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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

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 

 

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。 

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

を行う必要がある。 

このため、バランスのとれた人員構成に

配慮し、優れた専門的知識と豊富な経験を

持つ人材を確保するとともに、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、効果的な人材活用を図るための人材

配置等を行う。 

 

（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 

 

（１）組織的な実務能力の継承、人員構成の適正化のため、人件費にも配慮しつつ、継

続的に新規学卒者を採用するとともに、安全解析分野、廃棄物処分分野、耐震設計分

野など、広範な分野から知見・経験を有する中途採用者を確保し、機構の業務展開に

必要な部署に配置した。 

また、出向採用についても、強震動地震の専門家や国際的な原子力安全規制にお

いて活動経験豊富な専門家などを採用し活用した。 

なお、若手博士号取得者(ポスドク)については 2 名を採用した。 

 

【5 年間合計】：新卒採用 25 名、中途採用 115 名 

Ｈ19 年度：新卒採用 6 名、中途採用 13 名 

Ｈ20 年度：新卒採用 5 名、中途採用 33 名 

Ｈ21 年度：新卒採用 4 名、中途採用 18 名 

Ｈ22 年度：新卒採用 4 名、中途採用 18 名（ポスドク 2 名含む） 

Ｈ23 年度：新卒採用 6 名、中途採用 33 名 

 

また、機構の各専門業務が着実に実施できるよう専門家マップを作成するなどを通

じて、人員体制整備に向けた見直しを行った。 

 

 （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 

 

 

（２）人材開発室や人材育成戦略ワーキンググループの設置により機構の人材育成戦

略の検討を推進し、入構後 10 年を経過した職員のあるべき人材像と代表的なキャリア

パスを例示する等、計画的な人材育成プログラムを開発し実施している。 

更に専門的知識向上及び現場経験確保のため、NISA や NRC、IAEA 等への出向・

研修派遣を実施する等、関係機関との積極的な人事交流を行っている。 

 

【人事交流実績】： 

IAEA 3 名 

 OECD/NEA 1 名 

 NRC 研修 2 名 

 NISA 2 名 
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

 METI 行政事務研修 1 名 

 JETRO 情報収集研修 1 名 

発電所研修 1 名 

東京大学専門職大学院 1 名 

 

また、組織マネジメント力を向上させるために管理職研修やコンプライアンス研修等

を行っている。 

なお、一般研修には毎年度一人当たり平均３回の参加目標を達成している。 

 

【一般研修平均参加回数】： 5.9 回 

Ｈ20 年度 5.4 回 

Ｈ21 年度 6.7 回 

Ｈ22 年度 5.5 回 

Ｈ23 年度 6.2 回 

 

 （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 

 

 

（３）専門性調査及び希望調書を活用し適材適所の配属及び異動を行っている。 

特に若手職員については、クロスチェック解析等を行う研究職員についても発電所等

の現場を経験することが重要との観点から、検査部門における「併任検査員制度」によ

り現場を経験させる措置を講じるなど、高度な専門性獲得等の観点から配属及び異動

を行っている。 

また、人事評価制度については、H23 年度に抜本的に改正し、望ましいコンピテンシ

ーに基づく評価として、能力評価（絶対評価）及び半期ごとの業績評価（相対評価）に整

備するとともにシステム化を推進し、作成・集計作業を大きく軽減させることで、評価者と

被評価者のコミュニケーションの充実を図っている。今後は、ツールを十分に効果が発

揮できるようにするため、評価者のコミュニケーション技量を向上させるための評価者研

修等を実施することとしている。 

 

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。 

  トラブルの水平展開に関するデータベースの構築等、各種データベースを構築し、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

テムを構築して試運用を行い、専門知識・技術資料をシステムに登録した。 

更に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。 

 

また、部門を超え、より一層有効かつ効率的に活用するため、機構内にある約５０の

各種データベースへの入り口を一つにした「JNES 技術情報ポータルシステム」を構築

し、データベースの利便性の向上を図っている。 

 

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 
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

機構の有する専門技術能力その他の資

源を最大限に活用し、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。 

 

（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最大限に活用

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

を見渡して最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

（１）組織運営の

高度化 

 

① 経営機能の

強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 機動的・弾力

的な組織運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 責任の明確

化 

 

 

④ 原子力安全・

保安院等との一

層の連携 

 

 

 

⑤ 業務の質の

向上 

（１） 

①重要事項の審議と情報共有を行う幹部会や、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等の仕組みを活用し、組織活動の全体把握に努めるととも

に、これらの仕組みについて適宜改良している。 

 また、監査室による内部監査結果、監事監査結果の幹部会での報告に加え、 QM 委

員会、ＱＭＳ内部監査結果、理事長ヒアリング、契約監視委員会報告により、理事長が

内部統制の現状を把握し、必要な措置を指示することで内部統制の状況を的確に把握

している。 

 

【幹部会開催回数】：5 年間合計 54 回 

Ｈ19 年度 12 回 

Ｈ20 年度 10 回 

Ｈ21 年度 10 回 

Ｈ22 年度 11 回 

Ｈ23 年度 11 回 

 

 

②規制ニーズの変化等に柔軟に対応するため、H19年10月には耐震安全部を設置し、

H21 年 4 月には企画部、総務部、原子力システム安全部、廃棄物燃料輸送安全部、検

査業務部に対し、大規模組織改編を行い、機動的・弾力的な組織運営を行った。 

 また、H22 年 11月には柏崎耐震安全センターを設置し、更に、新興国支援等、国際活

動を戦略的に展開するため、H23 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。 

H23 年度には防災対応の更なる強化のため、緊急時技術支援室及び緊急時ネットワ

ーク監視センターを設置するとともに、組織全体の品質管理の強化・充実のため、品質

管理推進室の設置を検討し、H24 年 4 月に設置した。 

 

なお、東京電力福島第一原子力発電所事故では、技術支援機関として事故対応に

万全を期すべく、事象の進展に応じた的確な対応（分析、評価、解析）を行うため、専門

チームを設け、組織を機動的・弾力的に運営した。 

  

③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、高度な専門性技術の維持・向上等を図るため、専門性調書及び希望調書を活用し

た適材適所の配置等を行っている。 

 

④原子力安全・保安院と機構幹部との連絡会を年 5 回程度実施し、懸案事項の説明や

十分な意見交換を行うとともに、現場レベルでの打合せを適宜実施し、コミュニケーショ

ンを更に密にしている。 

また、機構が収集した安全情報に対し、我が国の規制への反映の可否を検討する

NISA に設置の安全情報検討会を開催し、原子力安全規制の向上に寄与している。 

 

⑤業務の品質確保のために QMS を推進し、規程類の見直し、体制強化を実施し業務

の品質向上に努めるとともに、セルフアセスメン トやプロセス分析により、業務の継続
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

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。 

 的改善につなげている。 

特に「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、不適合事象の判

断基準の見直し、QMS内部監査及び外部監査の見直しを図り、QM規程を改訂するとと

もに、機構内の品質保証の専門家を集め、組織全体の QMS の強化・充実を図るため、

品質管理推進室を新設し、平成 24 年度より活動を開始させた。 

 

更に業務運営方針と指示事項を理事長が各部長に通知・議論する理事長ヒアリング

を年 3 回程度(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。この到達状況を踏まえ、次年度の指示事項を制定するなど継続的

改善を図り、業務の品質を高めるよう努めている。 

 

【理事長ヒアリング】：5 年間合計 18 回 

Ｈ19 年度 4 回 

Ｈ20 年度 4 回 

Ｈ21 年度 4 回 

Ｈ22 年度 3 回 

Ｈ23 年度 3 回 

 

リスクマネジメントシステムについては、首都圏地震対応、新型インフルエンザ等の危

機管理に関する規程類を整備した他、理事長ヒアリングにおいて各部の潜在的リスクを

明確にするとともに、その対応状況を確認した。 

 

 （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（Ｈ19～21 年度は試験研究等外部評価委員会）におい

て、機構が行った試験研究等の事業を対象として、本委員会及び分科会を開催し、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改善や見直し

を適切に行っている。 

 

【評価委員会】：5年間合計 評価委員会11 回、分科会 54回 

Ｈ19年度 評価委員会 2回、分科会 11回 

Ｈ20年度 評価委員会 2回、分科会 10回 

Ｈ21年度 評価委員会 2回、分科会 10回 

Ｈ22年度 評価委員会 3回、分科会 6回 

Ｈ23年度 評価委員会 2回、分科会 17回 

 

年度当初に策定する内部監査計画に従い、規程類の遵守状況、物品調達、旅費に

関する事務処理、個人情報保護、情報セキュリティ体制などについて、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、指摘された事項につい

ては、対応状況をフォローアップすることにより、確実に改善を行っている。 

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、H23年3月1日付でQMS内部監査員を任命し、同月に「検査等業務についての第

三者調査委員会」提言への対応状況につて内部監査を実施した。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

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。 

 

 （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、機構のプロパー職員又は国からの

出向者で実施し、業務の中立・公正な実施に努めている。 

 

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。 

  検査等業務、安全審査関連業務を、安全規制を科学的・合理的に進めるため、安全

研究事業を実施している。 

この安全研究事業については、規制機関として適切なニーズの展開、優先度の設

定、研究の重複回避等につき原子力安全研究評価委員会の意見を聴取しつつ検討し、

安全研究計画に反映する等、科学的・合理的な判断の下に業務を実施している。 

判断根拠の透明性の確保のため必要な情報の公開、発信を積極的に行うことを定め

た行動規範を引き続き機構内で周知・徹底している。 

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、学会発表、論文発表については年間100件以上を確保して

いる。 

 

【学会発表、論文発表】：5年間合計 1,144件 

Ｈ19年度 205件 

Ｈ20年度 241件 

Ｈ21年度 262件 

Ｈ22年度 233件 

Ｈ23年度 203件 

 

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 

 

 試験研究の実施に当たっては、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し効率的実施に努めるとともに、調査、試験関連業務等における

データ入力などの単純作業は業務の効率化の観点から、一方で一定の専門性が求め

られる給与関連業務及び機構内情報システム運用管理業務等についても、外部に発

注しコストダウンに努めるなど、外部専門家を積極的に活用している。 

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検討会等を開催・活用し、業務の客観性を高め、的

確な実施に努めた。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

【外部専門家を活用した検討会等】：5 年間合計 535 回 

Ｈ19 年度 124 回 

Ｈ20 年度 118 回 

Ｈ21 年度 101 回 

Ｈ22 年度 112 回 

Ｈ23 年度  80 回 

 

