を実施するために優先度の高い技術課題として被

覆管の水素化物再配向等が報告されている。 

また、IAEA のワーキンググループ（WG）において実施されている輸送/貯蔵兼用キャスクに対

象 を絞って国際的な安全規制のガイドライン作成の一環として、日本におけるガイドライン草稿

作成に参加した。 

さらに、東京電力福島第一原子力発電所事故に関連する海外規制動向等の調査として、中間貯蔵

施設に関する欧州のストレステストの状況について調査を実施した。また、今後の事業者の核燃料

サイクル施設の安全性に関する総合的評価結果の審査に資するため、国内外で実施されている使用

済燃料等貯蔵・輸送分野における想定外事象（落下、転倒、埋没、重量物落下、航空機衝突、落下

衝突、火災及び浸漬）の調査を実施した。（計画外） 

2) 審査・許可の基準整備 

東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、①コンクリートキャスク貯蔵の実施時期及び②原

子力発電所内貯蔵を前提とした原子力学会標準の改訂が実施されていないという外的条件の変化に

鑑み、審査・許可の基準整備業務のうち、コンクリートキャスクに関する学会規格等の評価検討及
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さらに、事業者が実施する PWR 燃料先行貯蔵試

験に使用する試験容器の熱解析を目的とした伝熱

試験を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 再処理施設 

a) 高経年化に関する技術評価マニュアル整備 

原子力安全・保安院による再処理施設の経年変化

に係る技術評価の妥当性評価を支援するために必

要な技術評価マニュアルの整備を行うことを目的

に、再処理施設の経年変化に関する試験及び調査研

究を行う。 

平成２３年度は平成１８年度に試験装置を整備

し、平成１９年度より開始した沸騰伝熱面腐食及

び凝縮流動硝酸腐食に関する試験を、並びに平成

21 年度より試験装置を整備し、開始した熱サイク

ル疲労及び環境割れ（水素吸収脆化）に関する試

験を引き続き実施するとともに、 新知見の収集

を継続する。また、技術評価マニュアル（案）の

充実を図るためにこれまでの成果をとりまとめ

る。 

b) 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及び日本原燃ウラン濃縮

施設の高経年化対策に関する報告書の内容を検討

し、原子力安全・保安院が妥当性の評価を行うた

めの資料の作成等の協力を行う。 

 

 

④ 国際機関の活動への参画等 

び金属キャスクの関連学会規格の技術評価の実施は平成 24 年度以降に延期することとした。 

3) 溶接技術等の調査、評価、基準整備 

    コンクリートキャスク用キャニスタ蓋溶接部に適用可能な UT 検査方法について、①昨今の民間

側の研究動向も踏まえ、平成 22 年度以前の調査において対象とした、GSUS329J4L のような特

殊なステンレス鋼だけでなく SUS316 等の一般的なステンレス鋼を対象とした UT 検査手法の調

査を実施するとともに、②SUS316 を対象とし、平成 22 年度調査において抽出したフェーズドア

レイ方式及び従来方式による検出性試験を行い、フェーズドアレイ方式の適用性に関する基礎的デ

ータを得ると同時に平成 21 年度試験データを含めた総合的評価を実施した。 

4) 高燃焼度燃料の健全性に関する調査 

BWR 及び PWR の高燃焼度使用済燃料を供試材として、動的条件における被覆管の機械的基礎特

性評価試験及び衝撃荷重に対する燃料棒の変形や破損等についての挙動評価試験を実施し、キャス

ク落下事故時の高燃焼度燃料健全性評価に資するデータを取得した。なお、高燃焼度燃料の健全性

に関する調査業務のうち、PWR の燃料棒挙動評価試験は、東日本大震災により試験設備が被災した

上に東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響により関係する許認可が遅延し、試験設備の設置

が遅れたため次年度以降へ繰り延べた。 

また、欧米での高燃焼度燃料長期貯蔵に係る試験研究計画及び進捗状況等を調査した。 

5) PWR 燃料先行貯蔵試験 

PWR 燃料先行貯蔵試験に使用する貯蔵容器に関する許認可が、東京電力福島第一原子力発電所の

事故の影響を受けて遅延しており、平成 23 年度の伝熱試験実施は困難となった。このため、平成

23 年度においては、伝熱試験の目的である、試験容器の温度評価ツール（従来の保守的評価と異な

り、高精度で温度を評価するもの）の完成を目指し、解析モデルの作成、熱解析用物性データの取

得等を実施し、伝熱試験そのもの実施は平成 24 年度へ延期した。 

 

③ 再処理施設 

a) 高経年化に関する技術評価マニュアル整備 

平成 18 年度から開始した沸騰伝熱部腐食及び凝縮流動硝酸腐食に関する試験並びに平成 21 年度

から開始した熱サイクル疲労及び環境割れ（水素吸収脆化）に関する試験を完了した。また、前年度

に引き続き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。これまでの成果を取りま

とめ、技術評価マニュアル（案）の充実を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ) 高経年化対策に関する妥当性評価の支援 

平成 23 年 9 月 28 日付で原子力安全・保安院が事業者より報告書を受理した日本原燃㈱ウラン濃

縮施設の高経年化対策の妥当性確認に関し、保安院のヒアリングに同席し、コメントを提出した。な

お、事業者は報告書を修正中。 

一方、原子力機構再処理施設については東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う再処理施設の緊

急安全対策等により保安院の妥当性評価作業が中断し、協力作業も次年度以降へ繰り延べた。 

 

④国際機関の活動への参画等 
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IAEA及びOECD/NEAの核燃料サイクル施設の

安全に係るＷＧ等の活動に参画・協力する。 

 

 

 

 

 

 

⑤ 検査データベースソフトの整備 

検査関連文書のデータベース化を図るとともに、

検査担当者がより効率的に業務を遂行できるように

拡充整備を図る。 

 

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、WGFCS 主催のワークショップ及びタスクに参画した。年次会合では東京電力㈱福島第一原子

力発電所の事故に伴うサイクル施設の状況を報告した。ワークショップでは、東京電力㈱福島第一原子

力発電所の事故に伴うサイクル施設の状況及びウラン燃料加工施設の総合安全解析（ISA）手順整備の状

況を報告するとともに、プログラム委員及びセッションの議長を務めた。 

また、IAEA の安全基準整備に関して、DS439「再処理施設に対する安全要件」について、核燃料サ

イクル分科会を 2 回開催するなど国内コメントを取りまとめた。 

 

⑤ 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平成 2３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２６，

０００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 

核燃料サイクル施設に関し

て、リスク情報を用いた安全規

制の検討に活用するため、確率

論的安全評価（PSA）及び総合

安全解析の手順の整備、信頼性

データベースの構築等を行う。 

（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 

主要な事象（外的事象を含む）のうち平成22年度

までに試解析を行っていない事象等を対象にPSA試

解析を実施・継続する。 

リスク評価上重要な挙動やデータの検討・整備と

して、高放射性廃液が蒸発乾固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準備及

び試験等を行う。 

 

② 燃料加工施設の総合安全解析(ISA)手順の整備等 

これまでに整備した内的事象に関するISA手順、米

国NRCのISAの情報を基に、国内有識者の意見を参

考に、外的事象に関するISA手順の整備に着手する。

また、ISAの解析結果などを参考に、安全上重要な

設備・機器の重要度の設定方法を策定する。 

 

（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、燃料貯蔵プール及び MOX 粉末貯蔵ホールにおける地

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、放射性物質放出量の評価等を行

った。また、使用済燃料集合体の落下事象及び電源喪失事象について、平成 20～22 年度に実施した PSA

試解析を通して得た知見を手順書の形式でまとめた。 

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

年度に引き続き試験を実施した。 

 

 

② 燃料加工施設の総合安全解析（ISA）手順の整備等 

東京電力福島第一原子力発電所事故の 28 項目の教訓を検討し、ウラン加工施設の ISA 実施手順書案に

反映すべき項目を摘出した。また、米国の ISA に関する文献を調査するなど ISA 実施手順書案に外的事象

を追加する際の課題を検討し、外的事象 ISA 手順整備の計画案を作成し、手順整備の考え方、進め方など

を明確にした。 

また、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を考察した上で、設計及び工事の

方法の認可以降でのより合理的な規制のための、安全上重要な設備・機器等の設定方法を策定した。 

 

（３）輸送に係る規制の高度化

の支援 

放射性物質の輸送に関して、

IAEAの国際輸送規則の定期的

な改定を支援するとともに、改

定された国際輸送規則を国内

規制へ反映するための支援を

行う。また、輸送管理のための

データベースの構築等を行う。 

（３）輸送に係る規制の高度化の支援 

① IAEA の安全活動への対応 

「放射性物質安全輸送規則（TS-R-1）」の平成

２１年開始改定サイクルについて、IAEAの輸送安全

基準委員会（TRANSSC）の計画に基づき、平成２

４年中の改定出版活動に参画する。また、「TS-R-1

の助言文書（TS-G-1.1）」の改定版をTS-R-1と

同時に出版することに参画する。 

TRANSSCの新たな計画である、国連の「危険物

の輸送に関する勧告（国連勧告）」に含まれる放射

性物質以外の危険物に対する要件とTS-R-1の要件

との整合を整理する。 

平成２３年10月にIAEAが開催する放射性物質輸

送の安全とセキュリティに関する国際会議への我が

国の方針をとりまとめる。 

国際放射線防護委員会（ICRP）の新たな勧告へ対

（３）輸送に係る規制の高度化の支援 

① IAEA の安全活動への対応 

IAEA の輸送安全基準委員会（TRANSSC）が行った「放射性物質安全輸送規則（TS-R-1）」の 2009

年開始改定サイクルにおける草案の策定に参画し、平成 23 年 10 月 1 日から開催された第 30 回安全基

準委員会（CSS）において出版の承認を得ることができ、2012 年の発行に目処がついた。また「TS-R-1

の助言文書（TS-G-1.1）」についても TRANSSC における草案の策定に参画し、平成 24 年 3 月 26

日から開催された第 31 回 CSS において出版の承認を得ることができ、TS-R-1 との同時出版に目処が

ついた。 

国連の「危険物の輸送に関する勧告（国連勧告）」に含まれる放射性物質以外の危険物に対する要件と

TS-R-1 の要件との整合の整理が、平成 23 年 10 月 24 日から開催された第 23 回 TRANSSC で行わ

れ、この検討へ参画することによって今後の規則改定において解決すべき課題（定義の不整合等）を明ら

かにすることができた。本成果は TS-R-1 の次期改訂サイクルに反映される。 

IAEA が主催して平成 23 年 10 月 17 日から開催された、放射性物質輸送の安全とセキュリティに関す

る国際会議への我が国の対応方針（想定問答集等）を取りまとめた。さらに、当該会合における日本のナ

ショナルペーパーの原案を作成し国へ提供した。（計画外） 

IAEA の TRANSSC では、国際放射線防護委員会（ICRP）の新たな勧告へ対応させて放射性核種の基
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応した、放射性核種の基礎的な数値の検討について、

国際的な検討の場へ我が国からも参加できるよう

に、数値の評価手法整備を進める。 

 

② 輸送リスク評価手法整備 

   放射性物質輸送におけるリスク情報の活用につい

て検討し、ロードマップを策定する。また、現状の

知見に基づき、放射性物質輸送を対象としたリスク

評価の試行を行う。 

 

 ③ 副次的危険性への対応 

   国連勧告では、放射性物質が有する副次的危険性

（化学毒性等）については放射性物質側での対応が

求められているため、現状の知見に基づき、副次的

危険性を有する放射性物質を対象としたリスク評価

の試行を行う。 

 

 ④ データベース整備 

機能追加された輸送関連情報一元化管理システム

へのデータ入力を開始する。 

輸送物量の増大、輸送物種類の多様化、国際間輸

送の活発化等への対応に、データベースの活用を図

る。 

 

 

 ⑤ 輸送事故への対応検討 

   輸送事故時における、輸送物からの内容物放出挙

動評価に係る海外の動向を調査する。また、放出物

の挙動（複雑な地形における放出物の移流拡散や、

放出物の物理的化学的な変化）を考慮した、事故時

の対処方針の案を立案する。 

 

礎的な数値の見直しを計画しており、国際的な検討の場へ我が国からも参加できるように、数値の評価手

法整備を進めた。特に、ここでの評価に必要となる国内版の内部被ばく評価コードが存在しなかったため、

コンパートメントモデルによって構成したツールを新たに開発した。 

 

② 輸送リスク評価手法整備 

放射性物質輸送におけるリスク情報の活用先として、規制体系・規則・指針、設計・製造、運用・検査

及び事故・災害への適用について検討し、ロードマップを策定し国へ提供した。また、事象選定のための

簡易評価及び選定された事象の詳細リスク評価を試行的に行い、定量的なリスクを算出するための基本的

な手順を確認した。 

 

③ 副次的危険性への対応 

国連勧告では、放射性物質が有する副次的危険性（化学毒性等）については放射性物質側での対応が求

められているが、我が国では対応が遅れている。そこで現状の知見に基づき、副次的危険性を有する放射

性物質を対象としたリスク評価について検討した。具体的には、事象選定のための簡易評価及び選定され

た事象の詳細リスク評価を試行的に行い、定量的なリスクを算出するための基本的な手順を確認した。 

 

 

④ データベース整備 

輸送関連情報一元化管理システムを改良（手入力の自動化）し、検査関連データの入力に必要な労力軽

減を達成できた。また、改良されたシステムへの入力を開始した。 

さらに、今後の放射性物質輸送安全規制へのデータベース活用について検討を行った。調査の結果、米

国の原子力規制委員会（NRC）では、組織内の情報交換や文書管理にデータベースを先進的かつ積極的に

活用していることが分かった。この調査結果を参考にして我が国での活用策について検討し、まず始めと

して事故情報の分析への活用を試行した。 

 

⑤ 輸送事故への対応検討 

輸送事故時における、輸送物からの内容物放出挙動評価に係る海外の動向を調査するとともに、放出物

の挙動（複雑な地形における放出物の移流拡散や、放出物の物理的化学的な変化）を考慮した、事故時の

対処方針の案（影響範囲の設定手順等）について策定した。これに加えて、IAEA の指針文書「放射性物質

が関与する輸送事故の緊急時対応の計画と準備（TS-G-1.2）」をベースとした、我が国の輸送緊急時対応

指針の原案を策定し国へ提供した。（計画外） 

 

（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 

今後、廃棄物処分事業が本格

化することを踏まえ、原子力安

全・保安院が進める安全規制を

重点的に支援する。 

① 廃棄物処分施設の許認可

申請等に係るクロスチェ

ックに用いる地下水流動

解析コード等の整備、デ

ータベースの構築等を行

う。 

② 廃棄物処分に係る国内外

の規制動向調査、試験研

（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の検討を行い、確認

要領の技術的根拠を整備する。 

充填固化体のSF等継続使用の判断方法について

固体状廃棄物の分析による方法及び原子炉水の分析

による方法の適用性を検討する。 

ピット処分施設の覆土の確認方法を整備するため

に低透水性覆土の透水係数の試験方法を検討する。

コンクリート等廃棄物に対して、非破壊外部測定

による放射能濃度の評価方法、及び原廃棄物の分析

による放射能濃度評価方法の適用性について検討す

る。 

（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

具体的な方法等を取りまとめた。 

・ 北陸電力㈱志賀原子力発電所1号機の充填固化体のSF等の平成16年度以降の継続使用 

・ 東京電力㈱福島第二原子力発電所の充填固化体のSF等の平成18年度以降の継続使用 

・ 日本原燃㈱六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターの補修廃棄体の技術基準適合性及び廃棄確認方

法 

また、以下の4件についても同様に検討した。なお、検討結果は平成24年度に取りまとめる予定であ

る。 

・ 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 

さらに、これまでの廃棄確認関連業務の知見を用いて、「六ヶ所低レベル放射性廃棄物の線量評価に係
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究等を通じ、余裕深度処

分における政省令、審査

基準等や地層処分におけ

る立地段階におけるガイ

ドラインや政省令等の必

要な規格・基準の整備を

支援するとともに、機構

が行う廃棄体確認手法等

を整備する。 

平成22年度に引き続き、トレンチ処分施設に対す

る施設確認要領を事業者の動向等を調査して具体化

する。 

諸外国におけるウラン廃棄物および有害物質を

含む放射性廃棄物の処分場に受け入れるべき廃棄

体の考え方および施設設計の考え方を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 余裕深度処分 

a) 基準等整備 

平成 22 年度に引き続き、安全審査に用いる解析

手法について、これまでの検討成果の取りまとめを

行う。 

天然バリア特性では、地形変化等の種々の現象を

考慮し、それによる地下水流動評価の不確実性を把

握するとともに、それぞれの状況における核種移行

経路の設定の確認手法等を検討する。また、火山・

火成活動に伴う被ばく評価手法の適用性を検討す

る。人工バリア特性では、 新の知見に基づき、埋

設施設の全体構造安定性の解析価手法を整備する。

さらに、ガス移行評価解析手法を整備する。建設・

操業期間中の地震・突発湧水などの発生による事故

時影響評価手法を検討する。余裕深度処分の安全審

査等における重要課題とその対処方針の策定及び内

規策定支援するため、専門家による検討会（エキス

パートパネル）を適宜開催し、技術資料を取りまと

める。 

安全性能確認のための要領整備のうち、施設確認

要領の整備では、地上・地下の操業施設を含めた余

裕深度処分施設の施設確認方法を整理し、確認要領

の技術的根拠を整備する。モニタリング要領整備で

は、類似環境下での原位置試験などに係るモニタリ

る意見聴取会」及び「事業許可申請書に記載する核種の選定方法に係る意見聴取会」において原子力安

全・保安院を支援した。（計画外） 

 

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、原子炉水の分析による充填固化体の SF

等継続使用方法を検討し、複数プラントを有する原子力発電所における原子炉水のコンポジット試料の

作成方法及び判断フローの案を策定した。 

 

ピット処分施設の覆土の確認方法を整備するために国内外の施工事例を調査し、適応可能な低透水性

覆土の透水係数の試験方法と判断基準案を策定した。 

 

コンクリート等廃棄物の放射能濃度評価における非破壊外部測定の適用性を検討するため、廃棄物の

密度、線源分布及び測定単位をパラメータとした検出器応答シミュレーションによる測定の不確かさの

評価を行った。また、原廃棄物分析法の適用性検討のために、事業者が想定する原廃棄物の分析評価方

法に準拠して、日本原子力発電㈱東海発電所の生体遮蔽体の放射能濃度のサンプリング分析を行った。

 

トレンチ処分施設に対する施設確認要領は、JPDR の施設確認要領を参考に、JPDR 確認要領におけ

る確認方法が適用可能なもの、JPDR 確認要領に確認方法があるがその適用性については事業者の詳細

な施設設計を踏まえて個別に検討するもの、及び、JPDR 確認要領に確認方法がなく新たに検討すべき

ものに分類整理した。 

 

諸外国におけるウラン廃棄物及び有害物質を含む放射性廃棄物を処分場に受け入れるまでの規制要件と

有害物質のモニタリング設置に関する規制要件を整理した。 

 

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、安全審査に用いる解析手法について、火山・火成活動による

被ばく評価手法の検討、廃棄体から発生するガスによる水・ガスの連成移行解析や埋設施設の全体構造

安 定性の解析手法の整備など、これまでの検討成果の取りまとめを行った。 

天然バリア特性では、地下水による放射性物質移行経路の不確実性を考慮して、施設侵入水量等の予

測への影響や透水特性の不均質性が大きい場における核種移行経路を把握するために、混合化形式有限

要素法と核種移行を考慮した３次元粒子追跡解析プログラムを組み合わせたコードを整備した。また、

海水準変動等（海水準変動、隆起）の長期変動事象を考慮した安全評価手法の検討を行った。火山・火

成活動に関する影響評価では、降灰、泥流、溶岩流、火砕流・火砕サージ等の直接的な影響を及ぼす事

象の事例調査から放射線学的影響を受ける範囲と程度について検討した。 

人工バリア特性では、埋設施設の核種移行抑制機能維持のための全体構造安定性の評価手法や構成材料

の化学的劣化評価手法、施設端部に対する構造安定性評価手法を整理し、評価項目と判断基準案を整備

した。また、建設・操業期間中の事故時影響評価に係る安全規制の在り方について国内外の事例から異

常事象の抽出、異常事象に対する安全対策、放射線影響の評価手法に関する調査を行い、安全審査・施

設確認時の確認事項等を整理した。 

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 年秋頃までに施設確認、モ

ニタリング等の内規について検討する予定であったことから、専門家による検討会（エキスパートパネ

ル）において平成 22 年 2 月から施設確認を 優先課題として検討してきたが、東京電力福島第一原子

力発電所事故への対応を優先するために平成 23 年度中は廃棄物安全小委の開催が見送られたたことか

ら、施設確認の考え方の案についての取りまとめを行った。 

安全性能確認のための要領整備のうち、施設確認要領の整備では、地上・地下の操業施設を含めた処

分施設の確認項目に対する具体的な検査方法や判断基準を取りまとめ、確認要領の技術的根拠を整備し

た。モニタリング要領整備では、類似環境下でのモニタリング計画の妥当性の検討を行い実現可能性の
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ングに関する検討、モニタリング項目とその方法を

整備する。また、モニタリングに関する検討の一環

として再冠水過程及びガス移行過程の人工バリアの

挙動（安全裕度性能確認）を検討するために、縮小

モデル試験により再冠水・ガス移行挙動を把握する。

廃棄体の確認要領の整備では、廃棄体に対する要件

整理と確認項目を具体化する。 

b) 解析コード整備等 

   地下水流動解析コード等における隆起・侵食評価

機能の確認等を行うとともに、 新情報に基づく地

下水流跡線の求め方について試計算等を行い、その

求め方を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、 終処分法第7条第2項に対する適合

性を判断する指標の策定では、概要調査結果のレビ

ューにおける判断指標を検討する。近く想定される

安全審査基本指針の議論に向けて、地層処分におけ

る安全審査に向けた基本的な考え方をとりまとめ

る。自然事象等の外的因子の影響を考慮した地下水

流動評価手法の整備とその適用条件・適用範囲及び

不確実性の把握のため、地下施設領域での水理環境

変化の確認手法を整理し、サイト固有の地質・気候

関連事象を調査・整理するとともに各種シナリオの

概念を構築する。大学等と連携した安全研究を実施

する。安全規制に活用可能な国内外の研究成果の蓄

積のためのデータベースシステムを更新する。地層

処分に係る規制研究レポートを原子力安全・保安院

とともに作成する。IAEA/WASSC等の国際対応を

実施し、情報を収集するとともにわが国の安全規制

についての考え方を国際的な議論の場に発信する。

 

④ 返還廃棄物 

仏国 AREVA NC 社の低レベル廃棄物 CSD－C

について、品質管理上重要なパラメータの検討とし

て、廃棄物組成（有機物、残留水分）の評価方法の

妥当性を確認するとともに、放射能・発熱量の決定

方法について検討する。 

また、低レベル廃棄物CSD－Bについて、放射能・

評価を行った。さらに、埋設施設の閉鎖後の再冠水における低透水層のガス移行や破過等劣化の事象を

１／５に縮小した工学的規模試験体を用いた試験により観測し、ガス・水移行挙動二相流解析結果との

比較検討を実施した。また人工バリア内の金属の腐食に伴う酸化還元雰囲気の変遷について調査し、廃

棄体層の長期還元性を検討した。また、廃棄体の確認要領整備では、諸外国の混合廃棄物の規制に関す

る調査を行い、管理期間終了の判断となるモニタリングの考え方について整理した。 

 

 

b) 解析コード整備等 

三次元地下水流動解析コード３D-SEEP に組み込まれている隆起・侵食等による地質構造変化等の処理

機能に関する適用範囲等ついて調査を行うとともに、長期変動事象を考慮した地下水流動解析及び粒子追

跡解析の手法を整備した。また、この機能を用いた長期の非定常解析の試算を実施し、定常解析による結

果との差異等を把握した。 

核種移行経路の算出方法に関する新たな知見として、時間の進展に伴い変化する解析モデル形状を考慮

した解析手法を組み込んだ試解析を実施することで、従来法による解析結果との違い等を把握した。 

透水係数が大きく異なる不均質場でも精度良く解を得ること等を目的に開発された混合化形式有限要素

法を用いた地下水流動解析及び核種移行解析コード MH-FLOW を導入し、国際的な PAMINA プロジェク

トによるベンチマーク問題を解析した。その結果（全水頭分布及びモデル上面からの核種流出フラックス）

と PAMINA プロジェクトによって得られている結果とを比較することで、MH-FLOW の妥当性を確認し

た。（計画外） 

 

