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中期目標、中期計画、年度計画対照表 

1／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

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 

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 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 

組織の運営状況を見ながら、

各部の業務展開に必要な人員

のニーズを把握し、人材の採

用、適材適所の任用、定期的な

人事異動等を検討し、実施す

る。 

 

（１）人材確保 

組織の運営状況を見ながら、

各部の業務展開に必要な人員

のニーズを把握し、人材の採

用、適材適所の任用、定期的な

人事異動等を検討し、実施す

る。 

 

（１）人材確保 

人員構成を勘案し、継続的に

新規採用を行うとともに、中堅

層を主とした中途採用及び出

向受入れも行うことにより、専

門的知識と経験が豊富な人材

の確保を図る。 

また、組織の運営状況を見な

がら、各部の業務展開に必要な

人材のニーズを把握し、適材適

所の配置や任用を図る。 

 

（１）人材確保 

人員構成を勘案し、総人件費

の縮減等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 

 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。 

（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、専門的知識の維

持向上を図るため、研修計画を

作成し、職員研修を実施する。

また、学位の取得、学会活動へ

の参加を引き続き推奨し、職員

の能力向上を図る。（検査等業

務に従事する職員に係る施策

については、「Ⅱ1．検査等業

務」の欄に記載。） 

また、国内外の規制機関等と

の人事交流等の検討等を行う。 

 

（２）人材育成 

職員の能力、専門的知識の維

持向上を図るため、研修計画を

作成し、技術研修、コンプライ

アンス研修、人材育成研修等の

推進を図る。 

新卒採用者等に対して個別

の育成計画を策定し、配属先に

おける育成担当（チューター）

の指名配置等による育成体制

を整えて実施する。 

また、国内外の規制機関等と

の人事交流の検討等を行う。 

（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 

新卒採用者等については、個

別育成計画に沿って適宜フォ

ローアップを行うなど、育成体

制の強化を図る。 

また、国内外の規制機関等と

の人事交流の検討等を行う。 

さらに、効率的、効果的な組

織運営を図るため、コンプライ

アンス研修や管理職研修等を

実行するとともに、機構職員の

知識・技能の習得・向上を図る

ため一般研修への参加を促進

する（目標：一人当たり平均3

回以上）。 

（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 

新規学卒者等については、個

別に経験や能力を考慮し、機構

内での研修に加えて、外部関係

機関等を活用した研修を取り

入れるとともに、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。 

さらに、内部統制の強化を図

るために、機構職員としての知

識の習得・向上に着目した一般

研修を充実する。また、一般研

修への参加目標を一人当たり

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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

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、「Ⅱ1．検

査等業務」の欄に記載。） 

（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 

業績評価制度を部長及びグ

ループ長に導入するなど、人事

制度の整備を図る。 

 

（３）人材活用 

新昇任・昇格制度の規程改正

（平成20年4月施行）を実施

し、業務実績を反映した適正な

評価を行うことにより、組織上

有為な人材の早期育成･活用等

を図る。 

 

（３）人材活用 

平成20年4月施行の新昇

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

価を行うことにより、組織上有

為な人材の早期育成・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（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正な評価

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（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。 

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 

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。 

安全情報データベースの更

なる高度化を目指して、アプリ

ケーションプログラム等を整

備する。 

 

安全情報データベースの更

なる高度化を目指して、部門間

を越えた利用の促進やアプリ

ケーションプログラム等の整

備を行う。 

また、国内法令報告対象の事

故故障情報に対して、データベ

ースの高度利用を目的に構造

知識化の検討を行う。 

 

安全情報データベースの更

なる高度化を目指して、部門間

を越えた利用の促進やアプリ

ケーションプログラム等の整

備を行う。 

また、国内法令報告対象の事

故故障情報に対して、データベ

ースの高度利用を目的に知識

構造化を行う。 

 

機構が業務を通して得る情

報及び知見を、部門間でより有

効かつ効率的に活用できるよ

う、平成21年度に開設した技

術情報ポータルのコンテンツ

の充実及びシステムの高度化

を図る。 

また、国内法令報告対象の事

故故障情報に対して、データベ

ースの高度利用を目的とした

検討を行う。 

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。 

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 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

（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

（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 

経営上の課題等について

（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 

経営上の課題等について

（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 

経営上の課題等について

（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 

経営上の課題等について

（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 

経営上の課題等について
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

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。 

 

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。 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

幹部クラスの打ち合わせ

を年4回程度実施する。ま

た、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現場レ

ベルでの十分な連携を取る

こととする。 

 

また、原子力安全・保安

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 

高度な専門性の維持、発

展、効果的かつ機動的、業

務の一層の重点化と効率化

を目的として、組織の改編

を行う。 

加えて、原子力安全行政

上の要請を分析、把握し、

必要に応じて人員配置の見

直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

に反映できるよう現場レベ

ルでの十分な連携を取るこ

ととする。 

 

また、原子力安全・保安

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。 

青森県内の原子力発電

所、MOX燃料の加工施設及

び中間貯蔵施設の建設工事

等に係る業務に対し、限ら

れた人材での検査等の品質

維持を目的とした効率化・

合理化を図るため、検査業

務部と核燃料サイクル施設

検査本部との間の機動的に

人材を活用する体制整備を

進める。 

 

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 

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

に反映できるよう現場レベ

ルでの十分な連携を取るこ

ととする。 

 

また、原子力安全・保安

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。 

産・学・官による原子力耐

震・構造研究拠点発足を受け、

柏崎耐震安全センターを設置

し、国内関係機関及び国際原

子力機関(IAEA)等の海外機

関と連携した研究及び研究成

果の集積・発信を行う環境を

整備する。 

 

 

 

 

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

現場レベルでの十分な連

携を取ることとする。 

 

 

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。 

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



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

4／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

院と共催の安全情報検討会

を継続して開催し（原則月

2回）、海外の安全問題に

関する情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

院と共催の安全情報検討会

を継続して開催し、国内外

の重要な安全情報の提供及

び共有を行い、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、定期的に原子力安

全・保安院と事故故障情報

交換連絡会を開催し、情報

提供と意見交換を行う。 

 

 

さらに、2カ月に1回開催

される原子力安全・保安院、

産業界（電気事業連合会、

各電力会社、原子力技術協

会（原技協））、機構の原

子力発電所安全管理定例会

合に参加し、安全情報の提

供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

院と共催の安全情報検討会

を継続して開催し、国内外

の重要な安全情報の提供及

び共有を行い、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

院と事故故障情報交換連絡

会を開催し、情報提供と意

見交換を行う。 

 

 

さらに、産業界（有限責

任中間法人日本原子力技術

協会等）との情報交換会合

を開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、クリアリングハ

ウス機能を強化した安

全情報検討会の新プロ

セスの定着化を図り、引

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（（社）

日本原子力技術協会等）

との情報交換会合を開

催する。 

 

 

 

 

 

 

 

b) 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

共に、連絡会の下に設置

した各分野のワーキン

ググループ(WG)にて連

携をとりながら具体的

な計画の策定と整備活

動を実施する。 

c) 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

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



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

5／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

⑤ 業務の質の向上 

機構の行う検査等の業務

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シス

テムについては、これまで

の個別リスク対策の実施結

果を踏まえてリスクマネジ

メント活動を継続し、同シ

ステムの維持改善に努め

る。 

 

 

 

 

 

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活動

システムについては、これ

までの個別リスク対策の実

施結果を踏まえてリスクマ

ネジメント活動を継続し、

個別リスクについて同シス

テムの維持対応を検討し改

善に努める。 

 

 

 

 

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、これまでの組織横

断的な個別のリスク対策の

適正な推進に努めるととも

に、これまでの実施結果を

踏まえ、新たに取り組む課

題の検討・改善を図る。 

 

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

む課題の検討・改善を図る。 

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管

理方法の定着を図る。 

 

（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 

試験研究等外部評価委員会

を開催し、テーマ選定、事業計

画策定、進捗管理、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 

試験研究等外部評価委員会

を開催し、テーマ選定、事業計

画策定、進捗管理、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 

試験研究等外部評価委員会

を開催し、テーマ選定、事業計

画策定、進捗管理、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 

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 

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。 

（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

（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

（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

（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

（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

（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



中期目標、中期計画、年度計画対照表 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

務の中立・公正な実施に努める。 とし、業務の中立・公正な実施

に努める。 

とし、業務の中立・公正な実施

に努める。 

とし、業務の中立・公正な実施

に努める。 

とし、業務の中立・公正な実施

に努める。 

 

とし、業務の中立・公正な実施

に努める。 

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 

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。 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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 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。 

（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

（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

（２）情報化の推進 

事務処理の効率化を推進す

るため、平成18年度に構築し

た業務システム（予算執行管理

システム及び契約管理システ

ム）の改善及び機能強化を図る

とともに、既存の業務系アプリ

ケーションシステム（グループ

ウエア、業務システム、旅費・

経費精算システム、勤怠システ

（２）情報化の推進 

事務処理の効率化を推進す

るため、平成19年度に引き続

き既存アプリケーションシス

テム（グループウェア、業務シ

ステム、旅費・経費精算システ

ム、勤怠システム等）の管理効

率向上及び利便性向上のため

の検討をグループウェアを中

心に進めるとともに、平成19

（２）情報化の推進 

事務処理の効率化を推進す

るため、平成20年度に引き続

き既存アプリケーションシス

テムの改善及び機能強化を図

るとともに、情報技術高度化の

動向を踏まえ、機構発足以来運

用している一部のアプリケー

ションシステムについて更新

を図る。 

（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、平成21年度に

引き続き既存アプリケーショ

ンシステム（予算執行管理、財

務会計、旅費・経費精算の各シ

ステム及びグループウェア）の

更新を実施する。 

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

（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



中期目標、中期計画、年度計画対照表 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

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。 

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。 

ム等）の管理効率向上及び職員

の利便性向上のための検討を

進める。 

また、現在使用しているファ

イアーウォール等の基幹のネ

ットワーク系サーバの機能強

化を行い、より安定したネット

ワーク環境を構築する。さら

に、情報セキュリティに係る職

員の意識を向上させるように

情報セキュリティ研修を継続

する。 

なお、e-METI構築計画への

対応としては、これまでに策定

した内部管理業務の最適化計

画を実施するとともに、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

作成する。 

 

年度に機能改善・強化を実施し

た業務システム（予算執行管理

システム及び契約管理システ

ム）の定着化・安定運用化を図

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、平成20年

5月より運用開始となる基幹

ネットワーク系システムにお

いて、ファイアーウォール等の

基幹サーバに情報セキュリテ

ィを高めるための機能強化を

施すとともに、情報セキュリテ

ィ政策会議が策定した「第1次

情報セキュリティ基本計画」を

踏まえて電子情報セキュリテ

ィ規程の見直しを完了させる。

併せて、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、役職員を対象に情

報セキュリティに対する責務

に応じた研修を実施する。 

さらに、「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、内部管理業務の

最適化計画を平成19年度に引

き続き実施するとともに、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

を実施する。 

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、情報セキュ

リティ政策会議が決定した「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

ィを高めるための機能強化を

施すとともに、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、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、「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、内部管理業務の

最適化計画を平成20年度に引

き続き実施するとともに、情報

技術高度化の動向を把握した

うえで今後の業務・システム最

適化計画を推進するための検

討を進める。 

 

侵入等を防ぐため、「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、業務・システム最適

化計画を推進する。 

 

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・システム最適化計画の

見直しを行う。 

 

 

（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。 

 

 

 

 

（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。 

 

 

 

 

 

 

（３）業務経費等の削減 

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

トの軽減を進め、業務経費等の

削減に努める。 

 

（３）業務経費等の削減 

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

トの軽減を進め、業務経費等の

削減に努める。 

 

（３）業務経費等の削減 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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２

２年１２月７日閣議決定）に基

づき、機構の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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

総人件費について、平成23

年度までの削減目標の着実な

実施を図り、中途採用の抑制を

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。 

 

 

 

 

 

 

総人件費について、平成23

年度までの削減目標の着実な

実施を図るために、中途採用の

抑制を進めるとともに、人事院

勧告に基づく特別都市手当の

改定見送りの実施及び雇用の

あり方や役職員の給与に関し

て必要な措置を検討する。 

 

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。 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

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。 

 

 

 

 

 

 

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。 

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 

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 

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 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、

（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 

また、検査等の質の向上及び

高度化に資するために、国外の

規制機関等（米国原子力規制委

員会（NRC）、仏国原子力安全

局（ASN）及び韓国原子力安

全技術院（KINS））における検

査の運用実態等の詳細につい

て調査を行う。 

（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

「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。 

 

 

 

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 

○ 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） 

 

○ 使用前検査（電気事業法

第49条第1項） 

○ 燃料体検査（電気事業法

第51条第1項及び第3

項） 

○ 定期検査（電気事業法第

54条第1項） 

○ 埋設施設確認（原子炉等

規制法第51条の6第1

項） 

○ 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） 

○ 放射能濃度確認（原子炉

等規制法第61条の2第

1項） 

 

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（電気

事業法第55条第4項） 

 

○ 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 

○ 溶接検査（原子炉等規制

法第61条の24第1項） 

○ 廃棄確認（原子炉等規制

 

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 

○ 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） 

 

○ 使用前検査（電気事業

法第49条第1項） 

○ 燃料体検査（電気事業

法第51条第1項及び第

3項） 

○ 定期検査（電気事業法

第54条第1項） 

○ 埋設施設確認（原子炉

等規制法第51条の6第

1項） 

○ 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） 

○ 放射能濃度確認（原子

炉等規制法第61条の2

第1項） 

 

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（電

気事業法第55条第4

項） 

○ 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 

○ 溶接検査（原子炉等規

制法第61条の24第1

項） 

 

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 

○ 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） 

 

○ 使用前検査（電気事業

法第49条第1項） 

○ 燃料体検査（電気事業

法第51条第1項及び第

3項） 

○ 定期検査（電気事業法

第54条第1項） 

○ 埋設施設確認（原子炉

等規制法第51条の6第

1項） 

○ 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） 

○ 放射能濃度確認（原子

炉等規制法第61条の2

第1項） 

 

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（電

気事業法第55条第4

項） 

○ 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 

○ 溶接検査（原子炉等規

制法第61条の24第1

項） 

 

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） 

 

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） 

 

 

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） 

 

 

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） 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

法第61条の25第1項） 

○ 運搬物確認（原子炉等規

制法第61条の26第1

項） 

 

 

④ 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。 

○ 原子炉等規制法第68条

第7項の規定に基づき、

機構が行う同条第1項

から第3項に規定する

立入検査 

○ 電気事業法第107条第

9項の規定に基づき、機

構が行う同条第1項か

ら第3項に規定する立

入検査 

○ 廃棄確認（原子炉等規

制法第61条の25第1

項） 

○ 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。 

 

○ 廃棄確認（原子炉等規

制法第61条の25第1

項） 

○ 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。 

 

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。 

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。 

 

 

（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

な専門知識や事業者側からの

検査等に係る事実関係聴取方

法等検査員として必要な専門

知識、技能を修得させるため、

研修機材の拡充、研修計画、研

修コースを策定、実施する。具

体的には以下を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 新規採用者を対象に、検査

員等資格研修を実施し、有

資格者となる人材を育成

する。 

○ 前年度の改善の検討等を

踏まえ、各種能力向上研修

（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

な専門知識や事業者側からの

検査等に係る事実関係聴取方

法等検査員として必要な専門

知識、技能を修得させるため、

研修機材の拡充、研修計画、研

修コースを策定するとともに、

研修センターを活用し、実施す

る。具体的には以下を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 新規採用者を対象に、検

査員等資格研修を実施し

て有資格者となる人材を

育成するとともに、個人

ごとのOJT項目、取り組

み課題、到達目標、OJT

（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、技能を修得させるため、

研修機材の拡充、研修計画、研

修コースを策定するとともに、

より有効で高度な教育訓練を

実施する。また、検査の更なる

高度化に対応するため、国外の

規制に関わる技術支援機関に

おける検査方法や検査技術を

習得する。 

具体的には以下を行う。 

 

 

○ 新規採用者が減少するこ

とを念頭に、検査員等資

格研修の構成を見直し、

有資格者となる人材の対

象を拡大して育成する体

系への改善を図る。個別

（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

て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。 

 

具体的には以下を行う。 

 

 

① 検査員の高齢化と新規採

用者の減少への対応とし

て、検査員力量評価や研

修実績に基づく効果的で

有効な能力向上教育プロ

グラムを構築するととも

（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、中期計画の最終

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
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を積極的に実施する。ま

た、ISO審査員補等検査等

業務に有効な関連する外

部資格の取得の推進を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 体系的教育訓練手法に基

づいて研修マネジメント

システムを再構築し運用

することにより、検査等業

務実施に必要な知識・技

量・態度を体系的に習得し

個々の検査員の力量向上

を図り、厳正かつ確実な検

査業務の遂行に資する。 

 

実施手順等と、必要な研

修、自己学習教材を含む

力量向上計画を策定し、

それを実施することによ

り効果的な人材育成を図

る。 

○ 力量評価の定期的改善実

施により検査員の力量を

把握し、不足する力量を

効果的に獲得することの

できる研修、OJT及び自

己学習を組み合わせた個

別力量向上計画の策定と

その実施により、検査員

の力量向上を図る。 

 

○ 体系的教育訓練手法に基

づいて再構築した体系的

研修カリキュラムと研修

マネジメントIT化システ

ムの運用により、検査員

一人一人の研修受講状況

を把握・管理し、研修カ

リキュラムと併せてそれ

を検査員に公開すること

により、適切なタイミン

グで検査員の希望する研

修が受講できるよう効率

化を図る。 

 

○ 前年度の改善の検討等を

踏まえ、各種能力向上研

修を積極的に実施する。

また、ISO審査員補等検

査等業務に有効な関連す

る外部資格の取得の推進

を図る。 

 

力量向上計画に基づくよ

り効果的な人材育成は引

き続き定着を図る。 

 

 

 

○ 力量評価の定期的改善実

施により検査員の力量を

把握し、不足する力量を

効果的に獲得することの

できる研修、OJT及び自

己学習を組み合わせた個

別力量向上計画の策定と

その実施により、検査員

の力量向上を図る。 

 

○ 体系的教育訓練手法に基

づいて再構築した体系的

研修カリキュラムと研修

マネジメントシステムの

本格運用により、検査員

一人一人の研修受講状況

を把握・管理し、研修カ

リキュラムと併せてそれ

を検査員に公開すること

により、適切なタイミン

グで検査員の希望する研

修が受講できるよう効率

化を図る。 

 

○ 前年度の改善の検討等を

踏まえ、各種能力向上研

修をさらに積極的に実施

するとともに、原子力安

全研修センターにおける

実地模擬訓練に重点を置

いた研修の定着と一層の

改善を図る。 

 

 

 

 

 

 

○ 国外規制機関及び技術支

援機関（NRC、ASN及

びKINS）に検査員を派遣

に、海外規制機関におけ

る人材育成手法及び検査

体制も参考として、より

効果的な人材育成体系を

整備する。 

 

② 検査員力量評価を効率よ

く適確に実施するための

システム化を進め、個別

力量向上計画に基づく

OJT、研修受講及び自己

学習の実施により、検査

員の総合的な力量の向上

を図る。 

 

 

③ 体系的研修カリキュラム

に基づく研修計画を、研

修管理システムにより検

査員のニーズと組織のニ

ーズに対応した適確な受

講を実現していく。研修

管理システムは受講管理

だけでなく、力量管理に

おいても活用し、さらに

利便性を向上させ、手続

事務や検索作業の効率化

を図る。 

 

 

④ 前年度の研修実施結果、

個別力量向上計画等での

ニーズを検討し、新たな

能力向上研修を導入する

とともに、現行の研修に

ついても内容を改善、充

実させる。原子力安全研

修センターにおける実践

型の研修は、研修コース

の追加、改善を進め、そ

の有効性を高めていくと

ともに、安定的な活用を

図る。 

 

⑤ 国外規制機関及び技術支

援機関（米国原子力規制

委員会(NRC)、仏国原子

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

設備、機材、支援ツール

の整備及び改造等を進め

る。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

し、規制機関及び技術支

援機関が行う検査の方

法、検査技術及び専門的

知識について習得し、検

査員のレベルアップを図

る。 

 

力安全局(ASN)、韓国原

子力安全技術院(KINS)）

に検査員を派遣し、規制

機関及び技術支援機関が

行う検査の方法、検査技

術及び専門的知識につい

て習得させ、検査員のレ

ベルアップを図る。 

（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 

新検査制度の整備に関して

技術的側面から原子力安全・保

安院を支援するとともに、実施

の一翼を担う機関として、マニ

ュアルの作成など運用体制の

構築を進めるとともに必要な

研修を実施し、新制度への円滑

な移行を図る。 

 

（３）新検査制度への対応 

新検査制度については検討

段階から実施段階に移行する

ことが予定されている。新検査

制度として、新たに導入される

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

機構に委託されることが予定

されている保全計画書の技術

的な確認業務を円滑に行うた

め、マニュアル類を整備すると

ともに、運用を視野に入れたシ

ミュレーションを実施し、新制

度の円滑な導入を図る。 

また、実践に則した研修を通

じて新検査制度への対応に必

要な検査員の力量を確保する。 

さらに、保全に係わる検査に

おける原子力安全・保安院との

連携を図り、プラント特性に応

じた効果的な検査の実現を図

る。 

 

（３）新検査制度への対応 

新検査制度は実施段階に移

行する。新検査制度として、新

たに導入された保全プログラ

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、引き続き実践に則した

研修を通じて新検査制度への

対応に必要な検査員の力量を

確保する。 

さらに、保全に係わる検査等

における原子力安全・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を実施す

る。 

 

（３）新検査制度への対応 

平成21年度に引き続き、新

しい制度の下で検査等業務を

実施する。新検査制度として、

新たに導入された保全プログ

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、引き続き新制

度の円滑な運用を図る。また、

保安規程において点検実施頻

度の詳細な技術評価が必要と

なる部位の届出があった場合

は、その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、保全に係わる検査等

における原子力安全・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を実施す

る。 

加えて、平成21年度までに

枠組みや手法を整備した保安

活動総合評価の試運用を開始

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、保安規程にお

いて点検実施頻度の詳細な技

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

確認するとともに、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、技術的課題に対処すると

ともに試運用を適切に実施す

る。 

 

 

 

 

 

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 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

（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

（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・保安院に

申請されるものにつき、

以下を実施する。（実施は

審査スケジュールに依

存） 

○ 中国電力㈱島根原子

力発電所 3 号機の工

（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） 

○ 東京電力㈱東通原子

（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） 

○ 日本原子力発電㈱東

（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) 中国電力㈱上関原子

（１）安全審査等の支援 

① 法令に基づく許認可等 

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



中期目標、中期計画、年度計画対照表 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

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。 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事計画の認可申請に

係るクロスチェック

解析 

○ 日本原子力発電㈱敦

賀発電所 3、4 号機の

設置許可申請に係る

クロスチェック解析 

○ 日本原燃㈱再処理施

設の建屋増設に関す

る事業許可変更申請

に伴うクロスチェッ

ク解析 

○ 人形峠環境技術セン

ターの廃止措置計画

に係るクロスチェッ

ク解析 

○ リサイクル燃料備蓄

センターの事業許可

に係るクロスチェッ

ク解析 

○ 輸送容器等の設計承

認に係るクロスチェ

ック解析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力発電所の設置許可

申請 

○ 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 

○ 独立行政法人日本原

子力研究開発機構（以

下「原子力機構」とい

う。）人形峠環境技術

センター加工施設の

廃止措置計画 

○ 日本原燃㈱廃棄物埋

設施設事業許可申請 

○ 日本原燃㈱再処理施

設の建屋増設に関す

る事業変更許可申請 

○ 日本原燃㈱濃縮施設

の事業変更許可申請 

○ 日本原燃㈱MOX 燃

料加工施設の設計及

び工事方法の認可（設

工設）申請 

○ リサイクル燃料貯蔵

㈱リサイクル燃料備

蓄センター貯蔵建屋

の事業許可申請 

○ 輸送容器等の設計承

認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

○ 日本原燃㈱再処理施

設の建屋増設に関す

る事業変更許可申請 

○ 日本原燃㈱MOX 燃

料加工施設の事業許

可変更申請、設計及び

工事方法の認可（設工

認）申請 

○ リサイクル燃料貯蔵

㈱リサイクル燃料備

蓄センターの設工認

申請 

○ 使用済燃料輸送容器

等の設計承認申請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力発電所設置許可申

請 

 

 

2) 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 

3) 日本原子力発電㈱敦

賀発電所 3 号及び 4

号の増設に関する設

置変更許可申請の一

部補正 

（平成 21 年度から

継続） 

4) リサイクル燃料貯蔵

㈱リサイクル燃料備

蓄センターの設工認

申請 

5) 使用済燃料輸送容器

等の核燃料輸送物設

計承認申請【補正】 

 

 

6) 混 合 酸 化 物 燃 料

(MOX)粉末輸送容器

等の核燃料輸送物設

計承認申請 

7) 日本原燃㈱混合酸化

物燃料(MOX)燃料加

工施設の設計及び工

事方法の認可（設工

認）申請 

8) 日本原燃㈱再処理施

設の低レベル放射性

廃物管理施設【増設】

事業変更許可申請 

9) 日本原燃㈱返還廃棄

物管理施設事業変更

許可申請 

10) 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 

11) 日本原子力発電㈱東

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 高経年化対策関連技術

調査等 

今年度予定されている

福島第一原子力発電所

4、5 号機、浜岡原子力

発電所 2 号機及び東海第

二原子力発電所の高経年

化策技術評価の原子力安

全・保安院の支援を行う。 

 