（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・システム最適化実現方

策」を踏まえ、引き続き、業務の最適化計

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。 

（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、「独立行政法人等の業務・システム

最適化実現方策」を踏まえ、内部管理業務に引き続き、原子力

防災情報システムに関連する業務の最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。 

（２）情報化の推

進 

 

 勤怠システムの改良とともに予算執行管理・財務会計・旅費・経費精算の各業務シス

テムの連携機能強化による新システムの構築と導入を行うとともにグループウエアの更

新を実施し、情報技術を活用した事務処理の効率化・迅速化を推進している。 

また、基幹ネットワーク系システムにおいてファイアーウォール及びメール中継サー

バの二重化による可用性の向上を図るとともに、スパム対策サーバを適切に管理す

るとともに、全役職員を対象とした e ラーニングによる情報セキュリティ研修を実施し、

より高度化する外部からの不正アクセスやウィルス侵入等を防ぐための対策を講じて

いる。 

しかしながら、「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」（H24 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、

H24 年度上期早期までに確実な実施を行う。 

 

【情報セキュリティ研修受講率】：5年間平均 97.6％ 

Ｈ19年度 91％ 

Ｈ20年度 97％ 

Ｈ21年度 100％ 

H22年度 100％ 

Ｈ23年度 100％ 

 

「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」を踏まえ、内部関連業務の最

適化計画の実施及び原子力防災情報システムに関連する業務・システムの最適化計

画を策定し、実行に移した。 

更に、サーバーシステムの統合化によりITコスト低減を念頭においたシステム最適

化の検討を行い、ＩＴ総コストをH22年度比で約32％の削減を達成した。 

 

（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

（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

（Ⅱ１．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

（３）業務経費等

の削減 

 

（３） 

①運営費交付金による業務については、効率的遂行に努め、一般管理費は毎年度平

均で前年度比 3%以上を削減、事業費 （検査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%以上の削減を行っている。 

 

 

②総人件費については、H17年度が基準年度の場合、5年間で5％以上の削減目標を

達成した。また、H19年度が基準年度の場合、H23年度までに4％以上の削減目標も達

成している。 
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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。 

の削減）の着実な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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総人件費推移】： 

H17年度基準での削減率 6.3％減（補正値） 

H19年度基準での削減率 5.4％減 

H19年度 46.7億円（前年比 0.1％増） 

H20年度 47.2億円（前年比 1.0％増） 

H21年度 44.1億円（前年比 6.5％減） 

H22年度 39.9億円（前年比 9.6％減） 

H23年度 42.3億円（前年比 6.1％増） 

 

【ラスパイレス指数の推移（在勤地域･学歴を勘案）】： 

Ｈ19年度 103.5 

Ｈ20年度 103.9 

Ｈ21年度 101.5 

Ｈ22年度 102.2 

Ｈ23年度 102.4 

 

③契約監視委員会では、契約の点検・見直しを行い、同委員会の検討結果を受けて理

事長通知を発出するとともに、「随意契約等見直し計画」を策定した。 

また、一者応札等に対する改善策として、「公告期間の延長」、「入札説明会の開催」

等、15項目を見直し、契約の適正化を更に推進した。 

競争入札への移行に伴い、競争性のない随意契約の件数比率・金額比率ともに減

少し、契約ベースで経費が削減された。一般競争入札における一者応札の件数比率は

減少し、競争性が高まった。これら一般競争入札の導入・範囲拡大や契約の見直し等

を通じ、業務運営の一層の効率化を図っている。 

しかしながら、H23年度においては、東京電力福島第一原子力発電所の事故対応及

び事務所移転関連の対応で、随意契約比率が増加したが、これらを除いた随意契約件

数は、前年度を下回っている。 

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。 

 

【随意契約比率推移】： 

H19年度 件数比 36.4％、金額比 17.4％ 

H20年度 件数比 16.4％、金額比 12.8％ 

H21年度 件数比 12.6％、金額比 3.3％ 

H22年度 件数比 9.0％、金額比 14.1％ 

H23年度 件数比 19.9％、金額比 25.1％ 

 

【一者応札比率推移】： 

H19年度 件数比 73.0％、金額比 73.4％ 

H20年度 件数比 68.0％、金額比 86.2％ 

H21年度 件数比 46.9％、金額比 80.8％ 

H22年度 件数比 43.0％、金額比 55.5％ 
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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。 

 

H23年度 件数比 57.3％、金額比 69.4％ 

④機構は会議所、研修施設、分室等の資産を保有していない。また、機構が保有して

いる資産は、オフサイトセンター関係の設備や試験研究装置等であり、試験研究装置

等は事業終了後の有効活用を図っている。 

 

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 

 

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

（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 

法律に規定される検査等（立入検査を除く）については全種類合わせ3,596件実施

し、それに対する検査員の延べ出張日数は54,552人・日であった。 

また、検査員の指定、検査要領書の策定等は標準処理期間内に処理するよう努め、

事業者の検査工程等に合わせ適切に実施し、速やかに大臣に報告した。 

 

なお、検査の信頼性に疑念をもたれるような検査未実施等の問題があったことか

ら、改善すべき点を明らかにするために「検査等業務についての第三者調査委員会」

を設置した。H24年１月に同委員会の報告を受け、組織全体の問題として総力を挙げ

て改善に取り組んだ。 

 

【検査等実施件数】：5年間合計 3,596件 

H19年度 763件 

H20年度 810件 

H21年度 705件 

H22年度 796件 

H23年度 522件 

 

【延べ人・日】：5年間合計 54,550人・日 

H19年度 14,889人・日 

H20年度 14,628人・日 

H21年度 11,006人・日 

H22年度 9,363人・日 

H23年度 4,664人・日 

 

経済産業大臣の指示に基づき、中越沖地震による東京電力（株）柏崎刈羽原子力発

電所のプラント状況の確認、長期停止中の高速増殖炉もんじゅに係る設備点検等の妥
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

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。 

当性確認など、国からの指示による立入検査も着実に実施し、速やかに大臣に報告し

た。 

また、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状況に

ついて、日本原電敦賀発電所及び高速増殖炉もんじゅに対し、立入検査を実施し、速

やかに大臣に報告した。 

 

【立入検査実施件数及び関連支援実績】：5年間合計 63件、513人・日 

H19年度  4件、207人・日 

H20年度 26件、129人・日 

H21年度 13件、 90人・日 

H22年度 16件、 77人・日 

H23年度  4件、 10人・日 

 

 （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 

 

原子力安全・保安院(NISA)と協力して、原子力安全研修センターを設立し、現場を模

擬した訓練により実践的な専門知識、技能を習得できるようにした。 

この施設を活用した新たな体験型の実習訓練の確立、研修結果の分析に基づくプ

ログラムの見直し、新規コースの策定、研修機材の拡充に継続的に取り組むとともに、

前年度の力量評価結果に基づく個別能力向上計画の導入、新検査制度運用のための

教育の導入など、効果的な研修等を計画的に実施してきた。 

また力量評価システムと個別力量向上計画をリンクさせた「検査員育成管理システ

ム」をWeb上で再構築することで申請、承認、検索機能が向上でき、個別力量向上計画

の策定、四半期毎の進捗報告、達成度評価及び最終報告が円滑かつタイムリーに実

施できた。 

なお、研修受講割合は 5 年間の平均で約 5.4％であった。 

 

【研修従事率】5 年間平均 5.4％ 

H19 年度 5.2％ 

H20 年度 6.5％ 

H21 年度 3.9％ 

H22 年度 5.5％ 

H23 年度 5.9％ 

 

また、検査等業務の質を確保しつつ体制を維持する観点から検査員等の研修と各種

資格認定を行っており、各年度の検査員等資格研修による各種資格認定者数及び研

修実施回数と延べ出席者数は以下のとおりである。 

 

【検査員等資格認定者数、研修回数と延べ出席者数】： 

5 年間で 資格認定 231 人、研修実施 630 回、3,911 人 

 

H19 年度 資格認定 26 人、研修実施 123 回、出席者延べ人数 736 人 

H20 年度 資格認定 62 人、研修実施 127 回、出席者延べ人数 906 人 

H21 年度 資格認定 70 人、研修実施 119 回、出席者延べ人数 659 人 

H22 年度 資格認定 51 人、研修実施 124 回、出席者延べ人数 572 人 
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

H23 年度 資格認定 22 人、研修実施 137 回、出席者延べ人数 1,038 人 

（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 

新検査制度の導入に向けた保全計画書の技術的確認内容の検討を行うとともに、

ＮＩＳＡに届出された具体的な保全計画書の妥当性確認を行なった。また、保安活動総

合評価の円滑な導入に向け、外部有識者から成る「保安活動総合評価検討会」を設置

し、その議論なども踏まえ試運用を開始する等、NISA を技術的に支援した。 

また、機構内に向けても新たな制度の検討状況の積極的な説明やタスクチームの

設置によるマニュアル整備、運用体制の検討を実施した。 

更に制度導入に伴う業務に円滑に対応するため、プラント評価室を設置した。 

人材育成の強化等については、振動測定など新たに導入された運転中の定期事業

者検査に対し、的確に対応するため、研修センター設備を利用した状態監視技術等の

訓練を実施するとともに、各種シミュレーションや OJT 研修等を実施するなど、検査の

質の確保に取り組んだ。 

 

【保全計画書確認済件数】： 4 年間合計 289 件 

H20 年度 2 件 

H21 年度 98 件 

H22 年度 103 件 

H23 年度 86 件 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

（１）安全審査等

の支援 

①法令に基づく

許認可等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②その他 

 

①NISA の指示に基づき、事業者の解析とは独立に機構が解析を行い、事業者の許認

可申請のクロスチェック解析を行うとともに事業者の高経年化技術評価書等の妥当性

確認を行い、事業者の解析・評価に入力ミス等が発見された際は指摘し、結果は速や

かに NISA に報告した。 

 

【クロスチェック解析実施件数】：5 年間合計 19 件 

H19 年度 6 件 

H20 年度 3 件 

H21 年度 6 件 

H22 年度 3 件 

H23 年度 1 件 

 

【高経年化技術評価等実施件数】：5 年間合計 14 件 

H19 年度 4 件 

H20 年度 3 件 

H21 年度 1 件 

H22 年度 3 件 

H23 年度 3 件 

 

②NISA の指示に基づき、事業者の耐震安全性評価結果やアクシデントマネジメント対

策等の妥当性確認を行うための解析・評価を行い、事業者の解析・評価に入力ミス等

が発見された際は指摘し、結果は速やかに NISA に報告した。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