③ 地層処分 

概要調査結果の妥当性を評価するための判断指標として、昨年度検討した判断指標素案に対して、本年

度、調査の信頼性を判断するための確認事項を追加するとともに、概要調査段階において評価可能な要件

に絞り込んで再構成を行った。抽出した 13 の調査・評価項目のそれぞれに対し、確認事項や除外要件、

考慮要件の検討を行い、判断指標案を提示した。安全審査基本指針の議論に向けて、廃棄物安全小委員会

報告書「放射性廃棄物の地層処分に係る安全規制制度のあり方について」（平成 18 年 9 月）及び「高レベ

ル放射性廃棄物等の地層処分に係る安全規制について」（平成 20 年 1 月）による考え方に基づき、地層処

分事業の立地選定の各段階から閉鎖に至る各段階における安全規制の在り方について基本的考え方を取り

まとめた。自然事象等の外的因子の影響を考慮した地下水流動評価手法の整備とその適用条件・適用範囲

及び不確実性の把握のため、広域モデルからサイトスケールモデルを作成する際の境界条件設定時の重要

点の抽出を行いその内容を整理した。サイト固有の地質・気候関連事象の調査・整理については、隆起・

侵食、活褶曲及び泥火山を考慮した地層処分場の状態設定を行い安全評価シナリオ、モデルの概念を提示

し、規制上の重要な技術課題を抽出した。大学等と連携した安全研究については東京電力福島第一原子力

発電所事故に伴う予算措置として実施を見送った。安全規制に活用可能な国内外の研究成果の蓄積のため

に規制支援データベースの規制支援機関間での共用体制の構築と新たな研究成果の蓄積・更新を行った。

規制研究レポートを原子力安全・保安院ともに検討し、判断指標案と安全規制の在り方についての基本的

考え方案を規制研究レポートのコンテンツに加えることとした。IAEA/廃棄物安全基準委員会（WASSC）

の関連する安全基準文書案に対するコメントや年２回行われる WASSC 会合等における対処方針を検討

し、我が国の考え方を国際的な議論の場に発信した。 

 

④ 返還廃棄物 

仏国 AREVA NC 社の低レベル廃棄物 CSD-C の品質管理上重要なパラメータの抽出に関する検討とし

て廃棄物組成（有機物、残留水分）に係る品質保証・製造管理記録の確認及び雑固体廃棄物の放射性核種

濃度決定方法を調査するとともに、放射能・発熱量の決定方法の検討として一連の計算の方法、計算条件

等を確認した。また、フィルタ部の蓋閉止溶接の試験結果について確認した。 

同社低レベル廃棄物 CSD-B の製造管理記録及び廃液分析結果を調査するとともに、放射能・発熱量の

決定方法の検討として一連の計算の方法、計算条件等を確認した。 
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発熱量の決定方法について検討する。 

 

 

⑤ 発電所周辺の災害廃棄物等に関する調査 

東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故に伴う警

戒区域（計画的避難区域を含む。）以外の地域の災害

廃棄物の放射能濃度測定を実施するとともに、災害

廃棄物の処理・処分による被ばく評価に係る現実的

なパラメータを調査する。 

 

 

⑥ 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 

事故によるサイト内外の汚染状況に関する調査及

びその除染により発生する二次廃棄物に関する調査

として、発生した放射性廃棄物の特性確認に関する

調査及び発生した放射性廃棄物の管理の調査を実施

する。事故によって発生した放射性廃棄物を安全に

処理処分するための基準に関する検討として、発生

した放射性廃棄物の処理に関する調査、発生した放

射性廃棄物の処分に関する調査を実施する。また、

災害廃棄物処理・処分の安全評価に係る検討、東京

電力㈱福島第一原子力発電所の集中廃棄物処理建屋

に移送した汚染水の漏出可能性に係る検討を実施す

る。 

 

また、日本原燃株式会社再処理事業所廃棄物管理事業変更許可申請に係る安全審査において、CSD-C 及

び CSD-B の健全性、品質保証等の検討について原子力安全・保安院を支援した。 

 

⑤ 発電所周辺の災害廃棄物等に関する調査 

福島県内の20カ所の災害廃棄物の仮置き場において、災害廃棄物集合体の放射能濃度を測定・評価した。

また、災害廃棄物に関連する被ばく評価パラメータに関する調査を実施した。これらの調査結果は、原子

力安全・保安院の意見聴取会及び環境省の災害廃棄物安全評価検討会において報告し、国による指定廃棄

物としての取扱い基準検討の基礎データとして活用された。 

また、調査結果から、空間線量率と災害廃棄物の放射能濃度の相関関係を導出するとともに、災害廃棄

物の放射能濃度の評価手法を確立し、災害廃棄物の放射能濃度測定マニュアルとして取りまとめた。 

 

⑥ 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 

諸外国のプラント事故に伴う汚染状況等の調査を行った。具体的には、アメリカ（スリーマイル2号機、

ハンフォード）、イギリス（ウィンズケール1号機、ウィンズケール再処理）、フランス（サンローラン2号

機）、旧ソ連（チェルノブイリ4号機、チェリャビンスク65）について、サイト内外における①汚染状況と

適用された除染技術、②除染効果の確認（除染の基準と除染効果の確認方法、具体的な確認手順）、③廃棄

物の特性（核種組成、核種濃度、化学物質濃度）の確認方法、具体的な確認手順等を調査した。 

また、サイト外の廃棄物集積場からの放射性核種の地下水による移行挙動の評価方法の検討として種々の

場所に放射性物質を含む廃棄物が定置されることを仮定し、地下水流速、居住地までの距離等をパラメー

タとして評価を行った。東京電力福島第一原子力発電所の集中廃棄物処理建屋に汚染水を移送するに当た

り、建屋の壁に事前に補修しきれないひび割れが存在することを想定して、そのようなひび割れがあって

も汚染水が外部へ流出しないようにするために、建屋外の地下水位に対して建屋内の汚染水位をコントロ

ールすべき範囲について評価を行った。 

（５）廃止措置・クリアランス

に係る規制整備等の対

応 

今後、原子炉施設等の解体・

廃止が本格化することを踏ま

え、これに係る安全規制を重点

的に支援する。 

① 解体現場でのデータ収集

等を通じ、原子炉施設等

の廃止措置に係る規格・

基準類として核燃料サイ

クル施設の廃止措置計画

の審査基準や廃止措置終

了確認のガイドライン等

の整備を支援するととも

に、廃止措置に係る安全

評価手法を改良する。 

② クリアランス制度に関し

て、国内外の制度の運用

実績及び核燃料サイクル

施設のクリアランスに係

（５）廃止措置・クリアランスに係る規制整備等の対応

廃止措置に関する動向調査や 新の知見の収集を行

うとともに、原子炉施設の廃止措置計画の学会標準に

ついて、前年度の中間報告を踏まえた技術評価を行う。

また、廃止措置終了確認基準の具体化の検討のため、

終了確認に関する解析、試験及び調査を行う。 

さらに、解体廃棄物の管理要領の策定に資するため、

実廃棄物のサンプリングによるデータ取得を行う。 

クリアランスでは、原子炉施設における大型対象物

のクリアランス測定に一括測定法と統計的代表点測定

法を適用する場合の確認項目と判断基準を整備する。

また、建屋ガラなどのコンクリートを含む対象物に対

する測定法における確認項目と判断基準の案をとりま

とめる。 

  さらに、ウラン取扱施設のクリアランスに用いられ

る測定装置の妥当性確認に適用する模擬線源を検討す

るとともに、クリアランス測定装置に関してα線及び

γ線測定における確認項目と判断基準の案をとりまと

める。 

 

（５）廃止措置・クリアランスに係る規制整備等の対応 

東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けた各国の規制制度の状況調査として、米国、英国、フラ

ンス、ドイツ、韓国、カナダにおける廃止措置規制制度の 新状況を調査した。 

  原子炉施設の廃止措置計画の学会標準について、原子力学会標準「実用発電用原子炉施設等の廃止措

置の計画：2011（AESJ-SC-A002:2011）」の技術評価を行い、技術評価書案を取りまとめた。 

  廃 止 措 置 終 了 確 認 の 具 体 化 の 検 討 と し て 、 廃 止 措 置 工 事 に 伴 う 周 辺 土 壌 の 汚 染 を EDAS

（Environmental Dose Asessment System）により評価するとともに、それによる一般公衆の被ば

く線量をPASCLER-Releaseで評価した。また、東京電力福島第一原子力発電所由来のフォールアウト

が将来の廃止措置終了確認のベースライン設定に与える影響を検討するために、日本原子力発電㈱東海

発電所及び中部電力㈱浜岡原子力発電所において土壌を採取し、Sr-90、Cs-134、Cs-137の分析調

査を行った。 

  解体廃棄物の管理要領の策定に資するため、日本原子力発電㈱東海発電所において一次生体遮蔽体及

び二次生体遮蔽体のコンクリートコアを4体採取し、深さ方向の放射能濃度の分布を分析評価した（再

掲）。 

  また、事故により損傷した原子炉施設の廃止措置に係る知見を取得する目的で、TMI-2の廃止措置の

状況等や、アメリカ・フランス等の 新の廃止措置規制について整理した。（計画外） 

 

  原子炉施設におけるクリアランス確認技術調査として、一括測定方法や統計的代表点測定方法を適用

する場合の測定・評価手法妥当性確認方法における確認項目を整理するとともに、その判断基準設定の

ための実機での測定試験を、建屋壁及びタービンロータを対象に実施し、大型のクリアランス対象物に

対する検認方法を取りまとめた。また、コンクリートを対象としたクリアランス検認方法を取りまとめ



独立行政法人原子力安全基盤機構 平成 2３年度業務実績表 

55 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

る動向調査等を通じて、

不測時対応のガイドライ

ンや核燃料サイクル施設

のクリアランス認可にお

ける審査基準等の規格・

基準類の整備を支援する

とともに、機構が行うク

リアランス確認等のガイ

ドラインを整備する。 

た。 

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として、ウラン加工施設からの対象物に対応

した測定装置の妥当性確認試験へ適用するための模擬線源を試作し、その適用性と課題を検討した。こ

の模擬線源を用いた測定試験により、測定装置の性能確認の妥当性評価の方法を策定した。なお、東京

電力福島第一原子力発電所事故に伴う環境バックグラウンドの上昇により、加工事業者のクリアランス

計画が延期となったことから、平成23年度に実施予定としていたγ線測定によるウラン放射能濃度に関

する検討を平成24年度に延期した。 

クリアランス制度運用状況調査として、昨年度整備した不測事態対応マニュアルを東京電力福島第一

原子力発電所の影響を受けた災害廃棄物の放射能濃度測定において活用したことから、現場測定での課

題等をフィードバックした改訂版を整備した。（計画外）また、欧州をはじめとするクリアランス制度及

び類似制度の 新状況を取りまとめた。 

フォールアウトにより影響を受けた資材等について、クリアランス制度及びNR（放射性廃棄物でない

廃棄物）への影響と、制度上の取扱いを明確化する検討の技術的支援を実施し、クリアランス制度及び

NRにおけるフォールアウトの取扱い方針の整備に反映された。（計画外） 

 

（６）安全情報の収集・分析 

以上の業務に活用するため、

IAEA、OECD/NEA等の国際

機関における検討状況及び国

内外における事故・故障、規制

動向、運転特性その他、核燃料

サイクル施設等に関する情報

の収集・整理・分析・評価を行

い、必要に応じ安全確保のため

に取るべき措置の提言等を実

施する。また、それらをデータ

ベース情報として構築する。 

（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) 国内の法律に基づく事故・故障のプレス文、事

業者の報告書、INES評価結果等の情報を収集整

理し、データベースを整備更新する。国内トラ

ブルの分析・評価結果は「年度国内トラブル情

報」として公表する。また、核燃料サイクル施

設等の法律に至らない軽微な事象については民

間データベース等から収集し、データベースを

整備更新する。 

b) IAEA及びOECD/NEAの事故故障報告データ

ベース活動等への参加等により、各国のトラブ

ル情報、同対応情報を入手するとともに、NRC、

欧州主要国、アジア主要国の情報を情報の絞込

み等により効率化を図って収集整理し、データ

ベースを整備更新する。海外トラブル事例は月

報としてまとめ、原子力安全・保安院に提供す

る。また、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する。 

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、重要事例を抽出し、国内

で反映すべき内容の評価・取りまとめを行う。

取りまとめた結果は、原子力安全・保安院との

安全情報検討会等に報告し、国内での事故・故

障の未然防止に努める。 

 

② 運転に係る情報の収集、整理、分析、評価 

国内及び IAEA、OECD/NEA 等国際機関活動で

得られる国外核燃料サイクル施設の運転並びに放射

線管理に関する情報を収集、整理し、データベース

を整備更新する。 

（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再処理施設安全蒸気ボイラ２台の故障、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。 

 

 

 

 

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）で、海外のサ

イクル施設のトラブル10件の情報を入手、データベースに登録した。 

NRCが公表している核燃料サイクル施設のトラブル情報３３件、ONR等の情報３件、ASN等の情

報６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。。

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) ４月に仏国低レベル放射性廃棄物処理施設（CENTRACO）の溶融炉の爆発事故に関する情報を収

集し評価を行い、その結果を原子力安全・保安院に提供した。 

 

 

 

 

 

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。 
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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等の規制動向に関す

る情報を情報の絞込み等により効率化を図って

収集を行い、規制情報のデータベースを整備更

新する。 

b) 収集した情報は週報、核燃料サイクル施設関係

月報、安全情報検討会等により定期的に関連機

関に提供する。 

c) 海外の規制等について収集整備した情報を分

析・評価を実施し、国内規制にも取り入れるべ

き規制案等を検討する。 

 ④ 海外のストレステスト等に係る情報の収集 

   欧州サイクル施設関係のストレステストの内容調

査を実施する。 

 

 

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400件、運転情報約200件、一般情報約３５０件を収集し、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38号を発行した。調査結果は、原子力安全・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調査を行い、規制指針（RG）の改訂、燃料サイクル施設

変更プロセスの改訂、燃料サイクル監督プロセスの策定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、原子力安全・保安院との連絡会

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いての概要、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、

原子力安全・保安院との連絡会等で情報を提供した。 

仏国の核燃料サイクル施設の設備変更許可、定期安全レビュー、運転経験のフィードバック等規制

情報を収集し、調査結果を原子力安全・保安院に提供した。 

 

④ 海外のストレステスト等に係る情報の収集 

海外のサイクル施設のストレステスト（仏国、英国、米国）に関する情報の収集を行い、仏国の核

燃料サイクル施設のストレステストの状況をまとめ、原子力安全・保安院の連絡会等で情報を提供

した。 

 

４－Ｃ 基盤技術分野 ４－Ｃ 基盤技術分野 ４－Ｃ 基盤技術分野 

（１）耐震対応に係る分野 

耐震バックチェックをはじ

め、原子力安全・保安院が実施

する新たな耐震設計審査指針

に基づく安全性の確認を効果

的に実施するための支援等を

行う。 

① 評価に際して用いる知識

ベース、データベースの

整備及び調査・研究を行

う。 

② 評価手法の更なる高度化

に向け、地震 PSA 手法の

高度化、地震・地震動評

価及び地盤・構造物・機

器設備の耐震信頼性評価

等に係る調査・試験・研

究を行う。 

 

 

（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基準地震動の策定に

おいて、活断層や震源断層の評価精度の向上を

図るため以下の課題を検討する。 

 

 

 

1) 変動地形や地質構造等に基づき、震源断層を

モデル化する手法を検討する。 

○孤立した短い断層の震源断層の評価手法 

○伏在断層の評価手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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) 活断層評価手法の高度化のため、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の改訂(平成22年12月)で新たに指摘あるいは要求された事項

を踏まえ、平成22年度に、これらの事項に対応できる震源断層調査手法の適用手順・適用方法を纏め

た評価フローを作成した。平成23年度は本評価フローに従い、以下の作業を進め、活断層評価手法の

高度化を図った。 

 

１）変動地形学的活断層調査、震源断層及び地下構造推定手法の高度化 

○変動地形・地震・地下構造データによる統合モデルの構築 

平成 22 年度までに作成した原子力サイト周辺の詳細な活断層分布図に対して、重力異常、地質

構造、地震活動などの地下構造データを重ね合わせ、個々の活断層の延伸の可能性やグループ

化・セグメント化を推定する際の重要な要因（断層離間距離等）を考察し、地震ハザード評価に

影響が大きな震源断層の推定を重点的に行った。 

○孤立した短い断層の評価手法の検討 

上記の活断層分布図において、特に、地表の活断層の長さのみでは震源断層規模の評価が難しい

孤立した短い断層に関して、その分布や変動地形的な特徴を調査し、地質構造や変動地形の特性

との関連性を検討した。 

○伏在断層の評価手法の検討 

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をふまえた「地表に明瞭な痕跡を

残さない断層（伏在断層）の評価手順」を、2008 年岩手・宮城内陸地震の伏在断層に対して適
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2) 各種の年代測定手法を用いて断層活動年代を

総合評価する方法を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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い

て、不確実さの低減を図るため以下の課題を検討

する。 

1) 地震発生様式,地域性を考慮し、高周波数遮断

特性を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

2) 断層破壊伝播特性、ラディエーションパターン

のモデル化手法を高度化する。 

 

 

 

 

 

用した。段丘面に生じている広域的変形を抽出した後、断層関連褶曲解析、マスバランス計算を

通じて、従来不明であった伏在震源断層の平均変位速度を算定した。 

○地震発生層計算手法の検討 

追加検討として、「震源を特定しにくい地震」における規模評価の精度向上のために、鳥取県西

部地震等 11 の内陸地殻内地震を対象に、震源の深さのデータを解析した新たな地震発生層の計

算手法を提案した。また、規模評価で重要となる断層長と断層幅のアスペクト比について検討し

た。 

 

2) 各種の年代測定手法を用いた断層活動年代の評価方法の整備 

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、活断層の活動性

評価フローと、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、重点研究課題として

断層活動年代の評価手法全般の整備を実施している。平成 23 年度は、断層破砕物質を用いた評価

手法の開発及び層位学的年代評価手法の高度化を図った。 

○断層破砕物質を用いた活動評価手法の開発 

断層破砕物質の色彩や鉱物組成の変化を、活動間隔が異なる複数の断層間で比較し、色彩による

活動年代の推定の有効性や精度について検討した。その結果、断層破砕物質に含まれる粘土鉱物

は、活動時から経過時間が経つにつれ還元状態から酸化状態になることから、その状態を反映し

ている断層破砕物質の色彩が、断層活動の新旧判定（数千～数万年スケール）の指標として有用

であることを示した。 

 

○層位学的年代評価手法の高度化 

風化に対して抵抗性の強い鉱物に着目し、鉱物及び鉱物粒子中のガラス包有物の化学組成を指標

にして、鉱物粒子レベルでの火山灰の対比を行った。その結果、従来肉眼視できないために検出

されていなかった火山灰起源の鉱物粒子を多数検出するとともに、火山灰の遠隔地への広がりを

検討した。これによって、新たな年代指標を導入することによって、堆積物の年代決定精度を高

度化できることを示した。 

 

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、東北地震を踏まえ、以

下の課題について重点的に検討し、成果をまとめた。 

 

１）断層モデルによる地震動評価手法の高度化（高周波数遮断特性の整理） 

断層モデルによる地震動評価において、特に東日本太平洋沖の原子力発電所への影響が大かった東

北地方太平洋沖地震(巨大海溝型地震)の本震、余震、及び誘発地震に着目し、観測地震動を用いて高周

波遮断特性を評価するとともに、地震発生様式ごとに高周波遮断特性を整理し、不確実さの低減を図

った。 

また、従来の断層モデルによる解析手法の適応が困難な長大断層に対する追加検討として、中央構

造線における長大断層（長さ３６０ｋｍ）を対象として、新たな相似則を用いた地震動評価を実施し、

長大断層の特性化手法を検証した。 

 

２）断層破壊伝播特性、ラディエーションパターンのモデル化手法高度化 

断層破壊伝播特性、ラディエーションパターンのモデル化手法を検討する過程で、強震動に影響が

大きいアスペリティの分布や大きさを決定する要因として、従来の「すべり量」よりも｢すべり速度｣

の分布が重要であることが新たな知見として判ってきた。この手法を用いて、東北地震の震源断層を

特性化して、強震動予測への適用性を検討した結果、｢すべり速度｣による強震動生成領域（アスペリ

ティ）のモデル化の妥当性を示唆する結果が得られた。今後、地震動評価に関する強震動レシピの高

度化として、アスペリティの新たな設定手法を検討・提案する計画である。また、このようなた新し
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3) 平成2２年度に作成した応答スペクトル距離

減衰式の妥当性を過去の地震観測データ等比

較して検証する。また、ＩＡＥＡ特別拠出金プ

ロジェクト（ＥＢＰ）への活用方法を検討する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 柏崎サイトの深部地震動観測データを用いて、

深部地盤の減衰特性の評価手法を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 東北地方太平洋沖地震について、統計的グリー

ン関数法及び経験的グリーン関数法を用いて

複数の評価点の地震動を再現解析し、合理的な

震源モデルを構築するとともに、広域な震源領

域における震源特性や地震動伝播特性を検討

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い震源モデルの構築方法を詳細に検討するため、準動力学的マルチサイクル・シミュレーション（数百

年程度の再来周期の歪み蓄積）及び動的破壊過程を再現する動的破壊過程シミュレーションに対応でき

るソフト環境を整備し、東北地方太平洋沖地震に対して、予備的な動的破壊モデルを検討した。 

また、断層モデル法を国際的に普及させるため、IAEAで実施している新EBP活動の中で、IAEAのセ

ーフティ・ガイドSSG-9の支援文書として、Safety Report「断層モデルを用いた手法による地震動

評価」を提案し、Report（案）作成に着手した。 

 

３）応答スペクトル距離減衰式の妥当性評価 

東北地方太平洋沖地震の本震・余震及び誘発地震の計273記録を収集・解析し、前年度までに整理

した地震基盤上の地震動データベースに追加することにより、これまで開発した地震基盤上の応答ス

ペクトル距離減衰式の適用性を検討した。特に、Mw９の巨大地震への適用方法を中心に検討し、構築

した距離減衰式の妥当性を確認した。そこで、開発した応答スペクトル距離減衰式に対して、東北地

方太平洋沖地震の本震、余震及び誘発地震について、防災科研のKiK-netで観測された地震動観測記

録に剥ぎ取り解析を行い、上記の距離減衰式開発のためのデータベースに追加し、前年度までに構築

した距離減衰式を改良した。さらに、距離減衰特性のパラメータに対して、これまで用いていた断層

短距離のほか、等価源距離も追加し、巨大地震に対する距離減衰式の適用性・不確実さ低減を検討

した。 

また、IAEAで実施している新EBPにおいて、IAEAのセーフティ・ガイドSSG-9の支援文書として、

TECDOC「サイトレスポンスと距離減衰式」を提案し、TECDOC(案)作成に着手した。 

 

４）深部地盤の減衰特性の評価手法の整備 

深部地盤におけるサイト特性評価法を整備する一環として、深部地震動観測プロジェクトの深度

3000m のボーリング孔において PS 検層を実施し、3 次元地下構造モデルの評価・整備に必要な基

礎データを取得した。知見として、当該サイト地下深部の堆積岩盤の S 波の減衰特性が大きいことが

判った。また、地震動伝播解析において、地下構造(速度構造)の地盤不均質性を考慮することで評価し

た減衰が小さくなることを示し、地盤の減衰特性評価において速度構造をモデル化する際の近似スケ

ールと、モデルから同定される減衰定数の間にトレードオフが生じることを明らかにした。この知見

により、｢もんじゅ｣等の耐震バックチェックの審査以降、各サイトの共通課題となっている「地震動

増幅特性評価」に関する課題解決に一定の目処が付いた。 

 