 

 

② その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 高経年化対策関連技術

調査等 

今年度予定されている

関西電力㈱大飯発電所

1、2 号機、東京電力㈱

福島第一原子力発電所 6

号機の高経年化対策技術

評価の原子力安全・保安

院の支援を行う。 

 

 

 

② その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 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。）、再処理施設、高

速増殖原型炉もんじゅ等

に対し、耐震クロスチェ

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 高経年化対策関連技術調

査等 

今年度予定されている

日本原子力発電㈱敦賀発

電所 1 号機及び関西電力

㈱美浜発電所 1 号機の高

経年化対策技術評価の原

子力安全・保安院への支

援を行う。 

 

 

 

② その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 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。）、独立行政法人日

本原子力研究開発機構

（以下「原子力機構」と

海発電所の第二種廃

棄物埋設事業許可申

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 

昨年度に引続き関西電

力㈱美浜発電所 1 号炉、

今年度予定されている東

京電力㈱福島第一原子力

発電所 1 号炉及び九州電

力㈱玄海原子力発電所２

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) 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

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いう。）高速増殖原型炉も

んじゅ等に対し、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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

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。 

 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

17／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 加 圧 水 型 原 子 炉

（PWR）プラントの冷

却材喪失事故（LOCA）

時長期炉心冷却性に関

する妥当性確認 

新サンプスクーン工事

計画認可申請における事

業者側評価の妥当性に関

するクロスチェック解析

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

b) 高速炉もんじゅのアク

シデントマネジメント

（AM）対策の解析 

独立行政法人日本原子

力研究開発機構（原子力

機構）が提出するもんじ

ゅの AM 対策の妥当性に

ついて、確率論的安全評

価（PSA）手法を用いて

解析を行い評価する。 

 

c) 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

ものにつき、以下の作業

b) 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

をレビューし、残余のリ

スク評価の妥当性を確認

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） 

c) 加圧水型原子炉 (PWR)

プラントの冷却材喪失

事故(LOCA)時長期炉心

冷却性に関する妥当性

確認 

新サンプスクリーン工

事計画認可申請における

事業者側評価の妥当性に

関する解析を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 高速増殖原型炉もんじ

ゅの安全性確認支援 

 

1) 安全総点検結果の妥当

性確認 

原子力機構がもんじ

ゅを対象として行う安

全総点検結果(その他

の事項)について、原子

力安全・保安院が実施

する保安検査、もんじ

ゅ安全性確認検討会へ

の技術的支援を行う。 

 

 

 

2) 保安規定の妥当性確認 

原子力機構がもんじ

b) 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） 

c) 加圧水型原子炉(PWR)

プラントの冷却材喪失

事故(LOCA)時長期炉心

冷却性に関する妥当性

確認（実施は審査スケジ

ュールに依存） 

新サンプスクリーン工

事計画認可申請における

事業者側評価の妥当性に

関する解析を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

d) 高速増殖原型炉もんじ

ゅの安全性確認支援 

 

1) 安全総点検結果の妥当

性確認 

原子力機構がもんじ

ゅを対象として行う安

全総点検結果(その他

の事項)について、原子

力安全・保安院が実施

する保安検査、もんじ

ゅ安全性確認検討会へ

の技術的支援を行う。 

 

 

 

2) 保安規定の妥当性確認 

原子力機構がもんじ

b) 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） 

c) 加圧水型原子炉(PWR)プ

ラントの冷却材喪失事

故(LOCA)時長期炉心冷

却性に関する妥当性確

認（実施は審査スケジュ

ールに依存） 

新サンプスクリーン工

事計画認可申請における

事業者側評価の妥当性に

関する解析を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

d) 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 

炉心確認試験に際し

原子力安全・保安院の

指示に基づき、立入検

査を実施し、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。 

 

 

2) 保安規定の妥当性確認 

独立行政法人日本原

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） 

 

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



中期目標、中期計画、年度計画対照表 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

等を実施する。（実施は事

業者からの報告時期に依

存） 

○ 日本原燃㈱再処理施

設 

○ 原子力機構高速炉も

んじゅ 

○ 中部電力㈱浜岡原子

力発電所 

○ 北陸電力志賀原子力

発電所 

○ 原子力機構核燃料物

質加工施設 

d) 耐震指針改訂に係る既

設原子炉施設のレビュ

ー支援 

事業者評価の解析手

法、解析条件、解析結果

をレビューし、残余リス

ク評価の妥当性を確認す

る。 

 

ゅ臨界及び出力運転ま

でに整備予定の保安規

定を対象として、軽水

炉プラントの保安規定

との整合性及び設置許

可申請や設工認などの

上流規制との整合性を

確認するとともに、許

容待機時間の根拠の明

確化など今後のもんじ

ゅの保安規定の在り方

に関する方針を整理

し、原子力安全・保安

院が実施する保安規定

審査への技術的支援を

行う。 

3) 工事計画認可に係る審

査支援 

もんじゅ臨界近接炉

心を対象として原子力

安全・保安院が行う工

事計画認可に係る審査

を支援する。特に、も

んじゅ臨界炉心の反応

度係数などの核的制限

条件や燃料最高温度な

どの熱的制限条件の妥

当性確認に関する技術

的支援を行う。 

 

 

 

 

4) アクシデントマネジメ

ント(AM)策の妥当性

確認 

原子力機構が平成

20年2月末に提出した

もんじゅのAM策の妥

当性について、緊急時

手順書、AM手順書及

び確率論的安全評価

(PSA)を用いたAM策

の有効性評価を対象と

して、これらの技術的

妥当性を確認する。さ

らに、AM策の妥当性

ゅ臨界及び出力運転ま

でに整備予定の保安規

定を対象として、昨年

度に引き続き、軽水炉

保安規定との整合性及

び設置許可申請などの

上流規制との整合性を

確認し、成果報告書を

作成する。また、今後

のもんじゅの保安規定

の在り方に関する方針

を整理し、待機除外時

間の設定根拠の明確化

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) アクシデントマネジメ

ント(AM)策の妥当性

確認 

原子力機構が、再提

出するもんじゅのAM

策について、原子力安

全・保安院が行う、AM

策の技術審議、防災小

委員会のAMワーキン

ググループ(WG)への

対応及び原子力安全委

員会が行うAM調査審

議への対応等を支援す

る。 

子力研究開発機構（以

下「原子力機構」とい

う。）が出力運転までに

整備予定の保安規定を

対象として、前年度ま

での作業に引き続き、

軽水炉保安規定との整

合性及び設置許可申請

などの上流規制との整

合性を確認し、成果報

告書を作成する。また、

今後のもんじゅの保安

規定の在り方について

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) アクシデントマネジメ

ント(AM)策の妥当性

確認 

原子力機構が提出し

たもんじゅのAM策の

整備報告書（AMガイ

ドライン)の技術的妥

当性について、原子力

安全・保安院が行う、

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

全委員会が行うAM調

査審議への対応等を支

（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（ＰＳ

Ａ）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



中期目標、中期計画、年度計画対照表 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

確認結果に基づいて、

原子力安全・保安院が

行う、A M 策の技術審

議、防災小委員会の

AMワーキンググルー

プ(WG)への対応及び

原子力安全委員会が行

うAM調査審議への対

応等を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) 中央制御室居住性評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) 制御室居住性評価に係

援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
もんじゅで生じたト

ラブル事象に関し、特

に 、 炉 内 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。 

 

g）中央制御室居住性評価に

係るレビュー支援 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

20／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

に係るレビュー支援 

事業者評価の解析手

法、解析条件、解析結果

をレビューし、中央制御

室居住性評価の妥当性を

確認する。 

 

 

 

 

f) 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、燃料に関するト

ピカルレポート（燃料集

合体核特性、燃料棒熱・

機械特性等）に関する妥

当性評価が見込まれる。

（実施は評価スケジュー

ルに依存）。 

 

 

 

g) 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。（実施は審査スケジュ

ールに依存） 

 

るレビュー支援 

事業者が原子力安全・

保安院に報告する中央制

御室居住性評価につい

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） 

 

f) 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 20 年 12

月に申請された燃料熱機

械設計コードに関するト

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） 

 

 

g) 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） 

h) AM有効性確認 

事業者から原子力安

全・保安院に報告される

中国電力㈱島根原子力発

電所3号機のAM策の有

効性についてその妥当性

を PSA 手法により確認

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) 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 20 年 12

月に申請された燃料熱機

械設計コードに関するト

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） 

 

 

f) 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） 

g) AM有効性確認 

事業者から原子力安全・

保安院に報告される中国電

力㈱島根原子力発電所3号

機のAM策の技術的妥当性

及び有効性について確率論

的安全評価(PSA)手法を用

原子力安全・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） 

 

 

 

 

 

 

 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

21／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

する。（実施はレビュース

ケジュールに依存） 

i) 溶接方法に関する特認

の技術評価 

溶接方法に関する特認

の技術評価を行う。 

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。 

 

いて解析を行い評価する。 

 

 

 

 

 

h) 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。 

 

 

 

  

 

 

 

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。 

（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・故障への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 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

れたトラブルの原因、対策

及び関連情報等の調査、検

討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事故・故障への対応 

○ 平成19年新潟県中越沖

地震に対する柏崎刈羽原

子力発電所の耐震安全性

に関し、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） 

 

 

 

○ 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。さらに事故

故障WGへの原子力安

全・保安院の対応支援を

実施する。 

 

 

 

 

 

（２）事故・故障への対応 

○ 平成19年新潟県中越沖

地震に対する柏崎刈羽原

子力発電所の耐震安全性

に関し、平成20年度に引

き続き、1号機等のクロ

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） 

 

○ 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。さらに他プラ

ントへの水平展開状況の

フォローを実施する。 

 

 

 

（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㈱

柏崎刈羽原子力発電所の

耐震安全性に関し、平成

21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強

化した安全情報検討会の

新プロセスにおいて、軽

微な事象も含めた国内事

象から必要な規制教訓を

（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㈱

柏崎刈羽原子力発電所の

耐震安全性に関し、平成

22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



中期目標、中期計画、年度計画対照表 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国内の原子炉施設等で発

生した事故・故障について

国際原子力事象評価尺度

（INES）評価、検討を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国内外の事故・故障事象の

安全性への潜在的な影響

を分析し、リスク情報を用

いた定量的な情報を原子

力安全・保安院に提供する

ととともに、体系的な前兆

事象評価による事故・トラ

ブルの再発防止策へ貢献

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 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。 

 

 

 

 

○ 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

評価を行う。また、定量

的評価の結果、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

影響の分析、事故・故障

の再発防止策の有効性に

ついて、定量的な情報を

原子力安全・保安院に提

供し、事故・故障の再発

防止策へ貢献する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 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。また、国際原

子力機関（IAEA）が実施

する INESマニュアルの

改訂に伴う対応支援も行

う。 

○ 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。また、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

の分析、事故・故障の再

発防止策の有効性につい

て、定量的な情報を原子

力安全・保安院に提供し、

事故・故障の再発防止策

へ貢献する。 

 

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。また、IAEAが

実施するINESマニュアル

の改訂に伴う対応支援も

行う。 

 

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。 

 

また、海外の事故・故障

事象について、前兆事象評

価の結果を用いた定量的

スクリーニング基準の試

運用を、クリアリングハウ

ス機能を強化した安全情

報検討会の新プロセスに

おいて行う。 

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。 

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 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

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

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

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

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

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

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



中期目標、中期計画、年度計画対照表 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

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。 

 

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。 

 

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。 

○ 機構本部要員の参集を行

い、対処本部を設置し、原

子力安全・保安院及び緊急

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。 

 

 

 

○ 原子力防災専門官からの

要請に基づき、予め確保し

ている要員により、迅速な

オフサイトセンターの立

ち上げを支援する。 

○ 原子力安全・保安院からの

要請に基づき、緊急時対策

支援システム（ERSS）を

起動し情報提供を行う。 

 

 

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。 

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。 

○ 機構本部要員の参集を行

い、対処本部を設置し、

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。 

 

○ 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。 

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。 

○ 機構本部要員の参集を行

い、対処本部を設置し、

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。 

 

○ 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。 

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。 

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。 

（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）原子力防災訓練の支援、

原子力防災研修 

① 総合原子力防災訓練の支

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

後の訓練へ向けた改善点の

とりまとめを行う。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の

向上ために知的データベー

（１）原子力防災訓練の支援、

原子力防災研修 

① 総合原子力防災訓練の支

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の向上

（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の向上

（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

（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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

スの整理・検討を行うとと

もにマニュアルの充実を図

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、その企

画・計画立案、実施及び評

価の各段階における各地方

自治体訓練の特色を分析

し、その支援計画を作成し

必要な支援を実施する。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。 

 

 

 

 

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

び講習会を実施する。さら

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。 

 

 

 

 

 

 

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

連携を計る。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。 

 

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

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。 

 

 

 

 

 

 

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

連携を計る。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。 

 

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

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。 

 

 

 

 

 

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。 

 

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

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。 

 

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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

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。 

に、受講者に対してアンケ

ート調査等を行い、その結

果を評価・分析し、研修及

び講習会の内容の改善を図

る。なお、研修は国の訓練

と整合のとれたものとす

る。 

また、地方自治体訓練と

の関連を図る等地方自治体

を含めた検討を行い、より

実効性の高いものとする。

さらに、研修を通して得ら

れた知見に基づき緊急時の

実効性の向上のために知的

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。 

○ 緊急時の際、原子炉施設

立地道府県のオフサイ

トセンターに他地域か

ら支援のために早期に

参集する原子力防災専

門官、当該自治体担当者

及び当該事業者参集要

員を対象とした現地訓

練をオフサイトセンタ

ー5カ所以上で、総受講

者数60名を目標に実施

する。 

 

○ 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40

人程度の規模のオフサ

イトセンターを活用し

た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・再処理管轄のオフ

サイトセンター4カ所

で実施する。 

 

 

 

 

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3 カ所以

上で、総受講者数 60 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 60

名程度の規模のオフサイ

トセンターを活用した習

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。訓練内容は自治

体訓練支援に資するよう

調整を計るものとする。 

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

資するよう調整を計るも

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

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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

○ 警察、自衛隊、海上保安

庁の職員を対象とした

30人程度の規模の核物

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。 

 

○ 消防、警察等の職員を対

象とした100人程度の

規模の核燃料輸送講習

会を3回実施する。 

○ その他必要な研修（講演

会を含む）を実施する。 

○ また、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」について最新の

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。 

 

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

3 回実施する。 

e) 火災対応のための研修

等 

火災対応のための研修

を全国 20 カ所で実施す

る。また、視聴覚教材を

作成する。 

 

 

 

 

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」

等について最新の防災訓

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。 

 

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

3 回実施する。 

e) 火災対応のための研修

等 

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。全国 20 カ所での 3

年間実施計画を立てる。

また、平成 20 年度の研

修実績の評価に基づき視

聴覚教材を作成する。 

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」

等について最新の防災訓

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。 

 

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。 

e) 火災対応のための研修

等 

昨年度計画した 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」

等について最新の防災訓

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。 

h) 訓練体系の整備の検討 

より一層の防災訓練の

実効性向上を図ることを

目的として、国、自治体、

原子力事業者及び関係防

災機関の防災関係者に対

するオフサイトセンター

を活用した各種訓練を評

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。 

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」

等について最新の防災訓

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。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

価して、各々の訓練目的

を明確にし、訓練企画、

準備に必要な項目（シナ

リオの多様化及び選定

等）を体系的に検討する。 

（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）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

び緊急時対応センター設

備の維持管理を実施する

とともにオフサイトセン

ターの運用支援を実施す

る。 

○ 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。 

○ 原子力防災専門官が

実施する各設備の起

動・操作の支援を実施

する。 

○ 設備の異常発生時に

原因調査、点検、修理

を実施する。また、不

具合データベースを

有効に活用すること

により不具合対応業

務の効率化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

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。 

○ 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。 

○ 更新設備の機能維持

のために、機構内に運

用管理センターを設

置して故障把握など

を集中監視し、修理対

応等を迅速化する。 

○ 既設設備については

異常発生時に原因調

査、点検、修理を実施

し、不具合データベー

スを有効に活用する

ことにより不具合対

応業務の効率化を図

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 

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。 

○ 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。 

○ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 物的基盤の維持管理等 

 

① 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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 設備の中長期更新計画

の立案 

オフサイトセンター及

び緊急時対応センター設

備の更新に当たっては、

作成した全体仕様を基に

全拠点を結ぶネットワー

クの構成、設備の詳細仕

様、地方自治体ネットワ

ークとの接続方法、設備

更新工事の方法及び工程

等を確定した上で、オフ

サイトセンター及び緊急

時対応センター設備の更

新を開始する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ERSS の維持管理及び改

善 

a) 定期的な試験の実施 

緊 急 時 に 速 や か に

ERSS を起動し情報を提

供できるように以下の定

期的な試験を実施する。 

○ ERSS の主要な構成

機器については、1 回

/月の頻度で起動試験

を行う。 

○ 原子力事業者、原子力

安全・保安院、機構、

オフサイトセンター

間の回線の健全性確

認試験を1回/年の頻

度で実施する。 

○ 機構に設置している

ERSS 各システムを

起動し、模擬事故デー

タを伝送して総合的

 

 

b) 設備の中長期更新計画

の実施 

○ オフサイトセンター

及びERCの設備更新

に当たっては、マスタ

ースケジュールに沿

って全拠点を結ぶネ

ットワークの構築、地

方自治体ネットワー

クとの連接を確立し

がら設備更新を実施

する。 

○ ネットワークの多様

性を確保するために

地上系のネットワー

クが遮断された場合

を想定して衛星通信

の信頼性向上を検討

する。 

○ ERCの設備について

は原子力安全・保安院

の移設計画に従って

新エリア移設を支援

する。 

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。 

○ 月1回、設備の員数確

認、点検、起動確認を

実施する。 

○ 年1回の頻度で、原子

力事業者を含むすべ

ての回線で、伝送試験

を実施する。 

○ 必要に応じ、原子力事

業者の設備変更や防

災訓練等の運用経験

を反映するためのソ

フトウェアの変更を

行う。 

b) ERSSの改善 

 

 

b) 設備の中長期更新計画

の実施 

○ オフサイトセンター

及びERCの設備更新

に当たっては、衛星通

信システムのIP化、防

災対策車の更新及び

放射線防護資機材の

更新について検討、計

画する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

○ 月1回、設備の員数確

認、点検、起動確認を

実施する。 

○ 年1回の頻度で、原子

力事業者を含む回線

で、伝送確認を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

b) ERSSの改善 

 

 

b) 設備の中長期更新計画

の実施 

オフサイトセンター及

び ERC の設備更新に当

たっては、衛星通信シス

テムの IP化及び放射線防

護資機材の再整備につい

て実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ムを構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

b) ERSSの改善 

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PCの増設とメモリー

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 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 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

29／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 急時に迅速かつ的確に対

に運用する試験を 2

週間に 1 回程度の頻

度で実施する。 

b) ソフトウェアの改良及

びハードウェアの更新 

必要に応じ、原子力事

業者の設備変更や防災訓

練等の運用経験を反映す

るためのソフトウェアの

改良を行う。また、オフ

サイトセンター設置の 5

年以上経過した機器を対

象にハードウェアの更新

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 緊急時対応体制及び要員

○ 大規模自然災害発生

時等にプラント状態

を迅速に確認するた

めの支援機能を軽水

炉55プラント及びも

んじゅ対象に統合原

子力防災ネットワー

ク上に構築する。 

○ 現行ERSSのプラン

ト情報表示システム

を統合原子力防災ネ

ットワーク上に移設

する。また、予測解析

システム等の他のサ

ブシステムの統合原

子力防災ネットワー

ク上への移設検討を

行う。 

○ 北海道電力㈱泊発電

所3号機の燃料装荷

までに、緊急時対応機

能及び大規模自然災

害発生時機能を構築

する。 

○ 再処理施設の短時間

の全動力電源の喪失

事象等を考慮したプ

ラント情報表示機能

を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

c) 事故シナリオ生成ツー

ルの整備 

訓練の効率化を目的と

して、事故シナリオを容

易に生成する過酷事故を

模擬できるシミュレータ

を活用した事故シナリオ

生成ツール仕様を検討

し、整備する。 

 

③ 緊急時対応体制及び要員

○ ERSS予測解析シス

テム及び事故状態判

断支援システムを、プ

ラントデータの常時

伝送化に対応できる

ように改造する。 

○ プラント情報表示シ

ステムに警報表示機

能を付加し、機能向上

を図る。 

○ 日本原燃㈱再処理施

設用の現行プラント

情報表示機能を、平成

20年度構築した大規

模自然災害発生時等

対応の支援機能に組

み込み一体化する。 

○ もんじゅを対象とし

た事故状態判断支援

手法の検討を行う。 

○ 平成20年度構築した

大規模自然災害発生

時等対応の支援機能

の実運用を通じて、更

なる機能向上のため

の改善点を抽出し、必

要に応じて改善を行

う。 

 

c) システムの可用性向上 

プラントデータの常時

伝送化に対応して、シス

テムの更なる可用性を向

上させるための方策を検

討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 緊急時対応体制及び要員

1) 中国電力㈱島根原子力

発電所3号機の燃料初

装荷までに、同機向け

にERSSを整備する。 

2) ERSSの管理機能等を

改良し、原子力事業者

から送られるプラント

データの警報設定値等

の変更に対して迅速な

対応を図る。 

3) 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。当該年度は仕様を

作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) システムの可用性向上 

前年度に検討した可用

性向上策に基づき、シス

テムの改造を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 緊急時対応体制及び要員

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



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

30／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

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

の維持等 

a) 機構内の体制の整備及

び維持 

原子力緊急時に機構と

して迅速かつ的確に対応

するため、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

要員体制を整備する。ま

た、その体制及び要員の

維持のため連絡、参集体

制を確立する。 

 

 

 

 

 

b) ERSS運用体制の整備

及び要員の維持 

ERSS 運用体制を整

備、維持するとともに、

要員の緊急時対応技術の

習熟を図るための総合的

なERSS運用訓練を運用

試験に合わせて実施す

る。また、要員の連絡、

参集体制を確立し、月に

1 回程度の頻度で連絡又

は参集訓練を行って実効

性を確認する。 

c) オフサイトセンター立

ち上げ体制の整備及び

要員の維持 

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

な立ち上げの支援を行う

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、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、設備の立ち上げ、

操作の習熟を維持する。 

 

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、対処本部を設置し、

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

急時要員体制を整備す

る。また、その体制及び

要員を維持するとともに

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 

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

するために体制を整備す

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。 

 

 

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、対処本部を設置し、

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 

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。 

 

 

 

 

 

 

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 

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。 

 

 

 

 

 

 

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 

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。 

 

 

 

 

 

 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

31／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

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。 

 ④ 原子炉施設等の新規建設

に伴う設備の整備等 

中間貯蔵施設のためのオ

フサイトセンター設備につ

いての検討を実施して指定

までの概略スケジュール、

設備調達準備を計画する。 

 

④ 原子炉施設等の新規建設

に伴う設備の整備等 

中間貯蔵施設のためのオ

フサイトセンター設備につ

いての検討を実施して、指

定までの概略スケジュー

ル、設備調達準備を計画す

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。 

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 

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

    総合資源エネルギー調査会原

子力安全・保安部会原子力安全

基盤小委員会安全基盤研究 WG

の報告を踏まえ、原子力安全・

保安院の提示する規制課題を受

けて、安全研究計画を策定する。 

原子力安全・保安院がとりま

とめた規制課題を受けて、安全

研究計画を策定するとともに、

課題の解決に取り組む。また、

東京電力㈱福島第一原子力発電

所事故への対応及び当該事故を

踏まえた新たな安全規制の検

討、新たに必要な評価手法の整

備等に取り組む。 

４－Ａ 発電炉・新型炉分野 ４－Ａ 発電炉・新型炉分野 ４－Ａ 発電炉・新型炉分野 ４－Ａ 発電炉・新型炉分野 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。 

 

（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 

○ 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、最新の技術的知

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。 

○ 高経年化対策検討委

員会（高経年化技術評

価ワーキンググルー

プ）対応の技術支援、

技術情報調整委員会

（情報基盤ワーキン

ググループ等）の運

営、及び（社）日本原

子力学会（高経年化対

（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 

○ 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、最新の技術的知

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。 

○ 高経年化対策検討委

員会（高経年化技術評

価 WG）及び保守管理

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

等）の運営、及び(社)

日本電気協会の WG

等の外部活動への積

（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 

○ 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、最新の技術的知

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。 

○ 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

（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、最

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

（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) 高経年化対策術技基盤

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、最

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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策実施基準策定等）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。 

○ 高経年化技術評価の

ための高経年化対策

技術資料集（経年劣化

事象別技術評価審査

マニュアル、国内外の

トラブル事例集、最新

の技術的知見等）及び

関連する技術情報の

データベースの整備

を行う。 

○ 経年劣化事象（照射脆

化、疲労、応力腐食割

れ、熱時効、腐食、ケ

ーブルの絶縁低下、コ

ンクリートの強度低

下等）及び耐震安全性

評価に係る最新の技

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

法を標準化し、評価マ

ニュアルの見直しを

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、中

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。 

 

 

○ 高経年化技術評価の

ための高経年化対策

技術資料集（経年劣化

事象別技術評価審査

マニュアル、国内外の

トラブル事例集、最新

の技術的知見等）及び

関連する技術情報の

データベースの整備

を行う。 

○ 経年劣化事象（照射脆

化、疲労、応力腐食割

れ(SCC)、熱時効、腐

食、ケーブルの絶縁低

下、コンクリートの強

度低下等）及び耐震安

全性評価に係る最新

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

価手法を標準化し、評

価マニュアルの見直

しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、中

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。 

 