 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。 

 

【耐震安全性評価、AM 対策妥当性評価等実施件数】：5 年間合計 51 件 

H19 年度 耐震安全性評価 2 件、AM 対策妥当性評価 1 件、その他 1 件 

H20 年度 耐震安全性評価 3 件、AM 対策妥当性評価 2 件、その他 5 件 

H21 年度 耐震安全性評価 3 件、その他 5 件 

H22 年度 耐震安全性評価 4 件、AM 対策妥当性評価 1 件、その他 5 件 

H23 年度 耐震安全性評価 11 件、AM 対策妥当性評価 0 件、その他 8 件 

 

なお、H23 年度は東京電力福島第一原子力発電所事故への対応として、開閉所関連

設備の耐震性評価、地震津波の原因究明、既設の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)、再処理施設の検査時の緊急安全対策の妥当性確認に

関する評価等を実施した。 

 

また、原子力災害現地対策本部からの依頼に基づき、以下の評価・調査を行った。 

・「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」 

・「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」 

・「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」 
 

（２）事故・故障の対応 

機構は、原子炉施設等で発生した事故・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。 

（２）事故・故障

の対応 

 

新潟県中越沖地震については、サイト直下の地盤構造の不整形性による地震動の

屈折・反射の３次元モデルや建屋床柔性を考慮したモデル等、新しい評価手法を策定

するとともに、これによる地震動分析、建屋・機器設備の健全性評価等を行った。 

新しい評価手法は事業者の評価結果の妥当性判断の規制側根拠として活用され

他、解析により追加点検の必要な機器を指摘した。 

各年度の実績は以下のとおり。 

H19 年度：機構内で体制を整備し、連絡会 12 回、4 タスクフォースを計 53 回開催すると

ともに関連情報を NISA に提供。(2045 人・日) 

H20年度：柏崎刈羽原子力発電所 6,7号機の機器設備の構造健全性評価を行い、追加

点検機器を解析的観点で指摘し、国に報告。成果は規制方針立案作成に活

用。 

H21 年度：柏崎刈羽原子力発電所 1,5 号機の構造健全性に関するクロスチェック解析を

実施。事業者が考慮していない評価条件・手法を新たに策定・実用化した。こ

れにより追加点検が必要となる設備が抽出され、NISA は事業者に追加点検

を指示した。 

H22 年度：柏崎刈羽原子力発電所 3 号機の構造健全性に関するクロスチェック解析を

実施。3 号機についても新手法により追加点検が必要となり、NISA は事業者

に追加点検を指示した。 

H23年度：柏崎刈羽原子力発電所３号機の建屋及び機器設備の構造健全性に係るクロ

スチェック解析を実施。これにより機器設備の追加点検が必要となり、NISA

は事業者に追加点検を指示した。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

INES評価委員会対応については、委員会開催に向けた調査検討、資料原案作成等

し事故・故障を提案するとともにINESマニュアルの改訂やの技術会合においてNISA支

援を行った。 

 

その他H19年度にはNISAの指示を受け、H11年の志賀原子力発電所1号機で発生し

た臨界事故に係わる事業者解析の妥当性確認を実施した。 

 

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

報を用いた定量的評価 (ASP)を活用してNISAに提言を行うなどの技術支援を行った。

評価対象事象数は以下の通り。 

H19 年度 2 事象を抽出し、詳細評価を実施。 

H20 年度 202 事象を分析し、1 事象を抽出し、詳細評価を実施。 

H21 年度 322 事象を分析し、5 事象を抽出し、詳細評価を実施。 

H22 年度 291 事象を分析し、1 事象を抽出し、詳細評価を実施。 

H23 年度 125 事象を分析。 

 

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

への影響を最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

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。 

 東北地方太平洋沖地震に起因する東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故で

は原子力防災規程に基づき、迅速に理事長を本部長とする緊急事態支援本部を設置

し、官邸及びＮＩＳＡ等への技術支援のための専門技術者派遣、緊急の役務・資機材の

提供等を実施するなど、NISA の指示及び現地対策本部等からの要請に基づき、延べ

約 18,000 人・日（H24 年 3 月末）に及ぶ支援を実施した。 

 主な支援内容は以下の通り。 

  

 (a)事故収束への取り組み 
  ①東京電力（株）福島第一原子力発電所の中期的安全確保に対する支援 

  ②１～３号機の機器設備の地震時影響評価 

  ③３、４号機を対象とした余震時の原子炉建屋の耐震安全性評価  

  

 (b)事故の教訓を踏まえた取り組み 

  ①敦賀発電所及び高速増殖炉もんじゅへの緊急安全対策の実施状況に対する 

   立入検査の実施 

  ②ストレステスト実施に係る技術的支援 

  ③安全基準等の策定支援 

   ・事故の技術的知見の収集・評価 

   ・シビアアクシデント対策の規制要件化 

   ・原子力災害対策の見直し 

④安全研究の見直し 

   ・東京電力（株）福島第一原子力発電所事故を踏まえた緊急７項目及び追加１５項 

    目のプロジェクト追加及び緊急性の低いプロジェクトの凍結又は廃止 

  

 (c)国内外の情報発信と情報収集 
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

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。 

 

  ①情報発信 

   ・ＩＡＥＡ閣僚会議向け日本国政府報告書作成支援 

   ・海外技術支援機関等への情報発信・情報交換 

   ・NISA コールセンターへの専門家の派遣 

   ・メディアからの取材対応 

  ②情報収集 

   ・海外の規制制度全般に関する調査 

   ・欧州ストレステストに関する調査 

   ・米国 NRC の福島事故対応に関する調査 

  

 (d)現地における JNES の取り組み 

  ①原子力災害現地対策本部機能班への支援 

  ②住民の一時立入プロジェクトへの支援 

  ③警戒区域内における放射線影響調査 

   ・災害廃棄物の放射能濃度調査 

   ・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 

   ・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 

 

他方では静岡沖地震(H21.8.11)、福島県地震(H22.3.14)においても一斉招集システム

の活用により、対処本部の設置や職員の NISA への派遣、メンテナンス業者によるオフ

サイトセンター(OFC)の迅速な立ち上げ支援など、法令及び NISA の指示に基づく原子

力防災業務を円滑に実施した。 

 

（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。 

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

（１）原子力防災

訓練の支援、原

子力防災研修 

 

 

国の原子力総合防災訓練では訓練進行計画や訓練シナリオの作成等の企画・立

案、訓練の準備・運営、取りまとめ等の支援を行なうとともに、訓練終了後には参加者

を対象とするアンケート調査や訓練の評価を行い、今後の訓練へ向けた改善点を報告

書として取りまとめ、得られた知見は知的基盤データとして整理し、緊急時用のマニュア

ルの充実を図った。 

 

【原子力総合防災訓練開催実績】： 

Ｈ19 年度 六ヶ所再処理施設、参加人員約 1,800 名 

Ｈ20 年度 東京電力㈱福島第一原子力発電所 3 号機、参加人員約 4,000 名 

Ｈ21 年度 日本原子力発電㈱東海第二発電所、参加人員約 3,100 名 

Ｈ22 年度 中部電力株式会社浜岡原子力発電所３号機、参加人員約 2,400 名 

Ｈ23 年度 開催実績なし 

 

地方自治体等の防災訓練の支援として事故状況、予測等の情報提供とOFC活動訓

練による支援を行った。 

また、国及び地方自治体と協力し、国民保護法に基づく訓練に参加、支援した。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

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。 

 

【自治体及び原子力事業者等が行なう防災訓練支援件数】：5 年間合計 56 件 

H19 年度 13 件 

H20 年度 13 件 

H21 年度 12 件 

H22 年度 12 件 

H23 年度 6 件 

 

【原子力防災専門官、地方自治体職員、防災関連機関等の原子炉施設立地道府県の

原子力防災要員向けオフサイトセンター活動訓練】： 

合計 66回、 5,560名 

H19 年度 15 回、1200 名 

H20 年度 16 回、1300 名 

H21 年度 15 回、1200 名 

H22 年度 16 回、1500 名 

H23 年度 4 回、 360 名 

 

【国民保護法に基づく訓練参加実績】： 

Ｈ19 年度 島根県で開催された訓練に参加し、OFC 運営支援等により NISA を支援 

H21 年度 福島県で開催された訓練に参加し、OFC 運営支援等により NISA を支援 

H22 年度 NISA が独自に実施した机上訓練において、状況作成と付与等の支援実施 

 

関係機関等の防災関係者を対象に原子力防災研修及びオフサイトセンターを活用

した習熟訓練等を実施した。NISAが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の排除はH19年度に実施済み。 

 

【国、地方自治体、原子力事業者等の防災関係者向け防災講演会実施回数】： 

合計 27回 

H19 年度 5 回 

H20 年度 4 回 

H21 年度 7 回 

H22 年度 8 回 

H23 年度 3 回 

 

【警察、自衛隊、海上保安庁等職員向け核物質防護研修会実績】： 

合計 80箇所、2,070名 

H19 年度 16 箇所、400 名 

H20 年度 16 箇所、400 名 

H21 年度 16 箇所、400 名 

H22 年度 16 箇所、370 名 

H23 年度 16 箇所、500 名 

 

【地方自治体、警察機関、消防機関等職員向け核燃料輸送講習会実績】： 
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

合計 17回、1,270名 

H19 年度 3 回、200 名 

H20 年度 3 回、250 名 

H21 年度 3 回、220 名 

H22 年度 4 回、300 名 

H23 年度 4 回、300 名 

 

【火災対策専門官、消防機関及び原子力事業者等向け火災対応研修等開催実績】： 

合計 34箇所、 1,010名 

H20 年度 17 箇所、480 名 

H21 年度 6 箇所、180 名 

H22 年度 6 箇所、190 名 

H23 年度 5 箇所、160 名 

 

なお、東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓に基づき、複合災害に的確に

対応した防災計画、その他マニュアル類の見直し、防災訓練の見直し、国・自治体担当

者向けの人材育成・強化などの抜本的見直し、充実・強化を引き続き行う。 

 

（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（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。 

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。 

（２）物的基盤の

維持管理等 

 