５）東北地方太平洋沖地震の震源特性及び地震動伝播特性の検討 

東北地震による地震動の発生メカニズムを解明するために、観測された長周期地震動及び短周期地

震動を用いてそれぞれの特性を反映した震源断層モデルを推定した。 

長周期地震動の観点では、日本海溝走向や沈み込みプレートの傾斜角の不均質性を考慮して、日本列

島の地殻構造の不均質性を反映した速度構造モデルに基づいたグリーン関数を計算し、20 秒～125

秒の周期帯の観測波形を用いて震源断層モデルを推定した。その結果、断層破壊は約 150 秒間継続し

て広い範囲に伝播することや、約 70m の大きなすべりが日本海溝沿いに集中していることが分かっ

た。 

短周期地震動の観点では、観測された地震動について、Mw8 クラスの距離減衰式との比較や、想

定宮城沖地震（Mw8.2）を対象とした従来の断層モデル法による女川サイトの地震動評価結果と比較

した。特に、短周期地震動生成域として、Mw8 クラスの 5 つのアスペリティを有する震源モデルを

設定し、今回の地震と地震動を比較・分析したところ、今回の地震は Mw9 の巨大地震であっても、

東北沿岸部で生じた短周期地震動の大きさは、Mw8 クラスの地震とほぼ同じレベルであることが分

かった。 

上記の解析結果は、国際原子力機関（IAEA）に対する日本国政府の追加報告書（平成 23 年 9 月）や

保安院の地震・津波に関する意見聴取会等において報告した。 
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c) 震源を特定せず策定する地震動の評価手法の高

度化 

｢震源を特定せず策定する地震動」で考慮する地

震動の下限レベルを提案する。また、本手法を

IAEA・EBP に活用するため、各国(特に原子力新

興国)の地域性を考慮した手法を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

d) 地震ハザード評価手法の高度化 

平成22年度に引き続き未評価のプラントの活断

層の活動度等の調査と地震ハザード評価を実施す

る。 

また、複数のセグメントの連動性とその活動度

の評価手法を高度化する。 

 

 

e) 津波評価手法の高度化 

津波水位等の評価に用いる解析モデルや解析手

法の信頼性を向上させるため、以下の項目を実施

する。 

1) 平成22年度までに収集した既往津波の痕跡

データについて現地測量調査を行い、痕跡地

点の確認や信頼度設定、データベース登録を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

2) 平成22年度に引き続き、津波の河川遡上及び

漂流物流動に関する解析手法等を整備し、各

種実現象の再現性向上を図る。また、2010

年チリ津波を対象としたベンチマーク解析に

より津波解析コードの検証を行う。 

 

 

 

 

 

 

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 22 年度までに整理した｢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の高度化の

内容に基づいて、超過確率別スペクトルの評価を行った。この評価では、全国を 4 つの地域に区分し、

震源特性の地域性や不確実さを詳細に評価し、各地域の超過確率別スペクトルを提案した。この超過確

率別スペクトルの評価方法及び評価結果を、機構検討会(設計用地震動基準検討会)で論議し、その妥当

性が確認されるとともに、基準地震動の下限レベル設定への適用を提案した。また、耐震審査指針に基

づく｢震源を特定せず策定する地震動｣の地震ハザードレベルの確認等に用いる等安全審査への活用を

具体的に検討することになった。 

さらに、超過確率別スペクトルの評価方法や評価結果を世界各国の設計用地震動の策定に用いるため

の具体的な方法を検討し、IAEA・EBP・WA1 の中で、日本がリーダー国として推進して行く枠組み

や体制を纏めるとともに、Safety Report や TECDOC 等の 終的な成果物の構成や内容を検討し、

一部資料の作成に着手した。 

 

d) 地震ハザード評価手法の高度化 

東通、浜岡等の発電所周辺を対象に活断層の活動度の調査及び分析を行い、活断層の活動性の資料、

安全審査関連資料等を収録したデータベースを更新し、クロスチェック等で未評価の地震ハザード評価

のための基礎資料を整備した。 

また、山田断層帯において、活断層沿いの河谷の屈曲率分布と断層セグメント境界を比較検討した結果、

屈曲率が小さい部分とセグメント境界部は調和的であり、屈曲率分布がセグメント区分の有効な指標と

なり得ることを示した。 

 

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 

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、従来の痕跡信頼度の定義を改訂し、測

量技術の精度に応じた年代区分を設けた新たな定義を作成するとともに、これまでに整備した全ての

痕跡データの信頼度を見直し、データベースを更新した。また、文献記載の内容から場所等を特定し

にくい痕跡データについてその情報の精度を向上させるため、昨年度に引き続き現地調査を実施した。

平成 23 年度は、北海道・東北地方沿岸を中心に調査した。特に、北海道の調査では、アイヌ口碑伝

説に関する資料調査及び現地ヒアリングを実施し、1611 年慶長三陸津波等による遡上地点と浸水高

に関する新たな痕跡データを得た。これらの痕跡データを痕跡データベースシステムに登録し、イン

ターネットを介して広く一般に公開するとともに、国際原子力機関（IAEA）の新 EBP プロジェクト

を通じて同 WEB サイトにリンクを設け、世界各国が情報共有できるようにした。 

 

2）河川遡上解析手法及び 3 次元流動解析手法の開発 

東北地震津波時に仙台沖での分散波群の発生が確認されたことから、昨年度までに開発した非線形

分散波解析コードの外洋浅水域での適用性を確認するために、当初予定の実施内容を変更して今回の

観測事例の再現を試みた。その結果、従来の非線形長波理論モデルでは再現できなかった第 1 波及び

第 2 波の先端部分における分散波群の発生を再現できた。これにより本解析コードの適用範囲が河川

域に限らず外洋浅水域まで拡張できることを確認した。さらに、本解析コードによる数値実験を行い

非線形分散波の発生条件を整理するとともに、砕波現象を考慮するための砕波モデルを導入した非線

形分散波解析コードを開発した。 

東北地震津波を受けて、構造物に作用する津波波力の影響などの技術的課題が顕著化したため、漂

流物流動予測手法の整備については、技術的課題の優先順位を考慮して中断し、構造物への作用波力

評価手法の高度化に係る 3 次元流動解析手法の開発に変更した。 
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3) 平成22年度に引き続き、津波に伴う土砂移動

による地形変化に関するデータ（現地測量デ

ータ及び水理実験データ）を取得するととも

に、これらのデータに基づいた土砂移動モデ

ルを構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 海域活断層に起因する地震津波の影響を簡易

に予測するために簡易波高評価手法を整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

5) 津波ハザード解析の高度化に関する研究 

     津波堆積物調査の手引き及び津波の発生履歴

データに関する整備を行う。また、これらの

整備結果を踏まえ、土砂移動の様式やプロセ

スを考慮した浸水域の復元手法を含む、津波

堆積物による新たな波源推定手法を調査検討

する。 

      

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安定性評

価の高度化を図るため、昨年度と異なる構成の中

規模模型とさらに実際の斜面の応答挙動に近づけ

るため昨年度よりも約２倍に拡張した大規模模型

を用いた振動台試験を実施する。試験データとシ

防潮堤などの新たな津波対策の効果（作用波力と構造物耐力）を適切に評価する 3 次元流動解析手法

を整備するために、構造物に作用する津波波力の基礎データを収集した。東北地方太平洋沖地震の津

波によって流失・倒壊した宮城県女川町の被災 RC 構造物を対象に、建物が津波によって流失する瞬

間のビデオ映像を分析から流速及び津波波力の検証データを得た。 

 

３）津波による土砂移動解析手法の高度化 

本年度は、土砂移動モデルの高精度化および実用化のため、以下の水理実験と数値解析を実施した。

①流砂の粒径依存性および流砂量式の確認 

昨年度までに３種類の粒径の砂（中央粒径 0.166mm、0.267mm、0.394mm）を用いた水理

実験を実施し、掃流砂および巻上げ砂の粒径依存性を確認するとともに、各粒径における流砂量

式を取得した。本年度はさらに２種類の砂（中央粒径 0.258mm と 0.404mm）を用いた水理

実験を実施し、各粒径における流砂量式の精度を確認した。 

②土砂移動モデルおよび解析コードの改良 

上記の水理実験で示された流砂量の粒径依存性を踏まえて、従来の土砂移動モデルの改良を行っ

た。具体的には昨年度に得られた３種類の粒径に関する掃流砂量式および巻上げ砂量式を用いて

土砂移動モデルを拡張した。さらに、解析コードについても、拡張された流砂量式で解析が行え

るように改良を行った。 

③土砂移動モデルの適用 

上記の改良された土砂移動モデルを用いて、1960 年チリ地震津波を外力条件とした宮城県の気

仙沼湾における土砂移動とそれに伴う海底変動に関する数値解析を実施した。その結果、いずれ

の粒径においても安定的に計算が行われて、実務計算への応用できることを確認した。 

 

４）簡易波高評価手法の整備 

波高の算定に係る計算時間を大幅に短縮する手法として、波源特性、伝播特性、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の整備を行ってきた。昨年度のプ

レート境界型地震津波に続き、本年度は海域活断層に起因する地震に伴う津波を対象としたモデルを

整備した。特に、海域活断層の地震では地震発生層厚の取扱いなどがプレート境界地震と異なるため、

波源特性に係る評価モデルを変更することで対応した。既往津波を対象に、痕跡高、本検討の簡易評

価モデルによる計算値、従来の簡易評価モデルによる計算値の比較を行い、本検討の簡易評価モデル

が従来モデルより評価精度が向上することを確認した。 

 

５）津波堆積物による波源推定技術の整備 

東北地方太平洋沖地震を受けて、津波ハザード解析を高度化するための実施計画を作成した。津波

波源の設定にあたっては、津波の発生頻度等に関して地質学的時間スケールで考慮する必要があるこ

とから、重点研究課題として、津波堆積物から推定する新たな津波波源推定手法の整備に着手した。

今年度は、津波堆積物に関する信頼度の高い情報を得るために、文献から津波堆積物の特徴を整理し、

その情報の信頼性評価のための基準案を策定した。また、津波堆積物調査の手引きに資するため、湖

沼における津波堆積物の調査手法（調査手順および識別手法）を提案した。 

 

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 

昨年度までの小規模・中規模実験に引き続き、今年度は大規模模型（斜面の上部が増幅する模型とこ

れまでの延長模型の２種類）を用いた振動台試験を実施し、２種類の基本的な斜面崩壊パターンを捉え

た。また、水平＋鉛直同時加振を行い、鉛直地震動の影響により、斜面崩壊が発生する水平方向加速度

が、水平入力のみに比べ約 2 割減であることが判った。解析においては、従来の等価線形解析手法より

も高度な非線形解析手法の開発を行うとともに、粒子法にて岩塊の転動挙動も解析できる目途が立っ

た。これらの実験および解析における結果を基に、現行の斜面・地盤の安定性評価手法における損傷判
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ミュレーション解析結果より、強地震動下の斜面

安定性の判断基準、及び斜面崩壊前後のメカニズ

ムや転動岩塊の挙動等について分析する。 

b) 屋外重要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

屋外重要土木構造物（海水管ダクト・取水ピット

等）の安全性評価のため、構造体の非線形挙動に

着目し、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、構造体としての耐力評価に

関する課題について、抽出・分析する。 

c) 新潟県中越沖地震の知見（建屋床柔性等）を反

映した建屋地震応答解析手法・コード・ガイド

ライン整備 

新潟県中越沖地震で得られた知見を反映した建

屋地震応答解析に係る解析手法、モデル化及び解

析パラメータ設定等の標準的仕様・ルール等を検

討して、建屋床柔性を考慮した建屋地震応答解析

に係るガイドライン整備等を行う。また、必要に

応じて解析コード整備を行う。 

  d) 衝撃荷重を受ける建屋・屋外構築物の解析手法・

コード・ガイドライン整備 

    国際的に重要視されている航空機落下等に対す

る原子炉施設の安全性評価技術に係る 新知見・

情報の収集・分析・整理、並びに原子力発電導入・

拡大国のエネルギー安全保障に係る国際協力に資

するために、OECD/NEA 衝撃タスクのラウンド

ロビン解析プロジェクトに参画し、OECD/NEA

が実施した衝撃試験のポストシミュレーション解

析等を行い、解析・検討結果の整理等を行う。 

  e) 地震・津波対策の有効性評価 

    東北地方太平洋地震による被害状況及び非常用

電源系及び補機冷却海水系に係る機器配置の差異

を調査するとともに、津波に対する設備の健全性

評価手法の調査を行う。 

 

 

③ 地震 PSA 手法の活用 

a) 地震からシステム解析まで一貫した地震PSA評

価手法の高度化 

レベル 1 地震 PSA 評価手法の高度化のため、

解析モデル及び解析条件の検証等を行うととも

に、地震 PSA コードの高速・高精度化を実施する。

 

 

 

 

断基準（応力による基準）の改訂案（変形量およびひずみによる基準）を提案できる見通しが得られた。

 

 

b)屋外重要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 

屋外重要土木構造物における耐震安全性評価の課題として、既往の損傷を受けた構造物の損傷モード

と種々の設計指針等による限界状態について調査した。その結果、現状では設計上の限界状態を基本と

した裕度の評価が個々の部材を対象とし、構造物の系全体を考慮した損傷限界を評価していないこと、

曲げ破壊とせん断破壊を別々に評価しそれらの関連性を考慮していないこと、等の課題を抽出した。こ

れらの課題解決のため、①構造体としての限界状態の分析、②複数の損傷モードの生起確率の検討、③

模型実験計画の検討を行った。 

 

c)新潟県中越沖地震の知見（建屋床柔性等）を反映した建屋地震応答解析手法・コード・ガイドライン整

備 

BWR 建屋モデルを対象に、床・基礎版の柔性を考慮した質点系モデルによる地震応答解析を行い、

3 次元 FEM モデルの床応答スペクトルと比較、検討した。その結果、床・基礎版の柔性を考慮した質

点系モデルの解析結果は、水平及び鉛直方向共 3 次元 FEM モデルの解析結果と概ね一致し、質点系モ

デルの有効性を確認した。 

 

 

 

d) 衝撃荷重を受ける建屋・屋外構築物の解析手法・コード・ガイドライン整備 

事務局（OECD/NEA）の都合で本年度業務が中止となったため、作業は実施していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) 地震・津波対策の有効性評価 

東北地方太平洋地震の影響を受けた東京電力福島第一、東京電力福島第二、日本原子力発電東海第二、

及び東北電力女川の４サイトにある合計１４プラントについて、非常用電源系及び補機冷却海水系に係

る被害状況及び機器配置の差異を調査し、津波が設備の損傷に与える影響を整理した。また、津波に対

する設備の健全性評価手法の調査を行い、津波関連基準へ反映するため、重要機器の津波防護上有用と

考えられる評価手法を整理した。 

 

③ 地震 PSA 手法の活用 

a) 地震からシステム解析まで一貫した地震 PSA 評価手法の高度化 

平成18年9月に耐震設計審査指針が改訂された。これに伴い、電気事業者の実施する残余のリス

ク評価に対し、NISAが行う規制レビューを行うための準備作業の一環として、AM設備の解析モデ

ルを追加するとともに、既に整備した国内既設プラントの地震PSAモデルの国内外PSA標準への適

合性、地震PSAモデル及び評価結果のプラント間での相違点等について検討・整理し、残余のリス

ク評価規制レビューマニュアルを作成した。この中では、米国ANS標準との比較を通じ、起因事象

の選定等、JNESのPSAモデルの改善につなげるべき点の摘出を行った。 

昨年度構築した地震PSA解析支援システムについて、更なる高速化、高効率化を目的に、計算ケ

ースの情報管理機能の拡張及び自動計算中止機能の追加等の機能拡張を行うとともに、解析を実行
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b) 多数基立地サイトを対象とした地震PSA手法の

高度化 

地盤構造が異なるサイトを想定して、多数基立

地サイトを対象とし、レベル 2PSA とのインター

フェィスを確保したレベル 1 地震 PSA 手法を構

築する。 

 

 

  c) 地震時火災 PSA 手法の開発 

    地震 PSA 及び内部火災 PSA 手法を統合した地

震時火災レベル 1PSA 手法を構築する。 

 

 

 

 

④ 津波 PSA 手法の高度化 

平成22年度に引き続き津波ハザード、フラジリテ

ィ及び事故シーケンス評価手法を高度化する。 

津波ハザード評価に関して土木学会の手法を基に

解析コードを整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

経年劣化事象によるき裂を有する配管を用いた

き裂進展試験を実施し、耐震安全評価手法の検証

を行いその実用化を図るとともに、耐震設計審査

指針改訂に対応した経年設備の耐震安全性評価事

例及び残余のリスクの評価事例の整備等を実施す

る。 

 

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 

大地震による過大荷重の影響効果を非線形破壊

力学手法を用いて評価できるように地震時損傷確

率解析コードの高度化を実施し、高経年化を考慮

する複数PCの実行状況を集中管理できる機能を組み込んだ。また、WinNUPRAのマルチコア/マ

ルチタスク実行機能の追加、Fortran90へのコンバージョンとダイナミックアロケーションへの対

応、文字列比較処理の高速化等の改良を実施して解析時間の短縮を図った。これらの機能拡張と改

良作業により、解析時間を約1/10に短縮することできた。 

b) 多数基立地サイトを対象とした地震 PSA 手法の高度化 

日本原子力学会の地震を起因とした確率論的安全評価実施基準に示されている不確実さの定量化

手法を参考として、レベル1地震PSA解析コード SECOM2-DQFMに不確実さ解析機能を加えた。

さらに、環境影響評価を行うレベル3PSAのために必要な情報（プラント状態及び外部電源の機能

喪失の有無で分類した事故シーケンス）を抽出し出力するインターフェィス機能を充実させた。 

以上の改良により、複数基の発電所を対象とし、不確実さを考慮した事故シーケンス評価を行うこ

とが可能となった。また、事故進展解析及び環境影響評価によって、多数基立地のリスク評価を行

う見通しを得ることができた。 

c) 地震時火災 PSA 手法の開発 

    東京電力福島第一原子力発電所事故への緊急対応を優先する必要があり、地震時火災 PSA 手法の

整備計画の優先順位を下げて次年度に順延するように業務計画を見直し、当該事故に対して適切に

対応することとした。地震に対する安全対策を講じる上での、地震に随伴する火災のリスク評価の

有効性は依然変わらないことから、東京電力福島第一原子力発電所事故への緊急対応が収束した時

点において再開する予定である。  

 

④ 津波 PSA 手法の高度化 

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に鑑み、地震と津波の重畳事象

について PSA モデルを構築し、事業者が行う緊急安全対策の有効性について、試評価を行った。 

また、原子力発電所の津波に対するリスクを定量評価するための確率論的安全評価手法（津波 PSA）

を整備する一環として、地震本部の地震・津波の長期評価や土木学会の手法等を基に確率論的津波ハザ

ード評価手法等を高度化した。また、SANSHEET(地震ハザード解析コード)を津波解析用に改良し、

確率論的津波ハザード解析コードを整備した。さらに、確率論的津波ハザード評価に基づく基準津波策

定手引きの素案を作成し、原子力安全・保安院に提案した。特に、本手引き（案）には東北地方太平洋

沖地震の発生メカニズムの分析から得た知見として、断層すべりの空間的・時間的不均一さ（破壊開始

時間の遅れ）等を津波波源における不確実さ要因として津波波源モデルに反映した。また、複数断層の

地震発生の連動性の取扱いに関する提案手法が日本原子力学会の「原子力発電所に対する津波を起因と

した確率論的リスク評価に関する実施基準：2011」（2012 年 2 月刊行）の附属書に取り上げられた。

 

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 

経年劣化事象によるき裂を有する配管を用いて、大地震による荷重条件に対応したき裂進展試験を

実施し、試験から得られたき裂進展速度及び進展量の実測結果とこれまでに提案した評価手法による

予測値との比較を行い、提案手法の妥当性を確認した。また、試験により、応力腐食割れ及び疲労に

よるき裂を対象に、繰り返し荷重条件におけるき裂進展速度に関する考察を行い、これまでの提案手

法は従来とは異なる経年事象によるき裂を有する経年設備に適用できるものであることを確認した。

これにより、大地震を想定したき裂を有する配管を対象としたき裂の進展を定量的に解析評価するこ

とが可能となった。 

 

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 

非線形破壊力学解析機能を整備するとともに、計算精度をさらに向上させるための階層別モンテカ

ルロ法計算アルゴリズムの改良、計算速度をさらに向上させるためのき裂進展計算アルゴリズムの改

良を実施した。また、高経年化を考慮した耐震裕度評価やリスク評価の事例を整備した。さらに、昨

年に引き続き、疲労事象によるき裂進展、地震荷重の有無、供用前及び供用中非破壊検査の有無を考
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した耐震裕度や地震 PSA の定量評価に活用する。

 

 

 

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 

新潟県中越沖地震や基準地震動に対する機器設

備やプラントの耐震裕度の調査を反映し、機器設

備の強度・機能の限界値（耐力等）を試験、解析

で評価し、耐力データベースと耐力評価手法を構

築する。 

 

1) 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された主要部位の部

分試験と解析、評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

2) 動的上下動の影響等を加味した耐震裕度の調

査から、対象とする機器・部位と評価内容を

調査する。 

 

 

 

 

3) 非常用電源設備（空冷式）について、水平及

び鉛直方向の地震力に対する強度・機能の限

界（耐力）を把握し、耐震Ｓクラスとしての

耐震安全性評価の判断材料を整備することを

目的として、空冷式のディーゼル発電機やガ

スタービン発電の本体及び冷却設備の耐震性

に係る既往データの調査等を行って試験内容

を検討する。 

 

 

b) 地震観測や探査による断層調査と評価 

前年度までに終了した現地での地質調査、地震

観測及び探査データの取得と分析を基に、断層評

価手法の精度を評価し、断層パラメータ評価の実

例をとりまとめて震源断層評価手法の整備を終了

する。 

c) 多目的深部地震動観測システムの整備 

1) 柏崎サイトに深部地震動観測システムを構築し、

慮したベンチマーク解析を実施し、改良整備した解析コードの妥当性を検証した。これにより、解析

コードの高度化を実現し、高経年化を考慮した耐震裕度や地震 PSA の定量評価を実施することが可能

となった。 

 

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 

新潟県中越沖地震や基準地震動に対する機器設備やプラントの耐震裕度の調査に加え、東京電力福島

第一原子力発電所の事故を踏まえたストレステストの考え方に基づく耐震安全裕度の評価に関する実施

内容の調査等を反映し、機器設備の強度・機能の限界値（耐力等）を試験、解析で評価し、耐力データ

ベースと耐力評価手法を構築することを目的として、以下の試験及び調査を実施した。 

 

 

1) 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された主要部位の部分試験と解

析、評価を行い、以下の成果を得た。 

評価対象とした５機種（中高速型、高速型、BWR中速型、BWR初期中速型、PWR中速型）に共通す

るガバナの振動台加振試験を実施し耐力評価を行うとともに、４機種（PWR中速型以外）のクランク

軸基準軸受について（軸受面圧）試験及び（隔壁強度）試験を実施し耐力評価を行い、実機耐力データ

を整備した。PWR中速型については、平成24年度にクランク軸基準軸受の（軸受面圧）試験と（隔壁

強度）解析を実施し、実機耐力データを整備する計画である。本研究で得られた成果は、発電用原子炉

施設の安全性に関する総合的評価（ストレステスト）において活用する予定である。 

 

2) 動的上下動の影響等を考慮した耐震裕度の調査から、対象とする機器・部位と評価内容を調査し、以下

の成果を得た。 

東京電力福島原子力発電所1/2号機における開閉所空気遮断器に対する地震被害の分析から、上下動を

伴う浮き上がりによるブッシング（碍子）の破損が損傷モードであることが分かった。今後の課題とし

て、より耐震性が高くまた広く適用されているガス絶縁開閉装置に対するブッシングの耐力確認の必要

性を抽出した。 

 