○ 平成 20 年度までに

策定した高経年化対

策技術資料集等に新

たな情報を加え、技術

情報のデータベース

を拡充して実用化す

る。内外の高経年化関

連トラブルの詳細調

査を継続しデータベ

ースに追加する。 

○ 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

る最新の技術的知見、

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

する。新検査制度及び

40 年目の高経年化

技術評価のため、必要

に応じて評価マニュ

アルの見直しを行う。 

○ 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、応力腐

食割れ（SCC）とケ

ーブルの経年劣化プ

ロジェクトの支援等

を行う。特に事例デー

タの充実と知識ベー

スの構築に関する支

援を行う。 

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、

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21年度までに策

定した高経年化対策技

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）に係る最

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、応力腐食割れ

(SCC)とケーブルの経

年劣化プロジェクト等

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、

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

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）に係る最新の技術

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、
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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。 

○ 国際機関における基準類

整備活動に参画・協力す

る。 

性子照射脆化、応力腐食割

れ、ケーブルの絶縁低下、

コンクリート強度低下等

の主要な経年劣化事象に

係るメカニズム解明等の

評価技術に係る高度化調

査研究を実施する。 

c) 高経年化に関わる情報

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) ニッケル基合金溶接

部の非破壊検査技術

実証 

○ ニッケル基合金溶

接部の応力腐食割

れ（SCC）に対する

超 音 波 探 傷 試 験

（UT）、渦電流探

傷試験（ECT）の欠

陥検出性及びサイ

ジング精度を確認

するために、炉内構

造物模擬試験体、セ

ーフエンド模擬試

験体及び圧力容器

貫通部模擬試験体

の製作を実施する。 

○ 測定試験として炉

内構造物模擬試験

体、セーフエンド模

擬試験体、容器貫通

部模擬試験体に対

して UT 及び ECT

性子照射脆化、応力腐食割

れ、ケーブル、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メ

カニズム解明等の評価技

術に係る高度化調査研究

を実施する。 

c) 高経年化に関わる情報

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) ニッケル基合金溶接部

の非破壊検査技術実証 

○ ニッケル基合金溶

接部の SCC に対す

る超音波探傷試験

（UT）、渦電流探傷

試験（ECT）の欠陥

検出性及びサイジ

ング精度を確認す

るために、炉内構造

物模擬試験体及び

圧力容器貫通部模

擬試験体の製作、炉

内構造物模擬試験

体及び圧力容器貫

通部模擬試験体に

対 す る UT 及 び

ECT の実施、測定

試験の終了した試

験体に対する切断

試 験 及 び 欠 陥 寸

法・性状等の調査を

行う。また、試験結

電気・計装設備の絶縁低

下、ステンレス鋳鋼の熱

時効脆化等の主要な経年

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

を行い、欠陥検出性

及びサイジング精

度の確認を行う。 

○ 測定試験の終了し

た試験体について

は切断試験を実施

し、欠陥寸法・性状

等の調査を行う。 

○ 試験結果の妥当性

確認・不明事象の解

明等のため、シミュ

レーションシステ

ムによる解析評価

等を実施する。 

○ これまでに取得し

た UT 及び ECT の

測定試験結果等を

もとに、炉内構造

物、セーフエンドの

検査精度に対する

総合評価に着手す

る。 

○ 米国原子力規制委

員会（NRC）が実

施する「ニッケル基

合金及び異種金属

溶接部のPWR一次

冷却 材中 の SCC

（PWSCC）のため

の非破壊試験に関

する国際協力研究

計画」に参画し、

PWSCC に関する

最新技術の情報交

換等を行う。 

2) 容器貫通部狭隘部の

非破壊検査技術実証 

○ SCC を付与した上

蓋管台模擬試験体

の製作、並びに炉内

計装筒及び制御棒

駆動機構ハウジン

グの管台溶接部付

試験体の製作を行

う。 

○ 放電加工ノッチを

付与した上蓋管台

果の妥当性確認・不

明事象の解明等の

ため、シミュレーシ

ョンシステムによ

る解析評価等を実

施する。 

○ 炉内構造物、セーフ

エンド、容器貫通部

模擬試験体の検査

精度に対する総合

評価を実施し、ニッ

ケル基合金溶接部

の非破壊検査ガイ

ドラインを策定す

る。 

○ 米国原子力規制委

員会 (NRC)が実施

する「ニッケル基合

金及び異種金属溶

接部のPWR プラン

トの一次冷却材中

の SCC (PWSCC)

のための非破壊試

験に関する国際協

力研究計画」に参画

し、PWSCC に関

する最新技術の情

報交換等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

2) 容器貫通部狭隘部の非

破壊検査技術実証 

○ 外面軸方向 SCC 付

与の炉内計装筒模

擬管状試験体につ

いて測定試験を実

施し、試験結果の検

討後、切断試験を行

い、欠陥検出性及び

サイジング精度等

の分析を実施する。

また、制御棒駆動機

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 容器貫通部狭隘部の非

破壊検査技術実証 

○ 外面軸方向 SCC 付

与の炉内計装筒管

台模擬試験体につ

いて測定試験を実

施し、試験結果の検

討後、切断試験を行

い、実機における欠

陥検出性及びサイ

ジング精度等の分

析を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

模擬試験体、並びに

SCC を付与した炉

内計装筒模擬試験

体及び上蓋管台模

擬試験体等につい

て測定試験を行い、

欠陥検出性及びサ

イジング精度等の

分析を行う。またシ

ミュレーション解

析により、実証試験

で得られた欠陥検

出性及びサイジン

グ精度の検討を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 原子炉施設の非破壊

検査情報の収集整備 

○ 原子炉施設の非破

壊検査データの調

査、新たに整備する

必要があるデータ

の調査を実施する。 

○ 上記調査結果等を

もとに非破壊検査

情報の収集整備の

全体計画の策定を

行うとともに、それ

構ハウジング模擬

SCC 付与管状試験

体について切断試

験を行い、欠陥検出

性及びサイジング

精度等の分析を実

施する。さらに、放

電加工ノッチ付与

の炉内計装筒管台

及び上蓋管台の溶

接部付試験体につ

いて測定試験を行

い、欠陥検出性及び

サイジング精度等

の分析を実施する。

加えて、シミュレー

ション解析により、

上記の実証試験で

得られた欠陥検出

性及びサイジング

精度の検討を実施

する。 

○ 狭隘部における各

種影響因子が検査

方法に及ぼす影響

を検証試験及びシ

ミュレーション解

析により明確にし、

検査方法の高度化

等の検討を実施す

る。 

○ 容器貫通部狭隘部

の検査ガイドライ

ン策定の基本検討

を実施する。 

3) 原子炉施設の非破壊検

査情報の収集整備 

○ 原子炉施設に設置

されている機器の

対象部位と非破壊

検査信号に関連す

る既存非破壊検査

情報を調査し取得

する。 

 

○ ウェルドオーバー

レイ施工前の試験

○ 炉内計装筒模擬試

験体及び制御棒駆

動機構模擬試験体

の放電加工ノッチ

及び SCC につい

て、これまでに採取

した非破壊検査（超

音波探傷試験（UT）

及び渦電流探傷試

験（ECT））データ

の総合分析を行い、

原子炉容器貫通部

等の狭隘部におけ

る欠陥検出性、サイ

ジング精度等を評

価する。必要に応じ

て、シミュレーショ

ン解析により上記

の総合評価を行う。 

○ 容器貫通部狭隘部

の検査ガイドライ

ンの策定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 原子炉施設の非破壊検

査情報の収集整備 

○ 原子炉施設に設置

されている機器の

供 用 期 間 中 検 査

（ISI）対象部位と非

破壊検査信号に関

連する既存非破壊

検査情報を調査す

る。 

○ ウェルドオーバー

レイ施工前の試験

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 原子炉施設の非破壊検

査情報の収集整備 

○ 原子炉施設に設置

されている機器の

供 用 期 間 中 検 査

(ISI)対象部位と非

破壊検査信号に関

連する既存非破壊

検査情報を調査す

る。 

○ ウェルドオーバー

レイ (WOL)施工部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

36／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

に基づく試験体製

作準備を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体を設計製作し、健

全部の非破壊検査

信号を取得する。 

 

 

○ 原 子 炉 再 循 環 系

(PLR)配管溶接部

の形状信号と欠陥

部信号の誤判定防

止のため、シミュレ

ーション解析によ

り非破壊検査信号

を取得する。 

○ 原子炉施設に設置

されている機器の

対象部位に関する

非破壊検査情報活

用ツールを作成す

る。 

○ 原子炉施設に設置

されている機器の

対象部位に関し、地

震による損傷事例

を調査し、地震によ

る損傷が非破壊検

査情報に及ぼす影

響を把握する。 

○ 地震の影響により、

予ひずみが残留し

た場合の非破壊検

査信号を取得し分

析する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体に付与した SCC

き裂の非破壊検査

信号を取得し、評価

する。 

 

○ 原 子 炉 再 循 環 系

（PLR）配管溶接部

の形状信号と欠陥

部信号の誤認識防

止のため、シミュレ

ーション解析によ

り非破壊検査信号

を取得し、評価す

る。 

○ 地震の影響により、

予ひずみが残留し

た場合の非破壊検

査信号を評価する

ために、予ひずみを

付与した SCC き裂

付与試験体の切断

試験を行い、非破壊

検査結果の分析・評

価を行う。 

○ ニッケル基合金溶

接部のUT信号及び

実機 SCC き裂を模

擬した SCC き裂付

与方法の調査を行

う。 

 

 

 

○ 原子炉施設に設置

されている機器の

ISI 対象部位に関す

る非破壊検査情報

活用ツールの保守

及び情報の入力を

行う。 

 

3) ステンレス鋳鋼の高精

度非破壊検査技術検証 

○ ステンレス鋳鋼配

管の検査・評価に係

る国内プラントの

実態及び米国をは

に対する規制要件

を検討するため、施

工後の SCC き裂の

非破壊検査信号を

取得し、評価する。 

○ 欠陥部信号の誤認

識防止のため、シミ

ュレーション解析

により非破壊検査

信号を取得し、評価

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ニッケル基合金溶

接部での高アスペ

クト比の SCC き裂

に対する非破壊検

査信号取得のため、

実機セーフエンド

を模擬した試験体

の設計・製作を行

う。 

○ 原子炉施設に設置

されている機器の

ISI 対象部位に関す

る非破壊検査情報

活用ツールへの情

報の入力を行う。 

 

 

2) ステンレス鋳鋼の高精

度非破壊検査技術検証 

○ ステンレス鋳鋼配

管模擬試験体に対

して超音波探傷試

験を行い、欠陥検出

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。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 原子力プラント機器健

全性実証事業 

1) ニッケル基合金応力

腐食割れ進展評価技

術実証 

沸 騰 水 型 原 子 炉

（BWR）及びPWRの

ニッケル基合金使用部

位を対象として、応力

拡大係数及びその変化

率を模擬したSCC進

展試験、溶接歪模擬材

のSCC進展試験を実

施する。併せて、実機

模擬試験体を用いた

SCC進展試験につい

て、試験実施要領の詳

細を決定するとととも

に、試験装置製作、試

験体製作、残留応力測

定及びSCC進展試験

を実施する。さらに、

PWSCC 進 展 に つ い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 原子力プラント機器健

全性実証事業 

1) ニッケル基合金応力腐

食割れ進展評価技術実

証 

沸 騰 水 型 原 子 炉

(BWR)プラント及び

PWRプラントのニッ

ケル基合金使用部位を

対象として、応力拡大

係数及びその変化率を

模擬したSCC進展試

験、溶接歪模擬材の

SCC進展試験を実施

してSCC進展速度デ

ータを蓄積する。併せ

て、実機模擬試験体を

用いたSCC進展試験

について、試験体の残

留応力測定を実施する

とともにPWRプラン

ト 模 擬 環 境 中 で の

SCC進展試験を実施

じめとする海外で

の規制、安全研究の

最新動向を調査す

る。 

○ PWR 主冷却材管対

比試験片等を用い、

音速等の基礎デー

タを取得し、評価す

る。 

○ 探傷試験に供する

試験体の設計・製作

を行う。 

○ 日本、中国及び韓国

にて実施している

国際共同研究プロ

ジェクトの一環と

して、参加国より持

ち寄った試験体を

用い、PWR 主冷却

材管に対する非破

壊検査技術の確認

を行う。 

 

 

b) 原子力プラント機器健

全性実証事業 

1) ニッケル基合金応力腐

食割れ進展評価技術実

証 

沸 騰 水 型 原 子 炉

（BWR）プラント及び

PWRプラントのニッ

ケル基合金使用部位を

対象として、応力拡大

係数及びその変化率を

模擬したSCC進展試

験、溶接歪模擬材の

SCC進展試験を継続

してSCC進展速度デ

ータベースとして整備

する。実機模擬試験体

を用いたPWRプラン

ト 模 擬 環 境 中 で の

SCC進展試験を実施

して、試験片レベルで

得られたき裂進展速度

線図の実機適用性を検

性及びサイジング

精度の確認を行う。 

○ ステンレス鋳鋼に

おける超音波特性

の解明等のため、シ

ミュレーションシ

ステムによる解析

評価等を実施する。 

○ 日本、中国及び韓国

にて実施している

国際共同研究プロ

ジェクト(RCOP2)

に参画し、ステンレ

ス鋳鋼配管の検査

性に関する最新技

術情報交換等を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

b) 原子力プラント機器健

全性実証事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 原子力プラント機器健

全性実証事業 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

て、メカニズム研究を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 照射誘起応力腐食割

れ（ IASCC）評価技

術 

BWR関連研究では、

照射量の高い試験片を

用いた IASCC感受性

試験、き裂進展試験、

破壊靱性試験、応力緩

和試験及びミクロ組織

観察等を行い、試験デ

ータを蓄積する。 

PWR関連研究では、

実機から取出したバッ

フルフォーマーボルト

とシンブルチューブか

ら製作した試験片を用

いて、定荷重SCC試験

を行ない、試験データ

を蓄積する。また、照

射下クリープ試験結果

を基に、クリープ評価

式の検討及び割れ発生

限界と照射相関の検討

を継続する。 

取得した試験データ

を基に IASCC評価ガ

イドの検討を行う。 

 

 

 

3) 原子力用ステンレス

鋼の耐応力腐食割れ

実証 

○ 実機規模の原子炉

再循環系（PLR）配

する。PWSCC進展に

ついて、メカニズム研

究を実施し、最適な

SCC進展モデルの抽

出を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

2) 照射誘起応力腐食割れ

(IASCC)評価技術 

BWRプラント関連

研究では、高照射量及

び溶接熱影響部試験片

のき裂進展試験、溶接

金属の破壊靱性試験等

を行い、試験データを

蓄積する。これまでに

取得した試験データを

基にBWRプラントの

炉内構造物評価用 IA 

SCC評価ガイドを作

成する。 

PWRプラント関連

研究では、実機から取

出したバッフルフォー

マーボルト(BFB)とシ

ンブルチューブから製

作した試験片を用い

て、定荷重SCC試験等

を行ない、試験データ

を蓄積する。また、割

れ発生限界応力と照射

量の相関検討を継続す

る。これまでに取得し

た試験データを基に

BFB 健 全 性 評 価 用

IASCC評価ガイドを

作成する。 

 

 

 

 

 

証する。PWRプラント

一次冷却材中のSCC

（PWSCC）進展に関

するメカニズム研究を

まとめ、得られた線図

の実機適用性の科学的

裏付けを行う。 

以上を評価検討し

て、ニッケル基合金応

力腐食割れ（NiSCC）

健全性評価ガイドを提

案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

39／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

管及び炉心シュラ

ウド模擬試験体か

ら加工した試験片

を用いてBWR炉水

模擬環境下で SCC

き裂進展試験を実

施し、き裂進展速度

データを取得する。 

○ 小型の試験片を用

いて取得した SCC

き裂進展データの

実機評価への適用

性検証を目的とし

た、実証試験を継続

実施する。 

○ 取得した SCC き裂

進展速度データ等

を基に、BWR 環境

下における低炭素

ス テ ン レ ス 鋼 製

PLR 配管及び炉心

シュラウドを対象

とした SCC き裂進

展速度線図及び評

価ガイドを策定す

る。 

4) 複雑形状部機器配管

健全性実証 

実機の炉容器出口管

台溶接部、インコアモ

ニタ及び制御棒駆動水

圧系溶接部の容器貫通

部を模擬した試験体、

並びに平板、円筒及び

差込み継手の基本形状

試験体について残留応

力測定及び応力解析を

実施する。それらの結

果に基づいて、セーフ

エンド、容器貫通部及

びシュラウドサポート

の各複雑形状部に対す

る溶接残留応力の有限

要素法解析手順をまと

め、評価ガイドを作成

する。 

さらに、これら各溶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

40／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

接部と管継手母材部を

対象として、構造健全

性評価に必要な応力拡

大係数K値の簡易解適

用ガイドを整備する。 

5) ニッケル基合金溶接

金属の破壊評価手法

実証 

ニッケル基合金の材

料試験を実施して、ニ

ッケル基合金溶接部の

破壊評価に必要な引張

特性及び破壊靱性等の

材料データを取得す

る。また、溶接部を単

純形状にモデル化した

平板及び円筒継手試験

体を製作し、ニッケル

基合金の破壊特性を検

証するために必要な破

壊試験を実施する。 

併せて、実機規模の

シュラウドサポート及

びセーフエンド等を模

擬した溶接部試験体の

破壊試験を実施するた

めに必要な材料の準

備、並びに破壊試験条

件等について解析によ

る検討を実施する。 

6) 高照射量領域の照射

脆化予測 

○ 高照射量領域にお

ける照射速度の脆

化に与える影響を

調査するために実

機照射された PWR

標準材を経済協力

開発機構（OECD）

ハルデン炉にて照

射速度を段階的に

変化させて追加照

射する。また、照射

材の組織観察を行

い、脆化メカニズム

を調査するととと

もに、3 点曲げ破壊

 

 

 

 

 

3) ニッケル基合金溶接金

属の破壊評価手法実証 

BWRプラントの機

器を対象に溶接金属の

材料試験を平成19年

度に継続して実施しデ

ータ拡充を図るととも

に、PWRプラントの機

器を対象とした試験に

着手し、ニッケル基合

金溶接部の破壊評価に

必要な材料データを整

備する。 

また、ニッケル基合

金溶接部を単純形状に

モデル化した小型試験

体、並びにシュラウド

サポート溶接部を模擬

した大型平板試験体の

破壊試験を実施して、

ステンレス鋼に対して

提案されている破壊評

価手法のニッケル基合

金溶接部への適用検証

を行う。 

4) 高照射量領域の照射脆

化予測 

○ 高照射量領域にお

ける照射速度の脆

化に与える影響を

調査するために実

機照射された PWR

プラントの標準材

を経済協力開発機

構 (OECD) ハ ル デ

ン炉にて照射速度

を段階的に変化さ

せて追加照射する。

また、追加照射が終

了した照射材につ

いて微視的組織観

察を行い、脆化メカ

 

 

 

 

 

2) ニッケル基合金溶接金

属の破壊評価手法実証 

○ シュラウドサポー

ト溶接部をモデル

化した平板継手試

験体及び異材継手

試験体の破壊試験、

さらにセーフエン

ド溶接部等の円筒

構造溶接部をモデ

ル化した円筒継手

試験体及び異材継

手試験体の破壊試

験をそれぞれ実施

し、ニッケル基合金

溶接部の破壊評価

に対する極限荷重

評価法及び 2 倍勾

配法の適用性検証

を行う。 

 

 

 

 

 

3) 高照射量領域の照射脆

化予測 

○ 高照射量領域にお

いて、原子炉圧力容

器鋼の中性子照射

脆化における照射

速度の影響を調査

するために、実機照

射されたPWRプラ

ントの標準材を海

外の試験炉（ハルデ

ン炉）にて照射速度

を段階的に変化さ

せて追加照射する。

平成 21 年度は、照

射試験の最終年度

であるため試験の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 高照射量領域の照射脆

化予測 

○ 昨年度に低い中性

子束での追加照射

が終了したPWR 標

準材を対象に微視

的組織観察（3 次元

ア ト ム プ ロ ー ブ

(3DAP)透過型電子

顕微鏡 (TEM)観察

等）を行い、これま

で に 実 施 済 み の

高・中 Flux の追加

照射材に対する組

織観察結果と併せ

て、原子炉圧力容器

鋼の中性子照射脆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

41／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

靭性試験を行い、破

壊靭性の評価法に

ついて調査する。 

○ 照射材の微視的組

織観察を行い、照射

による脆化メカニ

ズムを調査する。 

○ 高照射量領域での

脆化挙動に影響す

る可能性のあるシ

リコン、ニッケル、

マンガン等の添加

元素の影響と、照射

速度の影響につい

て調査する。 

 

 

○ 粒界脆化に着目し

て高照射量領域で

の脆化挙動に影響

する可能性のある

リン等の添加元素

の影響について基

礎試験を実施する

とともに、シミュレ

ーション解析によ

り脆化メカニズム

解明のための検討

を実施する。また、

原子炉圧力容器の

健全性評価に対し

確率論評価手法の

適用について調査

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) 低炭素ステンレス鋼

SCC進展への中性子

照射影響実証 

ニズムの解明を行

い、現行脆化予測式

の検証を行うとと

もに、3 点曲げ破壊

靭性試験を行い、現

行の破壊靭性評価

法の検証を行う。 

○ 高照射量領域での

脆化挙動に影響す

る可能性のある固

溶元素(Cu 、Ni、

Si、P 等)の影響と、

照射速度の影響に

ついて調査を行い、

関連温度移行量の

予測式に対する検

証を行う。 

○ 粒界脆化に着目し

て高照射量領域で

の脆化挙動に影響

する可能性のある

リン等の添加元素

の影響について試

験データと理論計

算により脆化メカ

ニズム解明のため

の検討を実施する。

また、原子炉圧力容

器の健全性評価に

対し確率論的手法

の適用について調

査する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 低炭素ステンレス鋼

SCC進展への中性子

照射影響実証 

取りまとめと照射

治具の廃却を行う。 

○ 昨年度に追加照射

が終了した照射材

（中 Flux）を対象

に微視的組織観察

（3 次元アトムプ

ローブ（３DAP）,

透過型電子顕微鏡

（TEM）観察等）

を行うとともに、脆

化の主要因とされ

る硬化型脆化に対

する照射速度依存

性について調査を

行い、現行脆化予測

式に対する検証を

行う。 

○ 既存照射材を再生

することにより 3

点曲げ試験片を製

作し、破壊靭性試験

を行い、シャルピー

衝撃試験による吸

収エネルギーから

破壊靱性を求める

現行評価法の検証

を行う。 

○ 非硬化型脆化の要

因とされる粒界脆

化に関する照射速

度依存性について

オージェ電子分光

分析を行い、試験デ

ータと理論計算に

より検討を実施す

る。また、原子炉圧

力容器の健全性評

価に対し確率論的

手法の適用につい

て試解析等を行い、

国内プラントへの

適用性について検

討を行う。 

4) 低炭素ステンレス鋼

SCC進展への中性子

照射影響実証 

化における照射速

度の影響について

評価を行う。この評

価に基づき、これま

でに報告されてい

る試験炉で高照射

量領域まで加速照

射された試験デー

タも含め、民間で開

発された国内新脆

化予測式を評価す

る。 

 

 

 

 

 

 

○ 本事業で昨年度ま

でに実施した破壊

靭性試験結果のま

とめを行い、シャル

ピー衝撃試験によ

る吸収エネルギー

から破壊靱性を求

める現行評価法の

検証、あるいは改善

点の抽出を行う。 

○ 原子炉圧力容器の

構造健全性評価に

関し、確率論的評価

手法の国内プラン

トへの適用性につ

いて最終評価を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 低炭素ステンレス鋼

SCC進展への中性子

照射影響実証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 低炭素ステンレス鋼

SCC 進展への中性子

照射影響実証 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

42／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

全体詳細計画を立案

し、それに基づいて、

試験方法・仕様、試験

マトリクス等を具体的

に定める。中性子照射

については、実施でき

る材料照射炉及び照射

仕様等を調査する。ま

た、対象とする実機の

シュラウド、上部格子

板等の炉内構造物の製

作方法や化学組成を調

査・検討し、本試験に

用いる試験体の化学組

成等の仕様を決定し、

試験準備を行う。さら

に、実機適用の際に重

要な照射速度の影響に

ついて基礎試験を開始

する。 

 

 

 

 

8) 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試

験体等の設計製作等を

行う、また、機械特性

試験及び溶接試験等を

実施し、特性試験デー

タを整備する。 

さらに、照射材溶接

部の健全性評価法につ

いて詳細な実施計画を

検討するとともに、試

験方法・仕様、試験マ

トリクス等を検討す

る。 

中性子照射試験につ

いて、詳細検討を実施

するとともにキャプセ

ル等の設計製作等を実

施する。 

 

 

実機シュラウド溶接

部（H4及びH3溶接部）

を模擬した溶接試験体

を製作する。この試験

体の基礎特性データを

取得し、照射用の試験

片の製作を開始する。

また照射材との比較用

のデータを取得するた

め、非照射材を用いた

SCC進展試験等を実

施する。さらに、材料

への照射影響を調査す

るため、ミクロ組織観

察、硬さ試験等を実施

する。さらに、中性子

照射を実施する材料照

射炉を決定し、照射の

詳細仕様の検討や照射

キャプセルの設計等を

開始する。 

 

 

 