東京電力（株）福島第一原子力発電所の事故発生時においては、地震の影響により

オフサイトセンターの地上系通信設備が断絶したため、衛星通信設備により、TV会議、

電話、FAXを使用し事故対応に当たった。また、ERSSについても地震の影響により、プ

ラントデータを伝送することが出来ない状態になった。 

これらの教訓を踏まえ、システムの耐震性向上、多重化など、伝送システムの抜本

的な強化に取り組み、信頼性向上に努めた。 

一方で、全国のオフサイトセンターの設備については、日常及び定期点検を実施し

つつ、通信衛星回線の高度化、防止対策車の更新、放射線防護資機材更新等、設備

を中長期的に更新する計画を策定し、実施している。 

ERSS の定期的な員数確認、点検、試験の実施、異常を早期発見するシステムの導

入等により健全性の確保を図るとともに事業者の設備変更への対応や利便性向上の

為のソフトウエアの更新を実施している。また、オフサイトセンター等の ERSS の操作支

援の実効性向上のための運転訓練や緊急時体制確立のための連絡参集訓練を実施

している。 

なお、H23 年度は東京電力福島第一原子力発電所事故への対応として暫定オフサ

イトセンター(女川、福島)に緊急通信設備等の整備を図るとともに地上回線の遮断等、

福島オフサイトセンターでの教訓を全国に水平展開した。 

また、通信ネットワーク及び ERSS のデータ伝送状況を 24 時間監視する緊急時ネッ

トワーク監視センターを新設し、データ伝送の不具合等に迅速に対応している。 

更に、緊急時対応体制強化のため、緊急時技術支援室を新設し、事故の初動対応

に必要な専門家を NISA から徒歩 30 分圏内に宿直させる体制を構築し、H24 年度から

運用を開始している。 

このほか、中間貯蔵施設のためのオフサイトセンター整備の計画を策定した。 

 

【ERSS 運転訓練実施回数】：合計 122 回 
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

H19 年度 24 回 

H20 年度 26 回 

H21 年度 24 回 

H22 年度 24 回 

H23 年度 24 回 

 

【連絡参集訓練実施回数】：合計 70 回 

H19 年度 14 回 

H20 年度 14 回 

H21 年度 14 回 

H22 年度 14 回 

H23 年度 14 回 

 

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 

安全規制を取り巻く環境変化に対する一層の先見性、機動性をもって規制上の課題

等に対し、技術的専門性を活用し、課題解決までの技術的アプローチを提示することに

加え、規制活動の運用にかかる整備・改善提案を積極的に行うために規制行政庁が策

定した規制課題への対応に関し技術的側面から支援するとともに規制行政庁に対し、

規制制度、指針、基準、規格等の制定・改定について具体的な提言を行う。 

更に「東京電力福島第一原子力発電所 1～4 号機の廃止措置等に向けた中長期ロ

ードマップ」や東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえた新たな規制課

題への対応を行う安全研究分野にリソースを集中投入し、重点化を図る。 

 

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、常に最新の知見を集め、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

４－Ａ 発電炉・新型炉分野 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。 

○最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、最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。 

（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 

 

 

 

 

 

②原子炉施設

等の材料、構造

に関する信頼性

等の実証 

 

 

（１） 

①国内外の高経年化対策関連情報の収集、技術評価のための各種マニュアル類の制

改訂、関連技術情報のデータベースの整備、更には試験研究成果の評価ガイド等への

活用などにより、事業者の技術評価の妥当性確認をより効果的に実施するための支援

を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

②日本機械学会等の規格作成関連 WG に参画し、必要に応じ民間規格化の促進を進

めている。 

また、学協会規格の技術評価では技術評価書案を作成し、原子力安全・保安院を支

援している。更に IAEAやOECD/NEAのプロジェクトに参加し、国際基準類整備活動へ

の参画・協力を行った。これらにより、保全活動、材料劣化評価等に関する規格・基準

の整備支援を行っている。 

H23 年度は東京電力福島第一原子力発電所事故への対応としては海水にさらされ



第二期中期目標期間実績表 
 

－17－  
                              

  

中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

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。 

 

○国際機関における基準類整備活動に参画・協力する。 た原子力機器の耐久性評価として腐食データの調査・取得を行った。 

 

関連する研究プロジェクトの主な成果： 

1)「電気計装設備の健全性評価技術調査研究」で得られた知見により電気ぺネトレーシ

ョンの長期健全性評価試験ガイドを策定した。このガイドは高経年化技術評価書の技

術的妥当性確認に活用された。更に、電気ぺネトレーション以外の電気・計装設備の

長期健全性評価試験ガイド骨子も策定した。 

2)「高照射量領域の脆化予測」で得られた知見は JEAC4201-2007「原子炉構造材の監

視試験方法」及び JEAC4201-2007(2010 年追補版)の技術評価に活用された。 

3)「照射誘起応力腐食割れ健全性評価法検証」で得られた知見により BWR 及び PWR

炉内構造物照射誘起応力腐食割れ評価ガイド(案)を策定した。このガイドは高経年化

技術評価書の技術的妥当性確認に活用された。 

4)「低炭素ステンレス鋼の低き裂進展速度領域線図の検証」で得られた知見により低炭

素ステンレス鋼の SCC 進展評価ガイドを策定した。このガイドは電事法第 55 条に基

づく BWR 配管、炉心シュラウド等の事業者報告のクロスチェックに活用された。 

5) 「PWSCC 健全性評価法検証」で得られた知見は電事法第 55 条に基づく PWR 容器

出口管台等の事業者報告のクロスチェックに活用された。 

6)「ニッケル基合金応力腐食割れ進展評価技術実証」で得られた知見によりニッケル基

合金溶接部を対象とした応力腐食割れ進展速度線図を作成するとともに、実規模管

台モデルを供したき裂進展試験により SCC 進展挙動を検証し、その成果を事業報告

書にまとめ公開した。今後、日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格」(2012

年版)の技術評価に活用する予定。 

7)「ニッケル基合金溶接金属の破壊評価手法実証」では維持規格のオーステナイトステ

ンレス鋼管に規定される破壊評価法がNi基合金溶接部に適用できることを確証し、そ

の成果を事業報告書にまとめ公開した。今後、日本機械学会「発電用原子力設備規

格 維持規格」(2012 年版)の技術評価に活用する予定。 

8)「ニッケル基合金異材溶接部のき裂進展評価技術検証」の成果は電事法第 55 条に

基づく BWR シュラウドサポート等の事業者報告のクロスチェックに活用された。 

9)「原子力発電所の非破壊検査情報の収集整備」で得られた知見により非破壊検査情

報活用ツール（事業者実施の非破壊検査データの妥当性確認支援ツール）を整備し

た。これは日本電気協会「軽水型原子力発電所用機器の供用期間中検査における超

音波探傷試験規程」（JEAC4207-2008）の技術評価及び電事法第 55 条に基づく BWR

及び PWR 機器損傷部に係る事業者報告のクロスチェックに活用された。更に、WOL

施工配管の検査ガイドの骨子も策定した、 

10)「容器貫通部狭隘部の非破壊検査技術実証」で得られた知見により容器貫通部狭

隘部の非破壊検査ガイドラインを策定した。このガイドは日本電気協会「原子力発電

所用機器における渦電流探傷試験指針」（JEAG4217-2010）の技術評価に活用する

予定。 

 

（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

（２）原子炉施設

に係る検査・審

査の基盤整備、

規格・基準整備

（２） 

 

①原子炉施設に関して、NISAの進める保安活動総合評価等の新検査制度の整備の支

援、検査結果等の検査情報に係るデータベース整備、マニュアルの整備、クロスチェッ
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

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類整備活動に参画・協力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応 

（高経年化対応

以外） 

 

①全般 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク解析コード等の改良整備を行っている。 

H23 年度は東京電力福島第一原子力発電所事故への対応として、クロスチェック解

析コード RELAP5 の事故の初期段階の事象解析等への適用性確認、閉じ込め機能に

関する検討、シビアアクシデント時の建屋内水素爆発リスクの検討を実施した。更に事

故の教訓の規制基準への反映、中期における保安規定におけるNISAの技術支援を実

施した。 

 

また試験研究、調査に基づく NISA の内規策定等支援や学協会における規格化の促

進、学協会規格の技術評価によるエンドース支援、IAEA の安全基準類の整備活動にも

参画・協力している。 

 

関連する研究プロジェクトの主な成果： 

1)「検査基盤整備」で得られた知見は保安活動総合評価の試運用、経済産業省の運転

管理 WG 報告書案及び品質保証活動評価ガイドラインの策定に活用された。更に

QMS 指摘事項の重要度評価支援ツールを開発した他、関連する研修教材の高度化

を図った。 

2)「PWR サンプスクリーン閉塞事象に関する調査・試験・解析」で得られた知見はサンプ

ストレーナー閉塞事象の化学影響に関する評価マニュアル案の整備に活用された。 

3)「安全評価技術の整備、核特性評価技術の整備」で得られた知見により臨界事故解

析用核熱結合解析コード SKETCH/TRACE の整備、プラント過渡熱流動解析コード

RELAP5/MOD3 の整備、APWR 新設計システム（高性能蓄圧タンク等）に関する評価

手法の整備など、クロスチェック用解析コードの整備を行った。 

 これらの解析コードは志賀 1 号機制御棒引抜き臨界事故解析、敦賀 3/4 号機の制

御棒誤引抜き、蒸気発生器伝熱管破損事故、LOCA 解析及び東電東通炉の給水加

熱喪失のクロスチェック解析等に活用された。 

4)「福島第一原子力発電所事故に係る調査と分析・評価」で得られた知見により福島第

一原子力発電所事故の事故進展・環境影響評価手法の整備を実施した。この成果は

IAEA 閣僚会議における福島事故報告書及び福島事故の技術知見に係る意見聴取

会の報告に反映された。 

5)「全交流電源喪失時の冷却シナリオに基づく基本設計の考え方についての検討」では

軽水炉の過渡事象及び事故のクロスチェック解析コード RELAP5 の福島事故への適

用性確認を実施した。 

6)「福島第一原子力発電所事故における初期事象の解析」ではこれまで軽水炉のクロ

スチェック解析に使用してきた RELAP5 コードが福島第一発電所の各原子炉で発生し

た全交流電源喪失事故の初期事象の解析にも適用できることを確認した。 

7)「福島第一原子力発電所事故における長期冷却手法の妥当性評価」ではこれまで軽

水炉のクロスチェック解析に使用してきた RELAP5 コードが今回の福島第一原子力発

電所の事故後の冷却状態の解析にも適用できることを確認した。 

8)「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」では原子炉建屋

内の水素爆発解析手法を整備し、福島第一原子力発電所の原子炉建屋内の水素爆

発評価を実施した。この成果は福島事故の原子炉建屋水素爆発の原因究明に活用

されるとともに福島事故の技術知見に係る意見聴取会の報告に反映された。 

9)「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」ではシビア
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②燃料・炉心関