3) 東京電力福島第一原子力発電所の事故からの教訓を踏まえた規制課題（非常用電源の多様化）を踏まえ

て、非常用電源設備（空冷式）の水平及び鉛直方向の地震力に対する強度・機能の限界（耐力）を把握

することを目的として、空冷式のディーゼル発電設備やガスタービン発電設備の耐震性に係る既往デー

タの調査等を行って試験内容を検討し、以下の成果を得た。 

全体試験計画（平成 23～25 年度）の実施項目を策定し、フェーズ１（平成 23 年度）として、既往

試験データの調査、分析と論点の整理 及び 設備の仕様調査、予備解析等による試験内容の検討を行い、

フェーズ２（平成 24～25 年度）の実施に必要な試験計画を策定した。フェーズ２では、フェーズ１

で選定した代表機器を設計、製作し、振動台試験による損傷モードと耐力の把握、耐力評価手法と耐力

データの整備、判断材料（評価基準案等）の整備を行う計画である。 

 

b) 地震観測や探査による断層調査と評価 

前年度までに実施した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

る稠密地震観測データの解析結果と現地での地質調査結果により抽出した地下深部～地表に至る断層

情報に基づき、これらをとりまとめた震源断層評価手法を整備し、また評価に必要となる各種震源断層

調査手法と震源断層パラメータ評価手法の整理を終了した。 

 

c) 多目的深部地震動観測システムの整備 

1)  深部地震動観測プロジェクトの一環として、新潟工科大学において深度 3000m の大深度ボーリン
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地震動観測を実施する。ボーリング調査データ、

地震動観測記録を用い、震源特性、地震動伝播特

性を分析・整理する。 

 

 

 

 

 

2) 観測点周辺の地下構造探査を実施し、3 次元的地

下構造モデルを構築するためのデータを取得す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ プラント耐震裕度に関する調査 

a) 設備の現実的応答及び耐力に係る検討 

平成22年度に引き続き地盤－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い、主

要構造物・機器の耐震裕度の算定に必要となる現

実的応答に係るデータを整備する。また、配管系

を対象に、サポート損傷を考慮した配管本体の耐

力評価等、解析的検討等により主要機器の耐力評

価を行う。 

さらに、経年事象による設備の耐力の低減化を

考慮した耐力試験を実施し、経年設備の耐震裕度

を評価する。 

 

 

 

 

b) 耐震裕度の定量評価 

平成２２年度に整備した耐震裕度評価コード

（SANMARG）のデータ出入力の操作性の改良を

行い、これを用いて、構造物・機器及びプラント

システムの耐震裕度の定量評価を行う。 

 

⑧ 耐震関連の 新知見の収集・整理・分析・評価 

検討会、外部研究機関への委託研究、国内外の関

係機関、学会との連携及び文献調査により、耐震安

全性に係る情報を収集、分析し、データベースを構

築する。 

 

グ掘削・調査を完了し、深部地盤のサイト特性評価に必要な基礎データを取得した。また、深度 3000m

のボーリング孔底で使用可能な耐高温・耐高圧型で高精度な地震計（温度 150 度、400 気圧、観測

精度約 10μgal）を開発した。開発した高精度の地震計を多連でボーリング孔へ設置する技術を考案

して、深度 3000m のボーリング孔へ地震計を設置完了し、世界的に類のない深部地震動観測技術を

確立した。今後、深部地震動観測技術（機器開発・製作と設置に関する技術（ノウハウ））、及び得ら

れたデータを国の安全審査や IAEA の TECDOC 等へ反映する（深部地震動観測等の成果を IAEA の

新 EBP・WA1 に活用するための枠組みと計画案を策定した）。 

 

2) 原子力発電所の敷地内調査の一環として、数 km 四方における詳細な 3 次元深部地下構造の把握に必

要な調査・評価方法を確立するため、新潟工科大学周辺において稠密な水平アレー地震動観測、微動

アレー探査、重力探査等による総合的な深部地下構造調査を行った。また、周辺広域地域（柏崎平野

およびその東南東約 50km の範囲）の地下深部の構造を詳細に把握するため、反射法・屈折法地震探

査、微動・自然地震動観測及び GPS 観測、電磁気探査ほかによる総合調査・探査を実施し、当該サイ

トを含む中越地域の地下構造データベース及び解析モデルを構築するための基礎資料を得た。今後、

既往の地下構造データやモデルと本調査データを統合し、当該サイトを含む中越地域の地下構造デー

タベース及び解析モデルを構築して、深部地震動観測と物理探査による総合的な深部地盤評価手法を

整備していく。 

 

⑦ プラント耐震裕度に関する調査 

a) 設備の現実的応答及び耐力に係る検討 

PWR プラントの一次冷却設備を対象に、設計で用いている質点系解析モデルと建屋３次元 FEM と

組合せた解析モデルによる解析を行い両者を比較した。解析の結果、建屋モデルの違いによる設備応答

への影響は小さく、現実的応答の評価として質点系連成解析モデルを使用できることを確認した。また、

代表的な配管系を対象に、サポート損傷を考慮した配管本体の耐力評価を行い、配管系によってはサポ

ートが損傷しても必ずしも配管本体の損傷には直接結びつかないことを解析的に確認した。配管系の耐

震性は配管ごとに異なることから、他配管への適用を考慮し、サポート損傷を踏まえた耐震裕度評価手

順を提案した。 

地震荷重を考慮した経年設備の耐力試験では、直管試験体に角度が 90°、深さが板厚の 0.75 倍の

内表面き裂を導入し、曲げ荷重とねじり荷重を同時に負荷した耐力試験を実施した。曲げ荷重とねじり

荷重の比率が異なる荷重条件で 2 体の配管試験体の耐力試験から得られた限界耐力とこれまでに有限

要素法を用いた極限荷重解析により提案した耐力評価手法による予測値と比較した結果、耐力評価手法

が保守側に配管の限界耐力を予測できたことを確認し、提案した耐力手法の有効性を明らかにした。こ

れにより、複合荷重条件下でのき裂を有する配管の耐震裕度を定量的に評価する手法を整備した。 

 

b) 耐震裕度の定量評価 

耐震裕度評価コード SANMARG の対話型操作画面のレイアウトやメニューの配置等のユーザーイ

ンターフェース全般について操作性を改良するとともに、機器・構造物の応答と限界耐力との離隔、地

震動の大きさに対する損傷確率を算定する機能を追加した。また、機能確認のために、これを用いて非

常用 DG の耐力が向上した場合のプラントレベルの耐震裕度を試算した。 

 

⑧ 耐震関連の 新知見の収集・整理・分析・評価 

学協会論文等に関する情報およびそれ以外を含めて、東北地方太平洋沖地震に関する情報(活断層、

地震・地震動、津波分野)を収集し、その中から新知見情報 3 項目（海溝型地震、余震・誘発地震、津

波波源・伝播）を抽出して原子力安全・保安院に報告した。これらの新知見情報は耐震バックチェック

再開時の検討のポイントとして活用された。また、収集結果を基に 新知見に係るデータベースを構築

した。 

   東大名誉教授から寄贈された耐震関連資料、原子力発電技術機構（NUPEC）時代の耐震関連報告書
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等を分類・調査し、一覧表を作成した。以上の資料を分類項目毎に電子化し、体系的にデータベース

として蓄積した。このデータベースにしおりや資料抄録を作成追加した上で、階層構造化を定義し、

キーワードやツリー構造で検索できるシステムを構築した。本システムは来期から原子力開発の初期

から現在に至る耐震関連資料アーカイブズとして、耐震関連技術の伝承ツールにする予定である。 

 

（２）人的要因・組織要因に係

る分野 

① 保安活動における人的・

組織面の分析・評価に係

る基盤整備等を行うとと

もに、原子力安全・保安

院が実施する事業者の安

全文化・組織風土に関す

る評価支援等を行う。 

② 事故・トラブル・不適合

事象の人的要因・組織要

因を分析し、発生低減の

ための規制要件整備を行

う。 

③ 以上の活動及びリスク情

報活用に貢献するため、

人間信頼性データの整

備、人間信頼性解析手法、

モデルの高度化を行う。 

 

（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 

安全規制における人的要因・組織要因に係る基準

の高度化を図るための定量的評価手法を用いた評価

を試行し、手法の妥当性を確認する。また、国内外

の根本原因分析の良好事例を調査し、事例評価の基

準となる事例収集を行う。 

事業者の直接原因分析、根本原因分析、安全文化・

組織風土劣化防止の取り組みを規制当局が評価する

ガイドラインに基づく保安検査等の支援並びに検査

官に向けた研修を継続する。 

保安検査等において収集された根本原因分析のデ

ータを蓄積、共有化し、後段の評価作業を支援する

ためのナレジマネジメント手法とそのシステム化に

向けた検討を継続する。これらを通して得られた知

見に基づき、ガイドライン改訂の検討に資する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

原子力事業者は、年度ごとに安全文化醸成活動計画を策定し、適切な評価指標を設けることにより、

その活動を客観的に評価する必要がある。保安院は、事業者が実施した安全文化醸成活動及び事業者

の安全文化劣化徴候を、当機構が技術支援し整備した「安全文化ガイドライン」を用いて毎年総合評

価を実施している。当機構は、保安院が評価を実施するに当たって、技術支援を実施している。「安全

文化ガイドライン」には、事業者の活動の評価に活用する目的で、海外事例を参考にした評価指標を

例示している。事業者の活動の評価を適切に実施していくためには、より現実的で有効な評価指標を

開発し、「安全文化ガイドライン」を継続的に改善していくことが必要である。平成23年度は、国内

の6原子力発電所（東京電力福島第一発電所、東京電力福島第二発電所、東京電力柏崎刈羽発電所、四

国電力伊方発電所、関西電力美浜発電所、北陸電力志賀発電所）で公表されている不適合情報、保全

品質情報、運転保守情報、通報連絡事象、NUCIA情報等について調査するとともに、法令報告対象事

象等の重要な事象の報告件数と不適合情報等の軽微な事象の報告件数の割合等を四半期単位、月単位

の頻度や不適合事象の重要度に応じたグレード分け等で安全実績指標を10件程度抽出し、 近3年間

程度の時系列の傾向が判別できるように試算してグラフ化した。さらに、調査した不適合事象と「安

全文化ガイドライン」に記載の安全文化の14要素の間の定性的な相関関係を評価した。評価結果とし

ては、重大な事象は「（2）上級管理者の明確な方針と実行」「（9）学習する組織」との相関があり、

軽微な事象は「（5）報告する文化」「（7）説明責任・透明性」との相関が強いという結果を得た。 

 

原子力分野には、2003年10月に品質マネジメントシステムが導入された。マネジメントシステム

の要求事項に対して、事業者がこれを満足する仕組みを構築し、実行しなければならないものとして

位置付けており、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事業者の自主的な活動

に期待して規定されていない。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。平成23年度は、事業者の根本原因分析を醸成させるために、海外の原

子力事業者がマネジメントシステムの形骸化を防ぐ目的で根本原因分析を活用するために取組んでい

る活動及び事業者の根本原因分析をレビューする規制当局の判断基準を調査し、根本原因分析をレビ

ューするためのチェックリストを整理した。海外の原子力事業者がマネジメントシステムの形骸化を

防ぐ目的で根本原因分析を活用するために取組んでいる活動である「調査の範囲/原因の範囲(Extent 

of condition/extent of cause)」、「エラー前兆事象（Error precursor）」、「ヒューマンパフォーマ

ンス改善調査(Human performance improvement investigation)」、「共通要因分析(Common 

cause analysis)」、「有効性レビュー（Effectiveness review）」、「組織の弱点(Organizational 

weakness)」について各々1～3件の文献等を調査し、概要を整理した。また、NRCの検査手順書IP 

95001に記載されている根本原因分析に関する要求事項及びNRCが事業者の根本原因分析について

の調査報告書をレビューした検査報告書等を調査し、要求事項である「問題の特定」「根本原因、調査

の範囲及び原因の範囲の評価」「是正処置」に対しての合否の判断基準の事例を整理した。さらに、海

外の根本原因分析のチェックリストを調査し、上記で調査した内容を組合せて、根本原因分析をレビ

ューするためのチェックリストとして「チェックリスト文献調査結果」と「根本原因分析ガイドライ

ン」の項目を照合し、各項目共通のチェック項目を記載した「ガイドライン照合シート」を整理した。

 

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

の招集に応じ、日本、米国、英国、ロシア、ノルウェー、EUの6カ国で根本原因分析に係る専門用語

の定義、19件の技法、17件の手法を分担し、IAEA技術文書として整備することになった。日本は、
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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 

事故・トラブル・不適合事例の人的要因、組織

要因の調査・分析を継続し、データ蓄積を図る。

これまで蓄積したデータに対してデータマイニン

グ技法等を適用することによって、潜在していた項

目間の相間関係や自然言語記述部分のキーワードの

出現パターン等の知見を新たに抽出し、今後の規制

に活用するための新たな評価指標等を検討する。ま

た、人的・組織的要因を主体に原子力の安全管理技

術の技術的課題を短期的な視点で整理した戦略マッ

プの精緻化を図る。さらに、長期的な視点を含めた

戦略マップを作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存成果の「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（以下「根本原因分

析ガイドライン」という）」と技術支援の活動経験をもとに、平成22年6月から平成23年8月までの3

回の会議に参加し、技法として「根本原因分析ガイドライン」に掲載の参照リストJOFL(JNES 

Organizational Factors List)、手法として東京電力開発のSAFER、電力中央研究所開発の

HINT/J-HPES、韓国水力原子力会社KHNP(Korea Hydro Nuclear Power Company)開発の

K-HPESを担当した。 

 

「安全文化ガイドライン」を用いた原子力安全・保安院が実施する事業者の活動の評価に係る技術

支援に関し、平成23年度は17発電所の安全文化総合評価票のヒアリングを実施し、事業者の平成22

年度計画への有効性を評価する指標の取り組み状況を確認するとともに、機構としての見解を原子力

安全・保安院に提示した。「根本原因分析ガイドライン」を用いた根本原因分析結果の評価に係る技術

支援に関しては、平成23年度は、日本原子力発電敦賀発電所1号機、北陸電力志賀原子力発電所1号

機、関西電力大飯発電所3号機で発生したトラブルについて、その他グローバル・ニュークリア・フュ

エル・ジャパン及び発電設備技術検査協会で発生したトラブルについて、それぞれ実施した。また、

当機構の検査業務部において定期検査の一部未実施事象が発生した。当事象に関しては、根本原因分

析を実施することが経済産業大臣名の指示文書として発出された。原子力安全・保安院から「根本原

因分析ガイドライン」に基づいて当該根本原因分析結果の評価に係る技術支援が依頼されたため、過

去の技術支援経験で蓄積した知見を活用して技術支援を実施した。これらの技術支援活動で得られた

知見は、将来的に「根本原因分析ガイドライン」の改訂に反映する予定である。なお、平成2３年度の

ガイドライン研修の実績は、計３回（1２日）で合計2５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22年度に発生した法令対象事象のうち、平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震の前まで

に発生した事象は7件であり、全てが人的過誤事象である（報告件数に占める人的過誤の割合は

100％）。これは、近年の一般産業における人的過誤割合70～80%よりも高い割合となっている。な

お、3月11日を含めてそれ以降に発生した法令対象事象として現時点までに7件が国に報告されてい

るが、東京電力福島第一原子力発電所の事故については報告されておらず、また報告されている事象

についてもその原因の記述が詳細でないものも多い。今後、追加分析等が必要となる。法令対象事象

における人的過誤事象7件にNUCIAデータ、IRSデータ等から抽出した事象を加えて、合計44件（国

内：41件、海外：3件）の事象に対して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。今

回の分析事例において特徴的であったのは、「当該作業において も重要な作業について誤り・不足が

生じたためにトラブルが発生した」という事象が散見されたことである。今後も継続して情報収集及

び分析を実施するとともに、蓄積したデータについても同様の観点で精査することが必要である。ま

た、44件の分析事例の中から、20事象を選定してカラー両面刷り（一件4頁）の 事例集を作成し、

さらに、その中から8事象を選定し、分かりやすさ・臨場感・事象発生の雰囲気を表すことに重点を置

いた想定状況図を作成した。 

 

これまでに「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、

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、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、自然言語で記

述されたデータに対して適用可能なテキストマイニング技法の予備解析を実施した。平成22年度の予

備調査において「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ので、平成23年度は、まず「類義語辞書」の

整備を実施した。蓄積した法令報告対象事象268件の自然言語記述部分（事象の説明、事象の原因、

対策、等）について、「MIMAサーチ」の重要語抽出機能や掛かり受け機能（特定の名詞と動詞が同一
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③ ディジタル制御技術・ディジタルシステムの規制要

件整備 

多国間設計評価プログラム(MDEP) ディジタル

I&CWG におけるディジタル計測制御に関する国際

標準の作成に向けて共通見解を策定する。 

国際的な技術・規制動向の調査を基に、対応する

国内のディジタル制御技術・ディジタルシステムの

評価基準に係る規制要件を整備する。 

 

文節内に出現する頻度を抽出する機能）を用いて重要語（名詞、動詞）を抽出した。さらに抽出結果

に対して専門家の判断を加えて重要語を整理し、類義語辞書の案を複数作成した。次に、作成した複

数の類義語辞書を用いて法令報告対象事象268件の間の関連度や重要語間の関連度について試計算を

実施した。それらの作業の結果、法令報告対象事象の報告書で用いられている単語、略語が事業者毎、

報告書毎に異なっているため一つの重要語候補（例：原子炉冷却材再循環ポンプ）に対して、多くの

類義語（例：PLRポンプ、再循環ポンプ、原子炉PLRポンプ、PLR-Pump、等）を定義することが必

要となること、類似の作業内容であるにも関わらず文章の記述方法が統一されていない（手順書を改

訂した／要領書改訂／手順書に明記／手順書に記載した等）ため類似と判断し難いことなど、現在の

報告書の記載内容が必ずしもテキストマイニング技法適用に適していないことが分かった。今後は、

より多くのデータが蓄積されているNUCIAデータ等についてデータマイニング技法を適用するため

に必要な事項及び報告書の記載内容をテキストマイニング技法を有効に適用できるようにするために

必要な事項を検討する予定である。 

 

ヒューマンファクター、品質マネジメント、社会技術といったソフト面の技術分野を視野にいれた

既存の安全マネジメント技術に関する技術・人材マップを充実・発展させた。平成22年度の「保修点

検（非定常）時のエラー防止対策に関する研究」、「事例活用・対策実践に関する研究」、「パフォーマ

ンス尺度、管理目標設定法に関する研究」に続き、平成23年度は「原子炉施設の安全確保」に関する

3つのテーマについて、課題と知見研究を整理した戦略マップを作成した。テーマ選定にあたっては、

既存の関係者へのアンケート調査結果と東日本大震災（東京電力福島第一原子力発電所事故）を踏ま

えたものとした。 

ⅰ）安全文化と人的資源管理・人材育成に関する研究 

ⅱ）人間特性等を考慮したプラントの非定時対応に関する研究 

ⅲ）防災関係機関の緊急時対応における組織的要因に関する研究 

知見研究の整理にあたって、その重要度と達成度の2つの視点から重点化項目の設定を行った。 

  また、「原子力の信頼と理解の醸成」に関するテーマについては、先行調査の成果を基礎とし、知見

研究を「個別テーマ」、「共通テーマ」、「仕組み構築に関するテーマ」に区分し、体系的な整理を行い、

技術・人材マップを充実させた。 

安全確保に関する戦略マップ、信頼と理解の醸成に関する技術人材マップともに、学識経験者、有

識者に意見を伺うためのワーキンググループや分科会、幹事会を設置して整備したものである。 

 

③ デジタル制御技術・ディジタルシステムの規制要件整備 

本年度 MDEP DICWG（多国間設計評価プログラム デジタル計測制御ワーキンググループ）が、

３回開催され、「デジタル安全系のライフサイクルを通じた検証と妥当性確認(V＆V; Verification & 

Validation)」及び「サイバーセキュリティー機能の安全系に対する悪影響の排除」に対する共通見解を

策定した。日本がリーダーを務めた「デジタル安全系のライフサイクルを通じた検証と妥当性確認」に

ついては、昨年度、必要な手続きを経て確定される予定であったが、ワーキンググループの主査（NRC

（原子力規制委員会（米国）））が交代したこともあり、継続審議が行われた。 

ⅰ）デジタル安全系のライフサイクルを通じた検証と妥当性確認（リーダー 日本）：デジタル安全

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。デジタル安全保護系

の設計、製作を通じて、ステップごとにソフトウェアの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して共通見解を策定した。昨年度策定したもの

から、共通見解とする範囲の記載を充実させること、V&V 実施体制をより詳細化すること、再利

用を表す“software reuse”を“pre-development software”とすること、網羅性をもたせ

るため IAEA の定義に加え IEC の定義も併記することなど、一部変更を行いワーキンググループ

としての合意を得た。 

ⅱ）サイバーセキュリティー機能の安全系に対する悪影響の排除（リーダー：米国）：安全系のデジ
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タル I&C システムに対してセキュリティーを設置する際に、システムのもつ本来の安全機能に影

響しないことを求めたものである。 

DICWG では、検討テーマそのものを議論しながら進めている関係で、テーマの追加、削除、統

合が予想されるが、現在共通見解策定に向けて検討を予定している 7 テーマを以下に示す。「ソフ

トウェア共通原因故障（継続審議中）」、「複合電子デバイス（継続審議中）」、「汎用デジタル装置

の安全系への適用の機能制限」、「 高位の安全クラスのシステムアーキテクチャー」、「ソフトウ

ェア構成管理」、「工場とサイト受入検査（継続審議中）」、「サーベランスと定期点検」なお、MDEP

は平成 25 年秋まで継続する予定のプロジェクトであり、その後の方針については、今後議論さ

れるものと予想される。 

 

MDEP DICWG で策定した共通見解に効力を持たせるため、既存の文書体系に反映する必要がある。

現在、IAEA では、原子力プラントの計測制御に関する安全ガイド DS-431「Design of 

Instrumentation and Control Systems for Nuclear Power Plant」の策定作業を進めている。

MDEP DICWG では、これまでに策定が終了した「設計の簡素化」、「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」、「データ通信の独立性」の共通見解に加え、「デジタル安全系のライフサイ

クルを通じた検証と妥当性確認」及び「サイバーセキュリティー機能の安全系に対する悪影響の排除」

の共通見解と IAEA の文書を対比調査することで、IAEA の安全ガイド DS-431 へ整合をとることを

要求した。日本がリーダーとして作成した「デジタル安全系のライフサイクルを通じた検証と妥当性確

認」の共通見解についても、DS-431 に対して、整合性のとれたライフサイクルのフロー図とするよ

う修正を要求した。 

 

（３）リスク情報活用に係る分

野 

① リスク情報活用に関し

て、原子炉施設を対象と

して原子力安全・保安院

の進める新検査制度の整

備を支援し、データベー

ス整備、ガイドライン案

作成等を行う。 

② 事故・故障事例に係るリ

スク情報を活用した分析

手法を構築する。 

③ 原子力安全・保安院及び

機構が策定した「原子力

安全規制への「リスク情

報」活用の当面の実施計

画」について改訂・活用

項目の拡大等の検討等を

実施し、安全規制へのリ

スク情報活用等を支援す

る。 

④ 以上の活動のため、必要

な手法、モデル及びデー

タの整備を行う。 

（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 

リスク重要度を活用した保全重要度の高度化に

ついて検討するために、 新知見の反映として、

出力運転時内的事象レベル１PSA から得られるリ

スク重要度に、プラント停止時 PSA から得られる

重要度、パラメータ及びモデル起因の不確実さ等

を考慮した評価手法を整備する。 

 

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 

停止時安全管理の考慮等の評価モデルの拡充を

行う。また、安全実績指標(PI)評価への 新知見の

反映として、近年米国で行われている 

MSPI(Mitigation System Performance 

Indicator)を参考とした、指標案を整備する。 

 