6) 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試

験体等の設計製作等を

行う。また、機械特性

試験及び溶接試験等を

実施し、非照射材によ

る特性試験データを整

備する。さらに、低合

金鋼照射材溶接部の健

全性評価法について詳

細な実施計画を検討す

るとともに、試験条

件・詳細仕様、試験マ

トリクス等を検討す

る。中性子照射試験に

ついては、キャプセル

等の設計製作等を行

い、照射試験を実施す

る。 

7) 低炭素ステンレス鋼の

低き裂進展速度領域線

○ 実機シュラウド溶

接部模擬供試体か

ら採取した試験片

を中性子照射する

ための照射装置の

設計・製作を実施

し、中性子照射を開

始する。また、照射

材との比較用のデ

ータを取得するた

め、試験体から採取

した非照射の試験

片を用いた SCC 進

展試験等を実施す

る。さらに、材料へ

の照射影響を調査

するため、ミクロ組

織観察、硬さ試験等

を実施する。 

 

 

 

 

 

5) 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

めの試験体等の設

計製作等を行う。ま

た、機械特性試験及

び溶接試験等を実

施し、照射材による

特性試験データを

整備する。さらに、

低合金鋼照射材溶

接部の健全性評価

法について、試験マ

トリクスを基に試

験体等の準備を行

う。中性子照射試験

については、キャプ

セル等の製作、装荷

等を行い、照射試験

を実施する。 

6) 低炭素ステンレス鋼の

低き裂進展速度領域線

○ 実機シュラウド溶

接部模擬供試体か

ら採取した試験片

の中性子照射を実

施する。また、照射

を終了した試験片

の一部を国内へ輸

送する。 

○ 照射後等試験計画

の見直しを実施す

る。その上で上記照

射材データとの比

較参照用の照射材

または非照射材の

SCC 進展データ等

を取得し、非照射か

ら低照射領域にお

ける材料特性デー

タの整備に着手す

る。 

 

 

 

 

3) 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試

験体等の製作等を行

う。また、機械特性試

験及びレーザ、ティグ

(TIG)による溶接試験、

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。さらに、低合金鋼

照射材溶接部について

は中性子照射試験片の

輸送準備等を実施す

る。 

 

 

 

 

 

4) 低炭素ステンレス鋼の

低き裂進展速度領域線

○ 試験片の中性子照

射の終了 

照 射 量 が

5x1023n/m2 ～

5x1024n/m2 の

リグ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

43／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図の検証 

事業の初年度とし

て、全体計画立案、試

験要領等の検討を行

う。これに基づき低炭

素ステンレス鋼溶接硬

化部等を対象として、

応力拡大係数が小さい

領 域 を 中 心 と し た

SCCき裂進展試験を

開始し、データを一部

取得する。また、低炭

素ステンレス鋼の溶接

硬化部を対象とした

SCC進展線図の実機

健全性評価への適用性

検証のために実規模配

管を用いたSCCき裂

進展試験を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図の検証 

 

 

 

○ 低い応力拡大係数

（ Ｋ 値 ） 領 域 等

SCC き裂進展速度

整備 

昨年度検討した全体計

画、試験要領に基づき実

機大の低炭素ステンレス

鋼製PLR配管溶接継手模

擬試験体等の溶接熱硬化

部、溶接金属部から加工

した試験片を用いて、

BWR炉水模擬環境下（通

常水質環境条件）で低K

値 条 件 を 中 心 と し た

SCC進展試験を継続し、

SCC進展速度データを

一部取得する。 

 

 

 

○ SCC き裂進展検証

試験 

小型の試験片を用いて

取得したSCCき裂進展

データを基に策定したき

裂進展速度線図の実機評

価への適用性検証を目的

とした、実規模配管の曲

げSCCき裂進展試験を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) IASCC健全性評価法

検証事業 

材料試験炉で加速照

射された小型試験片に

図の検証 

SCC評価ガイドを

作成するため、以下を

実施する。 

○ 低い応力拡大係数

（ Ｋ 値 ） 領 域 等

SCC き裂進展速度

整備 

実機大の低炭素ステ

ンレス鋼製原子炉冷却

材再循環系(PLR)配管

溶接継手模擬試験体等

の溶接熱硬化部、溶接

金属部から加工した試

験片を用いて、沸騰水

型原子炉(BWR)炉水模

擬環境下（通常水質環

境条件）で低K値条件

を中心としたSCC進

展試験を継続し、SCC

進展速度データを継続

取得する。 

 

 

○ SCC き裂進展検証

試験 

小型の試験片を用い

て取得したSCCき裂

進展データを基に策定

したき裂進展速度線図

の実機評価への適用性

検証を目的とした、実

規模配管の曲げSCC

き裂進展試験を継続実

施する。 

取得したSCCき裂

進展速度データ等を基

に、BWR環境下におけ

る低炭素ステンレス鋼

製PLR配管及び炉心シ

ュラウドを対象とした

SCCき裂進展速度デ

ータを整備する。 

5) IASCC健全性評価法

検証事業 

○ 平成21年度に実施

した実機炉心シュ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

44／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より取得した IASCC

データベースに基づき

作成された、IASCC評

価法の実機適用性を検

証し、機構論的知見に

より評価法を高度化す

る。そのために、実機

材・実炉及び原子力機

構材料試験炉（JMTR）

で照射した材料を用い

て、き裂進展試験等を

実施する。 

本年度は、全体計画

立案を行うとともに、

試験方法の検討、実機

材（SUS304L）移送

準備検討、保管実機材

（SUS304）による試

験、加速要因解明の機

構論的検討を実施す

る。 

 

 

8) ニッケル基合金異材溶

接部のき裂進展評価技

術検証 

○ 本年度は当該プロ

ジェクト初年度目

に当たることから、

全体計画を立案す

る。 

○ BWR シュラウドサ

ポート異材溶接部

のき裂進展挙動評

価に必要な SCC き

裂進展試験等を実

施するための試験

材料を購入し、試験

条件等の検討を行

う。 

○ 溶接部モデル試験

体製作のための溶

接残留応力解析、熱

膨張率測定等の材

料特性試験を実施

する。 

 

ラウド健全性解析

に基づき、必要と認

められた範囲につ

いて実機適用性検

証のために取得す

べきデータの範囲、

条件についてまと

める。 

○ 実機材料の調査を

計画する。実機シュ

ラウド廃材を使用

した IASCC 事業取

得データの検証計

画を立案するとと

もに、実機廃却材の

輸送を計画し、準備

を開始する。 

○ IASCC に関する機

構論的検討につい

て継続検討して上

記の検証計画に反

映する。 

 

6) ニッケル基合金異材溶

接部のき裂進展評価技

術検証 

BWRシュラウドサ

ポート異材溶接部の運

転時の応力状態とニッ

ケル基合金溶接金属内

に想定したき裂に対す

る応力拡大係数を解析

により評価する。この

結果を踏まえて、SCC

き裂の異材部進展シミ

ュレーション解析を行

うとともに、進展挙動

検証の試験計画を作成

し準備を開始する。 

7) PWR環境下で発生す

るSCC健全性評価法

検証 

PWR原子炉容器等

セーフエンド管台を対

象として、実機SCC事

例で検出されているよ

うな深いき裂に対する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

45／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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する

ための検討を行う。 

c) 経年劣化プロジェクト

の支援等 

国際機関等との技術交

流推進として、応力腐食

割れとケーブルの経年劣

化プロジェクトの支援等

を行う。 

 

 

d) 溶接方法に関する特認

の技術評価 

溶接方法に関する特認

の技術評価等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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する

ための検討を行う。 

c) 経年劣化プロジェクト

の支援等 

国際機関等との技術交

流推進として、SCC とケ

ーブルの経年劣化プロジ

ェクトの支援等を行う。

特に事例データの充実と

知識ベースの構築に関す

る支援を行う。 

d) 溶接方法に関する特認

の技術評価 

溶接方法に関する特認

の技術評価等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応力拡大係数を解析に

より評価し、現行の維

持規格のき裂進展評価

法の妥当性を検証す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

46／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

④ 解析コードの整備等 

 

 

a) き裂進展解析コードの

実機適用性確認に係る

解析 

高経年化により発生し

たき裂に係る事故・トラ

ブルの原因究明等を目的

に、き裂進展解析コード

を実機等に適用した場合

の有効性を確認するた

め、き裂進展解析コード

及び溶接残留応力解析コ

ードによるき裂進展解

析・評価の方法の妥当性

を検証する。 

b) 二相流数値流体（CFD）

解析の高経年化評価へ

の適用 

高経年化に係る蒸気発

生器（SG）伝熱管振動評

価を目的に、二相流 CFD

解析を整備し、実機のＳ

Ｇ伝熱管振動の荷重条件

評価への適用性を図る。 

 

④ 高経年化評価に係る解析

コードの整備等 

 

a) き裂進展解析コードの

整備及び実機適用性確

認に係る解析 

高経年化により発生し

たき裂を考慮した機器・

構造物の健全性評価、ト

ラブルの原因究明解析を

実施することを目的に、

き裂進展や健全性評価解

析コードの整備及び実機

適用性に係る検証解析を

実施する。 

 

 

④ 高経年化評価に係る解析

コードの整備等 

 

a) き裂進展解析コードの

実機適用性確認に係る

解析 

複雑形状構造物等を対

象としたき裂進展解析コ

ードを用いた事例解析等

を行い、高経年化により

機器・配管等の溶接部に

発生したき裂に対する適

用性を評価する。 

 

④ 高経年化評価に係る解析

コードの整備等 

 

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、実機原子力プラン

トに存在する複雑な溶接境

界を持つ溶接部の解析を可

能にするための溶接部専用

モデル生成機能を整備し、

その基本機能の確認等を行

う。 

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 

原子力安全・保安院指示

文書、（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、

評価対象に容器等の追加及

びこれに伴う検証を実施す

る。 

 

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。 

 

 

（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

（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 

検査制度の見直しに伴

う技術的検討を実施し、

原子力安全・保安院が実

施する検査を円滑且つ効

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

等運用に係わる支援を実

施する。 

1) 供用期間中検査（ISI）

の検討 

海外情報について下

記の調査を行い、我が

（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 

検査制度の見直しに伴

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、

（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 

新検査制度の具体化及

び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、

（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、

（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、
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国のISIへの反映を検討

する。 

○ 米国におけるリ

スク情報を活用

した ISIの最新動

向と技術的詳細

（ピアレビュー

方法等） 

○ 米国の原子炉で

発生した経年変

化事象（ニッケル

基合金溶接部の

SCC等）に対する

NRCの検査要求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 国外検査関連情報の

収集 

OECD/原子力機関

（NEA）検査実務に関

するワーキンググルー

プ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、パフ

ォーマンス指標、リス

ク情報の活用が進んで

いる米国のデータの収

集方法、分析方法、活

用方法等について調査

し、我が国の参考とす

る。 

 

 

 

 

 

評価し、我が国の参考

とするため、次の検討

を実施する。 

OECD/原子力機関

(NEA)検査実務に関す

るWG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

る米国のデータの収集

方法、分析方法、活用

方法等について調査す

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

た具体的な検査手法、

今後の試験員の被ばく

低減に役立つ検査手法

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、

技術根拠書の検討を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

が進んでいる米国のデ

ータの収集方法、分析

方法、活用方法等につ

いて調査する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

の検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

んでいる米国のデータ

の収集方法、分析方法、

活用方法等について調

査する。 

 

さらに、国際機関及

び先進国の 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) 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 、 事 業 者 の

QMS の基礎となる、

ISO、JEAC、品質保証

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、最新

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) 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
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3) 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、原子力安全・保

安院及び機構の検査担

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。 

 

 

 

4) 検査官研修制度の検

討 

新検査制度では検査

官の能力維持が重要で

あるが、参考とした米

国における検査官教育

手法訓練内容及び教育

 

 

 

 

 

3) 供用期間中検査(ISI)の

検討 

新検査制度における

ISIがさらに効果的、効

率的に実施されるよ

う、リスク情報を活用

した ISI(RI-ISI)を我が

国で制度化するため、

RI-ISIプログラムの試

作を行い、米国の認可

のプラクティスと比較

する。また、米国にお

けるNRC検査官の指

摘事項等を調査して我

が国の検査に反映すべ

き事項を検討する。 

 

 

 

 

 

 

4) 検査データベースソフ

トの整備 

新検査制度に対応し

て、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。 

 

 

 

5) 検査官等研修制度の検

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、米

国等海外における検査

官教育手法や訓練内容

等の情報を分析し、我

 

 

 

 

 

3) ISIの検討 

新検査制度における

ISIがさらに効果的、効

率的に実施されるよ

う、リスク情報を活用

したISI（RI-ISI）を我が

国で制度化するため、

RI-ISIプログラムの試

作を行い、米国の認可

のプラクティスと比較

する。平成20年度は

BWRプラントについ

て米国で用いられてい

る手法の一つにより検

討を行なったが、平成

21年度は炉型、手法ま

たは計算条件を変えた

場合について検討し、

炉型、手法、計算条件

の違いによる相違、特

徴を合わせて分析、評

価する。 

4) 検査データベースソフ

トの整備 

新検査制度に対応し

て、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。 

 

 

 

5) 検査官等研修制度の検

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、米

国等海外における検査

官教育手法や訓練内容

等の情報を分析し、我

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。 

 

3) ISIの検討 

ASMEコードケース

N-716 法 を 国 内 の

BWRまたはPWRに適

用し、リスク情報を活

用した ISI(RI-ISI)プロ

グラムを試作するとと

もに、N-716法の特徴

を把握し、RI-ISI検討会

に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 検査データベースソフ

トの整備 

新検査制度に対応し

て、検査事務のシステ

ム化を図り業務の大幅

な効率化を実施する。

既存の検査関連データ

ベースの統合化を図る

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。 

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。 

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。 
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手法等を理解する上で

必要な検査関連事項等

の情報を分析し、我が

国の研修制度の検討及

び教材の開発等を実施

する。 

5) 検査システムの検討 

これまでに実施した

すべての調査分析結果

を総合して、安全性の

向上と試験員の被ばく

低減に役立つ検査シス

テムの試案としてまと

める。 

b) PWRサンプスクリー

ン閉塞事象解析コード

の開発 

1) 二相ジェット圧力場

の解析 

PWRサンプスクリ

ーン閉塞問題において

保温材デブリ発生に係

る二相ジェット圧力場

の解析手法を整備し、

審査基準案の策定等の

規制支援に資する。 

 

 

2) PWRサンプスクリー

ン閉塞事象解析コー

ドの開発 

事業者評価の妥当性

を確認するためサンプ

閉塞事象の評価を行う

「総合コード」の開発

を進めており、平成19

年度は、総合コード開

発「ステップ2（最新

知見の反映）」を実施

する。また、サンプス

クリーン下流側影響

等、長期冷却性に関す

る評価を行う。 

 

 

 

 

が国の研修制度の検討

及び教材の開発等を実

施する。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) PWRプラントサンプス

クリーン閉塞事象解析

コードの開発 

1) 二相ジェット圧力場の

解析 

PWRプラントサン

プスクリーン閉塞問題

において、保温材デブ

リ発生に係る現状審査

基準の保守的手法に対

して、さらに圧縮性を

考慮した二相ジェット

圧力場の解析手法を整

備する。 

2) PWRプラントサンプ

スクリーン閉塞事象解

析コードの開発 

事業者評価の妥当性

を確認するためサンプ

閉塞事象の評価を行う

「総合コード」の開発

の最終ステップとし

て、デブリ輸送モデル

の高度化、化学影響評

価試験結果の解析モデ

ルへの反映を行い、サ

ンプ閉塞事象に関する

定量的評価手法の確立

を目指す。 

また、サンプスクリ

ーン下流側影響等、長

期冷却性に関する評価

が国の研修制度の検討

及び教材の開発等を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) PWRプラントサンプス

クリーン閉塞事象解析

コードの開発 

1) 二相ジェット圧力場の

解析 

保温材デブリ発生に

係る現状審査基準の保

守的手法に対して、さ

らに圧縮性を考慮した

二相ジェット圧力場の

流況解析に関する検討

を行う。 

 

 

2) PWRプラントサンプ

スクリーン閉塞事象解

析 

サンプ問題はデブリ

発生量やサンプへのデ

ブリ輸送量など様々な

不確かさを踏まえて評

価し判断することが必

要となる。従来は保守

的条件を与え決定論的

に扱ってきた。今年度

は、デブリ輸送評価コ

ードに統計的安全評価

手法を適用し、対策の

有効性の判断に資する

評価手法を確立する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) PWR プラントサンプス

クリーン閉塞事象解析

コードの開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) PWRプラントサンプ

スクリーン閉塞事象解

析 

サンプ閉塞問題に係

る格納容器内のデブリ

輸送の評価を、条件、

モデル、コードの不確

かさを踏まえた統計的

安全評価手法による評

価を行い、我が国にお

けるサンプ対策の有効

性の判断に資する評価

手法を確立する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) PWRプラントサンプス

クリーン閉塞問題への対

応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 化学影響試験 

PWRサンプ閉塞事

象に関して、化学影響

による圧損への影響を

把握する試験を実施

し、事業者の対策案に

対する審査に使用する

基礎データを取得す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を行う。 

3) 化学影響試験 

PWRプラントサン

プスクリーン閉塞事象

に関して、化学影響に

よる圧損への影響を把

握する試験を継続し、

事業者の対策案に対す

る審査に使用する基礎

データを取得する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 化学影響試験 

PWRプラントサン

プスクリーン閉塞事象

に関して、構造材によ

る化学影響の違いを把

握する試験を実施す

る。 

4) 下流側影響の検討 

PWR プ ラ ン ト と

BWRプラントの原子

炉圧力容器内の下流側

影響の検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 下流側影響試験 

PWRプラントサン

プスクリーン閉塞事象

に関して、下流側影響

評価手法を立案し、現

状の審査基準に反映す

ることを目的として、

試験及び解析評価を行

う。 

○ 試験 

集合体下部における

デブリ堆積及び燃料ピ

ンへの析出等の下流側

影響に関する試験を実

施する。 

○ 解析・検討 

燃料棒表面への析出

試験データに基づい

て、燃料被覆管健全性

への影響評価解析を行

う。     また、

BWRプラントについ

て、平成21年度に引き

続き、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。 

3) 下流側影響の解析検討 

PWRプラントにつ

いては燃料棒表面への

析出試験データに基づ

いて、燃料被覆管健全

性への影響評価解析を

行う。また、BWRプラ

ントについて、平成21

年度に引き続き、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 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。 

 

 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 解析コードの整備等 

1) 改良型加圧水型原子

炉（APWR）の安全評

価手法整備 

APWRプラントで採

用が予定されている高

性能蓄圧タンク等の新

たなシステムについ

て 、 米 国 で の

US-APWR 等 の 審 査

を調査しつつ、CFD解

析等により、その安全

機能の確認を行いクロ

スチェック解析に備え

る。 

2) OECD/PKL試験及び

OECD/ROSA試験の

試験解析 

OECD/NEAの熱水

力共同プロジェクト

PKL計画（ボロン希釈

効果試験及び停止時熱

水 力 試 験 ） 及 び

OECD/ROSA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）データを

用いて、実施済試験

（F3.1、F4.1）の解析

と核的効果を考慮した

実機適用検討、原子炉

容器頂部・下部破断

c) CFD解析技術の整備 

高経年化評価等ヘの適

用を目的に、詳細な二相

流数値流体力学(CFD)モ

デルを整備する。このた

め、界面面積輸送モデル

の検討を行い、実機数値

流体力学体系への適用性

を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

○ 今後のクロスチェ

ック解析や、実機ト

ラブル事象解析へ

の適用を目指して、

プラント熱流動解

析 コ ー ド

RELAP5/MOD3

等の最新コードの

整備・検証を蓄積

し、信頼性を向上さ

せる。 

○ 三次元動特性解析

コード TRACE の

BWR プラントへの

適用を目的に、過渡

時の最小限界出力

比 (MCPR) 解 析 が

可能となるよう、高

出力燃料集合体モ

デルを整備する。 

○ BWR プラントの過

渡 時 沸 騰 遷 移

(POST-BT)評価や

MCPR 評価におい

て、炉心内並行チャ

ンネルの流量配分、

二流体モデルの適

c) 数値流体力学 (CFD)解

析技術の整備 

界面面積輸送モデルに

関する、これまで実施し

た広範囲な文献調査と予

備評価に基づき、数学的

に厳密な界面面積密度輸

送式に基づく界面挙動モ

デルを作成し、CFD 解析

の精度向上・効率化を図

る。 

 

 

 

 

 

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 

○ 今後予想されるプ

ラント定格出力増

加申請に係るクロ

スチェック解析に

適用する為、最新の

プラント熱流動解

析 コ ー ド

（ RELAP5/MOD

3 等）の整備・検証

を行い、信頼性を向

上させる。また、こ

れらのコードによ

り代表プラントの

増出力時の過渡解

析を行い、出力向上

の安全性への影響

を評価する。 

○ 三次元核熱水力動

特 性 解 析 コ ー ド

SKETCH 

/TRACE の BWR

プラントの統計的

安全評価への適用

を目的に、核熱水力

カップリングによ

る不確かさ解析手

法を整備する。 

c) 数値流体力学(CFD)解析

技術の整備 

事業者が安全解析で使

用する二相流解析モデル

（DNBR 相関式など）の

チェックを目的として二

相流 CFD コードを改良

整備する。このため、平

成 21 年度に開発した界

面面積密度輸送モデル

を、整備中の二相流 CFD

コードに組み込む。さら

に、平成 21 年度に引き

続き T 字管ベンチマーク

計算を行い、乱流モデル

を整備する。 

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 

○ 平成21年度に引き

続き、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、最

新版のプラント熱

流 動 解 析 コ ー ド

RELAP5/MOD3

による代表プラン

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、

統計的安全手法の

実機プラントへの

適用性を確認する。 

 

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、最新版のプラ

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。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCA試験の解析、非

常 用 炉 心 冷 却 設 備

（ECCS）注入時温度

成層化試験の解析等を

実施し、システムコー

ド及び多次元解析コー

ド等の検証と解析手法

の妥当性、信頼性を確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用性等の問題点を

検討し、BWR プラ

ント用クロスチェ

ック解析コードに

反映する。 

○ 周波数領域安定性

解析コードについ

て、入出力環境や入

力データベースを

整備し、BWR プラ

ント用 10×10 型

燃料等の評価に備

える。 

○ 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

入出力機能等を高

度化し、信頼性を向

上させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 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、ＴＲＡ

ＣＥコード等によ

りプラントのＡＴ

ＷＳ事象を評価す

るコードシステム

を整備する。 

○ 最新版のプラント

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。 

○ 最新版のプラント

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。 

○ 最新版のプラント

熱流動解析コード

RELAP5 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。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 三次元核熱動特性解

析コードへの反応度

投入事象（RIA）時過

渡沸騰モデルの組込

み 

BWRのRIA時の安全

評価においてボイドに

よる出力抑制効果を考

慮できるコードを整備

し、高燃焼度燃料の安

全審査に係るクロスチ

ェックに資する。この

ため、RIA解析用に改

良整備した三次元核熱

動 特 性 解 析 コ ー ド

SKETCH-INS/TRA

CEへの多次元二流体

解析コードACE-3D

を組み込んで、ボイド

による出力抑制効果を

考慮したRIA解析を実

機へ適用するための検

討を行う。 

4) ＢＷＲにおける過渡

的な沸騰遷移後の燃

料健全性評価基準を

適用した改良型沸騰

水型原子炉（ABWR）

の過渡事象解析 

BWRにおける短時

間の沸騰遷移を許容す

るＢＷＲにおける過渡

的な沸騰遷移後の燃料

健全性評価基準（ポス

トBT基準）が、原子力

安全委員会基準・指針

専門部会で策定され、

東電東通り1号機の同

基準を採用したことに

よる設置・変更許可が

申請された。今後、同

クロスチェック解析が

予想されることから、

 

 

 

 

2) 三次元核熱水力解析

コードの整備 

反応度投入事故事象

におけるボイド反応度

フィードバック効果

を、三次元核熱水力解

析コードに適切にモデ

ル化するため、過渡ボ

イド試験等に基づく精

度評価・検証を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 詳細な二相流 CFD

を利用した液滴追

跡輸送モデルを検

討し、BWR プラン

ト用 10×10 型燃

料等の限界出力評

価への適用を検討

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

疲労評価機能等を

高度化し、信頼性を

向上させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 三次元核熱水力解析

コードの整備 

反応度投入事故事象

においてボイド反応度

フィードバック効果を

 

○ 詳細な二相流 CFD

手法を利用した集

合体内の液滴、液膜

の飛散や付着挙動

のモデルを検討し、

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 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

協会電気技術規程 

(JEAC)等の詳細な

応力組合せ評価方

法等を追加する。 

 

 

 

 

 

 

2) 三次元核熱水力解析

コードの整備 

反応度投入事故事象

においてボイド反応度

フィードバック効果を

 

○ 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
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同基準の適用される