連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクシデントを考慮した格納容器封じ込め機能に関する改善項目を整備した。この成

果は福島事故緊急時対策に活用されるとともに今後のシビアアクシデント規制要件化

の検討に活用される予定である。 

 

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プロトタイプコードの設計・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。 

 

学協会規格のエンドースのための技術評価における支援を実施の実績は以下のとお

り。エンドースを支援し、技術評価をした学協会規格の数は以下のとおり。 

5 年間で 24 件 

H19 年度   6 件 

H20 年度   6 件 

H21 年度  6 件 

H22 年度  5 件 

H23 年度  1 件 

 

IAEA の安全基準の整備活動実績として、基準策定等の各種会議等への出席、IAEA 安

全基準と国内基準との比較・分析、我が国の規制に反映が望ましい事項の NISA への

報告及び翻訳版の一般公開を実施した。 

5 年間で基準レビュー延べ 226 件、NISA への分析報告 10 件、会議参加 44 回 

H19 年度：基準レビュー延べ 51 件、会議参加 10 回 

H20 年度：基準レビュー延べ 46 件、会議参加 8 回 

H21 年度：基準レビュー延べ 63 件、NISA への分析報告 2 件、会議参加 6 回 

H22 年度：基準レビュー延べ 55 件、NISA への分析報告 4 件、会議参加 7 回 

H23 年度：基準レビュー延べ 11 件、NISA への分析報告 4 件、会議参加 13 回 

 

② 

ウラン燃料・MOX 燃料の高燃焼度化に係る審査等に向けて、ウラン高燃焼度燃料の

破損限界試験等を踏まえた被覆管脆化等の基準の整備支援、ポスト BT の規格化の促

進を行うとともにクロスチェック解析に用いる解析コードの精度向上・機能追加等の整

備、試験研究を行っている。 

H23 年度は東京電力福島第一原子力発電所事故への対応として、損傷炉心の再臨

界の可能性を評価・検討した。 

 

また OECD のプロジェクトに参画し、基準類の整備に資する技術的知見等を調査・収

集している。 

 

関連する研究プロジェクトの主な成果： 

1) 「全 MOX 炉心核設計手法信頼性実証試験」で得られた知見により、MOX 炉心の安

全設計及び安全評価に関連する技術的根拠データが蓄積できた。 

2) 「高燃焼度燃料破損限界試験」で得られた知見により、外面割れ発生に関与する水

素化物の析出条件等の技術データが蓄積できた。 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③高速増殖炉

関連 

3) 「高燃焼度等混合酸化物燃料特性評価試験」で得られた知見により、Pu の均質化と

均質化に伴う FP ガス放出との相関など、MOX 燃料特有の照射ふるまいに関する技

術データが蓄積できた。更に既存の安全審査指針類の見直しも実施した。 

4) 「安全評価技術の整備、核特性評価技術の整備」の一環として核特性解析コード

CASMO-4 の核データライブラリーの最新化や燃焼チェーンの組み込み等を行い、解

析精度の向上を図った。 

5)「福島第一原子力発電所事故の炉心損傷事故進展解析及び損傷炉心の再臨界評

価」は福島第一原子炉の炉心溶融損傷挙動を詳細に解析し、溶融損傷した燃料デブ

リの冷温状態における再臨界の可能性を評価し、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）をまとめたもので、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。 

  

③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、

NISA における基準の整備支援、機械学会での規格化の促進、クロスチェックに用いる

プラント挙動解析コード SAS4A 等の整備等を実施している。 

また、IAEA,NRC 等との議論を通じて高速増殖炉の燃料健全性に関する技術基準案を

作成している。 

 

H23 年度は東京電力福島第一原子力発電所事故への対応として、高速炉の SBO 時

の除熱特性評価手法の整備、シビアアクシデント時の損傷炉心の冷却に係わるナトリ

ウムウラネート、FP 放出挙動の検討に着手した。 

 

関連する研究プロジェクトの主な成果： 

1)「設計・建設段階の規制に必要な安全評価手法、解析コードの整備」により炉心耐震

安全評価コード等が整備された。これらはもんじゅ設置許可変更申請におけるクロス

チェック解析、もんじゅ AM 策妥当性評価及びもんじゅの緊急安全対策の妥当性評価

に活用された。 

2)「運転段階の規制に必要な安全評価手法、規格・基準類の整備」により、もんじゅ保

安規定の妥当性評価手法及びPSA手法を用いた設備点検対象検討手法が整備され

た。これらは現行のもんじゅ保安規定の妥当性確認及び長期停止設備の健全性確認

の妥当性評価に活用された。 

3)「規制の高度化のための規格・基準類、安全審査要件の整備」により、高速炉燃料技

術基準（案）及び高速炉燃料健全性評価に係る技術基準（案）を更新した。これらはそ

れぞれ高速炉燃料技術基準(案)及び高速炉燃料健全性評価に係る技術基準(案)の

作成に反映された。 

4)「高速炉自然循環除熱時の圧力損失特性試験」は福島第一原子力発電所の事故を

踏まえ、高速炉での全交流電源喪失事象に対する特徴である自然循環除熱の安全

評価の精度を向上させるために試験とそれに基づく解析コードの高度化を行うもの

で、今後の高速炉のシビアアクシデント評価に反映する予定である。 

5)「高速炉シビアアクシデント対策の検討」では高速炉のシビアアクシデント時の崩壊熱

除去に影響の大きいナトリウムウラネートの物性値及び FP 放出挙動等を測定した。

今後その影響を解析コードに反映する予定である。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

（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 

（３） 

 国際機関における検討状況及び国内外における規制動向等の情報の収集・分析・評

価等を行い、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している。ま

た、それらをデータベース情報として構築している。 

 

法律に基づきNISAへ報告すべき国内の事故・故障のデータベース 

【事故・故障データベース登録件数】：合計 79件 

H19年度 23件 

H20年度 23件 

H21年度 16件 

H22年度 9件 

H23年度 8件 

 

国際機関の事故・故障データベースからの情報入手 

【OECD/NEA事故・故障データ（IRS報告書）登録件数】：合計 379件 

H19年度 96件 

H20年度 84件 

H21年度 57件 

H22年度 70件 

H23年度 72件 

 

【海外事故・故障情報登録件数】：合計 11,168件 

H19年度 8,456件 

H20年度 765件 

H21年度 692件 

H22年度 628件 

H23年度 627件 

 

【国内外の原子炉施設等の運転情報収集等】：合計 約44,420件 

H19年度 約9,300件 

H20年度 約9,020件 

H21年度 約9,020件 

H22年度 約9,020件 

H23年度 約8,060件 

 

海外の規制等に係る情報収集、整理、分析、評価 

米国、欧州、アジア、について情報を収集しデータベースに登録するとともに約1週間

ごとに最新情報をまとめた週報及び話題の事項をまとめた月報を発行し、NISAに配布

した。 

米国の重要ﾃｰﾏ件数、海外の情報のデータベース登録数、週報の情報数、月報の発行

号数 

H19年度 14ﾃｰﾏ128件、4202件、約4000件、12号 

H20年度 14ﾃｰﾏ106件、4317件、約4000件、12号 
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H21年度 12ﾃｰﾏ106件、4923件、約5600件、12号 

H22年度 14ﾃｰﾏ124件、4709件、約5600件、12号 

H23年度 15ﾃｰﾏ99件、5565件、40号、10号 

 

また、H23年度は東京電力福島第一原子力発電所事故への対応として、海外のスト

レステストに係る情報を収集するとともに、各国規制機関の体制、規模、職権範囲等の

調査を実施し、それらの情報を取りまとめ、ＮＩＳＡ等へ提供した。 

 

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 

 

（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 

a) 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。 

b) 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。 

c) 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。 

d) 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。 

e) 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）燃料加工施設や再処理施設、中間貯蔵施設等の核燃料サイクル施設に係る検査

制度の現状分析等を通じて検査制度の改善に向けた取り組み案等をＮＩＳＡへの提案と

してまとめ、ＮＩＳＡが進める検査制度の見直しを支援している。 

また、クロスチェック解析コード等を対象に実験との検証等を通じて事故・故障の解析

手法の高度化等を図っている。 

グローブボックス内火災のデータ取得や解析手法の整備等により、核燃料サイクル

施設における閉じ込め性能を有する設備の性能に係る評価手法整備を図るとともに、

NISAの審査を支援している。 

再処理施設設備の劣化事象に関する文献調査等により、高経年化データベースを整

備するとともに、事業者の高経年化対策の技術評価の妥当性評価においてNISAを支

援している。 

中間貯蔵ガイドライン策定や再処理施設に対する安全要件のドラフト作成に寄与す

る等によりIAEAにおける基準類整備活動に参画・協力した。 

 

関連する研究プロジェクトの主な成果： 

1)「核燃料施設安全解析及びコード改良整備」等で得られた知見により、JENDL-3 核デ

ータ利用に対する検証を完了した臨界解析コード MVP-II 及び遮へい解析コード

MCNP-5 を整備した。 

 臨界解析コードは、MOX 燃料及びウラン燃料加工施設や濃縮工場等のクロスチェッ

ク解析に活用され、遮へい解析コードは中間貯蔵施設や輸送容器等のクロスチェック

解析に活用された。 

2)「再処理施設等安全実証解析」では、解析コードPHOENICS, RELAP5/MOD3.3, 

FACE-VENT2, ESSCARの再処理施設に対する適用手法を整備した。 

3)「再処理施設保守管理技術等調査」で得られた知見により、高経年化技術評価の妥

当性評価の手引きがNISAの内規として制定され、東海再処理施設の第１回の高経年

化対策の妥当性評価に活用されている。 

4)「中間貯蔵施設基準体系整備事業」で得られた知見により、NISA内規「使用済燃料貯

蔵施設の溶接に関する技術基準を定める省令の解釈」及び「使用済燃料貯蔵施設の

溶接の方法の認可について」の策定の技術支援を行うとともに日本原子力学会｢使用

済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基準:2010｣のエンドース支

援や日本機械学会｢使用済燃料貯蔵施設規格 金属キャスク構造規格｣の技術評価

を実施した。これらの成果は、青森県むつ市に建設中の使用済燃料中間貯蔵施設に
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係る設工認等許認可等に反映された。 