 

c) PSAから得られるリスク重要度に基づく配管の

検査部位・方法等に関する解析 

配管の RI-ISI の技術基盤の整備のため、代表的

な軽水炉プラントを対象に、PSA から得られるリ

スク重要度に基づく配管の検査部位・方法等に関

し評価手法の進展を踏まえた解析を行う。今年度

（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 

安全確保上重要な機器の抽出手法を整備することを目的として、機器の重要度を評価する際に想

定するプラント状態を出力運転時及び停止時を含むように拡充するとともに、パラメータ及び評価

モデルに起因する不確実さを考慮した機器重要度評価の試解析を実施した。試解析に際しては、米

国NEIによる”10CFR50.69 SSC Categorization Guideline (NEI00-04)”を参考とした。 

試評価の結果、評価モデルに起因する不確実さを考慮する感度解析項目の十分性及び深層防護へ

の影響評価項目について、評価手法及び判断基準を具体化することが必要との課題を抽出した。ま

た、評価モデルに起因する不確実さ評価について、米国EPRIで策定された手法を分析し、今後の手

法整備に必要な情報をとりまとめた。 

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 

検査指摘事項の安全重要度評価における原子炉安全影響評価の評価手法整備の一環として、プラ

ント停止時への評価範囲を拡充するためにプラント停止時のデータ整備の拡充を図った。ドライ型

２ループPWRプラント及びドライ型３ループPWRプラントの停止時PSAモデルに対して停止時

の原子炉安全影響評価ができるように、機器故障率、共通原因故障、AMモデルの変更を行った。

またBWR5型プラントの停止時PSモデルに対して外部電源喪失のイベントツリーの修正を行っ

た。さらに、ドライ型２ループPWRプラント、ドライ型３ループPWRプラント、ドライ型４ルー

プPWRプラント、BWR５型プラント及びABWRプラントを対象として、原子炉安全影響評価に用

いる機器の重要度を算出し整理した。 

c) PSAから得られるリスク重要度に基づく配管の検査部位・方法等に関する解析 

従来から行ってきたレベル1PSA結果に基づくCDFに加えて、レベル２PSA結果に基づく格納

容器機能喪失頻度(CFF)を尺度とし、セグメントの検査対象としての優先度を決定した｡従来の

CDFを尺度とした評価にCFFを尺度とした評価を加えることにより、新たに追加されるセグメント

が存在することが明らかとなり、この評価の必要性が確認された。 
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は米国電力研究所(EPRI)の手法を国内の BWR プ

ラントに適用した RI-ISI に関する解析を行う。 

 

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 

当面の実施計画の試行状況、海外のリスク情報

活用動向の調査・分析等を参考に、平成 22 年度

に改訂した実施計画の見直しに係る検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 保安規定記載事項の妥当性評価 

AOT の評価手法の検討を行うとともに、保安規

定記載事項の妥当性評価手法の検討を行う。 

 

 

 

  c) 運転中保全に係る検討 

    単一系統の運転中保全における安全性を評価す

る手法等の検討を行う。 

 

③ 手法、モデル及びデータの整備 

a) PSAの標準化等 

PSA の品質向上のため、レベル 1PSA 手法の

試行、標準化等を行うとともに、モデルの改良等

に関する検討を実施する。 

PSA に必要な起因事象頻度、機器故障率等の整

備・定期的な更新を行う。また、人的過誤確率の

評価手法を整備する。 

ディジタル安全保護系の信頼性評価モデルの改

良について、検討を進める。また、OECD/NEA

デジタル I&C タスクグループへの参加・協力を行

う。 

OECD/NEA のリスクワーキンググループ

(WGRISK)の年次会合、タスク等の活動に参画・

協力する。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

 

 

 

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 

東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、原子力安全規制へのリスク情報活用の枠組みが今後

大きく変わることが予想され、シビアアクシデント規制要件化へ向け、リスク情報の活用の方策検

討に着手した。 

具体的には、東京電力福島第一発電所事故から得られる教訓として、全交流電源喪失（SBO）、

終ヒートシンク喪失（LUHS）等の多重故障条件を、西欧原子力規制者会議の文書を参考に、深層

防護に基づき設計基準事故を超え、その放射線源のリスクの大きさに応じた許容基準を適用する設

計拡張状態とし、安全設計の対象として位置づけた。検討の過程で、本対象にはスクラム不能過渡

事象（ATWS）も含める必要性が判明した。SBO、LUHSあるいはATWS発生時、プラントは一定

時間の耐性を維持し、一定時間内はプラントの恒久的な装置だけにより燃料の重大な損傷に至らな

いこと及び原子炉格納施設の機能喪失に至らないこと、更に、このプラント耐性要求に対応する電

源系統、 終ヒートシンクへの熱輸送系統及び原子炉停止系は多様性を有することを規制要件案と

してとりまとめ、原子力安全・保安院に提案を行った。 

リスク情報活用の実施計画の策定に関しては、平成22年度に改訂した実施計画の見直しは、東京

電力福島第一発電所事故の影響により、今後の原子力安全規制へのリスク情報の活用の枠組みが大

きく変わることが予想されるため、次年度に繰り延べた。次年度以降、安全規制の状況を鑑みて適

宜計画の見直しを行っていく。 

b) 保安規定記載事項の妥当性評価 

保安規定記載事項の妥当性評価は、東京電力福島第一発電所事故の影響により、ストレステスト

等によるプラント再起動の条件整備に関わる検討が優先されるため、次年度に繰り延べた。原子力

安全・保安院における、リスク情報活用に係わる先行的試行としての、保安規定記載事項の妥当性

に係る検討（具体的には、許容待機除外時間（AOT）に関する検討）も休止状態となっている。 

 

c) 運転中保全に係る検討 

運転中保全に係る検討は、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、実施について緊急

性がないとして今年度の作業は中止された。 

 

③ 手法、モデル及びデータの整備 

ａ) PSAの標準化等 

平成22年度の国内PWR/BWRプラントの運転実績に基づき、出力運転時及び停止時の内的起因事象

データベースの更新を行い、各起因事象発生頻度を整備した。また、給復水系及びPCSの詳細モデル

化、並びに機器故障率の相関を考慮した不確実さ解析モデルの整備を行った。さらに、第三者専門家

によるBWR代表プラントPSAモデルのピアレビューを行い、今後リスク情報を安全規制に活用する上

で必要なモデル及びデータに対する精緻化検討の見通しを得た。 

人的過誤確率の評価手法の整備については、第二世代の人間信頼性解析(HRA)手法である

ATHEANAを基盤とし、運転員行動モデルを用いて運転員の認知過誤を評価できるように改良した。

本手法では、運転員による不安全行為発生に影響するプラントの機能劣化情況と過誤誘起情況を評価

して行動形成因子(PSF) を定量化し、人的過誤確率を算出する。BWR/PWRの事故シーケンス全12

ケースについて人的過誤確率の事例解析を実施した結果、人的過誤の要因・根拠の明示及び過誤確率

定量化の手順明確化において改善の見通しを得た。 

米国EPRIが公表した、リスク情報に基づくデジタル安全保護系のPSA評価手法を、国内のABWR

及びPWRに適用するための評価モデルを整備し試評価を行った。また、OECD/NEAデジタルI&Cタ

スクグループへ参加し、デジタル安全保護系のPSA評価手法の国際標準化作業への協力及び情報収集
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に、実施基準を技術評価して活用する仕組み案を

検討する。 

 

 

b) 航空機落下事故データの整備 

平成 22 年の航空機事故事例を調査し、直近 20

年間（平成 3 年～平成 22 年）の航空機落下事故

データを更新する。 

c) 前兆事象評価モデルの整備 

○停止時を対象とした代表プラントモデルの整備

を進める。 

   ○個別プラントモデルの整備を進める。 

 

を行った。 

また、実施基準の技術評価については、機構が単独で技術評価書（案）を作成し機構内に設置され

る公開の委員会で審議する仕組みとした。同仕組みを原子力規制庁設置により整備される新しい安全

規制組織・体制に反映して行く。 

b) 航空機落下事故データの整備 

平成 22 年の航空機事故事例を調査し、直近 20 年間（平成 3 年～平成 22 年）の航空機落下事

故データを更新した。 

 

c) 前兆事象評価モデルの整備 

○ PWRプラントの4つのタイプの代表モデルを対象にして、停止時のPSAモデルの整備を行った。

○ BWRプラントの個別プラントモデルの整備を進めるため、プラントの特徴を考慮して８つのタ

イプの個別プラントモデルのPSAモデルの整備を行った。 

 

（４）原子力防災、環境影響に

係る分野 

① 原子力防災関連 

○ 緊急時の意思決定に必

要な事故状態把握・事故

進展予測に係る技術を

整備し、事故状況判断及

び事故進展予測のため

のマニュアルの整備、事

業者が行ったアクシデ

ントマネジメント策の

ERSS への反映等を行

う。また、関連情報をデ

ータベース化し、緊急時

対応ツールとして整備

する。 

○ 緊急時対応の実効性向

上のため、避難シミュレ

ーション手法の開発、防

護対策リスク評価手法

の検討等を行う。 

○ 電気事業者のアクシデ

ントマネジメント対策

の原子力安全・保安院に

よるレビューに活用す

るため、試験研究等を通

じ、知識ベースの整備等

を行う。 

 

 

 

 

 

 

（４）原子力防災、環境影響に係る分野 

 

 

 

 

 

① 原子力防災関連 

a) 防護措置手順等の整備に係る検討 

東京電力㈱福島第一原子力発電所事故の教訓

から、予防的措置範囲の適用を想定した場合の

緊急時活動レベル、防護対策判断基準、住民防

護措置手順等の整備に係る検討を実施し、予防

的措置実施に係る実施・判断要領策定のための

枠組み整理を行い、防災指針改定に寄与する。 

b) 避難時間推計手法に係る検討 

東京電力㈱福島第一原子力発電所事故の教訓

から、緊急時対応の実効性向上のため、避難時間

推計手法に係る要求条件・使用手順の整備を行

い、ガイダンス（案）としてまとめるとともに、

ソースターム、被ばく評価データを活用して避難

範囲の基本型適用検討を実施し、避難時間推計手

法の適用性検討を行う。 

c) 東日本大震災対応における課題を踏まえた原子力

防災に係る検討 

東京電力㈱福島第一原子力発電所事故におけ

る課題を踏まえた、原子力防災分野の新たな枠

組みの提案を行う。 

d) 事後・復旧対策に係る検討 

時間経過(タイムライン)を考慮した防災活動

の枠組みを検討し、原子力緊急事態の解除基準

及び事後・復旧対策の検討を行う。 

 

e) 複合災害時の原子力防災活動に係る検討 

複合災害時における原子力防災活動の課題を

（４）原子力防災、環境影響に係る分野 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえた国レベルでの規制見直しの検討が行われているところ

であり、平成２３年度においてはこれら検討結果を踏まえ安全研究計画を刷新し、年度計画に反映のうえ、

原子力災害発生時の防護対策の検討、事後・復旧対策に係る検討等に重点化を図り、具体的には以下の業

務を実施した。 

 

① 原子力防災関連 

a) 防護措置手順等の整備に係る検討 

国内/海外の原子力災害時の防護措置実施に関する調査研究を実施し、今後、あるべき、防護対策要

領を策定した。これらは随時、原子力安全委員会の防災指針検討 WG 活動に反映され、緊急時活動レベ

ル(EAL)や運用上の介入レベル(OIL)を適用した防護措置の具体化に活用された。海外の事例を参考に住

民用防護対策実施手順を示したリーフレット案を検討した。 

 

 

b) 避難時間推計手法に係る検討 

避難時間推計の手引書（ガイダンス）案を作成するとともに、随時、原子力安全委員会の防災指針検

討ワーキンググループ活動に反映している。 

また、ガイダンスの要約版を準備するなど、次年度に実施予定の各自治体における避難シミュレーショ

ン支援の工程を示した。 

 

 

 

c) 東日本大震災対応における課題を踏まえた原子力防災に係る検討 

原子力防災活動の枠組みについて、シビアアクシデントを考慮した事業者のオンサイト訓練の導入

の検討を行い、その体系化を行った。 

 

 

d) 事後・復旧対策に係る検討 

実際に福島で行われている対応を見据えながら、海外事例を調査して今後の実施内容案を作成した。

また、ERSS の可視化システムのプロトタイプを完成し、東京電力福島第一原子力発電所 3 号機、関

西電力高浜 3 号機の全電源喪失時の可視化を行った。また、表示機能の利便性向上に向けた改善提案

を行った。 

e) 複合災害時の原子力防災活動に係る検討 

複合災害時の課題整理表、防護対策実施要領の枠組み案を作成中である。複合災害時の避難について
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抽出し、考慮すべき項目について整理を行う。 

 

f) 防護対策検討の実効性向上 

    防護対策検討の実効性向上のため、既存の防災

活動情報システムや活動支援データベースシステ

ムを含めた総合的な支援のあり方を検討し、総合

的支援システムを構築する。 

g) 地震後のプラント健全性評価・情報伝達システム

の整備 

    平成２２年度に引続き柏崎刈羽住民を対象とし

た耐震安全性情報の理解に関する調査等を行い、

分かり易い情報を提供するための手法を構築する

とともに地震観測システムとの接続による統合的

な情報伝達システムの構築を行う。また、地震後

の設備の健全性評価判断基準について調査･検討

を行う。 

 

 

 

  h) AM知識ベース整備 

1) シビアアクシデント(SA)/アクシデントマネ

ジメント(AM)データ整備 

SA/AM レビューにおける電気事業者が整備

した AM 策や SA 対処設計の技術的妥当性や有

効性等の評価、判断基準の策定等に必要な SA

及び AM に係る 新の試験研究データ及び知

見、技術的根拠等を整備する。 

また、解析に使用するシビアアクシデント総

合解析コードMELCOR及び詳細流動挙動評価

コードFLUENTについては継続的にモデルの整

備及び保守を行う。 

 

 

 

 

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 

原子炉冷却系に係る AM 策の技術的妥当性や

有効性等の評価のために、以下を行う。 

蒸気発生器内流動/エアロゾル挙動試験研究

ARTIST 計画及び後継試験にて蒸気発生器内流

動／液滴挙動試験等のデータを取得し、FP エア

ロゾル粒子・液滴挙動 CFD 解析手法を整備す

る。 

また、これらを実炉に適用してSA時の実炉に

おける原子炉冷却系内及び蒸気発生器内の挙動

及び緩和策の効果について検討する。 

は、自治体とのフィージビリティ研究を実施して、広域の避難に係る避難時間評価の課題を摘出した。

f) 原子力防災活動における防護対策検討の実効性を向上させるため、これまでに蓄積した活動支援のた

めのデータベース（支援データベース）や活動時のワークフロー（経済産業省防災業務マニュアルベー

ス）をもとに、防護対策検討を支援する「原子力活動支援システム」を構築した。 

 

 

g) 地震後のプラント健全性評価・情報伝達システムの整備 

○前年度までに構築した分かりやすい情報伝達を実現する「柏崎･刈羽モデル」*に対し、情報の作成及び

情報の受け手のニーズ分析を能率的に行うための仕組みを作成し、柏崎･刈羽地区の市民等を受け手と

した情報伝達の実証試験を実施し、アンケート･面談調査によりその有効性を確認した。 

また、情報伝達システムについては、プラント及び原子力サイト周辺の観測データを地震後速やかに

収集する機能及び国内外の関係機関に提供する機能を構築した。 
*:情報の送り手と情報受け手の視点の乖離を是正し、伝達情報を分かりやすくするため、両者の間に情報の聞き

手を介在させ、情報受け手のニーズ等を情報の送り手側に反映する枠組み 

○地震後の原子力プラントの設備の健全性評価に関しては、事業者の行う地震後の点検対象設備選定の

妥当性評価に資するため、PWRプラントを対象に地震により影響を受けやすい設備に関するデータ整

備を行った。 

 

h) AM知識ベース整備 

1) シビアアクシデント(SA)/アクシデントマネジメント(AM)データ整備 

AM策やSA対処設計の技術的妥当性や有効性等の評価、判断基準の策定等に必要なSA及びAM

に係る 新の試験研究データ及び知見、技術的根拠等を整備し、今年度は、これまでに整備した

シビアアクシデント解析手法を用いて東京電力福島第一原子力発電所事故に係る種々の解析を行

い、事故を分析し原子力安全・保安院の事故対応を迅速に支援した。これらの成果は、福島事故

に係るIAEA報告や福島事故緊急時対策、国内のストレステスト対応に有効に活用された。また、

これまでAM知識ベース整備の一環として進めてきたシビアアクシデントの規制要件化検討の成

果が、東京電力福島第一原子力発電所事故を契機に具体化されつつある法制化に活用された。（計

画外） 

また、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。MELCORコードについては、一部のモジュールに並列計算を取り入れ、効果

を評価した。また、S/PについてMELCORコードとFLUENTコードとの連成解析を実施するモデ

ルを構築した。FLUENTコードについては、大規模計算を現実的な計算時間で実施できるように

パラレルライセンスを追加整備した。 

 

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 

ARTIST-Ⅱ計画に参加し、 PhaseⅠ～Ⅷの試験結果を取得した。また、本計画の中で機構は

PhaseⅣ, Ⅵ試験の試験解析を担当し、CFDモデルを作成し試験解析を行い試験の結果の解釈や

試験計画策定を支援した。担当するPhaseⅣ, Ⅵ試験の試験解析のために、CFDモデルを作成し

試験解析を行い試験の結果の解釈や試験計画策定を支援した。また、試験で検証したCFDモデル

を用いたパラメータ解析により相関式を作成し実炉評価のためにMELCORコードに反映した。

MELCORコードを用いて実炉解析を実施し、モデルの影響を評価するとともに、試験結果及び解

析結果を基に蒸気発生器伝熱管破損事故に対するアクシデントマネジメント策を提案。  

今後、得られた試験データ及び解析手法を用いて、東京電力福島第一原子力発電所の事故で加速

されたシビアアクシデント規制要件化において、誘因SGTR対策の評価や格納容器ベント（スクラ

ビング効果）の除染効果等の評価に活用して行く予定。 

 

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 
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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 

格納容器に係るAM策の技術的妥当性や有効

性等の評価を行うために、以下を行う。 

格納容器熱流動試験研究OECD/SETH-2計

画で取得した格納容器熱流動試験データを用い

て格納容器CFD及びMELCOR解析モデルを検

証する。また、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SA/AM対策の評価

方法及び課題について検討する。 

4) 改良型軽水炉プラントのSA対策検討 

新設炉の AM レビュー準備作業として、以下

を行う。 

大間発電所の AM レビューに係る MOX 燃料を

考慮した支援準備作業。 

改良加圧水型原子炉(APWR)（敦賀 3/4 号炉

等）の SA 対策を考慮した SA/AM 評価手法及

び PSA 手法の整備と試解析の実施。 

溶融燃料-冷却材熱的相互作用(FCI)試験研究

OECD/SERENA 計画にて FCI 試験データを取

得し、二次元 FCI（溶融燃料-冷却材熱的相互作

用）解析コード JASMINE を改良し、試験デー

タとの比較により解析精度を評価する。このコ

ードを用いて実炉での水蒸気爆発の有無、格納

容器壁への伝播圧力波の減衰を解析・評価する。

燃料集合体加熱損傷試験OECD/SFP計画に

て燃料集合体加熱損傷挙動試験データを取得

し、燃料集合体過熱損傷挙動解析CFDコード及

びMELCORコードを整備する。また、これら実

炉形状に適用して使用済燃料セル形状や出力の

影響、事故時の時間余裕、緩和方法について検

討する。 

 

 

 

 

 

 

5) デブリ冷却挙動に関する評価検討  

溶融燃料—コンクリート相互作用に関する国

際 協 力 試 験 OECD/MCCI 計 画 の 成 果 を

MELCOR コードに反映させるため、コンクリー

ト相互作用解析コード COCO に基づき、シビア

アクシデント総合解析コードに組み込み可能な

簡略モデルを作成する。 

また、アクシデントマネジメントとして国内

外で検討されているコアキャッチャーによるデ

格納容器熱流動試験研究OECD/SETH-2計画で取得した格納容器熱流動試験データの中、水素

成層化試験を対象に解析を実施して格納容器流動解析モデルを検証した。また、AUTODYNコー

ドを用いて、PWR大型格納容器を対象とした爆轟解析を実施して、格納容器内の圧力伝播挙動を

把握し、一時的に高圧になっても、ひずみ分布よりコンクリートは一部損傷するもののライナー及

びテンドンは塑性ひずみに対して十分な余裕を有し、格納容器の健全性は維持されることを確認し

た。（「東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、事故分析に重点を置くために、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業務のうち、「新設炉の格納容器SA/AM対策の評

価方法及び課題について検討」については次年度以降へ繰り延べた。」） 

 

4) 改良型軽水炉プラントのSA対策検討 

東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえて、新設炉である大間発電所を対象としたMOX燃

料プラントのAM検討に代えて、既設ABWRプラントの東京電力福島第一原子力発電所事故に係る

AM検討を実施した。AMの感度解析として、電源喪失時の原子炉への代替注水量の感度解析、使

用済み燃料プールへの注水が無い場合及び漏えいがある場合などの解析を実施して、東京電力福島

第一原子力発電所事故に係る影響評価に活用した。また、地震時の格納容器機能喪失頻度に関して

は、炉心損傷後の電源車による電源復旧による格納容器機能喪失頻度への効果を検討したが、電源

喪失の炉心損傷割合に比例するため、ABWRでは約3割の低減効果があった。 

溶融燃料-冷却材熱的相互作用研究OECD/SERENA計画におけるKS-5、TS-6試験のデータ

を入手した。日本原子力研究開発機構が開発のJASMINEコードに、前年度の事業で課題が把握さ

れた溶融燃料の液滴径の分布を考慮できる機能を追加した。改良コードを用いて、これまでの

SERENA計画試験（KS-1,2,4,5、TS-1～６）を解析し、水蒸気爆発時圧力の試験データと比較

して、妥当な結果が得られることを確認した。また、PWR、BWRを対象として水蒸気爆発の解析

を行い、液滴の分布を考慮すると爆発時のピーク圧力はあまり変わらないが、壁面でのインパル

スは減少すること、溶融物量・液滴の径を50％変化させた計算でもトリガーパルスを与えれば水

蒸気爆発は生じることを示した。 

燃料集合体加熱損傷試験OECD/SFP計画にて、PＷＲ燃料を対象としたフェイズ１試験の非発

火セル試験（出力1.0kW）及び発火試験の結果を取得した。試験解析を実施し、試験体系におい

ては、ラック（貯蔵セル）の軽微な形状の違いも影響すること、炉停止後約17ヶ月の使用済燃料

（出力約5.0kW）は、空気雰囲気中の自然対流冷却では、約12時間で発火すること、また、ラッ

ク入り口流量は、燃料温度上昇とともに低減し、発火後は、顕著に流れが停滞（振動）すること

が分かった。また、OECD/SFP計画の一環として、企画されたベンチマーク解析に参加し、良好

な結果を得ると共に、これによりMELCORコードの検証を行うことができた。さらに、詳細CFD

モデルを作成し、非発火試験を対象に試験解析を行い良好な結果を得、燃料集合体内のスペーサ

の影響などの詳細な熱流動を解析できることを確認した。 

これまでに整備した解析手法を用いて東京電力福島第一原子力発電所事故の4号機の使用済燃

料プール冷却材喪失事故の予測解析を実施し、燃料の状態及び水素発生要因などの東京電力福島第

一原子力発電所事故の分析を行い、原子力安全・保安院を支援した。（計画外） 

 