ABWRの外部電源喪

失事象を対象に、ポス

トBT機能を組込んだ

熱水力動特性解析コー

ド

RELAP5/MOD1/JI

NS/Bによる実機適用

解析を行う。 

5) 実 機 PWR の 大 破 断

LOCA不確かさ解析 

最適評価コードを用

いた不確かさ手法によ

る 申 請 等 に 備 え 、

OECD BEMUSEプロ

グラムを通じて海外規

制機関と情報を共有

し、同手法の適用性を

確認し、解析ツールを

整備することを目的

に、実機PWRの大破断

LOCAの不確かさ解析

を通じて、不確かさ解

析手法の実機適用性等

を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) PWRプラントの高燃

焼度燃料LOCA評価

手法の整備 

既設プラントの原子

炉出力アップ、高燃焼

度燃料、ウラン・プル

トニウム（Pu）混合酸

化物燃料（MOX）燃料

等の事故時のECCS性

能評価、格納容器内圧

評価等の安全評価解析

として、）熱水力最適評

価コードTRACEを主

軸にして安全評価体系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 実機PWRプラントの

大破断LOCA不確か

さ解析 

OECD/NEABEMU

SEプログラムを通じ

て海外規制機関と情報

を共有し、同手法に基

づいた最適評価コード

の整備及び統計手法の

整 備 を 行 う 。

BEMUSEPhase5～6

に相当する、実機PWR

プ ラ ン ト の 大 破 断

LOCAの不確かさ解析

を行い、不確かさ解析

手法の実機適用性等を

確認し、我が国におけ

る統計的安全評価手法

（最適評価コードを用

いた不確かさ手法）に

よる申請等に備える。 

 

 

 

4) PWR プ ラ ン ト の

LOCA評価手法の整

備 

TRACE コ ー ド を

PWRプラントLOCA

解析等のクロスチェッ

ク解析に適用するため

に、最新バージョンを

ベースに、非常用炉心

冷却設備(ECCS)性能

評価指針に基いたモデ

ル整備、燃料棒評価モ

デルの追加を行う。 

また、TRACEコー

適用したクロスチェッ

ク解析を実施するため

の解析支援機能整備及

び解析手法の検討を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用したクロスチェッ

ク解析手法の実機への

適用性を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドの実機評価への応用

例として、プラント高

経年化、加圧熱衝撃解

析支援等への適用を図

る。 

 

 

5) 安全余裕評価手法の

整備 

今後のプラント定格

出力増加等に関する設

計・運転方法の変更に

対して、安全余裕が適

切に維持されているこ

とを定量的に評価し、

規制支援を行うことが

必要である。このため、

OECD/NEAでの安全

余裕評価タスクに参加

しつつ、安全余裕評価

手法を整備する。 

6) OECD/PKL試験及び

OECD/ROSA試験の

解析 

OECD/NEAの熱水

力共同プロジェクト

PKL計画（ボロン希釈

効果試験及び 

停止時熱水力試験）

及びOECD/ROSA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、試験データの

整理、解析コードの検

証を行い、潜在的な安

全問題に対する知見の

蓄積、これらの事象に

対する解析コードの適

用性・信頼性を確認す

る。また、解析・検討

結果はOECD/NEAの

会合で適宜発表する。 

 

 

 

 

3) 実機PWRプラントの

大破断LOCA不確か

さ解析 

最適評価と不確かさ

解 析 に 関 す る

OECD/NEA 

BEMUSEプログラム

を通じて海外規制機関

と情報を共有し、同手

法に基づいた最適評価

コードの整備及び統計

手法の整備を行う。こ

れまでのBEMUSEの

活 動 の 総 ま と め

（Phase 6）を実施し、

我が国における統計的

安全評価手法（最適評

価コードを用いた不確

かさ手法）による申請

等に備える。 

 

 

 

 

4) PWR プ ラ ン ト の

LOCA評価手法の整

備 

TRACE コ ー ド を

PWRプラントLOCA

事象の最適評価コード

にするために、再冠水

時の熱流動モデルの改

良と、検証用データの

整備を行う。また、平

成20年度に燃料棒評

価モデル等を追加した

改良版TRACEコード

で実機プラント解析を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 実機PWRプラントの

大破断LOCA不確か

さ解析 

最適評価と不確かさ

解 析 に 関 す る

OECD/NEA 

BEMUSEプログラム

を通じて海外規制機関

と情報を共有し、同手

法に基づいた最適評価

コード及び統計手法の

整備を行うともに、こ

れまでのBEMUSEの

活動をまとめ（Phase 

6）、我が国における

統計的安全評価手法

（最適評価コードを用

いた不確かさ手法）に

よる申請等に備える。

さらに、最適評価コー

ドの現状の課題を整理

し、効果的なコード改

良及び実装方法につい

て調査・考察する。 

4) PWR プ ラ ン ト の

LOCA評価手法の整

備 

平成21年度に引き

続き、大破断LOCA炉

心再冠水時の熱流動モ

デルの改良と、検証解

析用データの整備を行

う。また、熱水力最適

評価コードTRACEの

小破断LOCAに対する

検 証 拡 充 の た め 、

OECD/NEA国際標準

問題 ISP-50 ATLAS 

DVI-LOCA の 実験 後

解析等を行う。 

クロスチェック解析

用の事故時の燃料挙動

解析コードと原子炉格

納容器内挙動解析コー

ドの整備を行う。 

 

 

   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。 

熱水力最適評価コード

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。 
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7) 工事計画認可申請ツ

リー検索システムの

データ登録等 

安全審査関係データ

ベース等へ登録した工

認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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) 安全審査関係データベ

ースの整備 

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

 

5) 安全余裕評価手法の

整備 

今後のプラント変更

（定格出力増加等）に

対して、安全余裕が適

切に維持されているこ

とを定量的に評価し、

規制支援を行うことが

必要である。このため、

OECD/NEAでの安全

余裕評価タスクに参加

しつつ、当機構での検

討結果を適宜発表す

る。 

6) 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、

温度成層化試験解析を

含め総合評価を行う。

また、PKL計画（ボロ

ン希釈効果試験及び停

止時熱水力試験）に関

して、残留熱除去系

（RHR）機能喪失事象

試 験 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

に於いて適宜発表す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 安全余裕評価手法の

整備 

OECD/NEA の 安

全余裕定量化手法の適

用に係るプロジェクト

（SM2A）の活動を通

して、SMAP手法の適

用性、実用性を確認し、

OECD報告書として成

果をまとめ、当機構で

の検討結果を適宜発表

する。 

 

 

6) 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中破断LOCA試

験の解析等を行う。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、

新規に得られた残留熱

除去系(RHR)機能喪失

事象試験データ等によ

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。 

 

 

 

 

7) 火災防護対策評価手

法の整備 

火災が原子炉停止機

能に及ぼす影響を評価

するために、火災ハザ

 

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Ｌ

ＯＣＡ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
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d) 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

主要国の規格基準

の最新動向につい

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

び性能規定化され

た技術基準の実際

の適用事例等を分

析し、汎用的な事項

について技術基準

の審査基準/解説に

反映すべく原子力

安全・保安院への提

言としてまとめる。 

○ 学協会の規格策定

関連の委員会等へ

参画すること等に

より、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) 学協会規格技術評価

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力安全・保安院

録したデータを活用する

ためにシステムの保守を

行う。 

 

 

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

主要国の規格基準

の最新動向につい

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

事例分析等をとお

し、技術基準等に係

る原子力安全・保安

院の規制基準整備

の技術支援を行う。 

 

 

 

○ 学協会の規格策定

関連の委員会等へ

参画すること等に

より、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) 学協会規格技術評価

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力安全・保安院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) 安全審査関係データベ

ースの整備 

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。 

 

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 

ード解析手法を整備す

る。また、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、評価基準等

の設定に活用する。さ

らに、OECD/NEAの

火災影響実験プロジェ

クト（PRISME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

を整備する。 

整備した火災ハザー

ド解析手法に基づき火

災防護対策評価マニュ

アルを策定し、当該マ

ニュアルに基づき事業

者が個別プラントの火

災防護対策評価を実施

して、消火活動計画等

の火災防護対策の高度

化に向けて活用を図

る。 

 

 

 

 

e) 安全審査関係データベ

ースの整備 

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。 

 

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 

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。 

 

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

規格基準の最新動

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

事例分析等をとお

し、技術基準等の解
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が学協会規格類を安全

規制に取り込む際に、

その妥当性、適用性等

に係る評価の支援を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 国際機関における基

準類整備 

○ 国 際 原 子 力 機 関

（IAEA）における

安全基準策定に係

る方針等につき最

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

力をする。 

○ IAEA 安全基準の調

査、分析を行い、

IAEA 基準への提言

を行う一方、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

が学協会規格類を安全

規制に取り込む際に、

その妥当性、適用性等

に係る技術評価書作成

等の支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 国際機関における基

準類整備 

○ 国 際 原 子 力 機 関

(IAEA)における安

全基準策定に係る

方針等につき最新

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

をする。 

○ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

○ IAEA 安全基準の理

解促進、知見活用の

ため、IAEA との協

○ 「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

規格基準の最新動

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

事例分析等をとお

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

参画すること等に

より、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力安全・保安院

が行う学協会規格の技

術評価において、技術

評価書作成等の技術支

援を行う。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。 

 

 

○ 「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

規格基準の最新動

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

事例分析等をとお

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

参画すること等に

より、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 原子力安全・保安院

が行う学協会規格

の技術評価におい

て、技術評価書作成

等の技術支援を行

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。 

 

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) 規格基準の整備 

○ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

59／１３６ 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

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（既設）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) 燃焼後MOX燃料を炉

心に装荷する炉物理

試験 

ベルギーのベルゴニ

ュークリア社等が主催

する国際共同研究に参

加することにより入手

したデータを用い、解

析評価精度を高める試

験データの解析等を行

う。 

 

 

2) 全数MOX燃料を装荷

する炉物理試験 

仏国原子力庁原子力

開発局との共同研究と

して同国カダラッシュ

研究所の臨界試験装置

において実施した全数

MOX炉物理試験の試

験データの解析等を継

続する。 

MOX炉心のドップ

ラー反応度を測定する

炉物理試験のうちウラ

ンサンプルの測定を実

施するとともに、プル

トニウムサンプルの調

査を継続する。 

定に基づく邦訳版

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) 燃焼後MOX燃料を炉

心に装荷する炉物理試

験 

ベルギーのベルゴニ

ュークリア社等が主催

する国際共同研究に参

加することにより入手

したデータについて、

高燃焼度MOX燃料炉

心及び燃焼後ウラン燃

料炉心の解析評価精度

を高める試験データの

解析評価等を行う。 

2) 全数MOX燃料を装荷

する炉物理試験 

仏国原子力庁原子力

開発局との共同研究と

して同国カダラッシュ

研究所の臨界試験装置

において実施した全数

MOX炉物理試験の試

験データについて、解

析評価等を行う。 

MOX炉心のドップ

ラー反応度を測定する

炉物理試験のうちウラ

ンサンプルの測定を実

施するとともに、プル

トニウムサンプルの健

全性調査等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 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、
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3) 1/3MOX炉心燃焼後

MOX燃料の核種組成

等の解析の準備 

ウラン燃料燃焼後組

成データ等の解析評価

の ま と め 及 び 代 表

MOX燃料についての

燃焼解析による核特性

の燃焼変化の評価等を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 高燃焼度燃料破損限界

試験 

 

 

 

 

 

 

 

3) 1/3MOX炉心燃焼後

MOX燃料の核種組成

等の解析の準備 

燃焼後ウラン燃料の

核分裂生成核種(FP)組

成データ取得の調査等

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 高燃焼度燃料破損限界

試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

針等につき最新動

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、原子炉施設の運

転等に関する要件

図書の分析を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

針等につき最新動

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

（「施設と活動に対

する安全評価」、「核

燃料サイクル施設

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。 

○ 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

針等につき最新動

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。 
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○ 外面割れ燃料破損の

判断基準案策定に資

するため、燃料被覆管

の外面割れを支配す

る因子をパラメータ

とした炉外試験を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 外面割れ判断基準案

検証のための出力急

昇試験に備えて燃料

輸送の安全解析及び

試験用燃料調製等を

実施する。 

 

○ 燃料被覆管の水素脆

化の程度を適切に表

現する指標等の最新

知見を収集・整理す

る。 

 

 

 

 

 

 

c) 高燃焼度等混合酸化物

燃料特性評価試験 

○ 海外の試験炉を用い

た高燃焼度MOX燃料

照射試験に着手する。 

○ 高 富 化 度 海 外 加 工

MOX燃料照射試験を

BR-2炉にて実施す

る。 

○ 海外の試験炉を用い

た高富化度国内加工

MOX燃料照射試験の

ための輸送準備や照

○ 外面割れ燃料破損の

判断基準案策定に資

するため、燃料被覆管

の外面割れを支配す

る因子をパラメータ

とした照射済燃料被

覆管を用いた炉外試

験を実施し、それぞれ

の個別効果を定量化

する。 

○ 水素拡散等の基礎物

性を評価し、外面割れ

発生条件を有限要素

法 (FEM)により解析

評価する手法を整備

する。 

○ 外面割れ判断基準案

検証のための出力急

昇試験に備えて燃料

輸送の安全解析及び

試験用燃料調製等を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

海外の試験炉（ハル

デン炉）を用いた高燃

焼度MOX燃料照射試

験のための燃料棒の再

組立、再計装及び照射

装置の製作を完了し、

照射を開始する。 

 

 

 

 

○ IAEA 安全基準の理

解促進、知見活用の

ため、IAEA との協

定に基づく邦訳版

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、

健全性調査を終え

た プ ル ト ニ ウ ム

（Pu）サンプルを、

原子力機構の検査

実施施設からドッ

プラー反応度を測

定する施設（同機構

の安全」等）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

定に基づく邦訳版

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 

MOX燃料を全炉心

に装荷するための移行

炉心の安全確認等に備

え、下記試験研究等を

通じて核設計手法を検

証する。 

 

 

 

 

 

 

 

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、

原子力機構の高速

炉 臨 界 試 験 装 置

(FCA)において軽

水炉MOX炉心の中

性子スペクトルを

模擬する第 1 及び

第 2MOX 燃料炉心

 

 

○ 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、

軽水炉を模擬する

MOX 炉心において、
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射リグの設計等に着

手する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 解析コードの整備等 

1) 燃料応力解析コード

のペレットと被覆管

の 機 械 的 相 互 作 用

（PCMI）評価機能等

の改良 

高燃焼度燃料の燃料

挙動に関する最新知見

を調査し、燃料ふるま

い解析コードのPCMI

評価機能等を改良し検

証解析を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 高富化度MOX燃料照

射試験 

高富化度海外加工

MOX 燃 料 を BR2 炉

CALLISTO ル ー プ で

継続して照射する。ま

た、既に照射を終えた

MOX燃料の照射後試

験を実施する。 

 

 

 

 

 

 

d) 解析コードの整備等 

1) 燃料応力解析コードの

整備等 

高燃焼度燃料の燃料

挙動に関する最新知見

の調査結果を踏まえ、

燃料ふるまい解析コー

ドのペレットと被覆管

の 機 械 的 相 互 作 用

(PCMI)評価機能等を

改良し検証解析を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

2) 核特性解析コードの整

備 

核特性解析コード

CASMO-4 の 専 用 ラ

イブラリを、国内最新

の核データライブラリ

JENDL-3.3ベースの

ものに置換する。 

 

 

 

 

 

高速炉臨界試験装

置（FCA））へ輸送

する。また、Pu サ

ンプルの試験に備

えて FCA の真空排

気モニタリング装

置の整備等を実施

する。 

 

 

 

 

2) 1/3MOX炉心燃焼後

MOX燃料の核種組成

等の解析の準備 

○ 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、測

定技術の調査・予備

試験を継続し、燃焼

後ウラン燃料試料

について、従来手法

による燃焼率及び

FP 核種の組成測定

に着手する。また、

前年度導入した高

性能質量分析装置

の使用に向けた準

備を行う。 

 

 

 

 

3) MOX炉物理試験デー

タ等の解析評価 

○ 昨年度まで解析評

価を実施した MOX

炉物理試験データ

等について、核設計

手法に係る最新の

知見を反映して解

析するために、ガド

リニア燃料棒を装

荷したMOX集合体

体系を構築すると

ともにドップラー

反応度測定装置類

を設置し、ウランサ

ンプル及びプルト

ニウムサンプルを

用いてドップラー

反応度を測定し、こ

の測定データを解

析することにより

核設計手法の妥当

性を確認する。 

2) 1/3MOX炉心燃焼後

MOX燃料の核種組成

等の解析の準備 

○ 燃焼後燃料の核分

裂生成核種 (FP)組

成測定試験につい

て、原子力機構の試

験施設を利用して、

放射能を含む溶液

を含む予備試験を

実施し、燃焼後ウラ

ン燃料試料につい

て、従来手法による

FP 核種の組成測定

に行う。また、高性

能質量分析装置を

使用した分離・測定

法の検討を行い、

FP 核種の測定を開

始する。この測定デ

ータを解析するこ

とにより核設計手

法の妥当性を確認

する。 

3) MOX炉物理試験デー

タ等の解析評価 

○ MOX 炉物理試験デ

ータ等について、核

設計手法に係る最

新の知見を反映す

る解析を行い、その

影響を評価する。 

 

 

 

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。 
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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 

a) もんじゅ変更炉心の事

故評価 

もんじゅ変更炉心にお

けるクロスチェック解析

に備えて、流量喪失型ス

クラム失敗事象の評価を

行い、事象進展と事故評

価の知見を蓄積・整理す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 高速増殖炉関連 

a) もんじゅ変更炉心の事

故時挙動解析手法の整

備 

もんじゅ燃料変更に伴

う設置許可変更申請に係

る設工認審査支援、今後

のもんじゅ高性能炉心の

安全審査支援、耐震バッ

クチェック等に備えて以

下の事故解析手法を整備

する。 

○ 炉心損傷挙動解析コ

ー ド SAS4A 及 び

SIMMER- IIIを整備す

るとともに、CABRI

試験計画やEAGLE計

画で得られた燃料破

損挙動や事故評価の

最新知見を蓄積・整理

する。 

○ 高速増殖炉特有の地

震時燃料集合体の群

振動挙動解析手法を

整備する。 

○ もんじゅNa自然循環

試験の妥当性確認や

集合体事故などトラ

ブル事象評価を目的

として、汎用三次元熱

流動解析コードを整

備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

についての炉物理

試験データの解析

等を行う。 

b) 高燃焼度燃料破損限界

試験 

○ 外面割れ燃料破損

の判断基準案策定

に資するため、燃料

被覆管の外面割れ

を支配する因子を

パラメータとした

照射済燃料被覆管

を用いた炉外試験

を実施し、外面割れ

発生条件を明確化

する。 

 

 

 

 

 

○ 外面割れ評価手法

を検証するための

出力急昇試験に備

えて試験用燃料棒

輸送及び出力急昇

試験準備等を実施

する。 

○ 燃料被覆管の水素

脆化等を適切に表

現する評価手法等

を調査・検討する。 

 

 

 

 

○ 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 

○ 海外の試験炉（ハル

デン炉）を用いた燃

料照射を完了し、照

 

 

 

b) 高燃焼度燃料破損限界

試験 

1) これまで実施してきた

被覆管の水素拡散、き

裂進展等の試験結果

を、過渡時の燃料健全

性の観点で総合的に解

析評価し、外面割れに

よる燃料破損の発生条

件に係る技術知見とし

て整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

2) 外面割れ評価手法を検

証するための出力急昇

試験を実施し、燃料破

損の有無を確認すると

ともに、照射後試験に

より出力急昇時の燃料

ふるまいを調べる。 

3) 燃料被覆管の水素脆化

等を適切に表現する評

価手法等を調査・検討

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 

照射済み燃料を輸送

し照射後試験を実施す

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
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射後試験を開始す

る。 
 
 

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、

特定の照射サイク

ル前後での照射後

非破壊試験を実施

する。 
 
 
 
 
 
 
 

d) 解析コードの整備等 

1) 燃料応力解析コードの

整備等 

OECD/NEAの燃料

データベース等を用い

て高燃焼度燃料及び

MOX燃料の挙動に関

する解析を行い、燃料

応力解析コードのペレ

ットと被覆管の機械的

相互作用 (PCMI)評価

機能等の適用性を確認

する。 

 

 

 

 

 

 

2) 核特性解析コードの整

備 

核データライブラリ

をJENDL-3.3ベース

に置換した核特性解析

コ ー ド CASMO-4 に

ついて、燃焼チェーン

の詳細化などの改良を

 

 

 

 

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

クル前後での照射後非

破壊試験を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

料挙動に関する前年度

解析結果や IAEA会合

での情報を踏まえ、検

証燃料種類の拡張やモ

デルパラメータ等の変

更を伴う解析を行い、

燃料挙動解析コードの

適用性を確認する。 

 

 

 

 

 

2) 核特性解析コードの整

備 

今後の高燃焼度化や

MOX燃料装荷炉心の

審査に備え、評価精度

向上のため、整備中の

核 特 性 解 析 コ ー ド

CASMO-4で、MOX

技術的知見を整理す

る。 

 

 

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、国内最新の

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
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b) 高速増殖炉過酷事故解

析手法の整備 

原子力機構が、平成 19

年度末に原子力安全・保

安院に報告予定である、

高速増殖炉もんじゅのア

クシデントマネジメント

（AM）対策の技術的妥

当性を確認するため、レ

ベル２PSA 手法の整備

を行う。さらに、格納施

設応答、線源移行挙動に

関する解析コードを整備

する。また、レベル 2PSA

における損傷炉心の未臨

界性評価、さらに今後の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 高速増殖炉過酷事故解

析手法の整備 

もんじゅ AM 策の技術

的妥当性確認、もんじゅ

運転再開前の国の防災訓

練に用いる ERSS の整

備、もんじゅ運転再開後

の残余のリスク評価など

に供する目的で、下記の

レベル 2PSA 手法を整

備する。 

○ ナトリウム中線源移

行 挙 動 解 析 コ ー ド

ACTORの整備 

 

 

進めるとともに、ベン

チマーク解析を実施す

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

安全審査支援等に備えて

以下の事故解析手法を整

備する。 

 

 

 

 

○ 炉心損傷挙動解析コ

ー ド SAS4A 及 び

SIMMER-IIIの整備の

一環として、解析モデ

燃料を装荷した装荷炉

心の核特性に関する

FUBILA計画等により

得られた試験データ、

BWR及びPWRの実機

炉心データを解析、共

鳴パラメータの調整を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

全審査支援等に備えて以下

の事故解析手法を整備す

る。 

 

 

 

 

1) 炉心損傷挙動解析コー

ド SAS4A 及 び

SIMMER-IIIの整備の

一環として、炉外試験

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 最 新 の

CASMO-5/SIMULAT

E-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
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もんじゅの再起動に備え

た核特性解析等を目的と

して、「高速増殖炉安全解

析用核計算システム」の

整備及び検証解析を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 格納施設応答解析コ

ードAZORESの整備 

○ 現象イベントツリー

定量化手法PRDの整

備 

○ 高速増殖炉安全解析

用 核 計 算 シ ス テ ム

ARCADIAの損傷炉

心体系への適用性評

価 

○ 高速増殖炉損傷炉心

の即発臨界挙動解析

手法APKの整備 

○ 高速増殖炉ボイド反

応 度 評 価 手 法 の 調

査・整備 

○ 高速増殖炉環境影響

評価手法の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ル検証、実機適用解析

及び即発臨界支配要

因に関する検討を実

施する。 

○ 炉心流量減少時スク

ラム失敗事故事象の

起因過程、遷移過程及

び炉心膨張過程の一

貫解析が可能な高速

増殖炉炉心損傷解析

コードASTERIAの開

発を行う。 

○ 炉心損傷解析コード

整備の一環として、燃

料照射挙動解析コー

ド FEMAXI- ６ の

ASTERIAへの適用可

能性を検討する。 

○ 汎用熱流動解析コー

ドへの外部組み込み

関数として、高速増殖

炉特有の事故時の化

学反応過程を適切に

評価できる解析手法

を追加整備する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を対象に解析モデル検

証を行うとともに、実

機炉心を対象に現象イ

ベントツリーに基づい

た遷移過程解析を実施

して、即発臨界支配要

因を分析する。 

2) 統合的炉心損傷挙動解

析 コ ー ド

ASTERIA-FBR の 熱

流 力 計 算 部

CONCORD，燃料挙

動計算部FEMAXI、核

計算部GMVPの整備

を行い、それぞれ単体

モジュールでの機能検

証を実施する。 

3) ASTERIA-FBR コ ー

ドの燃料挙動計算部と

し て 組 み 込 む た め

FEMAXI コードに対

し、高速炉燃料物性へ

の変更、中心空孔モデ

ルの追加等の整備を行

う。 

4) 高速増殖炉特有の地震

時燃料集合体群振動解

析手法として、3次元

解析手法の整備を行

う。 

5) 汎用熱流動解析コード

にナトリウム・水反応

解析用モデルとのイン

ターフェースを作成

し、同反応基礎実験に

より検証を実施する。 

6) 炉心損傷解析コード整

備 の 一 環 と し て 、

ASTERIA-FBR コ ー

ドの核計算部の整備を

行う。 

 

 

 

 

 

 

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

最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



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

67／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 高速増殖炉動特性解析

コードの整備 

高速増殖炉動特性解析

コードにおける SG 高温

ラプチャーモデルに関し

て、もんじゅ実機ブロー

ダウンデータ用いた検証

を行い、実機の SG 高温

ラプチャー事象の予備解

析を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 高速増殖炉動特性解析

コードの整備 

もんじゅ運転再開時の

トラブル事象対応、起動

試験の妥当性確認及び高

性能炉心の安全審査支援

準備等を目的として、下

記のプラント動特性解析

コードを整備する。 

 

 

○ 運転再開後に実施予

定の蒸気発生器(SG)