5)「使用済燃料貯蔵施設に係る解析コード改良整備」で得られた知見により、クロスチェ

ック解析に用いる安全解析コードの整備・高度化を行った。この成果はリサイクル燃

料備蓄センターの事業許可申請のクロスチェック解析に活用された。 

6)「核燃料輸送物に係る解析コード改良整備」で得られた知見により、輸送物温度評価

用熱流動解析コードFLUENT及びふく射伝熱解析コードS-FOKSとそれらを使用した温

度解析手法及び輸送物落下衝撃解析用LS-DYNAとそれを使用した落下衝撃荷重解

析手法を整備した。この成果はH20年8～9月に申請があったリサイクル燃料備蓄セン

ター向けの輸送貯蔵兼用金属キャスクの核燃料輸送物設計承認申請に係る除熱ク

ロスチェック解析に活用した。 

7) 「核燃料施設火災防護等調査・試験」で得られた知見により核燃料施設火災防護ガ

イドライン案を策定した。今後試行し、その結果を当該WGに報告後、ガイドラインとし

て策定される予定である。 

 

（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 

（２）再処理施設の臨界事象等に係る PSA 試解析や東海再処理施設の保全データを活

用した機器故障率の算出、ウラン加工施設に係る総合安全解析結果評価の手引案の

作成等を通じ、PSA や総合安全解析の手順整備や信頼性データベースの構築等を図

った。 

 

H23 年度は東京電力福島第一原子力発電所事故への対応として、燃料加工施設の

総合安全解析手順の整備に着手した。 

 

関連する研究プロジェクトの主な成果： 

1)燃料加工施設のリスク情報活用で得られた知見により、ISA（総合安全解析）の実施

手順書（案）及び ISA 評価の手引き（試案）を整備した。 

 保安院の指示の下、事業者が「ISA 実施手順書（案）」に基づき実施した ISA 結果の

レビューに対し「ISA 評価の手引き（試案）」等を活用した。 

 更にストレステストに関する審査の視点案を整備したが、今後のストレステストの国

による評価に当たって審査基準に反映予定。ISA 実施手順書案については、施設の

総合的なリスク評価が規制要件になった場合に、その実施手順のガイドや審査基準

の作成に活用される予定。安全上重要な施設に関する考察バックフィットが規制要件

になった場合、その審査基準の作成に活用される予定。 

2)再処理施設のリスク情報活用については、「平成 23 年福島第一・第二原子力発電所

等の事故を踏まえた再処理施設の緊急安全対策の実施について（指示）」により抽出

された緊急対策の対象機器の妥当性評価、また、溶液が沸騰に至るまで、若しくは、

水素濃度が可燃限界濃度に達するまでの時間等の評価結果の妥当性評価に反映し

た。 

3)「再処理施設の安全の高度化」において策定した緊急安全対策の実施状況の確認に

係る審査基準案は「緊急安全対策の実施状況の確認に係る審査基準」（23 年 6 月 15

日）の作成に反映された。本格運転を踏まえた緊急安全対策の実施状況の確認に係

る審査基準の案は、本格運転を踏まえた緊急安全対策の実施状況の確認に係る審

査基準に反映される予定。ストレステストに関する審査の視点の案は、ストレステスト

の国による評価（24 年 4 月以降）における審査基準に反映予定である。設計上の想
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定を超える事象に係る審査基準の案は今後、アクシデントマネジメントが規制要件に

なった場合、その審査基準の策定に反映予定である。 

 

（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 

 

（３）国内意見の集約・提案及び他国の提案内容の評価等を通じ、IAEA の放射性物質

安全輸送規則（TS-R-1）の改訂を支援したとともに、TS-R-1 の国内基準への反映に関

し規制当局を支援した。また、輸送事象データベースを構築し、データ収集・更新を行っ

ている。 

 

（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 

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。 

（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 

 

（４） 

①地下水流動解析コード３D-SEEP 等について計算環境の整備とモデルの詳細化によ

る改良によって、クロスチェック解析コードとしての整備を図った。 

また新たに収集したパラメータ等を追加し、データベースの構築を図っている。 

 

 

 

②余裕深度処分の安全評価の不確実性に関する国内外の最新知見の収集・整理、地

層処分の概要調査結果の妥当性レビューの判断指標の策定の考え方の廃棄物安全

小委への報告等を通じ、廃棄物処分に必要な規格・基準の整備を支援した。 

また、廃棄体処分のためのスケーリングファクタの設定に関し外部有識者の意見も

踏まえてJNES-SSレポートとして発行し、機構が行う廃棄体確認手法等を整備してい

る。 

 

H23 年度は東京電力福島第一原子力発電所事故への対応として、発電所周辺の災

害廃棄物等及び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を実施し

た。 

 

関連する研究プロジェクトの主な成果： 

1)「第二種埋設事業の安全審査基準等に関する調査」で得られた知見により、安全審

査技術基準整備のための項目を抽出・整理し、決定論的安全評価手法、確率論的安

全評価手法及び地下水流動解析手法を整備した。これらの成果は、原子力安全委員

会「余裕深度処分の管理期間終了以後における安全評価の考え方」（H22 年 4 月）及

び「第二種廃棄物埋設の事業に関する安全審査の基本的考え方」の基礎資料として

活用されている。また最新のインベントリや研究成果等に基づく多次元核種移行評価

手法や建設・操業期間中の安全に関わる評価手法を整備した。 

2)「埋設施設等の技術基準適合性確認に関する調査」では、均質・均一固化体及び充

填固化体の廃棄確認方法を整備した。この確認方法はJNES-SSレポートとして取りま

とめられるとともに、核燃料サイクル施設検査本部が実施する全ての廃棄確認に活

用された。 

 また、英国高レベルガラス固化体の事業所外廃棄確認実施手順書（確認要領）の技

術的根拠を整備し、H21年度から開始された事業所外廃棄確認に活用した。 

3)「放射性廃棄物処分安全解析及びコード改良整備等事業」において、浅地中ピット処

分の事業許可変更申請係るクロスチェック解析等に活用するために、安全解析コード
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及び解析支援システムの改良・整備を実施した。更に放射性核種の地下水を介した

海への移行評価コード等の整備を行い、東京電力の集中廃棄物処理建屋における

高濃度排水貯蔵時の漏洩防止対策の妥当性をNISAが検討するに当たっての基礎資

料として活用された。 

 合わせて災害廃棄物が最終処分された状況を仮定した場合の地下水移行経路シ

ナリオ評価等を行い、NISAが、放射性物質によって汚染された災害廃棄物の取扱い

について意見聴取会で審議するに当たっての基礎資料として活用された。 

4)「地層処分に関する調査」で得られた知見により、最終処分法第6条第2項への適合

性判断における留意事項、最終処分法第7条第2項に対する適合性の判断指標及び

安全規制に活用可能なデータベースを整備した。最終処分法第7条第2項に対する適

合性の判断指標は、保安院の行う実際の調査結果の妥当性判断の拠りどころとして

活用される。 

5)「発電所周辺の災害廃棄物等に関する調査」で策定した災害廃棄物の放射能濃度測

定マニュアルは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用

いられた 

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」では災害廃棄物が

最終処分された状況を仮定した場合の井戸水シナリオ評価等を行い、NISAが、放射

性物質によって汚染された災害廃棄物の取扱いについて意見聴取会で審議するに当

たっての基礎資料とされた。 

 

（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。 

（５）廃止措置・

クリアランスに

係る規制整備

等の対応 

（５） 

①ウラン取扱施設の廃止措置計画審査に係る安全確保の要件に基づく審査ポイントの

整理とともに、国の廃止措置安全小委員会への廃止措置終了確認に係る基本的な考

え方の報告等を通じ、廃止措置に係る規格・基準類の整備を支援した。 

また、廃止措置時の簡易リスク評価等を通じ、廃止措置に係る安全評価手法を改良

した。 

 

②不明線源の混入を想定した不測事態対応マニュアルの策定や燃料加工施設におけ

るクリアランス制度の整備に関する技術支援等を通じ、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している。 

また、金属や大型クリアランス対象物の検認方法の素案をとりまとめ、機構が行うク

リアランス確認等のガイドラインの整備を図っている。 

 

関連する研究プロジェクトの主な成果： 

1)「廃止措置に関する調査の」廃止措置計画審査要領策定の支援において得られた成

果 は 、 「 日 本 原 子 力 学 会 「 原 子 力 施 設 の 廃 止 措 置 の 計 画 ： 2009

（AESJ-SC-A001:2009）」の技術評価【中間報告】」に反映された。 

 更に、本調査で得られた国外のサイト解放の事例等の調査結果は、国の廃止措置

安全小委員会で取りまとめられた「廃止措置の終了の確認に係る基本的考え方（中

間とりまとめ）-主な論点と今後の検討の方向性について-」（廃止措置安全小委員

会、H２３年１月）の技術的参考資料に反映された。 

 クリアランスに係わる規制整備等の対応については、不明線源の混入を想定した不

測事態対応マニュアルの策定や燃料加工施設におけるクリアランス制度の整備に関
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する技術支援等を通じ、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

を支援している。 

 また、金属や大型クリアランス対象物の検認方法をとりまとめ、機構が行うクリアラ

ンス確認等のガイドラインの整備を図っている。 

2)「クリアランス制度に関する調査」で得られた知見のうち、金属物を対象としたクリアラ

ンス測定・評価に係る検討結果は放射能濃度確認要領に反映し、東海発電所におけ

る2度のクリアランス確認検査に活用した。 

 また、ウランクリアランスに係る海外調査結果及びα線測定によるウランクリアラン

ス測定における表面状態に関する調査結果はH２３年６月に改正されたクリアランス

省令(H23.6改正)及びNISA内規(H23.7改正)に反映された。 

 更に、不測事態が発生した場合に対応した迅速な現場測定の方法案として、不測事

態対応マニュアルを整備した。 

 合わせて、クリアランス制度へのフォールアウトの影響に係る検討を実施し、「東京

電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係るフォールアウトによる原子力施設に

おける資材等の安全規制上の取扱いに係る意見聴取会」における検討に反映され

た。 

 

（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 

 

国内核燃料施設等の軽微な事象に係る情報収集や、英国、仏国の核燃料施設の運

転情報の収集、海外の核燃料施設の規制に関する調査等を実施し、調査結果をNISA

に提供するとともに得られた情報をデータベースに追加登録することで業務に活用して

きた。 

 