5) デブリ冷却挙動に関する評価検討  

溶融燃料—コンクリート相互作用解析コードCOCOのコンクリート内熱伝導計算部を簡略化

し、差分メッシュを設けるのではなく、CO2放出などの相変化点の位置の変化に関する常微分方

程式を導入することにより計算時間を約1/50に短縮することができた。 

また、圧力容器内デブリ保持の研究で有効性が確認された成層流用乱流モデル（ANKモデル及

びMD-Smagorinskyモデル）をCFDコードに組み込み、コアキャッチャーで予想されるレイリー

数に相当する自然循環熱伝達実験の結果と比較して妥当性を確認した。この手法を用いて

ESBWR、EU-ABWR用に検討されているコアキャッチャーの伝熱流動解析を行い、熱流束分布

等の伝熱特性を把握した。 
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② 環境影響関連 

○ リ ス ク 情 報 （ レ ベ ル

2PSA 及 び レ ベ ル

3PSA）を活用した安全

規制の高度化を支援す

るために、地震に係るレ

ベル２PSA 手法及びレ

ベル 3PSA 手法等の必

要な手法、モデル及びデ

ータの整備を行う。 

○ 平常時及び事故時の被

ばく解析手法の整備、廃

炉の被ばく評価手法の

高度化、放射線防護等に

係る調査等を行う。 

ブリ保持手法について、伝熱流動解析によりデ

ブリの冷却性を評価する手法を検討する。 

6) 現実的格納容器ソースタームに係る検討 

SA晩期の現実的格納容器ソースタームに係

る評価を行うために、以下を行う。 

ガス状ヨウ素再放出に関する解析手法を確立

するために、既往のガス状ヨウ素放出試験等の

データを用いて、MELCORコードのFP化学モ

デルに使用する化学反応式を取捨選択する。 

また、MELCORコードにより加圧水型原子炉

(PWR)の実機解析を行い、シビアアクシデント

総合解析コードMAAPの解析結果とソースター

ムを詳細比較し、熱水力的モデルとFPモデルの

相違によるソースタームへの影響を調べる。 

さらに、OECDの事故後の格納容器内ヨウ素

挙動に関する国際協力プロジェクトBIP2計画に

参加して、既往のヨウ素挙動試験データを補完

し、MELCORコードのモデル構築に活用する。

7) 過剰水素処理検討 

SA晩期の格納容器内過剰水素処理に関して

（１）代表的なシビアアクシデント条件下にお

ける性能試験（２）触媒性能試験（３）放射線

の影響試験（４）自然循環解析と実炉の水素処

理性能評価及び（５）自然循環ループと反応炉

の製作を行う。 

      8) 東京電力㈱福島第一原子力発電所事故に係る

調査と分析・評価 

     東京電力㈱福島第一原子力発電所事故時の事

故進展挙動解析手法を整備し、これを用いて事

故進展挙動を評価する。また、事故の詳細分析

結果を基に、規制教訓を抽出して、規制へ反映

すべき事項を検討する。 

 

 

 

 

 

 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 

レベル2PSAの結果から明らかとなった主要

事故シーケンスを対象にして、引き続き、国内

プラントの地震時のレベル3PSAを実施し、急

性死亡及び晩発性がん死亡のリスクの距離別評

価対象範囲の取扱い、リスクドミナントな事故

シーケンスの特徴を整理する。 

2) レベル2地震PSAの解析 

 

 

6) 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に含まれるヨウ素反応につ

いて、既往のガス状ヨウ素放出試験を解析し、評価にほとんど影響しない反応式を選別した。試

験毎に変更すべきパラメータと共有すべきパラメータを精査した結果、解析結果の再現性が向上

した。ヨウ素モデルにおいてpHを算出する際に、電荷保存に不具合があることが判明したことか

ら、今後修正する必要がある。 

また、MELCORコードにより加圧水型原子炉(PWR)の実機解析を行い、シビアアクシデント総

合解析コードMAAPの解析結果とソースタームを詳細比較し、熱水力的モデルとFPモデルの相違

によるソースタームへの影響を調べた。下部ヘッドの破損モデルに関するパラメータの感度解析

を実施し、溶融燃料がキャビティに放出される挙動を評価した。また、MCCI反応に関するパラメ

ータの感度解析を実施し、キャビティのコンクリート侵食量を評価した。上記の感度解析の結果、

格納容器に放出されるデブリ量、MCCI反応によるコンクリート侵食量が変化した場合でも、格納

容器スプレイ等のAMが動作すれば、格納容器内ソースタームは抑制されることを確認した。 

さらに、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BIP2計画で実施さ

れたヨウ素試験結果を取得した。 

 

7) 過剰水素処理検討 

アンモニア合成触媒のRu量を増やすことで対水蒸気性が向上した。さらに、触媒の促進剤とし

て添加するCs量を調整することで、水蒸気が含まれるSA環境下での触媒性能が向上した。また、

雰囲気の水素/窒素比が変化した場合のアンモニア合成速度を評価し、解析モデルの整備に必要な

基礎データを取得した。触媒の被毒による性能劣化を評価するため、放射線環境下での予備検討を

行った。加えて、実炉における処理速度の予備評価、及び本装置が自然循環による静的機器として

動作することを確認するための、自然循環ループと反応炉を製作した。 

    8) 東京電力福島第一原子力発電所事故に係る調査と分析・評価 

東京電力福島第一原子力発電所事故時の事故進展挙動解析手法を整備し、これを用いて、事故

初期の事象進展解析、燃料プールの冷却材喪失解析、原子炉建屋内の水素混合挙動解析、原子炉

建屋内の水素爆発解析、使用済み燃料プールの臨界解析、緊急安全対策のPSA有効性評価を行っ

た。（計画外）また、事故の詳細分析結果を基に、規制教訓を抽出して、規制へ反映すべき事項を

検討した。（事象進展解析や水素爆発解析等、これらの成果は、不確定の大きい東電情報を基に、

より精度の高い予測解析を行い東京電力福島第一原子力発電所事故の分析に大きく貢献した） 

東京電力福島第一原子力発電所 1 号機から 3 号機の事故進展解析モデルを整備では、サプレッ

ションプールの温度成層化を考慮したモデルを整備したことにより、RCIC 長期動作時の D/W 圧

力挙動が実測値と整合するようになった。また、2 号機ではトーラス室での海水浸水による除熱

を考慮することで D/W 圧力挙動が実測値とよく一致した。 

 

 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 

東京電力福島第一原子力発電所事故時では、同一サイト内の多数基での事故が発生した。このた

め、国内のプラントについて、多数基の事故シーケンス（重畳事象）の組合せを仮定したレベル

3PSAを実施し、サイト内の基数の影響、気象条件の違いによる影響を把握した。 

 

 

 

2) レベル2地震PSAの解析 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

 レベル１／２／３インターフェイスの改良を

行い、レビュー作業の効率化を図る。地震時の

アクシデントマネジメントの感度解析を実施す

る。残余リスクのレビューに係る新知見があれ

ば、必要な追加事故シーケンスの解析及び格納

容器イベントツリの分岐確率を検討し、レベル

2PSA評価手法の高度化を推進する。 

 

 

 

   3) 東京電力㈱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 

     １号炉～3号炉に係る事故シナリオの調査と

分析結果（「福島第１原子力発電所のシビアアク

シデント事故に係る調査と分析(その１)－事故

シナリオの調査と分析－」作業成果を活用）及

び環境調査の結果を基に、環境への影響評価を

行い、プラントごとの環境への影響の寄与を特

定する。 

 

b) 被ばく解析手法の整備等 

1) 再処理施設被ばく線量評価コードの改良 

新知見（ICRP Publ.68 の改訂等）及び

NCRP No.164 に対応した内部被ばく線量評

価の不確実さの整理・検討等を行い、再処理施

設被ばく線量評価コードシステムを整備し、ク

ロスチェック解析に備える。 

ま た 、 日 本 人 集 団 を 対 象 に 整 備 し た

MACCS2-JFコードについて、通常の本体計

算、その不確実さ解析及び複数放出源解析を

GUIによるインターフェースからEXCEL利用

の入出力設定に変更して検証解析を行い、事故

時の環境影響（早期、長期の被ばく線量、健康

影響等のリスク）を解析する確率論的環境影響

解析に備える。 

2) 被ばく評価手法の整備 

学会標準に示された風洞実験に代わる有効放

出高さ評価の数値計算モデルを整備する 

また、事故トラブル時の放射性物質挙動及び被

ばく評価のために、翌年度と合わせて、解析モ

デルを検討する。本年度は、施設の体系モデル

及び放出源の解析モデルについて検討を行う。

 

 

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物質評価手法の

保安院内規化支援を引き続き行うとともに、原

東京電力福島第一原子力発電所事故時を踏まえて、レベル１／２／３インターフェイスの改良に

係る作業に代えて、下記の作業を実施した。まず、従来整備してきたソースタームデータベースと

福島事故の実機挙動を模擬したソースターム解析から得られた結果を比較した。その結果、同程度

か、データベースの方が厳しめの結果が得られた。この結果から、本データベースは残余のリスク

評価レビューに使用することができると考えられる。アクシデントマネジメントの感度解析とし

て、BWR-4及びBWR5の原子炉施設を対象にして、電源喪失時の原子炉への代替注水量の感度解

析、使用済み燃料プールへの注水が無い場合及び漏えいがある場合などの解析を実施して、福島事

故での影響評価に活用した。また、緊急対策の電源車による電源復旧による格納容器機能喪失頻度

への低減効果を検討した。電源喪失の炉心損傷割合に比例するため、BWR-4では約2割の低減効

果があったが、BWR-5では効果が少ない結果になった。 

   3) 東京電力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 

東京電力福島第一原子力発電所周辺のモニタリング測定値を調査し、特徴をまとめた。また、「東

京電力福島第一原子力発電所事故に係る調査と分析・評価」結果である1号炉～3号炉の事故シナ

リオ及び環境への放出割合を用いて環境影響解析を行い、モニタリング測定値と比較することで、

プラントごとの環境へ影響の寄与を特定した。 

 

 

 

 

 

b) 被ばく解析手法の整備等 

1) 再処理施設被ばく線量評価コードの改良 

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、被ばく解析手法の整備等業務のうち、再処

理施設被ばく線量評価コードの改良は予算を他の事業へ組み替えたため、次年度以降へ繰り延べ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 被ばく評価手法の整備 

東京電力福島第一原子力発電所事故及び震災の影響等により、原子力学会において学会標準の

検討に遅れが出たため、有効放出高さ評価の数値計算モデルの整備は、当初計画を見直し、作業

を延期した。また、事故トラブル時の被ばく解析モデルの整備は、東京電力福島第一原子力発電

所事故の教訓を反映する必要があるため、当初計画を見直し、東京電力福島第一原子力発電所事

故の成果が出揃った段階まで、作業を一旦中止した。なお、これら作業の当初計画の見直しによ

る影響はない。また、本作業に予定していたマンパワーは、緊急かつ優先度の高い東京電力福島

第一原子力発電所事故対応のための被ばく解析に投入し、その成果は機構のホームページで公開

した。 

3) 中央制御室居住性評価手法の整備 

東京電力福島第一原子力発電所事故及び震災の影響により、当初計画を見直した。平成23年度

は、東京電力福島第一原子力発電所事故における中央制御室の居住性問題を検討し、東京電力福
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子力安全・保安院内規に則った中央制御室居住

性に係る有毒物質評価コードを整備する。 

   4) 事故時の海洋影響評価手法の調査 

     東京電力㈱福島第一原子力発電所事故で海洋

に放出された核種の測定情報及び海洋への放射

性物質の放出経路を整理するとともに、国外に

おける海洋影響に対する規制の取組み及び国内

外における事故時の海洋影響評価手法を調査す

る。 

 

島第一原子力発電所事故の教訓を反映するために、中央制御室居住性に係る原子力安全・保安院

内規の基となる評価ガイドラインの見直しを原子力安全･保安院に提言した。 

4) 事故時の海洋影響評価手法の調査 

     東京電力福島第一原子力発電所事故で海洋に放出された核種の測定情報及び海洋への放射性物

質の放出経路を調査し、東京電力福島第一原子力発電所事故における海洋影響を把握した。また、

国外における海洋影響に対する規制の取組み及び国内外における事故時の海洋影響評価手法（海

洋への放出及び拡散の評価手法）を調査し、規制への取組み状況及び評価手法の開発状況を把握

した。 

 

 

（５）その他 

① 基礎・基盤研究 

原子力安全の確保を図る

ために必要な技術課題の解

決のために有効な原子力以

外の技術分野の知見の活用

を図る。 

 

（５）その他 

① 基礎・基盤研究 

以下の分野について、原子力安全規制上の課題を

抽出し、従来の原子力安全分野に囚われない横断的

な取組をとおして解決に向けた基礎・基盤的知見を

取得する。 

a) もんじゅ構造をモデルとした研究等 

高温溶融ナトリウムと配管・構造体の界面にお

ける金属構造材料の環境劣化挙動や、炉心溶融時

に形成されるナトリウムとプルトニウム燃料の反

応生成物の冷却性能等について基礎的データを取

得する。さらに原子力安全解析コードの検証と信

頼性の向上に資する可視化手段を提供する。 

b) 原子力の社会科学的研究 

原子力に関する法制度の課題の法工学的観点か

らの検討や、原子力発電所をモデルとした安全規

制影響評価の手法の提供等を行う。さらに自然災

害事例の蓄積を受けて原子力事故時の災害情報の

効果的伝達方法の検討等を行う。 

 

（５）その他 

① 基礎・基盤研究 

原子力安全規制基盤強化に結びつく7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。研究報告書は国会図書館、

JNES原子力ライブラリに納入し、併せて研究成果をJNESホームページに掲載して広く周知を図っ

た。 

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（いずれも平成 23 年度完了）を実施した。 

 

 

 

 

b) 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（いずれも平成23年度完了）を

実施した。 

４－Ｄ 防護対策分野 ４－Ｄ 防護対策分野 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 核物質防護検査を的確に

行うため、検査マニュア

ルの継続的な見直し・充

実を行う。 

② 枢要区域検討結果の妥当

性を確認する。 

③ 国が行う設計基礎脅威の

見直しに関する支援を行

う。 

 

（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 原子力安全・保安院が行う核物質防護検査制度の充

実と運用の高度化に向けた検討に資するために、海

外規制情報等の調査・分析結果の提供等の技術支援

を行う。 

② 原子力安全・保安院が行う枢要区域選定に係る検討

に資するために、原子炉施設等における防護すべき

重要設備選定等の技術支援を行う。 

③ 原子力安全・保安院が行う IAEA 核セキュリティ文

書と国内の関係規定類との整合性確保に係る検討

について、技術支援を行う。 

④ 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、海外規制動向やテロ事案等の調

査・分析結果の提供等の技術支援を行う。 

 

（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、防護訓練等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 原子力安全・保安院が行う枢要区域選定に係る検討に資するために、妨害破壊行為の対象となる重要

設備の配置上の影響を検討した。 

 

③ 前年度に公表されたIAEA核セキュリティ文書と国内の関係規定類との整合性を確保するために原子

力安全・保安院が行う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。 

 

⑤ 東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた実用炉規則改正の検討に資するために、原子力発電所
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設備の防護対策要求に係る評価・分析結果を提出した。（計画外） 

 

⑥ 東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた実用炉規則改正に伴う審査として原子力・安全保安院

が行う原子力発電所の防護対策の強化に係る審査手引きを策定中。（計画外） 

（２）技術ガイドの整備・充実 

原子力安全・保安院の審

査・検査に用いられる枢要

区域設定ガイドライン等の

技術ガイドラインの整備を

支援する。 

 

（２）技術ガイドの整備・充実 

① 原子力安全・保安院が核物質防護審査・検査に活

用する技術ガイド等の整備に向けて原子力安全・保

安院を技術支援する。 

 

② 原子力安全・保安院と連携して、原子力機構の核

不拡散・核セキュリティ総合支援センターを通じた

核セキュリティ分野の人材育成等の支援活動をす

る。 

 

（２）技術ガイドの整備・充実 

① 原子力安全・保安院が核物質防護審査・検査に活用する技術ガイド等の整備に必要な技術情報の知見

を蓄積するとともに、重要設備選定の確認に関する調査・分析結果を提出した。 

 

 

② 原子力機構の核不拡散・核セキュリティ総合支援センターが実施している核セキュリティに関する研

修会の研修教材の作成及び講義を通じて、我が国が行っているアジア諸国の人材育成を支援した。 

 

（３）情報の収集・整理・分析・

評価 

（１）（２）の業務に活用

するため国内外における規

制動向、テロ情報及び防護

対策関連技術に関する情報

の収集・整理・分析・評価

を行う。 

（３）情報の収集・整理・分析・評価 

原子力安全・保安院が行う核物質防護審査・検査の技

術支援として以下の調査等を行う。 

① 海外規制動向、国内外テロ事案の調査 

② 原子炉施設等が妨害破壊行為を受けた場合の影響

評価調査 

③ 侵入遅延対策等の防護技術に関する調査 

④ IAEA 核セキュリティ文書の翻訳版の整備 

また、以下の国際協力を通じて、情報の収集・整理・

分析・評価に努める。 

⑤ 核物質防護に係る日米等の技術情報交換会合 

⑥ IAEA 核セキュリティ文書の整備作業への参画 

 

（３）情報の収集・整理・分析・評価 

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・保安院へ提出した。 

① 海外規制動向、国内外テロ事案 

② 妨害破壊行為の対象となる重要設備の配置上の影響検討 

 

③ 侵入検知及び出入管理等の防護システムに関する技術 

④ 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。 

⑤ 核物質防護に係る日米等の技術情報交換 

⑥ IAEA核セキュリティ文書の整備作業への参画 

なお、安全研究業務の実施に

当たっては、公的研究費の不合

理な重複及び過度の集中の排

除並びに不正経理及び不正受

給の防止対策を強化する観点

から、総合科学技術会議が示し

た「公的研究費の不正使用等の

防止に関する取組について」

（共通的な指針）（平成 18 年

８月）等に沿った取組を行うこ

とにより、業務の適正な運営を

図るとともに、高経年化対策業

 

安全研究業務の実施に当たっては、公的研究費の不合

理な重複及び過度の集中の排除並びに不正経理及び不正

受給の防止対策を強化する観点から、総合科学技術会議

が示した「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組

について」（共通的な指針）（平成18年８月）等に沿った

取組を行うことにより、業務の適正な運営を図る。 

高経年化対策業務、廃棄物関連業務等、原子力を巡る

情勢を踏まえた喫緊の課題に重点化する。その他業務に

ついては、廃止を含めた積極的な見直しを行い、前年度

と比較し経費縮減を図る。 

 

 

 東京電力福島第一原子力発電所での事故を踏まえた優先度の見直しの観点から、必ずしも緊急性が高く

ないと考えられる研究開発段階炉の高性能炉心に向けた燃料技術、地層処分の規制要件の検討等の研究項

目など9つのプロジェクトについて平成23年度の実施を凍結し、また、東京電力福島第一原子力発電所４

号機の事故状況に鑑みて、同号機から試験体として提供を受ける予定であった高経年化対策に関する1件の

プロジェクトを中止するとともに、新たな規制ニーズへの資源展開による修正として、東京電力福島第一

原子力発電所事故を踏まえて緊急に１年で実施する７件の研究プロジェクト及び新たに取り組むべき課題

に対処するために実施すべき１５件の研究プロジェクトを立ち上げるなど、計画の 適化を図った。 

 また、研究開発段階炉に関する安全研究計画については、新たに策定される原子力政策大綱を踏まえ、

平成24年度中の実施も含めて再設計を行うこととした。加えて、安全研究テーマの抽出を行うための基

礎・基盤研究については平成23年度で廃止した。 

 さらに、平成24年度からは、企画部・安全研究担当に安全研究実施の5部門（検査評価部、緊急事態対
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務、廃棄物関連業務等、原子力

を巡る情勢を踏まえた喫緊の

課題に重点化する。その他業務

については、廃止を含めた積極

的な見直しを行い、経費の縮減

を図る。なお、提案公募型調査

研究は廃止する。 

また、安全情報業務の実施に

当たっては、収集情報を精査し

た上で、より重要度の高いもの

に重点化するとともに、安全情

報データベースの体系を見直

し、データ入力コストを削減す

ること等により、業務の効率化

に務める。 

 

 

 

 

 

 

 また、安全情報業務の実施に当たっては、民間データ

の活用や情報の絞込み等、収集情報を精査した上で、よ

り重要度の高いものに重点化するとともに、既存の安全

情報データベースの体系を見直し、データ入力コストを

削減すること等により、前年度と比較し効率化に努める。

 

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）へ新たに配置した企画戦略役及び企

画部次長を加えた新体制で、組織横断的及び分野横断的に安全研究の運営を実施していくこととしている。

企画戦略役は、プロジェクトの進捗状況、外的条件の変化及び遂行上の課題を常に確認し、研究成果目標

の確実な達成及び研究成果の安全規制への反映へ向けて研究担当を適切にサポートする。 

 

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24年度の登録作業予算を前年度比で約40%減と

した。また、既存のデータベースを機構内のポータルサイトで閲覧可能にするなど、データベースへのア

クセスを容易にし、利便性を向上させた。 

 

５．国際業務、広報業務 ５．国際業務、広報業務 ５．国際業務、広報業務 ５．国際業務、広報業務 

原子力の安全確保に関す

る情報は国境を越えて共有

されるべきものであり、ま

た、原子力災害は国境を越え

て拡がるおそれがあること

から、国際的な協力を行うこ

とは重要な課題である。この

ため、多国間の条約や情報交

換の枠組みに参加するとと

もに、二国間協力等により、

情報交換、研究協力、研修協

力等を進めることが必要で

ある。 

機構は、海外の原子力安全

に係る情報を収集、整理、蓄

積するとともに、原子力安

全・保安院と協力して、多国

間、二国間の国際協力に関す

る業務を実施する。 

また、原子力の安全確保に

関する国民の信頼を回復す

るために、安全規制行政の透

明性を高めることも重要な

課題であり、機構は、安全規

制に関するわかりやすい情

報提供を行う。 

 

（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

を行う。 

 

 

 

 

 

② 二国間・多国間の協力枠

組に基づく各種活動を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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（４－A(3)、

４－B(6)参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 我が国の原子力安全に係る情報の提供 

我が国における運転状況、事故・故障情報、規

制動向等の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する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

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。 

Eurosafe Forum（平成 23 年 11 月、パリ）に参加し、東京電力福島第一原子力発電所事故へ

の機構の対応について基調講演を行い、また同事故に関するセッションで議長を務めるとともに、欧

州技術安全機関ネットワーク（ETSON）関係者との交流により、安全研究ニーズ等に関する情報収

集、人的ネットワークの構築に努めた。 

RIC 会議（平成 24 年 3 月、ワシントン DC）に参加し、津波、ポスト福島研究についての発表、

個別セッションに参加しての事故の影響解析等の情報収集のほか、NRC 幹部との情報交換や各国参

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 

○ 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プレス文すべての英語版を

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。 

○ 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。 

○原子力安全・保安院の東京電力福島第一原子力発電所事故関連の海外プレス対応や IAEA、

OECD/NEA への事故報告に当たり支援したほか、中国、韓国、台湾、シンガポールをはじめ各

国における事故状況等の説明会や会議に参加し情報提供を行った。 

   ○ SMiRT-21（平成 23 年 11 月）にプログラムされたワークショップ２件について（(i) Report 

of 1st Kashiwazaki International Symposium on Seismic Safety of Nuclear Installations, 

(ii) The 2011 Off the Pacific coast of Tohoku Earthquake / Tsunami）主導的に準備・
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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 

米、英、仏、瑞、中、韓の各国規制当局と原

子力安全・保安院との規制情報交換会合（年間

各1回程度開催）の企画、運営、実施（関連資料、

報告書作成等）に関して原子力安全・保安院を

支援するとともに、原子力安全・保安院の要請

に応じて会合に出席する。また、定期会合以外

に適宜行われる情報交換、専門家交流に関し、

同様に原子力安全・保安院への協力を行う。 

 

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（米・中・仏・

韓・台・独・越）との協力取り決めに基づく活

動に関して、企画、運営し、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

行うとともに、必要に応じて、長期及び短期の

専門家交流、共同プロジェクト等を企画・実施

する。また、機構における業務遂行上必要が生

じた場合には、新規協力チャンネルを開拓する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加するとともに、機構の活動に関する情報を海外に発信した。 

 

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４回日中韓上級規制者会合及び第 6 回日中韓原子力安全情報交換会合（平成 23 年１１月、

東京）に参加するとともに、その開催にあたり原子力安全・保安院を支援した。 

 ○ NRC（米国）との東京電力福島第一原子力発電所事故に関連した協力等について情報交換会合

（平成 23 年 12 月）にて原子力安全・保安院を支援した。 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