ブローダウン試験の

妥当性確認を目的と

して、米国INLから導

入したRELAP5/3D

コードを整備する。 

○ Na・水反応解析事例

を 調 査 し 、 今 後 の

SGTR挙動解析モデ

ルの調査を行う。 

○ 現行のNALAP-IIコー

ドに換えて自由液面

解析機能などを有す

る解析自由度の大き

い ADYTUM コ ー ド

の検証を行う。 

○ 炉心のトラブル事象

解析や高性能炉心の

安全解析に備えて、高

速増殖炉炉心の核的

安定性に関する時間

空間動特性解析手法

の基礎的知見を整備

する。 

○ 高速増殖炉核計算シ

ステム ARCADIAよ

り算出した反応度係

数等データを、安全解

析コード(ADYTUM、

SAS4A等)で使用で

きるように、安全解析

用データ編集機能を

整備する。さらに、も

んじゅの地震時の炉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 高速増殖炉過酷事故解

析手法の整備 

もんじゅ高性能炉心に

対する安全審査、PSA 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。 

 

 

 

○ ナトリウム中線源移

行 挙 動 解 析 コ ー ド

ACTORについて、セ

シウム含有気泡のナ

トリウム中移行挙動

試験やカバーガス中

の輻射挙動試験を実

施してモデル検証を

行う。 

 

 

 

 

○ 格納施設応答解析コ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 高速増殖炉過酷事故解

析手法の整備 

もんじゅ高性能炉心に

対する安全審査、PSA 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) ナトリウム中線源移行

挙 動 解 析 コ ー ド

ACTORについて、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

とともに、試験結果に

基づくモデル検証、改

良を行う。 

 

 

 

2) 格納容器施設応答解析

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。 

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
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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

野でこれまで蓄積されて

きた膨大な技術・知見を、

今後の合理的な許認可・

規制に活かしていくた

め、高速炉熱流動に関す

る知見の整理・調査を行

う。 

心反応度挙動に関す

る解析を実施する。 

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

野でこれまで蓄積されて

きた膨大な技術・知見を、

今後の合理的な許認可・

規制に活かしていくた

め、高速増殖炉熱流動に

関する知見の整理・調査

を行い、高速炉の安全研

究に関する将来のロード

マップを示す。 

 

 

e) 研究開発段階炉の技術

基準に関する整備調査 

高速増殖炉の燃料に関

する設計に重点を置いた

技術基準の検討を開始す

る。このため、国内外の

関連する技術知見等に関

する調査・検討を行う。 

ードAZORESについ

て、崩壊熱レベルでの

炉心崩壊モデルの整

備を昨年度に引き続

き実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ス ク ラ ム 失 敗 事 故

（ATWS）に対応可能

なレベル２PSA評価

手法の整備 

 

 

 

 

○ マルコフ連鎖モンテ

カルロ法 (MCMC)及

び現象相関ダイヤグ

ラム法 (PRD)を用い

た現象イベントツリ

ー定量化手法、分岐点

確率の定量化手法の

整備 

 

 

○ 高速増殖炉レベル２

PSA手法のピアレビ

ューの実施 

 

 

 

○ 高速増殖炉核計算シ

ス テ ム

ARCADIAN-FBR よ

り算出した反応度係

数等を安全解析コー

ドで使用するための

安全解析用データ生

成システムを構築す

る。 

 

コードAZORESにつ

いて、炉心損傷後の再

臨界における固有値解

析の感度結果をマップ

として整理して組込

み、再臨界時の溶融物

の出力及び温度が得ら

れるコードに改良す

る。また、AZORES

再コードの臨界挙動解

析モジュールAPKを

対象として機能の高度

化を図る。 

3) 地震時にはスクラム失

敗事故(ATWS)の発生

頻度が増大するため、

ATWS事故に対応す

る現象イベントツリー

による地震時レベル

2PSA評価手法を整備

する。 

4) マルコフ連鎖モンテカ

ルロ法 (MCMC)とプ

ラント動特性解析コー

ドとカップリングさせ

て、崩壊熱除去機能喪

失事象解析等を行うこ

と に よ り 、 レ ベ ル

2PSA定量評価手法の

実機適用性を確認す

る。 

5) 高速増殖炉レベル２

PSA手法のピアレビ

ューの結果に基づき、

炉心損傷挙動を中心と

したレベル2PSA 手

法の高度化を図る。 

6) 高速増殖炉核計算シス

テ ム

ARCADIAN-FBR コ

ードのもんじゅ高性能

炉心解析への適用性を

評価する。 

 

 

 

 

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
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c) 高速増殖炉動特性解析

コードの整備 

もんじゅ運転再開時の

トラブル事象対応、起動

試験の妥当性確認及び高

性能炉心の安全審査支援

準備等を目的として、下

記のプラント動特性解析

コードを整備する。 

 

 

○ 運転再開後に実施予

定の蒸気発生器(SG)

ブローダウン試験の

妥当性確認を目的と

して、SG伝熱管破損

挙動解析手法の調査

及び整備を行う。 

○ 統計的解析モデルを

導入した高速増殖炉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 高速増殖炉動特性解析

コードの整備 

もんじゅ運転再開後の

安全規制支援の観点から

想定し得るトラブル事象

の評価手法の整備、起動

試験の妥当性確認及び高

性能炉心の安全審査支援

準備等を目的として、下

記のプラント動特性解析

コードを整備する。 

1) 運転再開後に実施予定

の蒸気発生器 (SG)ブ

ローダウン試験の妥当

性確認、SG伝熱管破

損挙動解析手法の調

査、解析コードの整備

等を行う。 

2) 動特性解析コード等へ

の統計手法の導入、安

ピアレビュー結果に基

づき、炉心損傷挙動を中

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、最新の

核データライブラリー

（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
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の動特性解析コード

を 整 備 す る た め 、

ADYTUM コ ー ド の

物理モデルパラメー

タの不確かさに統計

的モデルを導入し、解

析結果への影響を定

量化する。 

○ ARCADIAN-FBR シ

ステムを用いて、もん

じゅの地震時の挙動

に関する3次元全炉心

群振動解析結果に基

づき、炉心全体の集合

体径方向変位を設定

し、挿入反応度を解析

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、前年度に引き続き、

日本原子力学会の高速炉

安全研究専門委員会など

に参画し高速炉熱流動に

関する知見の整理・調査

を行い、高速炉の安全研

究に関する将来のロード

マップを示す。 

e) 研究開発段階炉の技術

基準に関する整備調査 

○ 高速増殖炉の燃料健

全性評価に関する技

術基準案を平成20年

全解析に用いるパラメ

ータの不確かさの定量

化等を行い、事故解析

への感度評価を行う。 

 

 

 

 

3) もんじゅの地震時炉心

安全評価の観点から、

炉心の燃料集合体、径

方向ブランケット集合

体、遮蔽体など全ての

集合体要素に対する3

次元全炉心群振動解析

を実施する。さらに、

ARCADIAN-FBR コ

ー ド や NALAP コ ー

ド、ADYTUMコード

を用いた地震時許容挿

入反応度評価を実施す

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 21 年度に引き

続き、日本原子力学会の

高速炉分科会などに参画

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 

平成 21 年度に作成し

た高速炉燃料技術基準

（案）について海外の関

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
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度の結果を踏まえ作

成する。 

連機関との技術会議を通

して得られる海外機関の

意見も踏まえ、「もんじゅ

高度化炉心」への適用の

ための調査検討等を実施

する。 

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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

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 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-NC2-20

05)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
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手。 

高速実証炉のための構

造・材料基準に関する

調査に着手。 

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：最新の高速炉安

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。 
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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。 

（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 

○ 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。 

 

 

 

 

 

 

○ 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

の情報、欧州主要国の情

報を収集整理し、データ

ベースを整備更新する。

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。 

 

 

 

 

 

○ 国外原子炉施設で発生

した事象のうち、代表例

（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 

○ 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。 

 

○ 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

例は月報として纏め、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。 

 

 

○ 国外原子炉施設で発生

した事象のうち、重要事

（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 

○ 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。 

 

○ 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。 

 

 

○ 国内外原子炉施設で発

生した事象のスクリー

（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

（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
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について詳細調査し、国

内に参考となるべき事

項を分析評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

② 運転特性に係る情報の収

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

原子炉施設の運転特性

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。 

○ 定期安全管理審査、定期

検査、使用前検査及び保

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、整備するととも

に、それらの情報の有効

活用を目指した検討を

実施する。 

○ 国内外の原子炉施設の

運転、定検及び被ばくに

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。 

 

 

 

 

 

○ 国外原子炉施設のプラ

ント特性向上の背景を

分析する。 

 

③ 信頼性に係る情報の収

集、整理、分析、評価 

○ 原子炉施設の法律に至

例について詳細調査し、

国内に参考となるべき

事項を分析評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

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

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。 

○ 定期安全管理審査、定期

検査、使用前検査及び保

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、整備するととも

に、それらの情報の有効

活用を目指した検討を

実施する。 

○ 国内外の原子炉施設の

運転状況、定検状況等に

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。 

○ 国外原子炉施設のプラ

ント特性向上の背景を

分析する。 

 

③ 信頼性に係る情報の収集、

整理、分析、評価 

○ 原子炉施設の法律報告

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

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。 

○ 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、整備するととも

に、それらの情報の有効

活用を目指した検討を

実施する。 

○ 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。 

○ 国外原子炉施設のプラ

ント特性向上の背景を

分析する。 

 

○ 原子炉施設の法律報告

に至らない軽微な事象

を収集し、運転管理情報

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、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、整備するととも

に、それらの情報の有効

活用を目指した検討を

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

を収集し、運転管理情報

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



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

76／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

らない軽微な事象を収

集し、運転管理情報デー

タベースを整備更新す

る。 

 

 

 

○ 信頼性に係る情報のデ

ータ収集・活用を拡充整

備するための方策を検

討する。 

○ 法律による報告に至ら

ない軽微なトラブル事

象等より、より重大なト

ラブルの未然防止に必

要な教訓を得るための

分析・評価方法について

検討し、分析を行う。 

 

④ 職業被ばく情報システム

（ISOE）アジア技術セン

ター活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ アジア技術センターと

して、国内並びに韓国の

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480基のデータ

を収集し配布する。 

 

○ アジア技術センターの

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。 

 

 

に至らない軽微な事象

を収集し、運転管理情報

データベースを整備更

新する。 

 

 

 

○ 信頼性に係る情報のデ

ータ収集・活用を拡充整

備するための方策を検

討する。 

○ 法律による報告に至ら

ない軽微なトラブル事

象等より、より重大なト

ラブルの未然防止に必

要な教訓を得るための

分析・評価方法について

検討し、分析を行う。 

 

④ 職業被ばく情報システム

(ISOE)アジア技術センタ

ー活動 

 

 

 

○ 職業被ばく情報システ

ム(ISOE)アジア技術セ

ンター活動を通じて、被

ばくに関する国内外の

情報を収集、整理、分析、

評価する。 

 

○ ア ジ ア 技 術 セ ン タ ー

(ATC)として、国内並び

に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。 

○ 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。 

○ ALARAシンポジウム

（ATC主催）を開催し、

データベースを整備更

新するとともに、より重

大なトラブルの未然防

止に必要な事業者への

教 訓 を 得 る た め の 分

析・評価方法について検

討し、分析を行う。 

○ 信頼性に係る情報のデ

ータ収集・活用を拡充整

備するための方策を検

討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 職業被ばく情報システム

(ISOE)アジア技術センタ

ー活動 

 

 

 

○ ISOEアジア技術センタ

ー活動を通じて、被ばく

に関する国内外の情報

を収集、整理、分析、評

価する。 

 

 

○ 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。 

○ 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。 

○ ALARAシンポジウム

（ATC主催）を開催し、

データベースを整備更

新するとともに、より重

大なトラブルの未然防

止に必要な事業者への

教 訓 を 得 る た め の 分

析・評価方法について検

討する。 

e) 信頼性に係る情報のデ

ータ収集・活用を拡充整

備するための方策を検

討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、

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
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⑤ 海外の規制等に係る情報

の収集、整理、分析、評

価 

 

 

 

○ 米国、欧州及びアジア等

主要国の原子炉施設の

規制改革、検査制度改

革、高経年化対応等の動

きについて調査を行い、

その目的、内容等を調査

整理し、データベースを

整備更新する。 

○ 収集した運転情報、規制

情報については週報、安

全情報検討会等により

定期的に関連部門に提

供する。 

○ 米国及び欧州における

検査官教育手法訓練内

容及び教育手法等を理

解する上で必要な検査

関連事項等の調査を行

い、規制情報のデータベ

ースを整備更新する。 

○ 海外の規制等について

収集整備した情報を分

析評価し、国内規制にも

取り入れるべき規制案

等を検討する。 

○ 新検査制度では検査官

の能力維持が重要であ

被ばく低減意識の向上

を図る。 

○ 分析、評価結果をハンド

ブックとして発行する。 

 

○ 被ばく低減化プロセス

診断評価支援ツールの

開発を実施する。 

 

 

 

 

 

 

⑤ 海外の規制等に係る情報

の収集、整理、分析、評価 

 

 

 

 

○ 米国、欧州及びアジア等

主要国の原子炉施設の

規制制度、検査制度等の

動きに関する情報の収

集を行い、規制情報のデ

ータベースを整備更新

する。 

 

 

 

○ 得られた情報は週報、月

間トピックス、安全情報

検討会等により定期的

に関連機関に提供する

とともに、分析・評価を

実施し、国内規制にも取

り入れるべき規制案等

を検討する。 

 

 

 

 

○ 海外の規制等について

収集整備した情報を分

析評価し、国内規制に取

り入れるべき規制案等

を検討する。特に航空機

被ばく低減意識の向上

を図る。 

○ 分析、評価結果をハンド

ブックとして発行する。 

 

○ 被ばく低減化プロセス

診断評価支援ツールの

開発を実施する。 

 

 

 

 

 

 

④ 海外の規制等に係る情報

の収集、整理、分析、評

価 

 

 

 

○ 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

きに関する情報の収集

を行い、規制情報のデー

タベースを整備更新す

る。 

 

 

 

○ 得られた情報は週報、月

間トピックス、安全情報

検討会等により定期的

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

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

きに関する情報の収集

を行い、規制情報のデー

タベースを整備更新す

る。 

 

 

 

b) 得られた情報は週報、月

間トピックス、安全情報

検討会等により定期的

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

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。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

るが、参考とした米国に

おける検査官教育手法

訓練内容及び教育手法

等を理解する上で必要

な検査関連事項等の情

報を分析し、我が国の研

修制度の検討及び教材

の開発等を実施する。 

 

⑥ 原子力安全・保安院のリ

スクコミュニケーション

支援 

リスクコミュニケーシ

ョンの実施例の調査・分

析、保安院で行うリスクコ

ミュニケーションの在り

方の検討等を実施する。 

 

衝突、プラント定格出力

増加、溢水等に関して海

外規制内容を分析・検討

する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 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を

収集、整理、分析、評価し

てデータベースを更新す

るとともに、我が国のリス

クコミュニケーションの

在り方等に関する検討を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、データベースを更

新し、我が国の規制とステ

ークホルダーの関係を進

展させるための施策を検

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

進展させるための施策を

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。 

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 

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

（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係

る検査・審査の基盤整備、

規格・基準整備対応 

① 全般 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 核燃料サイクル施設に

係る解析コードの整備

等 

1) 使用済燃料中の核種組

成評価コードの整備と

検証 

燃焼度クレジット評

価に備えて整備した燃

焼核種組成評価コード

MVP-ORBURN に つ

いて、対象燃料の範囲

を広げることができる

ように、簡易入力機能

を付加し、SFCOMPO

などの照射後試験デー

タを使用した検証解析

を実施する。 

 

2) 臨界安全評価関連コー

ドの検証解析 

多様な臨界のクロス

チェック解析に備え

て、基本的な臨界解析

コ ー ド MVP Ⅱ 及 び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 核燃料サイクル施設に

係る解析コードの整備

等 

1) 使用済燃料中の核種組

成評価コードの性能評

価 

燃焼核種組成評価コ

ー ド MVP-ORBURN

のライブラリ改良後、

主要核種の燃焼特性を

炉心燃焼解析コードと

の比較により、その性

能を確認する。また、

OECD/NEA の 臨 界

WGベンチマーク問題

を解析する。 

 

 

2) 臨界安全解析コードの

検証解析及び臨界安全

評価支援システムの改

良 

臨 界 解 析 コ ー ド

MVP Ⅱ 及 び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 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 

燃焼度クレジットを

適用した臨界安全評価

に備え、PWR使用済燃

料を対象として、燃焼

度クレジットの具体的

な適用方法の評価を進

める。また、使用済燃

料の燃焼に関連する主

要パラメータに対して

感度解析による誤差評

価を行い、その影響を

整理する。 

 

2) 臨界安全解析コードの

検証解析及びコード間

の特性評価 

クロスチェック解析

に用いる臨界解析コー

ドMVPⅡ及びSCALE

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。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 燃料加工施設 

a) ウラン加工施設 

ウラン加工施設につい

ては、技術評価に関する

妥当性評価に必要な要領

等の整備支援を行うとと

もに、事業者より原子力

安全・保安院に報告され

た技術評価の内容を検討

し、妥当性の評価をとり

まとめ、原子力安全・保

SCALE-5について、

検証解析を実施すると

ともに、既存解析結果

を含めて体系的な整理

を行う。 

3) 火災解析コードの整備 

IRSN/PICSEL プ ロ

グラムで導入した火災

解析コードSylviaにつ

いて、検証解析を実施

するとともに、核燃料

施設の火災解析機能を

整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 火災防護等調査・試験 

○ 火災防護基準の作成

と火災影響評価に必

要な定量的評価デー

タ取得と解析モデル

の作成を行うために、

国内外基準調査、エア

ロゾル評価試験及び

ばい煙発生試験等の

実施と解析モデルの

SCALE5.1について、

最新実験例の検証解析

を実施する。また、臨

界安全評価支援システ

ムの推定臨界下限増倍

率の算出機能を整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 火災防護等調査・試験 

○ 核燃料施設に係る火

災防護指針を作成す

るため、国内外の火災

防護に係わる基準・指

針等を調査する。ま

た、火災時の燃焼デー

タや火災防護に関す

る情報管理システム

のプロトタイプを作

について、最新実験例

の検証解析を実施する

と と も に 、 最 新 の

SCALEコードの連続

エネルギーライブラリ

について特性を確認す

る。 

 

3) 臨界安全のための不均

一効果の計算手法の整

備 

臨界安全クロスチェ

ック解析の精度向上の

ための不均一効果評価

プ ロ グ ラ ム

OPT-TWOを整備し、

基本的な体系について

の不均一効果の整理を

行う。 

 

 

 

4) 敷地境界線量解析手法

の改良・高度化 

遮へいクロスチェッ

ク解析の対応能力向上

のため、昨年度作成し

たMATXS物質断面積

中間ファイルを基に、

利便性の良いSn輸送

計算用中性子及びガン

マ線結合ライブラリを

作成する。また、ベン

チマーク実験解析を通

してライブラリの検証

解析を行う。 

 

b) 火災防護等調査・試験 

1) 国内外の原子力施設火

災防護基準・指針等を

参考とし、核燃料施設

に係る火災防護ガイド

ライン案を作成する。 

2) エアロゾル評価試験お

いて火災時放射性物質

の挙動評価データを取

得、ばい煙発生影響評

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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安院に報告する。 

b) MOX燃料加工施設 

○ MOX燃料加工施設グ

ローブボックス（GB）

の新耐震指針に対応

した、想定地震力のも

とに動的加震試験を

実施し、地震時のGB

の閉じ込め性につい

て評価を行う。 

○ MOX燃料加工施設の

GB等火災の影響評価

を行うため火災試験

を実施し、試験による

データの取得及び解

析手法を整備する。 

○ MOX燃料加工施設の

材料劣化・高経年化に

係る技術評価の妥当

性評価を支援するた

めに、GBのウインド

ウパネル等経年劣化

を考慮した閉じ込め

性の影響を確認する

ためのパッキンの劣

化に注目したパネル

要素試験等の評価試

験を行い、必要なデー

タベースの整備を行

う。 

○ OECDのPRISMＥプ

ロジェクト及びグロ

ーブボックス火災試

験 の 結 果 、

OECD/NEA の ベ ン

チマーク試験等を利

用し、核燃料施設事故

解析コードの検証解

析を行う。 

 

② 使用済み燃料中間貯蔵施

設 

a) 解析コードの整備等 

1) 使用済燃料中の核種

組成評価コード等の

検証解析 

燃焼度クレジットを

構築を行う。 

○ 経年劣化時のグロー

ブボックス閉じ込め

性評価のため、パネル

パッキン材料につい

て熱加速試験等によ

り評価データの取得

と評価モデルを整備

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 加工施設 

a) ウラン加工施設 

平成 19 年度に引き続

き、ウラン加工３事業者

（４事業所）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、原子力安全・保安院

現地調査への協力等の支

援を行い、原子力安全・

保安院の評価の完了に資

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成する。 

○ ばい煙発生モデル及

びフィルター目詰ま

りモデルを構築する

ため、火災時エアロゾ

ル評価、核燃料加工施

設等の工程室内火災

の評価、ばい煙発生影

響評価の試験、ケーブ

ル、電気盤等のコンポ

ーネント火災試験等

を実施する。 

○ ケーブル被覆材等の

火災時熱影響評価モ

デル構築のため、難燃

性ケーブル被覆材等

有機材料の耐火災性

（熱的影響等）に関す

る熱的劣化試験を実

施する。 

 

 

② 加工施設 

a) ウラン加工施設 

平成 20 年度に引き続

き、ウラン加工 1 事業者

（2 事業所）及び原子力

機構人形峠の加工施設の

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、現地確認への

協力等を行い、原子力安

全・保安院の評価の完了

に資する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

価試験ではフィルター

目詰まりモデルの構

築、コンポーネント火

災試験ではケーブルト

レイ上のケーブルの燃

焼データの取得、室内

火災試験ではファイア

ダンパー機能データの

取得を行う。火災時熱

影 響 評 価 試 験 で は

200℃を超える絶縁

破壊温度データの取得

を行う。 

3) 火災時の燃焼データや

火災防護に関する情報

管理システムの実用版

を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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導入した許認可への対

応の一環として、使用

済燃料の核種組成を正

確に解析できるように

整 備 し た

MVP-ORBURN コ ー

ドの性能を確認する。

基本的な精度を確かな

も の と す る た め 、

OECD/NEAの軽水炉

の照射後試験データベ

ースなど幅広い実験例

を解析対象にするとと

もに、核分裂生成物等

の評価精度についても

検証解析を実施する。

並行して、燃焼ステッ

プ等の調整による精度

改善の感度を確認する

ことで、コードの完成

度を高める。 

また、クロスチェッ

ク解析での利用に備え

て、最新版のMVP Ⅱ

コ ー ド 及 び

SCALE-5.1コード等

の検証解析を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 中間貯蔵施設熱流動

解析手法の改良・高度

化 

三次元熱流動解析コ

ードによる中間貯蔵施

設熱流動解析手法の改

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 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) 敷地境界線量解析手法

の改良・高度化 

敷地境界線量解析に

適用する、キャスクか

ら敷地境界までの分散

低減法の種類及び範囲

の組合せについて検討

する。 

 

 

 

 

 

 

 

2) 中間貯蔵施設熱流動解

析手法の改良・高度化 

使用済リサイクル燃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 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) 敷地境界線量解析手法

の改良・高度化 

敷地境界への直接線

などモンテカルロ法の

適用しにくい遮へい解

析 に 備 え て 、

JENDL-3.3核データ

をベースとした利便性

の良いSn輸送計算用

中性子及びガンマ線結

合ライブラリを作成

し、確認解析を行う。 

 

 

 

2) 中間貯蔵施設熱流動解

析手法の改良・高度化 

三次元熱流動解析コ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 熱流動解析手法の改良

高度化 

理論解の求まる単純

な体系及び実規模の中

間貯蔵施設を模擬した

体系を対象に、ふく射解

析コードS-FOKSと熱

流 動 解 析 コ ー ド

FLUENTの連成解析を

実施し、解析精度及び解

析時間、必要な記憶容量

等を確認する。 

 

 

 

2) 中間貯蔵施設に係る国

内外の最新動向調査 

米国NRCが制定及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

83／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

良・検証としてふく射

モデル等の物理モデル

及び並列計算手法の高

度化検討を行い、解析

精度向上を図る。 

3) 中間貯蔵施設の安全

解析コード等の調査 

金属キャスク方式に

引続き申請が予想され

るコンクリートキャス

ク方式の中間貯蔵施設

について、諸外国の安

全解析内容等を調査す

る。また、将来予想さ

れる燃焼度クレジット

の規制への導入、高燃

焼度燃料の貯蔵に供

え、諸外国の関連する

安全解析内容等を調査

する。 

 

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

制支援のために、最新の

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、設工認等の判断基準

に活用する観点から、関

連する学協会規格の評価

検討を行う。 

溶接検査要領、判断基

準等を整備するため、材

料特性、溶接施行法、溶

接検査法に関する調査を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料中間貯蔵施設の除熱

解析等への適用を目的

として、三次元熱流動

解 析 コ ー ド

PHOENICS や

FLUENTによる貯蔵

建屋・キャスク内部統

合熱流動解析手法を整

備し、適用性を確認す

る。また、ふく射伝熱

解析と熱流動解析を連

成して貯蔵建屋内温度

分布解析作業を効率的

に実施することを目的

に、S-FOKSコードの

改良・整備を行う。 

3) 中間貯蔵施設に係る最

新動向調査 

米国のコンクリート

キャスク方式の中間貯

蔵施設を中心に、関連

する規格基準の整備状

況、許認可申請に係る

安全規制、安全評価手

法、安全解析コードの

実態、最新の許認可事

例等に関して、最新動

向を把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ードFLUENT及びふ

く射解析 S-FOKS の

連成解析機能を用いた

実規模体系の解析を行

い、解析に要する時間、

精度等を確認するとと

もに、S-FOKSコード

の反射モデルを改良

し、境界条件設定の汎

用化を図る。 

 