H23 年度は東京電力福島第一原子力発電所事故への対応として、海外（仏、英、米）

のストレステスト等に係わる情報を収集し、NISA の連絡会等で情報提供した。 

 

法律に基づく事故・故障及び軽微な事象のデータベース登録 

【事故・故障データベース登録件数】：合計 89件 

H19年度 22件（うち、軽微な事象20件） 

H20年度 25件（うち、軽微な事象20件） 

H21年度 20件（うち、軽微な事象19件） 

H22年度 19件（うち、軽微な事象17件） 

H23年度  3件 

 

諸外国及び国際機関からの情報入手 

【海外事故・故障情報登録件数】：合計 394件 

H19年度 120件 

H20年度 146件、またFINAS*から22件入手 

H21年度 50件、またFINAS*から17件入手 

H22年度 31件、またFINAS*から17件入手 

H23年度 47件、またFINAS*から10件入手 

*：IAEA、OECD/NEA共催のサイクル施設のトラブル情報共有システム 

 

海外の規制情報等の収集、整理、分析、評価 
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【海外の核燃料サイクル施設の規制情報等の収集件数】：合計 約3,700件 

H19年度 約160件 

H20年度 約630件 

H21年度 約1060件 

H22年度 約900件 

H23年度 約950件 

 

合わせて、米国の核燃料サイクル施設の高経年化対策、英仏核燃料サイクル施設

周辺の小児癌発生状況等、重要なトピックスは更に詳細な調査を行った。 

 

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耐震バックチェック等、耐震安全性評価に際して用いるデータベースの整備及びそれ

に関連する調査・研究を実施している。調査研究は耐震研究ロードマップを作成し、研

究に対するニーズを踏まえつつプラント生涯の各段階で必要となる技術を網羅し、実施

している。 

 

②耐震安全性評価手法の更なる高度化に向けた地震、津波 PSA 手法の高度化、地震

動評価、及び機器設備の耐震信頼性評価に加え、経年・構造評価手法の高度化、耐震

裕度に関する調査、最新知見の収集・整理・分析・評価等に係る調査・研究を実施して

いる。 

 

H23年度は東京電力福島第一原子力発電所事故への対応として、東北地方太平洋

沖地震の震源特性及び地震動伝播特性を検討、津波ハザード解析の高度化に関する

研究、地震・津波対策の有効性評価、空冷式非常用電源設備の耐力評価を実施した。 

 

関連する研究プロジェクトの主な成果： 

1)「活断層評価技術の整備」において、物理探査による海域・陸域活断層検知手法を高

度化し、活断層検知限界を提示した。 

 また、活断層地震規模評価式の提示等、変動地形学による活断層調査、震源断層

及び地下構造の推定手法高度化を実施した。 

 更に断層活動年代推定手法と課題を整理した。 

2)「強震動評価技術の整備」において、断層モデル評価手法・不確実さ評価手法、応答

スペクトル距離減衰式による地震動評価法及び地震動伝播特性・サイト増幅特性の

評価手法の高度化を行った。 

 これらの成果は国の WG で報告され、耐震バックチェックに活用された他、第 1 回柏

崎国際原子力耐震安全シンポジウムにおいて報告されるとともに、本成果を国際的

に普及させるため、IAEA セーフティレポートの作成に着手した。 

3)「基準地震動の超過確率評価に係わる技術の整備」において、震源を特定しにくい地

震による地震動の超過確率評価手法の高度化と耐震安全審査への新知見反映のた

めの調査及び活断層データベースの構築を実施した。これらの成果はクロスチェック

解析に活用された他、新知見情報の分析結果を NISA に報告した。更に国際的に普

及させるために、IAEA のセーフティレポート等に本研究成果を活用する計画を立案し
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た。 

4)「構造健全性関連研究項目」において得られた建屋の地震応答解析に対し、水平方

向の質点系モデルに「床の柔性」を考慮する知見は、新潟県中越沖地震に対する柏

崎刈羽原子力発電所の天井クレーンに関する解析手法、5 プラントの耐震バックチェ

ックのクロスチェック解析及び東北地方太平洋沖地震記録のシミュレーション解析に

活用された。 

5)「地震随伴事象関連研究項目」において、津波に係るクロスチェック解析手順書、津

波解析用の各種解析コード及びデータベース等を整備した。これらの成果は事業者

の耐震バックチェックの津波に係るクロスチェック等に活用された。 

 更に、斜面模型の振動台実験データの取得と大変形解析コードの開発を踏まえ、斜

面安定性評価基準の骨子（案）を構築し、その中で提案した解析コードは敦賀 3/4 号

機の斜面の安定性評価におけるクロスチェック解析に反映された。 

6)「経年化関連研究項目」において、審査内規、各種解析コード及び破壊評価手順書を

整備した。これらの成果は 26 件の事業者の健全性評価に対する妥当性評価に活用

された。 

7)「地震に係わる残余のリスク関連研究項目」において、残余のリスク評価の規制レビ

ューマニュルとともに地震、津波等各種 PSA モデルを整備した。これらの成果は耐震

指針改訂に伴う残余のリスク評価において参照される。 

8)耐震裕度関連研究項目」において、耐震裕度評価ガイドラインの機器設備の耐力デ

ータ及び解析コードを整備しており、これらの成果は既設プラントの耐震バックチェック

のクロスチェック解析に活用された他、ストレステストの考え方に基づく耐震安全裕度

評価の審査支援に活用中である。 

9)「地震後のプラント健全性評価関連研究項目」において、プラント健全性評価手順、地

震後再立ち上げ手順のガイドライン及び地震後のプラント情報伝達システムの整備を

行った。これらの成果は柏崎刈羽原子力発電所 1号機及び 5号機の再立ち上げ可否

検討に活用された。 

10)「耐震安全研究知見の収集・蓄積と情報発信に関する検討項目」では知見の共有や

発信等に関する研修教材やデータベースの整備を行ってきたが、「原子力施設の耐

震安全性に係る新たな科学的･技術的知見の継続的な収集及び評価への反映」とし

て調査した結果は、耐震バックチェック等の審査に活用された。 

11)「東北地方太平洋沖地震を踏まえた震源断層及び地震動・津波評価」においては確

率論的津波ハザード評価に基づく基準津波策定手引き（案）の作成・提案等、基準地

震動及び設計津波水位の設定手法の見直しを行うとともに既設発電所の津波安全対

策の有効性評価のための技術的データの整備を実施した。これらの成果のうち、東

北地方太平洋沖地震の震源特性、津波波源特性の分析結果は IAEA に対する日本

国政府の追加報告書、IAEA や NRC の会合で報告した。 

12)「原子炉施設におけるこれまでの地震・津波対策の有効性評価」において作成した

津波設計審査ガイドライン（案）は NISA に説明済みであり、今後、NISA が作成する技

術審査基準に資する予定である 

13)「津波ハザード解析の高度化に関する研究」では、東北地方太平洋沿岸地域、南海

トラフ沿岸地域の古津波データセットの整備等、既往の地震や津波の発生履歴データ

の文献調査・整理を行うとともに津波堆積物調査の手引き案の策定及び津波の発生

履歴データに関する整備を行った。 
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14)「新設非常用電源(空冷式)の耐震性評価」は新たに恒久設置される空冷式の非常

用電源設備（ディーゼル発電機、ガスタービン発電機）について、耐震Ｓクラスとしての

耐震安全性の判断材料を整備することを目的に現在検討中である。 

 

（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 

 

（２） 

①「規制当局が事業者の安全文化・組織風土の劣化防止に関する取組を評価するガイ

ドライン」及び「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」を

策定するとともに、保安検査における根本原因分析において NISA を技術支援した。 

 

 

②策定した「人的過誤の直接要因に係る不適合を是正するための事業者の自律的取

組を規制当局が評価するガイドライン」は保安検査等で活用されている。 

 

 

③人間信頼性データ整備の方法等を取りまとめた「人間信頼性データ収集・評価ガイド

ライン（案）」を作成した。 

 

 

関連する研究プロジェクトの主な成果： 

1)「人間・組織に関わる安全規制要件」整備において、上記3ガイドラインを整備・改訂し

た。これらはいずれも規制当局が事業者の取組を評価する際に活用済みである。 

2)「ソフト面に係わるデジタルシステム等の新技術導入に関する安全規制要件整備」の

成果は日本電気協会「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程

（JEAC4620-2008）」及び「ディジタル安全保護系の検証及び妥当性確認に関する指

針（JEAG4609-2008）」に関する技術評価書の策定に活用された。 

 

（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 

 

（３） 

①新検査制度に係る検討において、検査の重点化及び保全プログラム確認へのリスク

情報活用を図るとともに、リスク情報を活用して、保全プログラムの確認業務に用いる

データベースの整備を行った。 

   

 

②リスク情報を活用して、検査指摘事項等の安全重要度を評価する仕組みを策定し、

プラントの型式に応じた評価モデルの高度化、マニュアル類の整備等を実施している。 

   

 

③米国及び欧州主要国における安全規制へのリスク情報活用に係る最新情報、リスク

情報活用事例等を整理し、NISA 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」の改訂に資する情報として取りまとめた。 

   

 

④安全規制へのリスク情報活用のため、人的過誤率の評価手法、火災の確率論的安

全評価に用いる火災伝播解析コード及び航空機落下事故データの整備等を行ってい
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

る。 

 

関連する研究プロジェクトの主な成果： 

1)「リスク情報活用方策の検討と試行」において、保全計画確認のためのリスク情報及

び検査指摘事項等の安全重要度評価手法等を整備した。これらは保全計画におけ

る保全重要度及び保全活動管理指標の確認の際に参考とされた他、総合安全評価

の試運用における検査指摘事項等の安全重要度評価に用いられた。 

 また、「リスク情報」活用の実施計画と改定案及び AOT の妥当性評価手法の整備

結果は原子力安全規制への「リスク情報」活用の実施計画に反映された。 

2)「規制当局がリスク情報を活用するための基盤整備」において、確率論的安全評価

（PSA）に必要なパラメータの更新、高度化された PSA 手法及び学協会規格の活用の

仕組みを整備した。これにより安全規制へのリスク情報活用において参照される PSA

の整備ができた。 

 

（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。 

 

 

 

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。 

 

（ ４ ）原子力防

災、環境影響に

係る分野 

①原子力防災

関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②環境影響関連 

 