○ IRSN（仏）とは、火災防護、過酷事故に関する情報交換会合（平成23年10月、カダラッシ

ュ）を行った。 

○ GRS（独）とは、過酷事故に関する情報交換会合（平成23年10月、ケルン）を行った。 

○ NSC（中国）とは第6回情報交換会合（平成23年12月、東京）を実施し、東京電力福島第一

原子力発電所事故後の発電用原子炉設備の安全性に関する総合評価の概要、放射性廃棄物の処

分、格納容器の耐震設計、原子力発電所における地震/津波影響の複合事象の検討等について情

報交換を行った。 

○ NuSTA（台湾）とは、第８回技術情報交換会合（平成23年８月、東京）を実施し、東京電

力福島第一原子力発電所事故の経緯や被災状況及びその対策等について意見交換するとともに、

東日本大震災に伴う津波により被災した東北電力・女川原子力発電所の視察を行った。 

また、台湾の龍門原子力発電所（ABWR 2 基）建設時に行う規制検査について、検査交流の

一環として現地検査への助言と情報交換のため、平成 23 年 10 月に機構職員を現地に派遣した。

○ KINS（韓国）とは、4月に来日したユン院長と震災等に関する意見交換を実施した。また韓

国政府の要請を受け、平成23年5月から８月までKINSより専門家１名の駐在を機構にて受け入

れるとともに、同4月及び７月に保安院での日韓政府会合へ参加し、保安院を支援した。 

KINSとの専門家会合として、平成23年11月にデジタルI&C（計装制御）の専門家会合及び同

12月に廃棄物及び廃止措置の専門家会合を機構にて実施した。また検査交流の一環として、建

設中の新月城原子力発電所１，２号機での平成23年１０月実施の使用前検査を中心とした品質

保証に係わる検査交流に機構から職員を派遣した。 

○ NRC（米国）とは平成 23 年 11 月-12 月、東京にて東京電力福島第一原子力発電所事故関連

の情報交換を行った。更に、平成 24 年 3 月、ワシントンにて幹部との情報交換を行うとともに、

耐震安全評価技術に関する情報交換実施取決め（JNES-NRC 間、平成 22 年 11 月改定継続）

に基づく耐震安全情報の交換を実施中で耐震安全情報交換会では、耐震安全研究の 新情報、耐

震試験情報、及び耐震規制情報に関し意見交換を行った。本取決めでは、従来から機器試験のデ

ータ、新潟県中越沖地震に関する地震動評価の情報等の提供を行ってきており、NRC 側は機構か

らの一連の耐力試験データを基に確率論的耐震安全評価の見直し等を実施し報告書（NUREG）

等を作成している。また、NRC への派遣１名を継続し、米国の原子力発電所における検査実務の

把握に努めた。 
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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 

○ 原子力安全・保安院の IAEA 会合等への対

応に関して原子力安全・保安院に協力すると

ともに、機構の事業上の重要性に応じ、IAEA

が主催する会議、委員会、WG、ワークショ

ップ(WS)、セミナー等に機構職員を委員又は

参加者として派遣する。また、必要に応じて、

専門家の受入れ、会議、WS 等の開催を引き

受ける。さらに、IAEA 会合で報告される東

京電力㈱福島第一原子力発電所事故に関する

政府報告書の翻訳にあたり、原子力安全・保

安院を支援する。 

○ IAEA との関係を強化するため、IAEA に機

構職員を派遣し積極的に国際活動を行う。 

○ IAEA の安全基準をわが国で活用するため

に、わが国を代表して翻訳権を取得したので、

国内の他機関及び機構での翻訳作業を管理す

る。 

○  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、原子力安全・保安院

と協力して運営委員会等で活動するととも

に、必要に応じて WS 等に専門家派遣等を行

う。EBP-Asia の活動のうちアジア原子力安

全ネットワーク(ANSN)に関しては、ANSN

日本ハブセンターを運営するとともに、

IAEA に協力して ANSN の普及に努める。ま

た、IAEA 国際耐震安全センター(ISSC)に対

し、機構職員を引き続き派遣し、耐震安全性

評価の高度化に係わる新規研究開発項目を提

案、実施する。 

また、IAEA との連携を強化し国内の耐震

知見・評価手法を IAEA 文書に反映させるべ

く、IAEA 国際耐震安全センター(ISSC)の新

規耐震 EBP を IAEA 及び NRC 等関係機関と

ともに展開する。特に地震動・耐震裕度、津

波、地震情報伝達の分野に注力する。 

○ IAEA が 東 京 で 開 催 し た 技 術 支 援 機 関

(TSO)会議の結果を踏まえ、技術支援機関の

更なる国際協力を推進する。 

2) OECD/NEAの活動に係る業務 

原子力安全・保安院のOECD/NEA会合等への

○ 平成２３年 11 月の SMiRT-21 では、NUPEC 時代を含む当初からの JNES-NRC 協力経緯・

成果を 2 編の論文にまとめて NRC から報告されたが、本論文では当機構との情報交換が NRC

側から非常に高く評価された内容であった。 

 

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  

原子力安全に関するIAEA閣僚会議（平成23年6月、ウィーン）及びIAEA総会（平成23年9月、

ウィーン）における東京電力福島第一原子力発電所事故に関する日本国政府の報告に際し、報告書

の作成、翻訳等で原子力安全・保安院を支援した。また、平成23年５月-6月、IAEAの東京電力福

島第一原子力発電所事故に関する国際専門家調査団訪日、平成24年1月、IAEAのストレステスト

レビューミッション訪日への対応において原子力安全・保安院を支援した。また、IAEAのストレス

テスト評価プログラム会合（平成23年8月、9月、ウィーン、他）に出席し、ストレステストに係

る安全裕度評価の実施方法の検討を行った。 

上記のほか、IAEAの定常業務として、委員等の派遣等を行った。 

○ IAEA安全基準の 上位委員会(CSS)に出席し（平成23年5月、10月、平成24年3月、ウィー

ン）、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13回、第14回運営委員会に出席した（平成23年5月、ウィーン、

1１月、デジョン）。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4回、第5回定例会合（平成23年５月、ウィーン、11月、

デジョン）で議長を務めた。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。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に参加した（平

成23年９月、ウィーン）。 

○ IAEAが東京で開催した第2回技術支援機関(TSO)会議（平成22年1０月）の結果を踏まえ、新

たに設立される「TSOフォーラム」の準備会合（平成23年7月、平成24年1月、ウィーン）

に参加し共同議長を努めるとともに、活動方針、運営委員会（SC）の組織化についての議論に

参加した。 

○ 原子力新規導入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として設

立された規制協力フォーラム（RCF）に関し、平成2３年6月ヨルダン、平成2４年2月ヨルダ

ン及びベトナムへの協力について、各国が協議する国際会議がウィーンで開催され、機構から

も両国に対して行っている協力プログラムについて報告した。 

○ IAEA との関係を強化するため、IAEA 耐震安全センターに機構職員１名を引き続き派遣する

とともに、新規導入国規制支援部門に機構職員を新たに 1 名派遣した。 

○ IAEA 耐震安全センター（ISSC）の EBP の活動として、次の(i)から(v)に示す機構の研究成果

を IAEA Safety Report に盛り込むことを提案し承認された。：(i)地震動評価・耐震裕度、(ii)

地震 PSA、(iii)免震、(iv)津波評価、(v)地震情報伝達。また、津波 WG 会合(仙台)及びリスク

コミュニケーションに関するワークショップ(柏崎)を、機構がホストとして開催し EBP に貢献

した。 

○ IAEA International GALL（IGALL）策定会議 

機器の経年劣化管理に関する教訓の国際標準化を目指して、平成22年度に引き続き各種の会合

（運営委員会、調整会議、機械WG、電気計装品WG、コンクリートWG）に参加し情報発信を

行った。 

 

2) OECD/NEA の活動に係る業務 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 近隣アジア諸国等に対す

る協力・支援（研修等）

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応に関して原子力安全・保安院に協力すると

と も に 、 機 構 の 事 業 上 の 重 要 性 に 応 じ 、

OECD/NEAが主催する会議、委員会、WG、タ

スク、WS、セミナー等に機構職員を委員又は参

加者として派遣するとともに、国際プロジェク

ト等への機構の参加を促進する。また、必要に

応じて、専門家の受入れ、会議、WS等の開催を

引き受ける。 

OECD/NEAが事務局となって進めている

MDEPに関し、技術的支援を行うとともに、運

営に協力し、原子力安全・保安院、原子力機構、

産業界等との協力が必要な場合には、機構はイ

ンターフェース体制の構築を図る。 

MDEPの技術運営委員会、各ワーキンググル

ープ会合、産業界との情報共有のためのカンフ

ァランス等に参加する。 

 

 

また、国内の事故・故障情報を国際規制機関

の情報共有データベースであるIRSやFINASに

報告、登録する。 

さらに、OECD/NEAのデータ交換プロジェ

クト（OPED：配管損傷データ、ICDE：共通要

因データ、Fire：火災データ）へデータを登録

するとともに大深度地震観測WSを推進する。 

3) その他多国間協力に関連する業務 

原子力規制者会議等、その他の国際機関に係

る原子力安全・保安院の活動に関し、調査、資

料作成等の支援を行う。 

 

 

③ 近隣アジア諸国等に対する協力・支援 

  近隣アジア諸国等に対する原子力安全基盤整備の

協力・支援のために専門の部署を設け、以下の研修、

規制制度構築支援等を推進する。 

a) 研修の実施 

近隣アジア諸国等に対し、以下の研修を実施す

る。なお、研修の効率化を図るため、教材の充実

を図るとともに、ANSN の活用や遠隔教育訓練シ

ステム等を活用する。また、研修の終了後は、ア

ンケート等による調査を行い、その効果を評価す

る。 

1) ベトナム等、新規原子力発電所建設を計画し

ている国の原子力安全規制機関を対象に、原

子力安全基盤の整備及び人材育成を目的とし

て、原子力安全規制に関する研修を実施する。

 

  平成2３年1１月、OECD/NEAによるストレステストに係わる技術専門家会合、国際セミナー

等の開催に際し保安院を支援した。 

  上記のほか、OECD/NEAの定常業務として、委員等の派遣を行った。 

○ OECD/NEAの運営委員会の副議長を務めるとともに、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)）に平成23年12月に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。 

○ 多国間設計評価プログラム(MDEP)において、技術運営委員会（平成 23 年 10 月、平成 24

年 2 月 、パリ）、ワーキンググループ（規格基準 WG： 平成 23 年 12 月、平成 24 年 3

月、ベンダーインスペクション WG：平成 23 年 12 月、デジタル I&C WG：平成 23 年 6

月、11 月、平成 24 年 2 月、いずれもパリ）にそれぞれ専門家を派遣するとともに副議長

を務める等その運営に協力した。 

○ 構造物健全性グループ（IAGE）下の耐震サブグループ及びコンクリートサブグループに耐信

関連情報の提供を続けている。本グループのタスクとして「大深度地震観測に関するワーク

ショップ」を機構から提案し第 1 回を平成２２年 11 月に柏崎で実施しているが、23 年度

には、その報告書を作成し OECD 事務局に提示した。近く OECD から発行される見込みで

ある。 

○ 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 3 件を報

告、登録した。 

【OPDE は名称を変更し、平成 23 年度からは原シ部主体で取り組んでいる。】 

 

 

 

 

 

3) その他多国間協力に関連する業務 

保安院の活動に係る支援業務としては、前記の第４回日中韓上級規制者会合及び第 6 回日中韓

原子力安全情報交換会合（平成 23 年 11 月、東京）のほかには該当するものはなかった。 

また、欧州の TSO で構成される欧州技術安全機関ネットワーク（ETSON）に準会員として加盟

し、原子力安全に係る専門知識の共有化の基盤を構築した。 

 

③ 近隣アジア諸国等に対する協力・支援 

   近隣アジア諸国等に対する原子力安全基盤整備の協力・支援のために専門の部署として、国際室に

新規導入国安全支援センターを設置し、以下の活動を推進した。 

a) 研修の実施 

１）ベトナムへの協力・支援 

ベトナム放射線・原子力安全規制庁（VARANS）との協力取決めに基づき、次のとおり研修を実施

した。 

・基礎研修 

 VARANS から若手職員を中心に 16 名を受入れ、平成 23 年 10 月から 10 週間、原子力発電規制

機関職員に求められる基礎的知識の研修（設置許可申請における安全評価、原子炉の基礎知識、原子炉

施設の概要、核燃料、核物質防護、事故・トラブル事例、耐震安全評価、津波安全評価等）を行った。

この間、原子力発電所、建設所の視察、原子炉圧力容器製造工場及び燃料加工工場の訪問、運転シミュ

レー他施設での研修、検査機関における非破壊検査研修、原子力安全研修センター等における研修等の

実地研修を行った。また、研修終了時に理解度を試すテストを実施するとともに、各人にアンケート及

びグループ面談を実施し、各講義への希望・問題点等を収集した。また筆記試験も実施し研修の成果を

評価した。帰国後、VARANS における幹部への研修報告を当方にも報告させた。これらを踏まえて、
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 相手国の要請に応じ、また状況に応じて、中

国、ベトナム等の原子力安全規制実務者を対

象に、規制技術の高度化に関する研修を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 規制制度の構築支援 

ベトナム等、新規原子力発電所建設を計画して

いる国の原子力安全規制機関を対象に、指針の制

定など規制制度の構築に当っての技術的支援を行

う。 

 

 

 

 

c) セミナー等の実施 

相手国とのニーズ調整結果に基づき原子力安全

規制関係者を対象にしたセミナー等を開催し、原

子力安全及び安全規制に関する時宜を得た知識を

提供するとともに、相手方参加機関や参加者との

交流を促進する。 

 

 

 

 

 

d) 北東アジア地域協力 

日本、中国、韓国 3 国による北東アジア地域協

今後の研修に向けて技術的にも更に優れた人材の選出、事前の語学研修の強化、事前学習の徹底、より

実際的な科目の重視、本邦においてのみ学べることに力点を置く等の方針を析出した。 

・インテンシブ研修 

 VARANS から中堅職員 3 名を受入れ、平成 23 年 12 月から１３週間にわたり、基礎研修と比べ

てより専門性の高い研修（線量評価、LOCA、レベル 1 PSA、レベル 2 PSA 及び人材開発プログラ

ム）を行った。この間、原子力発電所、原子力安全研修センター、経済産業研修所、運転シミュレータ

施設等を訪問して現地研修を行った。研修終了後、各人に個々の解析演習について報告書を作成させ、

関係した講師全員に対して発表会を行った。 

 

2）第２回アジア耐震研修 

ベトナムに加え、比較的近い将来に原子力発電の導入計画のあるインドネシア、ヨルダン、カザフ

スタン、マレーシア及びトルコの合計 6 カ国から 19 名の耐震関係の専門家を招聘し、平成 23 年

11 月-12 月、第２回アジア耐震研修を実施した。今回は平成 23 年 3 月の東京電力福島第一原子

力発電所事故後の開催であり、できる限りその知見を織り込んだ内容とした。また、地震のみならず、

津波についても取り上げ、シミュレーションも実施した。この間、根尾谷断層、野島断層、原子力発

電所等の視察、新潟工科大学における各種共同研究の発表等現場重視の研修を行った。研修後のアン

ケートによると、立地申請審査、耐震安全審査等の業務に直ぐに役立つ内容であるとして、全員から

概ね期待通り又は期待以上の回答が示されるとともに、今後の研修継続への要望も示された。 

  ３）中国への協力・支援 

   中国からは平成 23 年１０月に、震災のため中断した昨年度研修生１０名を含む合計 20 名の研修

生を受入れ、4 週間に亘り、東京電力福島第一原子力発電所事故の概要、日本の原子力発電所にお

ける規制検査に関する講義、PWR 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の実習を実施した。参加者にアンケートの結果、研修に対する

評価は、参加者全員が期待通り或いはそれ以上との高い評価であった。 

 

ｂ）規制制度の構築支援 

   １）指針策定支援 

    ベトナムにおいて策定中の原子力安全に係わる設計指針等の通達 4 件及び耐震等の技術基準 5 件

について、その技術的整合性等について助言し策定を支援した。 

２）審査業務習得への支援 

  VARANS の審査能力の向上を図るため、日本の ABWR 及び PWR 原子力発電所の設置許可申請

書を題材にして、記載内容、審査の要点等について、輪読会を平成 24 年 3 月、ハノイの VARANS

本部にて開催し、10 名が参加した。原子炉冷却系、格納容器、安全保護系を対象に解説した。 

 

ｃ）セミナー等の実施 

 台湾で検討が行われている中間貯蔵施設の関連で、台湾の規制機関及び TSO 等の関係者 約 80 名

が参加して、平成 23 年 9 月、台湾側からの要請により、台湾（永和市）において、使用済燃料の輸

送及び貯蔵ワークショップ」（第 3 回ワークショップ）に機構職員が講師として参加し、プレゼン及び

意見交換を行った。 

平成 23 年８月に中国・大連で、原子力安全規制関係者等を対象にした第 12 回日中原子力安全セミ

ナーを開催した。中国側より約 90 名参加の下、東京電力福島第一原子力発電所事故に関する各種の

評価等及び中国原子力発電所におけるストレステストの実施状況等について、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。 

平成 24 年 3 月に中国・北京で、原子力安全規制関係者等を対象にした被ばく評価研修を、約４0

名参加の下、実施した。 

d) 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」
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 国際条約等の義務の遂行

に係る活動を行う。 

力プロジェクトを実施し、原子力安全規制に関連

する技術協力、情報交換を行い相互の技術向上に

資する。 

 

e) 遠隔教育訓練システムの充実 

原子力発電新興国等のニーズ等を踏まえて内容

を充実させる。 

 

 

 

 

f) その他の原発新規導入国支援 

原子力発電新規導入国に係る原子力防災や核物

質防護について、原子力安全・保安院の要請に応

じてその支援を行う。 

 

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）に出席

し、各国の安全規制体制等に関するレビューに参

加する。また、東京電力㈱福島第一原子力発電所

事故に係る特別会合（平成２４年８月）に向けて、

報告書作成について原子力安全･保安院の要請に

応じてその支援を行う。 

b) 廃棄物等安全条約 

第 4 回条約検討会合の国別報告書提出（平成 23

年 10 月）に向けて、報告書作成、他国への質問

作成及び他国からの質問への回答作成について原

子力安全･保安院の要請に応じてその支援を行う。

c) 早期通報条約 

国の原子力防災訓練又は IAEA の国際通報訓練

に合わせ、IAEA 方式による海外への通報連絡訓練

に参加する。また、原子力安全・保安院の要請に

応じて関連国際会議等において情報収集するとと

もに通報体制等の整備に協力する。海外からの防

災訓練参加要請に関して、原子力安全・保安院を

支援する。 

 

(RCOP-2)について、平成 23 年 11 月今後の進め方について打合せを行った。 

 

 

 

e) 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に収納さ

れているテキストを改訂した。また、試験問題を追加し、オンラインだけでなくオフラインでの受験

及び回答に対する講評を可能とするシステムを構築し、ベトナムからの研修生の活用に供した。 

原子力新規導入国の研修生向けに、原子力安全規制及び原子力基礎講座の係る 22 教科について英

語版のビデオ教材を作成した。 

 

f) その他の原発新規導入国支援 

    第 1 回原子力人材育成国際会議（平成 24 年 2 月、バンコク）にて原発新規導入国等に対し、機

構が策定した原子力新規導入国向けの遠隔訓練システム及び研修プログラムを紹介し、原子力発電

新規導入国の参加者等と意見交換を行った。 

 

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、ウィーン）では、各国のレビューに参加するとともに、

各種情報の入手・提供で保安院を支援した。また、第５回条約検討会合の第１グループのラポータを

務めた。 

東京電力福島第一原子力発電所に係る特別会合（平成 24 年 8 月、ウィーン）に向けて、報告書

作成について保安院の要請に応じてその支援を行った。 

 

b) 廃棄物等安全条約 

保安院の要請に応じて、廃棄物等安全条約の第４回条約検討会合（平成 2４年５月、ウィーン）に

向けて、日本国報告書の作成及び提出、さらに他国の報告書への質問作成及び日本への質問対応に関

し、その英訳を含む技術支援を行った。 

 

c) 早期通報条約 

平成 23 年には国の原子力防災訓練が実施されなかったこと、また、IAEA 方式による海外への通報

連絡訓練への参加も行われなかったことから、これらに関する原子力安全・保安院からの要請は無く、

関連する支援業務は行わなかった。 

（２）広報業務 

機構の業務内容とその成

果や重要性についての理解

の増進に資するよう広報戦

略を見直すとともに適切な

広報手段を活用して、効率

的かつ効果的な広報活動を

推進する。 

（２）広報業務 

① 機構の情報提供をさらに高めるため、従前の実績を

評価し、新たな展開を図る。 

 

 

 

 

② ホームページの利用度等を検証し、原子力安全規制

課題、試験・研究等の成果等の広報の一層の充実を

（２）広報業務 

① 東京電力福島第一原子力発電所事故、機構の業務等に係ることで、メディアからの取材・問合せ、

一般の人からの意見・問合せに対して、機構内各部と連携して回答等を行い、機構業務等を理解し

てもらうことに努めたとともに、機構に対するニーズを把握した。これらの対応については、機構

内で、情報共有を図った。 

 

② JNESウェブサイトの全てのヒット数を把握できるようにしたほか、原子力ライブラリのウェブサイ

トをリニューアルし、アクセス性、検索システムの改善等を図った。今年度のホームページの利用

度は昨年度より４割程度増加しており、ホームページを利用した問合せ等も増加していることが分
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進める。 

 

 

 

 

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する。 

 

 

④ 原子力安全規制課題等について、機構が取り組んで

いる内容等をニュースレター、パンフレット、ビデ

オ等を発行することにより情報提供する。なお、適

宜、アンケート等を実施して、改定、改善、新規刊

行等に努める。 

 

⑤ 機構が進める原子力安全規制課題に関する報告会

等を行うことにより情報提供を進める。 

 

 

 

⑥ 原子力立地道府県市町村の行政機関を訪問して機

構の業務実績、業務計画等の説明を行うこと等によ

り情報提供を進める。その際、機構の業務実績、業

務計画等を纏めた資料を作成して提供する。 

 

⑦ 原子炉施設等における事故・故障、運転実績のデー

タをまとめた「原子炉施設運転管理年報」（和文/

英文版）や年報の概要版（英文）の作成、発行を行

う。 

 

かった。また、技術情報カテゴリーに「分野別成果報告書」を新たに設けるとともに、速報性をも

った報告書を掲載するカテゴリーを新たに設置した。（分野別成果報告書ではシビアアクシデントに

関する報告書を、速報性をもった報告書では東京電力福島第一原子力発電所事故の炉心の状態に関

する評価、車の整備士の外部被ばく線量評価の調査等を掲載） 

 

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。また、原子力ライブラリについては、２４年度中の入

館方式の廃止を検討するとともに、平成２４年７月からは毎週水曜日を休館日とし電子化の作業に

充てることとした。 

 

④ 事業活動年報を、原子力専門家を読者層にしていたものから、一般の原子力関係者を読者層にした

ものに改訂するとともに、英語版を創刊した。併せて、国際会議等に提供するため、英語版のCD版

も作成した。(一般の人にも分かりやすいものを作成できた。) また、機構内業務内容等の変更に合

わせて、「JNESパンフレット」を 新のものに改訂した。なお、ニュースレターについては、東京

電力福島第一原子力発電所事故の対応等の状況で発行を見合わせた。 

 

⑤ 「東京電力㈱福島第一原子力発電所事故に係るJNESの専門技術的活動報告」と題して、JNESが

東京電力福島第一原子力発電所事故に関して技術的に取組んだことを報告するシンポジウムを開催

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220名の参加があ

り、JNESの参加者138名と合わせて358名であった。 

 

⑥ 東京電力福島第一原子力発電所事故以降、メディアからの取材・問合せ及び一般の人からの意見・

問合せに対応したため、原子力立地道府県市町村の行政機関を訪問することは福井県内の自治体を

除いてできなかった。なお、自治体からの問い合わせ等については、電話、メール等により適宜対

応した。 

 

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2３年版（平成2２年度実績）運転管

理年報について編集を行い、機構として８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。 

 

⑧ 機構が取りまとめた安全研究計画（2010年度版）に対して、安全研究分野別に得られた成果と規

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、機構ホームページへの掲載を行った。 

 

Ⅳ．財務内容の改善に関する

事項 

１．業務の効率的な実施 

業務の効率的な実施によ

る費用の低減、その他の経営

努力により財務内容の改善

を図るため、運営費交付金を

充当して行う事業について

は「Ⅱ．業務運営の効率化に

関する事項」で定めた事項に

ついて配慮した中期計画の

Ⅲ 予算、収支計画及び資金計

画 

予算、収支計画及び資金計画は

以下の通り。 

１．予算（人件費の見積もりを

含む。）《別表１》 

 

 

２．収支計画《別表２》 

 