 

 

 

 

 

3) 中間貯蔵施設に係る国

内外の最新動向調査 

米国の中間貯蔵施設

を中心に、関連する規

格基準の整備状況、許

認可申請に係る安全規

制、安全評価手法、安

全解析コードの実態、

最新の許認可動向を把

握する。 

4) 燃料落下衝撃解析手法

の改良･高度化 

キャスクにおける燃

料落下衝撃解析を高速

化する計算手法等を調

査し、適用性等を検討

する。 

 

5) ガタ系振動を考慮した

耐震解析手法の改良･

高度化 

コンクリートキャス

クのガタ系振動を考慮

した高速な計算手法等

を調査し、適用性等を

検討する。 

 

 

b) 中間貯蔵施設基準体系

整備事業 

中間貯蔵施設の安全

改訂準備中の中間貯蔵

施 設 に 係 る ISG 及 び

NUREGの制定及び改訂

の背景・必要性、制定及

び改訂内容等を調査し、

整理する。また、最近型

式承認を取得したコン

クリートキャスク方式

の使用済燃料乾式貯蔵

システムの概要、安全設

計内容等を調査する。 

3) 衝撃解析・耐震解析の

並列処理に向けた安全

解析コード改良と環境

整備 

貯蔵容器の落下衝撃

挙動評価のための大規

模並列解析における高

速化効果向上と計算精

度向上に必要なデータ

を収集し、また、落下や

飛翔体衝突時の衝撃に

関する適切な構造健全

性評価式等の整備を進

める。 

4) ガタ系振動を考慮した

耐震解析手法の改良･

高度化 

大規模地震時の時系

列解析に関して、高速化

のための大規模並列化

と高精度化に必要なデ

ータを収集し、また、大

規模地震時に関する構

造健全性評価式等の整

備を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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
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③ 再処理施設 

a) 解析コードの整備等 

1) 爆発発生時の塔槽類

及び換気系内の熱流

動挙動解析 

実体系をより忠実に

模擬するための換気系

解析コードの機能拡張

と三次元解析コードに

制支援のために、最新の

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、関連する学協会規格

等の評価検討を継続し、

設工認の判断基準の整備

を行う。 

溶接検査要領、判断基

準等を整備するため、材

料特性、溶接施行法、溶

接検査法に関する試験を

実施する。 

また、使用前検査の実

施要領等の検討に資する

ため、使用前検査に関す

る技術情報等を整備す

る。 

さらに、使用済燃料の

事故時挙動に関連する最

新知見の収集・整備等を

実施し、今後必要なデー

タ取得内容を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規制支援のために、最

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、関連す

る学協会規格等の評価

検討を継続し、設工認、

使用前検査、溶接検査、

保安規定及び施設定期

検査に対し、基準適合

性の判断基準の整備を

行う。 

前年度に引き続き、

溶接検査要領、判断基

準等を整備するため、

材料特性、溶接施工法

及び溶接検査法に関す

る試験を実施する。 

また、使用前検査の

実施要領等の検討に資

するため、使用前検査

に関する技術情報等を

整備する。 

 

 

 

さらに、キャスク落

下事故時の燃料健全性

評価の判断基準、評価

条件を整備するため、

使用済燃料を用いた強

度試験を行う準備等を

行う。 

 

④ 輸送容器 

a) 温度解析手法の改良整

備 

熱流動解析コードと構

造解析コードの間のデー

タ変換作業を効率化する

手法の整備及び輸送物温

度の解析精度の向上のた

めの乱流モデルの高度化

検討を行う。 

 

 

b) 構造解析手法の改良整

に資するため、最新の国内

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、関連す

る学協会規格等の評価検討

を継続し、設工認、使用前

検査、溶接検査、保安規定

及び施設定期検査に対し、

基準適合性の判断基準の整

備を行う。 

 さらに、上記の成果を活

用しつつ、原子力安全･保安

院が実施する安全規制活動

の支援を実施する。 

溶接検査要領、判断基準

等を整備するため、平成21

年度に引き続き、材料特性、

溶接施工法及び溶接検査法

に関する試験を実施する。 

また、貯蔵後輸送時の検

査に関する技術的知見を蓄

積するために事業者が実施

するPWR使用済燃料の先

行貯蔵試験に係り、本年度

は、伝熱試験の解析を実施

する。 

さらに、キャスク落下事

故時の燃料健全性評価の判

断基準、評価条件を整備す

るため、試験装置の製作、

性能確認試験及び被覆管の

基礎特性評価試験等を行

う。 

 

③ 輸送容器 

a) 温度解析手法の改良整

備 

平成21年度に使用済燃

料輸送容器を対象に検討し

た温度過渡変化解析を効率

化するための解析手法を用

いて、核燃料輸送物の火災

後長時間の温度解析を行

い、クロスチェック解析に

適用できることを確認す

る。 

b) 構造解析手法の改良整

に資するため、最新の国内外

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。 

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。 
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よる詳細解析の実施を

目的に、爆発発生時の

圧力境界となる条件を

解析に反映させる。円

環領域の三次元解析で

壁面の曲率を模擬する

解析手法を検討する。 

 

 

 

 

2) 再処理抽出工程にお

けるトラブル事象解

析コードの整備 

再処理施設の抽出工

程におけるPu濃度異

常上昇や温度異常上昇

といった事象の挙動を

解析するコード及びデ

ータベースを導入・整

備するため、既存のコ

ード等により、試解析

を実施し、課題を整理

するするとともに、検

証実験の計画の立案等

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 発熱性溶液のセル内

漏えい事象の解析 

再処理施設における

発熱性溶液のセル内漏

えい事象を対象とし

て、漏えいを放置した

場合に到達する温度や

沸騰に至るまでの時間

的余裕について解析す

る。また、蒸発潜熱解

析モデルの検討の他、

漏えい液の発熱量、セ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 再処理施設 

a) 再処理施設トラブル事

象解析コードの整備等 

1) セル・グローブボック

スの負圧異常事象の解

析 

異常な過渡事象やト

ラブル事象のうち、プ

ラントシステムに起因

する代表的事象とし

て、セルやグローブボ

ックスの負圧異常事象

について解析する。換

気系の停止や閉じ込め

境界破損時の圧力変動

挙動を解析するととも

に、解析コードやモデ

ル・条件に係る課題等

について検討・整理す

る。 

2) 再処理抽出工程におけ

るトラブル事象の解析 

主工程関連の代表的

事象として、抽出工程

における試薬類の供給

トラブルによるPu濃

度の異常上昇（臨界事

故への拡大）を対象に

解析を行い、解析コー

ドやモデル・条件に係

る課題等について検

討・整理する。 

 

備 

輸送中のキャスクに対

する飛来物衝突等による

衝撃荷重がキャスクに及

ぼす影響評価に関し、高

速な計算手法等を調査

し、適用性等を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 再処理施設 

a) 再処理施設トラブル事

象解析コードの整備等 

1) 再処理溶解オフガス処

理系のトラブル事象の

解析 

再処理施設の主工程

における異常な過渡事

象やトラブル事象のう

ち、溶解工程及びオフ

ガス処理系を対象とす

る解析コードを整備す

る目的で、対象系統の

設備構成等を調査し、

課題について検討・整

理する。 

 

 

 

 

2) 再処理抽出工程におけ

るトラブル事象の解析 

再処理施設の主工程

における異常な過渡事

象やトラブル事象のう

ち、抽出工程における

Pu濃度の異常上昇（臨

界事故への拡大）等に

ついて、引き続き解析

を実施し、知見を蓄積

するとともに、コード

の相互比較に関する定

量的な指標について検

備 

平成21年度に実施した

電中研による輸送容器への

衝撃試験に対するトレース

解析において整理された技

術課題の克服として大規模

並列環境を利用した手法で

の大規模感度解析に関する

モデルの適正化に必要なデ

ータの収集を図るととも

に、輸送容器の構造健全性

評価の高速化検討を行う。 

 

 

④ 再処理施設 

a) 再処理施設トラブル事

象解析コードの整備等 

1) 再処理主工程における

トラブル事象の解析 

再処理施設の主工程

における異常な過渡事

象やトラブル事象とし

て、抽出工程における

プルトニウム濃度の異

常上昇（臨界事故への

拡大）等の安全解析に

資するため、前年度に

整備した解析コード

DYMPLによる試解析

等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 再処理施設 
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ルの大きさ、漏えい量、

換気の有無などの影響

についても解析する。 

4) 蒸発缶凝縮器の性能

低下事象の解析 

再処理施設のプラン

トシステムに起因する

代表的事象として、蒸

発缶凝縮器の性能低下

事象を対象に、解析コ

ード、解析モデル等に

ついて調査・検討を行

うとともに、試解析を

行い、実機への適用上

や解析手法確立上の課

題等について検討・整

理する。本事象の解析

には二相流熱流体コー

ドを使用する。 

b) 再処理施設保守管理技

術等調査 

再処理施設の高経年化

に係る技術評価の妥当性

評価を支援するために、再

処理施設の経年変化に関

する試験等を行い、必要な

データベースの整備を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 蒸発缶凝縮器の性能低

下事象の解析 

プラントシステムに

起因する代表的事象の

うち、蒸発缶及び凝縮

器の性能低下事象を対

象に、解析を行い、解

析コードやモデル・条

件に係る課題等につい

て検討・整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

b) 高経年化に関するデー

タベース整備 

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

要なデータベースを整備

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20年度は平成18

年度に整備した沸騰伝熱

面腐食及び凝縮流動硝酸

腐食に関するコールド試

験装置を用いたデータ収

集等を継続するとともに、

沸騰伝熱面腐食について

は新たにホット試験装置

も整備し、劣化環境の模擬

討する。 

また、解析コードに

関して前年度までに得

られた課題を踏まえ

て、工程内におけるPu

の過渡的な移行バラン

スを推定する解析コー

ドを整備するととも

に、検証に必要となる

試験データを収集・整

理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 高経年化に関するデー

タベース整備 

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

要なデータベースの整備

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21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

験に引き続き、熱サイクル

疲労及び環境割れ（水素吸

収脆化）に関する試験装置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 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22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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 国際機関の活動への参画

等 

OECD/NEAの核燃料サ

イクル施設の安全に係るワ

ーキンググループ等の活動

に参画・協力する。 

 

性の向上を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

c) 高経年化対策に関する

妥当性評価の支援 

事業者が報告した高経

年化対策に関する報告書

を検討し、原子力安全・保

安院による妥当性評価を

支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 国際機関の活動への参画

等 

OECD/NEAの核燃料サ

イクル施設の安全に係るワ

ーキンググループ等の活動

に参画・協力する。 

 

⑥ 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。 

を整備し、試験を開始す

る。また、最新知見の収集

を継続する。 

 

 

 

 

 

c) 高経年化対策に関する

妥当性評価の支援 

平成20年度に引き続

き、原子力機構再処理施設

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、現地確認への協力

等を行い、原子力安全・保

安院の評価の完了に資す

る。 

d) 再処理施設許認可関係

データベースの整備 

再処理施設の事業許可申

請書等をデータベースへ登

録する。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。 

 

⑥ 国際機関の活動への参画

等 

OECD/NEAの核燃料サ

イクル施設の安全に係るＷ

Ｇ等の活動に参画・協力す

る。 

 

⑦ 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。 

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。また、最新知

見の収集を継続する。 

 

 

 

 

c) 高経年化対策に関する

妥当性評価の支援 

平成21年度に引き続

き、原子力機構再処理施設

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、現地確認への協力

等を行い、原子力安全・保

安院の評価の完了に資す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 国際機関の活動への参画

等 

OECD/NEAの核燃料サ

イクル施設の安全に係るＷ

Ｇ等の活動に参画・協力す

る。 

 

⑥ 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。 

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、最新

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 

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。 

（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

（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 

（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 

（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 

（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 

（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 
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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。 

これまで試解析を行って

いない事象を対象にPSA

試解析を実施するとともに

原子力機構東海再処理施設

の保全データを活用した機

器故障率データの算出等を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ウラン燃料加工施設の総

合安全解析（ISA）手順の

整備等 

ISA実施結果の信頼性と

品質を向上するための実施

手順の改良を行い、手順試

案に反映する。また、ISA

の結果を施設の保守管理等

に反映する方策案を検討、

現状と比較して今後の検討

課題を取りまとめる。 

更に、ISA作業の効率化

と信頼性向上のため、手順

をソフト化した解析支援シ

ステムの作成・整備に着手

する。さらに、MOX燃料加

工施設のPSA実施手順改

良に向けた準備を進める。 

 

 

 

 

 

③ その他の原子力施設に係

る検討 

原子炉施設以外の原子力

施設にリスク情報を活用し

た場合の効果や必要性を体

系的に検討するため、各種

平成19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

する。また、原子力機構東

海再処理施設の保全データ

を活用した機器故障率デー

タの算出、従来の再処理

PSAにおける援用データ

の整理・分析、安全評価上

重要なデータの整備等を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

② ウラン燃料加工施設の総

合安全解析(ISA)手順の整

備等 

ISA手順案及び ISAの品

質確保上の基本的な要求事

項等を整理した品質ガイド

ライン案を作成する。 

また、ISAの結果を施設

の検査、保守管理に反映す

る活用案を検討し、現状の

検査、保守管理と比較して

今後の検討課題を取りまと

める。 

さらに、ISA作業の効率

化と信頼性向上のため、手

順をソフト化した解析支援

システムの機能を向上す

る。 

MOX 燃 料 加 工 施 設 の

PSAのため、これまで整備

した手順の適用性検討を進

める。 

 

③ その他の原子力施設に係

る検討 

各種の核燃料サイクル施

設における核燃料物質取扱

い機器、施設情報及び昨年

度調査結果を基にリスク情

平成20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

する。原子力機構再処理施

設の保全データを活用した

機器故障率データの算出、

従来の再処理PSAにおけ

る援用データの整理・分析

を継続する。また、リスク

評価上重要な挙動やデータ

の検討・整備等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

② ウラン燃料加工施設の総

合安全解析(ISA)手順の整

備等 

ウラン加工施設ISA試解

析結果の見直し、現状の検

査内容の確認等により、リ

スク情報活用による検査の

高度化案の具体化を検討す

る。 

また、ISA手順のうち、

安全確保項目（IROFS）の

重要度評価法における評価

条件等の適正化を検討す

る。 

MOX燃料加工施設につ

いては、ウラン加工施設の

ISAの検討結果を活用し、

リスク情報活用について検

討を行う。 

 

主要な事象のうち平成

21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。原子力機構再処理施設

の保全データを活用した機

器故障率データの算出、従

来の再処理PSAにおける

援用データの整理・分析を

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

ための試験準備及び試験等

を行う。 

 

② ウラン燃料加工施設の総

合安全解析(ISA)手順の整

備等 

平成21年度に作成した

計画に基づいて、ISAから

得られるリスク情報を活用

し、安全上重要な機器の選

定方法及び設工認申請範囲

の考え方等を明確にし、ウ

ラン加工施設の設工認審査

を支援する解釈集（マニュ

アル）案等を作成する。 

原子力安全・保安部会核

燃料サイクル安全小委員会

加工WGにおいて、ISAの手

順など整備状況を報告す

る。 

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。 
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の原子力施設の特徴を反映

した評価手法等の調査・検

討を行う。 

報の活用方法、有用性、課

題等を検討する。 

（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 

○ IAEA輸送安全行動計画

に従った国際的な活動に

対する支援を行うととも

に、国際輸送安全に係る動

向調査を行う。特にIAEA

輸送規則に関しては、

2009年改定（国連勧告と

の調和）に係る検討及び

2011年改定へ向けた我

が国の対処方針案の策定

等を行う。また、これらの

改定を国内規制へ反映す

るため対処方針を策定し、

関連規制当局へ提供する。 

○ 放射線分野での規制に係

る新たな取組状況を調査

し、それらの知見の輸送分

野への適用について考察

し、安全規制面での必要な

対応等を原子力安全・保安

院に提示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）輸送に係る規制の高度化

の支援 

○ IAEAにおける輸送規則

の課題解決へ向けた動き

に即応して、原子力安全・

保安院が我が国の対処方

針を策定するための技術

支援を行う。また、平成

21年度から提案募集が開

始される2013年改訂に

ついて、我が国からの提案

を策定するための技術支

援を行う。 

○ 安全かつ合理的な規制実

現のため、輸送に対する安

全行動計画に基づくIAEA

の取り組み状況等を調査

し、我が国の対処方針策定

等に当たっての技術支援

を行う。このために、放射

性物質輸送リスク評価手

法の高度化へ向け、既存の

輸送リスク評価手法等を

調査・整備するとともに、

評価に必要なデータ収集

等を図る。 

○ IAEAの輸送に係る「マネ

ジメントシステム指針」及

び放射線分野の「電離放射

線に対する防護及び放射

線源の安全のための国際

基本基準」等について、我

が国の輸送安全規制への

反映のための検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）輸送に係る規制の高度化

の支援 

① IAEA輸送規則改定への対

応 

○ 国内輸送安全の向上のた

め、輸送安全基準委員会

（TRANSSC）における

放射性物質安全輸送規則

（TS-R-1）の２年毎の見

直しに我が国の意向を反

映させるよう努めるとと

もに、見直された国際輸送

規則を国内輸送規則へ反

映するための支援等を行

う。また、TS-R-1と関連

する輸送の指針類の策定

に対してIAEAに協力する

とともに、放射性廃棄物安

全や放射線安全分野との

交流で新たに得られた知

見についても輸送安全規

制への反映のための検討

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 輸送安全評価研究 

○ 我が国の核燃料サイクル

の進展に伴って国際間の

核燃料物質の輸送量も増

大しかつ多様化すること

から、輸送の安全性を合理

的に確保する手段として、

リスク評価手法の整備を

（３）輸送に係る規制の高度化

の支援 

① IAEA輸送規則改定への対

応 

2009年版の放射性物質

安全輸送規則(TS-R-1)を

平成23年１月から国内へ

取り入れるための規制当局

が行う活動を支援する。各

当局では法令等への反映が

検討され、平成22年秋にパ

ブリックコメントに付され

た後に、平成23年1月から

施行となる見込みである。 

TS-R-1の2009年開始

改定サイクルについては、

IAEAの計画に基づき120

日間の加盟国コメントを終

了させ、2012年版として

出版できるよう IAEAを支

援する。また対応する助言

文書TS-G-1.1の同時出版

を目指す。 

放射性廃棄物安全分野や

放射線安全分野との共通課

題への対応を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 輸送安全評価研究 

a) 技術基盤整備の一環と

して、輸送のリスク評価

手法の整備を行う。特に

放出放射能組成データ

及び被ばく影響データ

についての整理を行い、

輸送のリスク評価での

（３）輸送に係る規制の高度化

の支援 

○ 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２

１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２４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

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。 

 

○ 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。 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

90／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

○ 輸送に係る情報の一元化

管理を進めるとともに、輸

送事象等の関連情報を収

集整理してデータベース

化する。 

○ INESの輸送への適用に関

しては、円滑な国内適用へ

の支援を行う。 

○ 燃料輸送容器のクロスチ

ェック解析に備え、燃料輸

送容器落下時の燃料の健

全性を評価する手法を確

立するため、PWR燃料輸

送容器落下時の燃料に加

わる加速度の解析手法の

整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 輸送に係る情報の一元化

管理を進めるとともに、輸

送事象等の関連情報を収

集整理したデータベース

の更新を行う。 

○ INESの輸送への適用に関

しては、原子力安全・保安

院を支援し、円滑な国内適

用を図る。 

 

行う。 

○ 国際輸送規則が求めてい

る放射性物質が有する副

次的危険性への対応につ

いては、リスクの大きさに

応じた対応を図ることが

合理的であり、評価に必要

なデータについて整備す

る。 

○ 輸送に係る情報の一元化

管理を進めるとともに、輸

送事象等の関連情報を収

集整理したデータベース

の更新を行う。また、国際

原 子 力 事 象 評 価 尺 度

（INES）の輸送への適用

に関しては、原子力安全・

保安院を支援し、円滑な国

内適用を図る。 

 

利用を可能とする。 

b) 放射性物質が有する副

次的危険性への対応と

して、放出された物質の

大気拡散中の反応挙動

評価を可能とする。ま

た、不足する物理化学デ

ータの影響を推定する

方法について検討する。 

c) 長期間貯蔵中の輸送容

器管理に目処をつける。

そのため、輸送に係る情

報の一元化管理システ

ムについて、使用済燃料

を貯蔵する容器を長期

間にわたって輸送容器

として管理するための

機能追加を検討する。 

d) 米仏並みの輸送緊急時

対応指針の原案を完成

する。そのため、輸送の

緊急時事象を類型化し

た具体的な対処方針書

の案を策定する。 

e) INESの輸送への適用に

関しては、原子力安全・

保安院を支援し、円滑な

国内適用を図る。 

○ 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。 

○ 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。 

○ 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。 

 

（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

（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 

新規廃棄体の廃棄確認方

法等の検討を行う。また、

大型金属廃棄物の技術基準

に必要な要件と、非固型化

金属等廃棄物の埋設のため

の確認方法を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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

方法等の検討を行い、確

認要領を整備する。また、

従来からの廃棄確認の実

績等を反映し、一貫性の

ある廃棄確認方法の最適

化に関する検討を行う。 

非固型化金属等廃棄物

の放射能濃度決定方法に

関する検討及び埋設施設

に対する施設確認方法の

検討を行う。 

 

（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

領を整備する。また、従来

からの廃棄確認の実績等に

より、廃棄確認に関する現

行ルールを見直し、廃棄確

認要領の一般ルール化に関

する検討を行う。 

コンクリート等廃棄物の

放射能濃度決定方法に関す

る検討を行う。トレンチ処

分に対する廃棄確認方法及

び施設確認方法の検討を行

（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。 

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、燃料損傷が少ない

原子力発電所から発生する

充填固化体の放射能濃度評

価方法の最適化を検討す

る。 

トレンチ処分対象のコン

クリート等廃棄物の廃棄確

（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
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 余裕深度処分 

施設確認、廃棄体確認等

の重要事項について検討す

るととともに、バリア性能

に関する解析的検討により

性能評価手法の整備を行

う。また、モニタリング手

法や安全評価手法の妥当性

確認を目的として、地下空

洞処分施設の性能確証試験

設備等を利用した安全研究

を行なう。また、解析コー

ド整備等として、以下を行

う。 

a) 地下水流動解析コード

の改良整備及び流動解

析等 

地下水流動解析コード

の改良整備及び地下水流

動解析等を行う。具体的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 解析コード整備等 

原子炉施設解体時に発

生する汚染金属等のトレ

ンチ処分における安全評

価に対応できるように放

射性核種の移行、地下水

流動解析コード等を整備

するとともに、試解析を

行う。 

 

② 余裕深度処分 

a) 基準等整備 

これまでに検討してき

た安全評価に関する知見

等を再整理し、平成21年

度に想定される事業許可

申請の安全審査において

必要な安全評価手法やデ

ータ等を整備する。また、

安全審査事項と事業許可

後の後続規制で必要とな

る性能確認項目との関係

を解析等も含めて検討

し、申請書に記載される

べき事項や各種の確認要

領に反映すべき事項を検

討する。特に重要となる

人工バリアの性能確認に

ついては、縮小モデル試

験により再冠水・ガス移

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 解析コード整備等 

ピット処分、トレンチ

処分の安全審査に対応で

きるようにクロスチェッ

ク用解析コードを整備す

るとともに、地下水シナ

リオを対象とした試算を

行う。 

 

 

② 余裕深度処分 

a) 基準等整備 

平成 20 年度に引き続

き、これまでに検討してき

た安全評価に関する知見等

を再整理し、事業許可申請

の安全審査において必要な

安全評価手法を整備すると

ともに、安全評価において

特に重要となる不確実性に

ついても調査を継続する。 

安全審査後の廃棄体確認

における放射能濃度決定方

法に関する検討を行い、廃

棄体確認要領策定に向けた

検討を行う。また、施設確

認要領等の策定に向け、安

全評価上の重要度を考慮し

て確認項目を検討し、各種

確認要領の具体化を図る。 

認要領整備に資するため、

放射能の偏在等を考慮した

放射能評価方法の検討を行

う。 

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。 

研究施設等廃棄物につい

て事業者動向を調査し、将

来の廃棄確認、施設確認要

領整備の課題を抽出する。 

ウラン廃棄物について、

事業者動向、諸外国の動向

に関する情報を収集し、将

来の廃棄確認、施設確認要

領整備の課題を抽出する。 

b) 解析コード整備等 

ピット処分、トレンチ処

分の安全審査に対応できる

ようにクロスチェック用解

析コードを整備するととも

に、重要核種、不飽和条件

等を考慮した感度解析を行

う。 

 

 

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、これまでの

検討成果の取りまとめを行

う。 

その手法の整備の一環と

して、天然バリア特性では、

地下水流動評価の不確実性

を把握し、シナリオ区分に

対応した核種移行経路の設

定の妥当性確認手法等を検

討する。人工バリア特性で

は、閉鎖後の再冠水に伴う

ガス移行や性能劣化等の評

価、人工バリア内の酸化還

元雰囲気及び pH 条件につ

いて検討する。線量評価の

妥当性判断のための手法整

備では、多次元の現象であ

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。 

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、最新の知見に

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
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には、六ヶ所での計算対