（４） 

①事故状況判断及び事故予測のためのマニュアルの整備、軽水炉のレベル 2PSA フェ

ーズの事故解析結果を原子力防災に活用するためのデータベースの構築、事業者の

アクシデントマネジメント策の ERSS への反映や知的基盤を用いた緊急時対応技術の

整備、避難シミュレーション手法の検討を行った。 

また、事業者のアクシデントマネジメント対策の NISA によるレビューに活用するため、

最新の試験研究データ及び知見、事故進展データ等をアクシデントマネジメント知識ベ

ースとして整備し、シビアアクシデント規制要件化に係る技術的根拠、データ等を整理し

ている。 

 

H23 年度は東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた対応として、緊

急時活動レベル・防護対策判断基準等の整備に係る検討、避難時間推計手法に係る

要求条件・使用手順の整備、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導

入の検討等を行った。 

 

②地震時のレベル２PSA 及びレベル３PSA 手法等について、整備を行うとともに、不確

実さを考慮した被ばく線量評価コードを整備している。 

また、廃止措置工事時における平常時及び事故時の放射性物質の放出量評価コード

を整備した他、再処理施設の被ばく評価コードの改良、核燃料サイクル施設等の直接

線、スカイシャイン線評価手法の整備を実施している。 

更に国際放射線防護委員会(ICRP)勧告や原爆被爆者調査罹患率データ、EPA リスク

モデル改訂案等を調査しており、その知見を再処理施設の被ばく評価コードの改良に

活用している。 

 

H23 年度は東京電力福島第一原子力発電所事故への対応として、事故に係る環境

影響の調査・分析・評価及び海洋影響評価手法の調査を実施した。 

 

関連する研究プロジェクトの主な成果： 

1)「実効性のある防護対策要領の整備検討」で得られた知見により、「避難範囲の基本
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

型設定及び緊急時活動レベルと防護対策実施決定判断基準」及び「避難計画基本型

を含む住民防護対策要領」が整備された。前者の判断基準は原子力安全委員会防

災指針検討WGの方針に反映され、住民防護対策要領は地域防災計画作成マニュア

ルに反映された。これに加え防災計画範囲等の見直しの議論に反映された。 

2)「軽水炉のアクシデントマネジメントに係わる知識ベースの整備」で得られた知見によ

り、シビアアクシデントの規制要件化に係るガイドライン、シビアアクシデント対策の評

価に必要な解析コード、及び判断基準の策定に必要な技術根拠を整備した。 

 これらの成果は泊 3 号機、島根 3 号機等のアクシデントマネジメントレビューに反映

された他、ガイドライン案及び技術的根拠はシビアアクシデントの規制要件化に活用

されている。 

3)「シビアアクシデント晩期の格納容器閉じ込め機能の維持に関する研究」では解析

コード MELCOR を整備した他、シビアアクシデント時の格納容器ソースタームの評価

手法やガス状ヨウ素再放出挙動評価解析コードの開発を行い、立地評価の検討に活

用した。 

4)「被ばく評価手法の高度化研究」では中央制御室居住性に係わる被ばく評価及び有

毒ガス評価について、それぞれガイドライン及び解析コードの整備を行なった。これら

は NISA内規（H21年 8月制定）である中央制御室居住性に係る被ばく評価のガイドラ

イン及び空気流入率測定試験ガイドラインに活用された。 

5)「火災防護対策の高度化に係る調査・試験」では発電炉に関する火災ハザード評価に

おけるスクリーニング基準、火災解析コード CFAST、FDS の検証と整備、原子力プラ

ント火災事象データの整備を実施した。本研究の成果は東北電力女川原子力発電所

高圧電源盤火災評価に活用された。 

6)「事故時海洋影響評価手法の整備」では海外の海洋影響に対する規制の取組み状

況、国内外における事故時の海洋放出及び拡散評価手法の調査結果の整備を行っ

た。更に福島第一事故で海洋に放出された核種の測定情報等の整備も実施した。 

7)「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」の成果は原子力安全委員会の防災指針検討 WG における防災計画範囲等の見

直し議論に活用している。 

8)「原子力緊急事態の解除基準および事後・復旧対策の検討」は緊急事態宣言以降の

事後、復旧時に関し、必要となる基準及び運用ガイドラインの素案を作成するととも

に、原子力施設の状況判断支援ツールの整備を行うもので、現在検討中の段階であ

る。 

9)「複合災害時における原子力防災活動の要領の構築」の成果は原子力安全委員会

の防災指針検討 WG における防災計画範囲等の見直し議論における避難時間推計

の実施に活用した。 

11)「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」では福島第一事

故時の環境影響評価手法を整備し、その成果は NISA が実施する福島第一事故にお

ける放射性物質の環境への影響確認に対する技術的支援に反映された。 

 

（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

（５）その他 

 

（５） 

①地震・活断層分野、もんじゅ構造をモデルとした物理的・化学的分野及び原子力の安

全規制のあり方の3つの分野について基礎的研究に重点を置いて研究を実施し、例え

ば、地震・活断層分野においては、地質構造調査の高度化に資する成果が得られた。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

る。 

 

 

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） 

①国内外の核物質防護に係わる技術情報や規制情報等について調査・分析を実施

し、検査マニュアルの継続的な見直し・充実等の支援を実施している。 

 

②各原子炉施設等及び運転状態毎の核物質防護対策上、重要な設備について分

析・検討を実施し、枢要区域検討結果の妥当性確認の支援を行っている。 

以上のことから、本中期計画は達成 

③海外規制動向やテロ事案等を調査・分析し、NISAが行う設計基礎脅威の見直し

に係る検討を支援している。 

 

（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 

 

（２） 

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のガイドライン、

タイムライン分析評価ガイドライン、防護機器の性能ベース試験・検査要領書に

係る技術ガイド等について検討し、これら技術ガイドラインの策定・整備を支援して

いる。 

 

（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 

（３） 

海外規制動向、国内外テロ事例調査及び構築物の衝撃試験解析調査等を行い、

結果を NISAへ提供した。 

また、米仏の規制機関等との情報交換会合、IAEAの核セキュリティ文書の改

訂・整備作業へ参画などの国際協力を通じて情報の収集・整理・分析・評価を行

っている。 

 

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。 

 委託契約における検査等の強化（検査等の体制の確保、効果的・効率的な検査手順マ

ニュアルの制改訂、マニュアルの習熟など検査担当者の技術向上等）、管理ルールの

整備・明確化とそれの研究機関・研究者への周知徹底を図るための体制の強化を行

い、不正受給防止等を図ってきた。 

安全研究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しており、機構内での検討を経て原子力安全研究評価委員会に

より確認をうける仕組みが構築・運用されている。特にH21年度は委員会の評価結果を

踏まえ、1事業を中止し、3事業で予算規模の削減等も含め計画を最適化した。 

提案公募型調査研究はH19年度で廃止した。H23年度は22事業を追加する一方、 9

事業を年度内凍結、2事業の2項目を年度内に廃止した。 

収集情報の精査はクリアリングハウス機能を活用することでより重要度の高いものに

重点化している。 

安全情報データベースについては使用頻度の少ないデータベースを整理するととも

に、競争入札等の効果によりデータ入力コストを削減し、業務の効率化に努めている。 

 

【データ入力コストの前年度比削減率】： 
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

H20年度 約4％ 

H21年度 約8％ 

H22年度 約25％ 

H23年度 約40％ 

 

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。 

 

③ 近隣アジア諸国等に対する協力・支援（研修等）を行う。 

 

④ 国際条約等の義務の遂行に係る活動を行う。 

（１）国際業務 

 

（１） 

①IAEA、OECD/NEA 等の国際会議及び米国、フランス等との技術情報交換会合を通

じ、安全規制情報等を調査している。国内の事故トラブル情報は上記国際機関、各国

の規制機関等に向け発信している。 

 

H23 年度は東京電力福島第一原子力発電所事故への対応として、 IAEA 閣僚会議

向け日本国政府報告書等の翻訳支援を実施した。 

 

【国内トラブル情報の英訳版公開件数】：合計 208 件 

Ｈ19 年度 53 件 

Ｈ20 年度 62 件 

Ｈ21 年度 45 件 

Ｈ22 年度 28 件 

Ｈ23 年度 20 件 

 

②米、仏、独等の海外原子力規制機関とは協力協定に基づき、IAEA や OECD/NEA に

ついてはそれぞれ TSO 会議や MDEP 等の国際プロジェクトを通じ情報共有、発信を実

施している。 

 

【二国間定期会合等開催回数】：合計 24 回 

Ｈ19 年度 6 回 

Ｈ20 年度 3 回 

Ｈ21 年度 5 回 

Ｈ22 年度 2 回 

Ｈ23 年度 8 回 

 

③近隣アジア諸国を対象に研修を実施するとともに、特にベトナムについては規制当局

と協力覚書を締結し、安全指針整備への協力、研修の実施に加え研修生受入による人

材育成支援を行っている。 

また、H23 年には新興国支援等、国際活動を戦略的に展開するため、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た。 

 

④原子力安全条約、廃棄物等安全条約等、報告書の作成支援や会議での討議の参

加、報告書作成等により NISA を支援している。 

 

（２）広報業務 （２）広報業務 （２） 
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中 期 目 標 中 期 計 画 実績項目 達成実績 

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。 

 広報戦略を取りまとめた「原子力安全規制広報の在り方」に基づき広報活動を行うと

ともにマスコミへの情報発信、ホームページの改善・充実、シンポジウムの開催により安

全規制情報に関する広報活動を行っている。 

各年度の研究プロジェクトごとの安全研究の成果及び原子力安全規制への成果の

反映状況を中心に、機構全体の年度ごとの業務成果を取りまとめ、「安全研究年報」と

して作成した。 

なお、全面的に刷新したホームページのユーザビリティ等をWEBの評価機関の検証

をうけ、改善指摘事項について改善を図った。その結果、（株）日経BPコンサルティング

が実施した「独立行政法人 Web サイトユーザビリティ調査 2010/2011」の調査結果で機

構が全独立行政法人中１位になった。 

 

東京電力福島第一原子力発電所事故への対応は以下のとおり。 

  ・NISA コールセンターへの専門家派遣(H23.6.30 まで派遣。のべ 955 人) 

  ・メディアの問合せ 643 件、取材等 71 件、一般人等からの問合せは 253 件 

・シンポジウムで地震・津波のシミュレーション解析等合計 4 テーマを発表 

 

【JNES シンポジウム参加者数】：合計 約 2,410 名 

H19 年度 約 630 名 

H20 年度 約 500 名 

H21 年度 約 500 名 

H22 年度 約 420 名 

H23 年度 約 360 名 

 

 
 