３．資金計画《別表３》 

Ⅲ 予算、収支計画及び資金計画 

予算、収支計画及び資金計画は以下の通り。 

１．予  算《別表１》 

２．収支計画《別表２》 

３．資金計画《別表３》 

 

Ⅲ 予算、収支計画及び資金計画 

予算、収支及び資金は以下の通り。 

１．予算《別表１》 

２．収支《別表２》 

３．資金《別表３》 

 

 



独立行政法人原子力安全基盤機構 平成 2３年度業務実績表 

84 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成２３年度計画 平 成 2３ 年 度 実 績 

予算を作成し、当該予算によ

る運営に努める。 

 

２．透明性の向上 

財務内容等の一層の透明

性を確保する観点から、決算

情報・セグメント情報の公表

の充実等を図るとともに、引

き続き、経理事務や財務諸表

の作成に外部の知見を積極

的に活用するよう努める。 

 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

１．短期借入金の限度額： ６，

７２７百万円 

２．想定される理由： 

運営費交付金の受入れ

の遅延、国の要請による緊

急事態への対応業務の発

生等に対応することを想

定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 重要な財産を譲渡し、又は

担保に供しようとする計画 

なし。 

Ⅵ 剰余金の使途 

剰余金が発生した場合には、

後年度負担に配慮しつつ、原子

力安全基盤の維持向上のため

以下の使途に使用。 

１．人材育成、能力開発 

２．原子力安全高度化のため

の先行的調査研究 

３．情報インフラの繰り上げ

更新 

４．短期期限付職員の新規採

用 

５．検査等業務 

  

 

Ⅴ．その他業務運営に関する

重要事項 

   

１．国の求めに応じ行う業

務 

１．国の求めに応じ行う業務 １．国の求めに応じ行う業務 １．国の求めに応じ行う業務 

  

国の行政機関から検査等

の要請があった場合、機構

は、業務に支障を生じない範

囲において、これに対応す

る。 

 

国の行政機関から求め

があった場合は、独立行政

法人原子力安全基盤機構

法第13条第1項及び第2

項の業務の遂行に支障の

ない範囲で適切な対応を

行う。 

国の行政機関から求めがあった場合は、機構法第 13

条第１項及び第２項の業務の遂行に支障のない範囲で

適切な対応を行う。 

 

２．経済産業大臣による要

求 

 ２．経済産業大臣による要求 ２．経済産業大臣による要求 

経済産業大臣から、独立行

政法人原子力安全基盤機構

法第16条第1項の規定に基

づき、エネルギーの利用に関

する原子力の安全の確保の

ため特に必要があり、同法第

経済産業大臣から、独立

行政法人原子力安全基盤

機構法第16条第1項の規

定に基づき、エネルギーの

利用に関する原子力の安

全の確保のため特に必要

経済産業大臣から、独立行政法人原子力安全基盤機構

法第 16 条第１項の規定に基づき、エネルギーの利用に

関する原子力の安全の確保のため特に必要があり、同法

第 13 条第１項第１号から第４号までに掲げる業務に関

し必要な措置をとるよう要求があったときは、必要な措

置を迅速かつ正確にとるよう努める。 
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13条第1項第1号から第4

号までに掲げる業務に関し

必要な措置をとるよう要求

があったときは、必要な措置

を迅速かつ正確にとるよう

努める。 

があり、同法第13条第1項

第1号から第4号までに掲

げる業務に関し必要な措

置をとるよう要求があっ

たときは、必要な措置を迅

速かつ正確にとるよう努

める。 

 Ⅷ その他経済産業省令で定め

られた記載事項（人事に関

する計画） 

１．人事に関する計画（人員及

び人件費の効率化に関する目

標を含む）。 

（１）方針 

中期目標に基づく新規業

務及び業務量の増加に対し

ては、既存業務の合理化を

図ることにより可能なかぎ

り配置転換による人員を充

てるとともに、外部人材の

積極的活用により、総事業

費に対して常勤職員の人件

費が占める割合の抑制に努

める。 

（２）人員に係る指標 

期末の常勤職員数は、期

初の計画数を上回らないも

のとする。 

 

（参考１） 

１）期初の常勤職員数 

２）期末の常勤職員数の

見込み 

・検査手数料収入等によ

り手当される職員につ

いては、業務の需要に応

じて必要人員の増減が

有り得る。 

 

（参考２）中期目標期間中の人

件費総額 

中期目標期間中の人件費

総額見込み ２４，８０８

百万円 

但し、上記の額は、役員

報酬、職員基本給、職員諸

手当、超過勤務手当、休職
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者給与等に相当する範囲の

費用である。また、検査手

数料収入等により手当てさ

れる職員の人件費の増減に

伴う変動が有り得る。 
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予算書（総括表） （別表1）

区分 合計 立地勘定 利用勘定 その他の勘定
収入

運営費交付金 21,641 15,303 5,037 1,299
施設整備費補助金 0 0 0 0
受託収入 0 0 0 0

うち国からの受託収入 0 0 0 0
うちその他からの受託収入 0 0 0 0

手数料収入 1,482 0 0 1,482
その他収入 0 0 0 0
繰越金 0 0 0 0

　　　　　計 23,123 15,303 5,037 2,781
支出

業務経費 20,882 13,938 4,397 2,547
施設整備費 0 0 0 0
受託経費 0 0 0 0
一般管理費 2,239 1,365 640 234

　　　　　計 23,123 15,303 5,037 2,781

※百万円未満切捨てのため、合計と一致しない場合がある。

（単位：百万円）

 
 
 
 
収支計画（総括表） （別表2）

区分 合計 立地勘定 利用勘定 その他の勘定
費用の部 23,123 15,303 5,037 2,781

経常費用 23,123 15,303 5,037 2,781
業務経費 20,882 13,938 4,397 2,547
一般管理費 2,239 1,365 640 234
受託経費 0 0 0 0
減価償却費 0 0 0 0

財務費用（利息） 0 0 0 0
臨時損失 0 0 0 0

収益の部 23,123 15,303 5,037 2,781
運営費交付金収益 21,641 15,303 5,037 1,299
受託収入 0 0 0 0
手数料収入 1,482 0 0 1,482
資産見返負債戻入 0 0 0 0
寄附金収益 0 0 0 0
臨時利益 0 0 0 0

純利益 0 0 0 0
目的積立金取崩額 0 0 0 0
総利益 0 0 0 0

※百万円未満切捨てのため、合計と一致しない場合がある。

（単位：百万円）
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資金計画（総括表） （別表3）

区分 合計 立地勘定 利用勘定 その他の勘定
資金支出 23,123 15,303 5,037 2,781

業務活動による支出 23,123 15,303 5,037 2,781
投資活動による支出 0 0 0 0
財務活動による支出 0 0 0 0
翌年度への繰越金 0 0 0 0

資金収入 23,123 15,303 5,037 2,781
業務活動による収入 23,123 15,303 5,037 2,781

運営費交付金 21,641 15,303 5,037 1,299
受託収入 0 0 0 0
手数料収入 1,482 0 0 1,482

投資活動による収入 0 0 0 0
施設費による収入 0 0 0 0
その他の収入 0 0 0 0

財務活動による収入 0 0 0 0
前年度よりの繰越金 0 0 0 0

※百万円未満切捨てのため、合計と一致しない場合がある。

（単位：百万円）
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補足１ 入札・契約に関する事項 

 
（参考１）契約に係る公表の基

準の整備及び実施状況 
１．契約に係る公表の基準としては、「契約の公表に関する事務取扱要領」に基づき、機構のホームページ

において毎月適切に公示している。 

   併せて、契約の基本となる次の規程及び要領を機構のホームページにおいて公表している。 

  ① 会計規程 

  ② 契約事務取扱要領 

  ③ 政府調達事務取扱要領 

  ④ 委託契約事務取扱要領 

  ⑤ 企画競争に関する契約事務取扱要領 

  ⑥ 総合評価落札方式に関する契約事務取扱要領 

   更に、入札心得、契約条項等のひな形及び契約書の記載例等についても機構のホームページにおい

て公表している。 

２．契約に係る規程類は、国の基準と合わせている。 

 

（参考２）契約に係る規程類の

整備・公表状況及び当該規程類

の適切性 

１．契約に係る規程類については、平成２３年度においては、平成１８年８月１日に制定された「契約の

公表に関する事務取扱要領」の一部の改正を行った。また、一般仕様書及び契約書の見直しを行った。 

(1)契約の公表に関する事務取扱要領の一部改正（平成２３年１２月９日改正） 

  （内容）独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針に基づき、機構として、役員等の再就職の公表

に関し、一定以上の職を経験した者が契約の相手方において役員、顧問等として再就職し、かつ機

構との取引高が総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めている場合には定める事項を公表す

ることとした。 

（2)賃貸借及び保守に関する契約書の一部を改正（平成２３年１２月２６日改正） 

(3)情報セキュリティの確保の観点から一般仕様書の一部を改正（平成２３年１２月２６日改正） 

（参考３）契約の適正実施確保

のための取組状況 
１．随意契約に係る契約相手先の選定及び契約に関する重要事項を審査する機関として、契約審査委員会

要領に基づき、今年度は７回開催し、委員会の承認を得て実施している。また、本委員会には、監事も

参加している。 

 

２．監事は、上記１．の契約審査委員会に出席するとともに、月次ごとの契約案件すべてについて報告を

受け、随意契約も含め、契約の妥当性についての確認を行っている。 

また、契約金額１,０００万円を超える契約締結に係る一連の決裁伺書について、重要文書として監事

等へ回付している。 

（参考４）平成２３年度に締結

した契約の状況 

 

 （単位：件、千円、％） 

  
平成 22 年度 平成 23 年度 

契約件数 契約金額 平均落札率 契約件数 契約金額 平均落札率 

競争入札  389  8,968,799    71.6% 311 5,444,503    77.1％ 

企画競争・公募  107  2,019,829

  

76 4,001,973 

  
随意契約  49    1,798,845 96 3,164,622 

合計  545   12,787,473 483 12,611,098 

随意契約の割合  9.0%  14.1% 19.9％ 25.1％ 
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東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故対応案件（３５件）並びに事務所移転関連案

件（１６件）により随意契約件数が大幅に増加した。しかし、これらの２要因案件を除くと随意契約件数

は４５件となり、前年度件数（４９件）より低減している。 

 

応札(応募)者 
一般競争入札 企画競争 公募 見積競争 合計 

22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 

二者以上  187 112  9 3  5 4  7 10  208 129  

一者  141 150  2 2  84 57  0 0  227 209  

合計  328  262  11 5  89 61  7 10  435 338  

一者の割合  43.0%  57.3% 18.2% 40% 94.4% 93.4% 0% 0% 52.2% 61.8% 

注：一般競争入札には、不落（２２年度：６１件、２３年度:４９件）は含まず 

 

○ 競争入札２６２件中、応札者が一者であった契約は１５０件（57.3％）。(22 年度：141 件,43%) 

○ 競争入札２６２件中、落札率が 95％以上の契約は ７０件（26.7％）。（22 年度：74 件,23%） 

○ 一者応札の件数比率は前年度から 14.3 ポイント増加している。 

  原子力関連企業が東京電力福島第一原子力発電所事故対応に重点化を図ったため、当機構の入札公告

への応募の意欲があっても対応が取れない等の理由から一者応札案件の比率が増加した。 

平成２０年度～平成２３年度に締結した契約の状況

（注）平成２０年度、平成２１年度実績は「平成２１年度における独立行政法人の契約状況について」（総務省行政管理局ＨＰ公表）
　　　平成２２年度実績は「平成２２年度における独立行政法人の契約状況について」（総務省行政管理局）による。
（注）「一般競争入札」には、不落随契約を含む。

（３６件） （１０７件）

企画競争・公募

企画競争・公募
８．０億円

競争性のない随意契約

金額１７．３億円（12.8%）
件数111件　　（16.4%）

２３．２億円

１０９．５億円
一般競争入札

【平成２０年度実績】

競争性のある契約方式合計

金額117.5億円（87.2%）
件数564件　　（83.6%）

（５２８件）

【平成２１年度実績】
一般競争入札

９５．９億円
（４４９件）

競争性のある契約方式合計

金額119.1億円（96.7%）
件数539件　　（87.4%）

企画競争・公募

（９０件）

競争性のない随意契約

金額４．１億円（3.3%）
件数78件　　（12.6%）

【平成２２年度実績】
一般競争入札

８９．７億円
（３８９件）

競争性のある契約方式合計

金額109.9億円（85.9%）
件数496件　　（91.0%）

（７６件）企画競争・公募
２０．２億円

競争性のない随意契約

競争性のある契約方式合計

金額94.4億円（74.9%）
件数387件　　（80.1%）

４０．０億円

【平成２３年度実績】
一般競争入札

５４．４億円
（３１１件）

競争性のない随意契約

金額３１．６億円（25.1%）
件数96件　　（19.9%）件数49件　　（9.0%）

金額１８．０億円（14.1%）

契約全体に占

める「競争性

のある契約方

式」の割合の

実績比増▲減

金額

＋9.5ﾎﾟｲﾝﾄ

（1.6億円増）

件数

＋3.8ﾎﾟｲﾝﾄ

（25件減）

契約全体に占

める「競争性の

ある契約方

式」の割合の

実績比増▲減

金額

▲10.8ﾎﾟｲﾝﾄ

（9.2億円減）

件数

＋3.6ﾎﾟｲﾝﾄ

（43件減）

契約全体に占

める「競争性の

ある契約方式」

の割合の実績

比増▲減

金額

▲11.0ﾎﾟｲﾝﾄ

（15 .5億円減）

件数

▲10.9ﾎﾟｲﾝﾄ

（109件減）
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○ ５割を超える契約が一者応札となっている背景には、業務が原子力施設等に特化した専門的かつ特殊

性を有したものであることから、事業者が限定されることや高い技術力を求める内容の契約が多いこと

があげられる。 

一者応札低減に対応するため、公告期間の延長、入札説明会の開催、応札要件の緩和、契約履行期の 

充分な確保等について、前年度に引き続き取り組んでいる。また、契約監視委員会の指摘を踏まえ、以

下の取組みを行う。 

・調達業務及び予算の有効且つ効率的使用に対する役職員の意識改革と意欲的な取組み 

・候補先の調査・開拓及び複数応札を促す条件などのきめ細かな検討 

・契約案件の成果物の内容等について、担当部署による自己評価と次年度への要件の明確化  等 

○ 高落札率に関しては、落札率 95％以上の契約は前年度から 3.7 ポイント増加している。 

なお、平成 22 年 10 月から新たに事前入札制度を導入済み。 

○ 一者応札低減、高落札率への対応は、引き続き現在の契約手続きの実態を把握し、可能性のある主な

要因を明らかにした上で、きめ細かな対応を図っていくことが必要であり、仕様書の適正化、予定価格

積算の適正化、総合評価方式又は公募方式への転換等を行うこととし、契約の適正化に向けた対応に取

り組んでいる。 

○ 委託契約における再委託については、「委託契約事務取扱要領」の規定により、契約審査委員会で認め

られた場合を除き、委託金額の 50％を超える額の再委託は禁止している。 

（参考５）随意契約によらざる

を得ない契約の内訳 

１．震災対応関連                35件  2,190,267,444 円 
①原子力安全・保安院からの緊急要請（※） 21件 565,077,339  

②緊急支援活動       2件 495,627,300  

③一次補正対応案件             7件 206,974,005  

④三次補正対応案件             5件     922,588,800  

 （※；Ge半導体検出器等の資機材の購入、各種解析、評価及び分析作業など） 

２．事務所移転関連               １６件 391,740,821 円 

①事務所ﾋﾞﾙの業者指定案件        16件    391,740,821  

 

3.その他                                 45件   582,614,559 円 
①社宅賃借   20 件 49,128,496 

②検査員執務室   9 件 10,436,763 

③事務所清掃業務   3 件 44,458,984 

④事務所賃借   2 件 122,021,880 

⑤顧問弁護士料   2 件 2,940,000 

⑥検査官等研修センター  1 件 48,330,954 

⑦外部倉庫賃借   1 件 3,118,920 

⑧官報掲載料   1 件 5,381,316 

⑨福井事務所節電対策工事  1 件 6,384,000 

⑩機密情報が含まれているため  1 件 9,135,000 

⑪特殊設備借上げ料（大型震台）  1 件 126,544,450 

⑫携帯端末機種変更  1 件 3,701,796 

⑬解析ｺｰﾄﾞ購入   2 件 151,032,000 
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（参考６）関係法人（特定関連

会社、関連会社及び関連公益法

人等）との契約の状況 

該当なし。 
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補足２ 役職員の給与等に関する事項 
 
 

（参考１）役員の報酬等の支給状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考２）役員報酬への業績反映の仕方 ○ 理事長については、当機構の役員報酬規程に基づき、経済産業省に設置された評価委員会による当機構の業績評価

の結果を役員報酬のうち業績給に反映させる。また、理事長以外の常勤役員については、当該評価結果及び役員とし

ての貢献度等を理事長が勘案し、業績給に反映させる。 

なお、算定式は次のとおり。 

月例支給額×200/100×100/100（AA 評価) 

月例支給額×200/100×75/100 （A 評価) 

月例支給額×200/100×50/100 （B 評価) 

月例支給額×200/100×25/100 （C 評価) 

月例支給額×200/100×0/100  （D 評価) 

 

報酬等総額 報酬（給与） 賞与

法人の長 9,191 6,348 2,399 444 （特別都市手当）

元法人の長 10,022 6,136 3,457 429 （特別都市手当）

404 （特別都市手当）

102 （通勤手当）

767 （特別都市手当）

151 （通勤手当）

760 （特別都市手当）

283 （通勤手当）

理事E 301 - 301 -

343 （特別都市手当）

51 （通勤手当）

515 （特別都市手当）

37 （通勤手当）

366 （特別都市手当）

143 （通勤手当）

非常勤監事 725 725 - -

その他（内容）

理事Ａ 9,320 5,772 3,144 404 （特別都市手当）

理事Ｂ 8,460 5,772 2,182

理事Ｃ 16,643 10,968 4,757

理事D 16,979 10,876 5,060

監事A 5,865 4,914 557

監事B 12,457 7,371 4,534

監事C 8,586 5,229 2,848
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（参考３）常勤役員の退職手当の支給状況 

 

支給実績なし 

（参考４）常勤職員の給与の支給状況     

区 分 人員（人） 平均年齢

平成２３年度の年間給与額（千円） 

総 額 
うち所定内 

うち賞与 
（うち通勤手当）

常勤職員 224 48.4 歳 8,884 
6,586 

2,298 
（216） 

  
事務・技術 224 48.4 歳 8,884 

6,586 
2,298 

（216） 
（注）常勤職員には在外職員等は含まない。  

  

（参考５）職員と国家公務員との給与水準の比較 

①ラスパイレス指数の状況 

 

対国家公務員指数 １２０．２  

 地域・学歴勘案 １０２．４ 

  地域勘案   １０６．９ 

  学歴勘案   １１５．６ 

  

 

②国に比べて給与水準が高くなっている定量的な

理由 

○  給与水準については、平成２３年度の対国家公務員指数は 120．2 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、１９２名（８５．７％）でその内院卒は８６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、５２．６％(平成２３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.．4」で、１７．8 ポイントの減

少となっている。 

さらに、機構は原子力における優秀な人材を維持・育成していくために、電力会社等の民間会社と競って有為な人

材を確保する必要があり、機構の職員の給与水準について、電気事業と賃金水準を比較したところ、電気事業を 100

とすると、当機構の水準は８８．８となっている。 

○  平成２３年度の指数が昨年度より高くなった理由 

  対国家公務員指数の高い 52～55 歳の年齢別階層においては、対国家公務員指数が昨年度の１１８．２から平成２

３年度は１２４．２と 6．0 ポイント上昇しており、この年齢別階層は、43 名中３４名（内院卒以上が１３名）が

グループ長などの管理職としての重責を担っており、組織の維持向上のために必要な処遇をしているためである。 

今後は、設立時に入社した職員の退職が見込まれ、また賞与に対する業績評価を引き続き厳格にすることから、対

国家公務員指数は下がる見込みで、平成２４年度に見込まれる対国家公務員指数は １１８．６、年齢・地域・学歴勘

案で１０１．０となると想定される。 
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（参考６）「行政改革の重要方針」（平成１７年１２

月２４日閣議決定）に基づく人件費改革の進捗状況

等 

 

○ 人件費削減方式を採用している 
                 

（参考７）役職員の給与決定に関し特筆すべき事項 ○ 平成２０年４月に従来の年功序列的な人事制度を改正し、業務実績が一層昇任・昇格に適切に反映できる 

ようにした。（昇給・昇格において、過去３年間の業績評価を踏まえ実施） 

 

○ 平成２２年度の人事院勧告を踏まえ、平成２３年４月より 55 歳を超える職員について、基本給月額に 

１００分の１．５を乗じて得た額を減額。また、基本給月額の減額に伴い、特別都市手当、広域異動手当及び賞与に

ついて減額。 

 

○ 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成２４年法律第２号）に基づく国家公務員の給与 

見直しに関連して平成２４年４月から、以下の措置を講ずることとした。 

＜給与の改定＞ 

・役員報酬について、基本俸給の月例支給額を０．５％引下げ改正。 

  ・職員の基本給表を平均０．２３％引き下げ改正。 

・役員及び職員（基本給引下げ対象者）を対象に、平成２３年４月～２４年３月の支給済み給与及び賞与に対して、 

0．３７％の減額調整を７月賞与で実施予定。 

＜臨時特例＞ 

・役員報酬について、月例支給額に１００分の９．７７を乗じて得た額、特別都市手当の１００分の１０を乗じて得た額、及び

役員が受けるべき賞与の額に、１００分の９．７７を乗じて得た額をそれぞれ減額。また業績給については、減額を行った月

例支給額により算定。 

・職員の基本給月額について、職級の区分に応じ、１００分の４．７７から１００分の９．７７の支給減額率を乗じて得た額を減

額。    

・職員の職責手当及び特別都市手当については、支給月額に１００分の１０を乗じて得た額を減額。 

・職員の賞与については、職員が受けるべき賞与の額に、１００分の９．７７を乗じて得た額を減額 

 

 

基準年度
（平成１７年度）

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

4,688,323 4,666,710 4,672,156 4,718,468 4,412,865 3,990,616 4,232,769

△ 0.5 △ 0.3 0.6 △ 5.9 △14.9 △9.7

△ 0.5 △ 1.0 △ 0.1 △ 4.2 △11.7 △6．3

人件費削減率
（％）

人件費削減率
（補正値）（％）

注1: 　｢人件費削減率(補正値)｣とは、「行政改革の重要方針(平成１７年１２月２４日閣議決定)による人事院勧告を
　　　踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率である。
　　　　なお、平成１８年、平成１９年、平成２０年、平成２１年、平成２２年、平成２３年の行政職(一)職員の年間平均
　　　給与の増減率はそれぞれ 0%、0.7%、0%、△2.4％、△1.5%、△0.23%である。

年　　　度

給与、報酬等
支給総額
（千円）
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（参考８）その他 ○ 法定外福利費については、健康診断費用、産業医報酬、社宅費、借上げ通勤バス費など業務運営上必要とする費用

などで、共済会拠出金等の費用は含まれず平成２３年度は４１，７４６千円となり、健康診断費及び社宅費などの増

により昨年度比６，７１１千円の増額であった。  

なお、職員一人あたりの平均額では、７.２万円となっており、民間企業の平均額１０．０万円（出典：厚生労働

省 平成２２年就労条件総合調査）を下回っている。 

○  国と異なる諸手当について 

・ 国の「俸給の特別調整額」に相当する「職責手当」については、ＪＮＥＳでは、上位職位の者と下位職位の者との

処遇格差を大きくしている。 

・ 賞与について、国は、期末手当と人の評価（勤務成績）に応じた勤勉手当とに分けて支給しているが、ＪＮＥＳで

は個人の評価をより反映させるため、賞与全額について、勤務成績に応じた評価を行う仕組みとなっており、支給

月数について、国と同様に、平成２３年度では年間３．９５ヶ月としており支給水準の差はない。 

○  慶弔見舞費については、弔電及び供花費の実費額としており社会常識の範囲内と考えている。なお、互助会への支

出及び、永年勤続表彰の支出はない。 

○ 運動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

２3 年度のレクリエーション経費は発生していない。 

 

 