象領域の拡大及び境界条

件の見直しをした地下水

流動解析、粒子追跡法に

よる解析方法の見直し及

び解析コードの作成、施

設浸入水量解析・被ばく

線量解析及び三次元核種

移行解析等を行う。 

b) 地下水流動に対する隆

起・浸食の影響の解析 

隆起・浸食等を考慮し

た地下水流動解析コード

を整備する。具体的には、

隆起・浸食モデル等の調

査、隆起・浸食等モデル

に基づく解析コードの作

成及び地下水流動解析を

行う。 

c) 最新情報に基づく感度

解析等 

被ばく線量に寄与する

核種の抽出（埋設分科会

資料に基づくソースター

ムにより着目核種の抽

出）及び分布を持つパラ

メータに関する感度解析

（人工バリア、天然バリ

ア、生態圏での分布を持

つパラメータのデータベ

ースに基づく感度解析）

を行う。 

d) 断層を詳細化したモデ

ルによる核種移行解析 

断層部分での透水係数

の異方性を考慮した核種

移行解析等（六ヶ所サイ

トの破砕帯部分の地層モ

デルの詳細化、断層部分

での透水係数の異方性を

考慮した地層構造モデル

の作成及びこのモデルを

使った核種移行解析等）

を行う。 

e) 解析支援システム及び

品質保証支援システム

の整備 

行挙動を把握し施設確認

要領の妥当性確認等に反

映することとしており、

今年度は試験計画を策定

するとともに縮小モデル

試験体の一部を製作す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 解析コード整備等 

○ 処分空洞の配置・埋め

戻しを考慮した埋設坑

道周辺での地下水流動

に係る解析モデル等の

見直しを行い、その影

響を確認する。 

○ 隆起・侵食等による地

形変化を考慮した放射

性核種の移行解析を行

い、安全性に与える影

響を把握する。 

○ 余裕深度処分に係るこ

処分施設の安全評価の妥

当性を判断する上で、人工

バリアの初期挙動及び長期

健全性の評価が重要である

ことから、人工バリア挙動

評価の妥当性判断に資する

ため、平成 20 年度よりこ

れら評価手法整備を進めて

いる。今年度は、人工バリ

アの挙動評価手法整備のた

め、想定される人工バリア

の施工状態や経年劣化を考

慮した種々の要素試験を検

討・実施する。また、想定

される実施設への本人工バ

リア挙動評価手法の適用性

を検証するため、これらの

検証に必要な試験内容や条

件を検討し、縮小モデル試

験体の製作に反映する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 解析コード整備等 

○ 最も重要なインプット

となる原子炉炉内構造

物、制御棒、チャンネ

ルボックス等の対象廃

棄物のインベントリ

（重量、体積）及び対

象部位別の放射能濃度

の評価を行う。 

○ 地下水シナリオ及び地

上近接シナリオを対象

として、長期安全評価

において重要となる透

る核種移行を一次元等で評

価する際の妥当性、保守性

を確認する手法を整備す

る。 

加えて、余裕深度処分の

安全審査等における重要課

題とその対処方針を策定す

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、これまでの

専門家から指摘事項を中心

に技術データを整備し、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、前年度まで

に抽出した確認項目に対す

る取得可能性、各構成部材

の確認項目と安全性、確認

方法およびその時期につい

て整理する。モニタリング

要領の整備では、段階管理

に応じた監視項目の抽出お

よび国際基準との整合性等

について検討する。廃棄体

の確認要領の整備では、廃

棄物の材料と形状、放射能

量と濃度、影響物質の含有

量等の具体的な確認項目を

抽出するとともに、実測ま

たは記録等による確認方法

を検討する。 

 

 

b) 解析コード整備等 

地下水シナリオを対象と

して、解析対象領域内での

隆起・侵食等による降雨浸

透量の変化及び降雨浸透量

の経時変化等が地下水流動

解析結果等に及ぼす影響を

試算する。 

 

 

 

 

 

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、最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。 
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粒子追跡法で解析した

各地層の合計移行距離等

のGoldSim-EEBへの流

し込み等の改良、実流速

内挿アルゴリズムの改

良、システムの移設及び

データベースの拡充のデ

ータ授受に係る改良整備

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地層処分 

地層処分では、環境要件

への適合性評価に必要な地

質・気候関連データの整備

を行うとともに、処分事業

の進展に応じた安全評価手

法の整備及び技術基準に係

る検討等を進める。また、

立地段階における概要調査

のガイドラインについて検

討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れまで蓄積してきた知

見及び本格調査結果等

を基に人工バリア及び

天然バリアの防護性能

に係るパラメータの経

時変化を考慮した感度

解析を行う。 

○ 断層部分の地質構造の

モデル化に際し、各種

モデルを適用して地下

水解析を行い、モデル

化の違いによる解析結

果に与える影響を把握

する。 

○ 品質保証等支援システ

ムのデータ授受等に係

る機能向上を図り、解

析機能等を向上する。 

 

③ 地層処分 

安全要件の整備として、

環境要件への適合性評価や

安全審査に必要なデータや

その品質保証に関して国が

策定する「立地選定段階の

調査に係るガイドライン」

に資するための検討を行う

とともに、安全審査に係る

重要事項の整理を行う。 

また、安全審査に必要な

安全評価手法、特に広域地

下水流動評価手法について

整備すべく検討を進める。 

これらの検討に必要な調

査研究は、深地層の研究施

設等を活用して進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水係数、分配係数、拡

散係数等の安全評価パ

ラメータの不確実性が

被ばく評価結果に及ぼ

す影響を試算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地層処分 

安全要件の整備として、

代表的岩種である結晶質岩

を対象とし、その地質特性

を考慮した安全評価に必要

なデータ、地質環境調査手

法に関して情報収集・検討

を行い、それに基づき、立

地調査結果のレビュー項目

や判断指標について調査検

討を行う。 

将来の安全審査のために

必要となる安全評価手法の

整備について、岩種(結晶質

岩・堆積岩 )や地形 (沿岸

域・内陸域)の特性ごとにシ

ナリオ検討を行うととも

に、広域地下水流動評価手

法の検証のため、深地層の

研究施設等を用いた調査研

究によって地下深部の水理

特性、地下水の水質特性を

把握し、それをもとに広域

地下水流動モデルを整備す

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、特廃法第 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

る考え方に係る整理を実施

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確保の

基本的考え方の整理および

安全評価上影響が不明確な

事象の評価に係る調査を実

施する。 

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、深地層の研究

施設等を用いた調査研究お

よび地質特性別シナリオ・モ

デル集約整備を実施する。 

安全規制に活用可能な国

内外の研究成果の蓄積のた

めにデータベースシステム

を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、最終処分法第

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



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

94／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 返還廃棄物 

英国BNGS社からの返還

高レベルガラス固化体受入

に係る確認要領の整備と、

仏国AREVA-NC社から返

還予定である低レベル廃棄

物の受入に際しての仕様の

妥当性を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 返還廃棄物 

英国Sellafield Ltd（旧

BNGS）社からの返還高レ

ベル放射性廃棄物ガラス固

化体の受入に係る確認項目

等の検討を実施する。 

仏国AREVA-NC社から

返還予定である固型物収納

体について、品質管理上の

重要なパラメータ（放射性

核種濃度、廃棄物組成等）

に関する検討を実施する。

また、低レベル放射性廃棄

物ガラス固化体について

も、仕様の妥当性に関する

検討を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 返還廃棄物 

英国 Sellafield 社の高レ

ベルガラス固化体に対する

確認要領の整備と返還残滓

搬出施設の品質保証体系の

確認を行う。 

仏国AREVA NC社の低

レベル返還廃棄物CSD－C

については、品質管理上重

要なパラメータの検討とし

て、放射性核種濃度決定に

係る技術的検討と廃棄物組

成及び残留水分の管理に係

る技術的検討を実施すると

ともに、輸入時確認方法を

検討し、廃棄確認要領の整

備を行う。また低レベル返

還廃棄物CSD－Bについて

は、製造管理項目と廃液組

成に関する検討を実施し廃

棄確認要領の整備を行う。 

地層処分に係る規制研究

レポートを原子力安全・保安

院とともに検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

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、雑固体

廃棄物の放射性核種濃度決

定に係る評価方法の技術的

検討と廃棄物組成（有機物、

残留水分）管理の国内受入基

準の見直しに係る技術的検

討を実施するとともに、廃棄

確認要領の整備に向けて受

入時の国内測定の技術的成

立性について検討する。 

ま た、低レ ベル廃 棄物

CSD－B について、製造管

理と放射性核種濃度に係る

技術的検討を実施するとと

もに、廃棄確認要領の整備に

向けて受入時の国内測定の

技術的成立性について検討

する。 

 

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・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
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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。 

（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

（５）廃止措置・クリアランス

に係る規制整備等の対応 

廃止措置では、リスクレ

ベルに応じた規制基準の確

立に向け、施設の種類、廃

止措置段階別等のリスク評

価を行う手法の検討を行

う。ふげん発電所等におけ

る実機の廃止措置データ・

収集計画等を検討する。ま

た、核燃料サイクル施設（加

工施設）解体時の被ばく線

量評価技術基準の検討及び

原子力施設サイト解放基準

の検討のための調査を行

う。 

 

クリアランスでは、クリ

アランス測定装置の性能確

認手法の標準化のために、

コンクリート対象物を適切

に模擬した標準的な線源を

開発するための調査、クリ

アランス制度の不測事態対

応等の運用対応・ガイドラ

インの検討、クリアランス

（５）廃止措置・クリアランス

に係る規制整備等の対応 

廃止措置では、サイクル

施設の廃止措置について、

加工施設を対象に、安全評

価の考え方等、審査に資す

る検討作業を行う。また、

今後の廃止措置計画の審査

の高度化のため、実機の解

体時の環境影響評価に係る

実績データの取得、サイト

解放に係るサイトの調査及

び分析評価を実施する。ま

た、リスクレベルに応じた

安全規制に資する評価手法

の検討を引き続き実施す

る。 

クリアランスでは、クリ

アランス認可における審査

に資するために、コンクリ

ート物を対象としたクリア

ランス測定装置の性能確認

手法の標準化に関する検討

と、大型のクリアランス対

象物の測定・評価に関する

データ収集や試験等を行

（５）廃止措置・クリアランス

に係る規制整備等の対応 

廃止措置に係る技術的知

見を整理し、廃止措置計画

の審査に資する検討作業を

行う。また、廃止措置終了

確認に係る調査、検討を行

う。さらに、廃止措置の手

順を踏まえた解体廃棄物の

確認方法の検討を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

クリアランスでは、クリ

アランス認可における審査

と確認測定の技術基準に資

するために、引き続き、運

転中の原子炉施設における

大型のクリアランス対象物

の測定・評価に関するデー

タ収集や試験等を行う。ま

た、原子炉施設を起源とす

（５）廃止措置・クリアランス

に係る規制整備等の対応 

廃止措置の標準工程や設備

の維持管理等について、制度

の運用の見直しを検討すると

共に、廃止措置の学会標準の

技術評価に反映する。 

また、廃止措置終了確認の

基本的考え方のとりまとめを

行う。 

さらに、廃止措置時の解体

廃棄物の廃棄確認を踏まえた

解体時の管理方法の検討を実

施する。 

 

 

 

クリアランスでは、原子炉

施設における大型金属廃棄物

等のクリアランス対象物を対

象に統計的代表点測定法によ

るクリアランス検認手法に関

するデータ収集を行い、検認

方法の案を作成する。 

また、ウラン取扱施設にお

けるクリアランス制度整備に

（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

や最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
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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。 

制度の実施状況調査、核燃

料サイクル施設のクリアラ

ンスレベル確認手法を整備

するための技術基準案・審

査基準案等の検討等を行

う。 

 

う。また、国内におけるク

リアランス制度の運用状況

について調査し、課題等の

検討を行う。さらに、核燃

料サイクル施設のクリアラ

ンスレベル確認手法の整備

に資する検討を引き続き実

施する。 

 

る対象物に対する実際の疑

義対応マニュアルを検討す

る。さらに、核燃料サイク

ル施設のクリアランスに関

しては、原子力安全委員会

におけるウランのクリアラ

ンスレベルの審議結果とウ

ラン濃度測定の技術動向を

踏まえ、ウラン取扱施設の

クリアランス制度化を支援

するための技術基準を検討

する。 

資するために、ウラン加工施

設のクリアランス対象物の検

認方法の案をとりまとめる。 

さらに、クリアランス制度

定着のため、不測事態対応を

含めた運用上の課題に対する

対応策を整理する。 

 

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。 

 

（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 

○ 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。また、核

燃料サイクル施設等の

法律に至らない軽微な

事象を収集し、運転管理

情報データベースを整

備更新する。 

 

 

 

 

○ 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

の情報、欧州主要国の情

報を収集整理し、データ

ベースを整備更新する。

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。 

 

 

（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 

○ 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

微な事象を収集し、デー

タベースを整備更新す

る。 

 

○ 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

例は月報として纏め、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

（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 

○ 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

微な事象を収集し、デー

タベースを整備更新す

る。 

 

○ 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

（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

微な事象を収集し、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

（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
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○ 国外核燃料サイクル施

設等で発生した事象の

うち、代表例について詳

細調査し、国内に参考と

なるべき事項を分析評

価する。 

 

 

 

 

 

 

② 運転特性に係る情報の収

集、整理 

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

イクル施設等の運転特性並

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。 

 

③ 海外の規制等に係る情報

の収集、整理、分析、評価 

 

○ 海外の核燃料サイクル

施設等の規制に関する

調査として、法令及び規

制の枠組み、運転、トラ

ブル報告、検査等に関す

る規制について収集整

備する。 

 

○ 収集した運転情報、規制

情報については週報、安

全情報検討会等により

定期的に関連部門に提

供する。 

 

○ 海外の規制等について

収集整備した情報を分

析評価し、国内規制にも

取り入れるべき規制案

等を検討する。 

掲載する。 

 

 

○ 国外核燃料サイクル施

設等で発生した事象の

うち、重要事例について

詳細調査し、国内に参考

となるべき事項を分析

評価し、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

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。 

 

③ 海外の規制等に係る情報

の収集、整理、分析、評価 

 

○ 海外の核燃料サイクル

施設等の規制動向に関

する情報の収集を行い、

規制情報のデータベー

スを整備更新する。 

 

 

 

○ 収集した情報は週報、

サイクル関係月報、安全

情報検討会等により定

期的に関連機関に提供

する。 

 

○ 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。 

に掲載する。 

 

 

○ 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。 

 

③ 海外の規制等に係る情報

の収集、整理、分析、評価 

 

○ 海外の核燃料サイクル

施設等の規制動向に関

する情報の収集を行い、

規制情報のデータベー

スを整備更新する。 

 

 

 

○ 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。 

 

○ 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。 

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。 

 

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

する情報の収集を行い、

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。 

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。 

 

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。 
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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。 

４－Ｃ 基盤技術分野 ４－Ｃ 基盤技術分野 ４－Ｃ 基盤技術分野 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 津波の河川遡上解析手法

の高度化及び津波痕跡高

のデータベース構築 

津波の河川遡上解析手法

の高度化と既往の津波痕跡

高の信憑性を考慮したデー

タベース構築のため、レー

ザープロファイラによる高

精度地形データを用いた河

川遡上解析の実施と北海

道・東北地方を対象とした

津波痕跡高の調査・分析及

びデータベース作成を行

う。 

② 地震に係る確率論的安全

評価手法の整備（高経年

化に係わる配管の地震時

損傷確率解析） 

国内の代表的なプラント

を対象に、き裂の存在が配

管の損傷にどの程度の影響

を与えるかを経年と地震力

をパラメータに確率論的な

評価手法を用いて評価す

る。また、不規則震動下に

おける疲労き裂進展評価手

法を整備する。 

③ 鉛直動解析機能の高度

化・巨大海溝型地震への

対応 

耐震指針改訂に対応し、

断層モデルを用いた鉛直地

震動評価手法の整備を目的

に、巨大海溝型地震の観測

記録と断層モデルで評価す

る鉛直動を比較し、解析精

度を把握するとともに、課

題を抽出する。課題解決の

ための評価手法を整備す

（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) 震源評価手法の高度化 

○ 地表累積変位によるア

スペリティ分布の推定

等の検討を行い、サイト

近傍の地表地震断層長

さが短い活断層の震源

断層長さと地震規模の

合理的評価法を整備す

る。 

○ 反射法地震探査による

活断層評価の高度化を

目的として、地質条件・

探査条件に応じた断層

検知精度（検知可能な断

層規模）を把握する。 

○ 変動地形等による活断

層評価手法を検討する。 

○ 原子炉施設等の地震動

解析に適用する活断層

等の震源データベース

を整備する。 

 

 

 

 

b) 地震動評価手法の高度

化 

○ 震源を特定せず策定す

る地震動の評価手法の

整備のために、観測地震

動を用いた評価、断層モ

デルと距離減衰式を用

いた地震動評価、距離減

衰式による検討及び超

過確率の算定、地盤内の

地震動の増幅特性評価

等を行う。 

（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 

伏在断層など認定が困難

な活断層の認定方法の高度

化・標準化及び地域性や連

動等を考慮した活断層の地

震規模評価手法を検討す

る。また、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。さらに、原子炉施設

周辺の詳細な活断層マップ

を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 地震動評価手法の高度

化 

断層パラメータの不確実

さを定量化するとともに、

地震発生様式や地域性等を

考慮した強震動予測レシピ

の高度化を行う。断層近傍

の地震動増幅特性を考慮し

たスペクトル距離減衰式を

検討する。また、深部地下

構造の推定方法や減衰の設

定方法を検討する。 

（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。 

2) 原子炉施設周辺の詳細

な活断層マップを作成

する。 

3) 断層ガウジの年代測定

による活断層の活動履

歴の評価方法を検討す

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) 震源近傍の地震動増幅

効果を考慮することが

可能な地震基盤上の応

答スペクトル距離減衰

式を構築する。 

2) 平成21年度までの検

（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 

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



中期目標、中期計画、年度計画対照表 

99／１３６ 
 

中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

る。 

④ 地震の規模予測評価手法

に関する活断層パラメー

タとモデルの検討 

基準地震動 Ss の検証に

おける活断層の合理的評価

を目的として、サイト近傍

の地表地震断層長さが短い

活断層の震源断層長さと地

震規模の合理的評価法を整

備する。統計資料とした

個々の地震の詳細把握と回

帰分析の高度化、断層出現

率との融合、アスペリティ

の位置や深さ，大きさのデ

ータセットとの融合等の検

討する。 

⑤ 斜面崩壊に関する中・大

規模試験及びシミュレー

ション解析 

地震時の斜面崩壊及び岩

塊挙動の評価手法の整備を

目的に、崩壊領域と岩塊群

の転動挙動を検証するため

の遠心載荷試験により現実

的な崩壊領域の検証（パラ

メータの設定範囲の把握）

を行うとともに、試験結果

のシミュレーション解析を

行う。 

⑥ インド洋津波を対象とす

る津波遡上解析 

地震随伴事象である津波

の解析手法の高度化を目的

に、IAEA の津波防災プロ

ジェクトに参画し、原子炉

施設を有するインド洋沿岸

諸国を対象に、津波解析の

ためのデータ基盤を整備す

る。 

⑦ 断層モデルの高度化に関

する検討 

断層モデルによる地震動

評価に当該学術分野の先端

技術を導入すること（断層

モデルによる地震動評価手

法の高度化）を目的に、地

 

○ 断層モデルによる地震

動解析手法の高度化の

ために、震源近傍域の三

次元強震動の検討や震

源の不均質性を考慮す

るモデル等の検討を行

う。 

○ 断層モデルによる地震

動解析の合理化を目的

として、地震動解析コー

ドSANFALTに三次元

地盤モデル作成機能、並

列計算機能、二次元差分

法の機能等を追加する。 

○ 基準地震動Ssの評価の

高度化のために、最新知

見を反映したスペクト

ル距離減衰式を検討す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 津波評価手法の高度化 

1) データベースの整備と

検索システムの整備 

原子炉施設等の津波

解析に適用する津波痕

跡データベース等を整

備する。津波解析デー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 震源を特定せず策定す

る地震動の評価手法の

高度化 

地域性や物理探査精度を

考慮した、地震動の最大規

模の設定方法を検討する。

また、観測記録を解析的に

補完する手法を検討すると

ともに、確率論に基づく震

源を特定せず策定する地震

動の評価手法の高度化を図

る。 

d) 地震ハザード評価手法

の高度化 

全国の原子炉施設の地震

ハザードの評価条件や手

法、結果を収集・整理し、

概略のハザードレベルとそ

の精度を把握する。また、

活断層の地震活動度の評価

方法の標準化及びひずみ集

中帯として考慮すべき領域

討結果から、地震動評

価において考慮すべき

パラメータの不確実さ

の要因とその定量値を

整理する。 

3) 深部地盤の減衰特性に

ついて、ボーリングに

よる減衰特性（Q値）

測定、自然地震動の観

測記録による評価結

果、解析的な評価結果

を比較検討し、最も信

頼性が高い減衰特性の

評価方法あるいはその

組み合せを提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 21 年度に検討した

評価手法を用いて、確率論

的手法に基づき、震源を特

定せず策定する地震動を評

価する。また、各プラント

で提示している震源を特定

せず策定する地震動と比較

検討する。 

 

d) 地震ハザード評価手法

の高度化 

平成 21 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

が連動する長大活断層につ

いて、その活動度の評価手

法（単独活動と連動を決定

度化する。 

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。 

 

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。 
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震発生様式・地域ごとの強

震動予測レシピの高度化、

鉛直地震動に係わる解析モ

デルの高度化、高周波数限

界 fmax の高度化等を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タベースの検索システ

ム等を整備する。 

2) 津波解析手法の高度化 

最新知見の河川遡上

解析手法等を検討す

る。また、河川遡上解

析手法等の解析機能を

津 波 解 析 コ ー ド

SANNAMI追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 土木・建築構造物の評価手

法の高度化 

a) 地盤・岩盤に係る耐震解

析手法の高度化と解析

コードの改良整備 

1) 地震時の斜面崩壊に関

する不確実さの検討 

地震随伴事象である

斜面崩壊に対する健全

性検討の高度化を図る

ため、地層性状や地盤

物性等の不確実さ要因

を考慮した評価手法の

整備が必要であり、振

動台実験、遠心載荷実

験などを通して斜面崩

壊及び岩塊の転動挙

動、崩壊の判断基準等

を検討する。 

 

 

b) 土木構造物に係る耐震

の活動性を検討する。 

 

e) 津波評価手法の高度化 

信頼度を考慮した津波痕

跡データベースとその検索

システムを整備する。また、

津波先端の分裂・砕波特性

等を考慮した津波解析手法

及び日本近海の海底活断層

を概観し原子炉施設に影響

を及ぼす活断層の選定方法

を検討する。さらに、地形

変化に関するデータ等を整

備し、津波による土砂移動

解析手法の再現性の向上を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

するパラメータ）を高度化

する。 

e) 津波評価手法の高度化 

下記の検討により、津波

解析モデルや解析手法の信

頼性の向上を図る。 

1) 信頼度を考慮した津波

痕跡データベースとそ

の検索システムを高度

化する（信頼度指標の

調査精度の改善を図

る）。 

2) 各種実現象の再現解析

を行い、津波先端の分

裂・砕波特性等を考慮

した津波解析手法の有

効性を確認するととも

に、必要に応じてコー

ドを改良する。 

3) 平成21年度に引き続

き、地形変化に関する

データ等を整備し、津

波による土砂移動解析

手法の再現性の向上を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

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。 
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解析手法の高度化と解

析コードの改良整備 

地盤と構造物の相互作用

を考慮した、地中構造物の

非線形解析コードを改良整

備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 建屋の三次元応答解析

手法の高度化 

新潟県中越沖地震関連の

柏崎刈羽原子炉建屋シミュ

レーションモデルの応答ス

ペクトルに関して、三次元

FEM 解析により分析検討

する。 

建屋基礎の浮上り解析手

法を三次元 FEM モデルに

より高度化する。 

RC 造模型試験体を対象

とした試験の解析コンペ

SMART2008 に参加し、

試験結果を反映して解析手

法を検討し、三次元非線形

FEM 地震応答解析コード

SANREF-D を改良整備す

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

崩壊に対する健全性検討の

高度化を図るため、強地震

動下の斜面安定性の判断基

準の見直し及び斜面崩壊後

の転動岩塊の挙動メカニズ

ムについて分析する。斜面

崩壊に係る不確実さ要因

は、振動台実験、遠心載荷

実験及び不連続体解析手法

等を用いて分析する。 

 

 

 

 

 

b) 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 

地盤と構造物の相互作用

を考慮した、地中構造物の

非線形解析コードを引き続

き改良整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 建屋の床柔性を考慮し

た三次元応答解析手法

の高度化 

平成 19 年新潟県中越沖

地震下の柏崎刈羽原子力発

電所において、三次元 FEM

地震応答解析に建屋の床柔

性や周辺地盤との相互作用

等を適切に評価することで

現実の応答現象を解明し

た。この知見を基に、柏崎

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

崩壊に対する健全性検討の

高度化を図るため、小規模

模型と中規模模型を用いた

地震波による振動台試験を

行う。振動台試験では、昨

年度より実際の応力状態に

近づけるため、スケールを

大きくした模型を用いる。

強地震動下の斜面安定性の

判断基準の見直し及び斜面

崩壊後の転動岩塊の挙動メ

カニズムについて分析す

る。 

 

 

b) 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 

地盤と構造物の相互作用

を考慮した、地中構造物の

非線形解析コードを引き続

き改良整備する。具体的に

は、基準地震動Ssの巨大化

に伴い、地中構造物及び地

盤の非線形性が顕著になっ

ているため、新たに地中構

造物及び地盤の非線形モデ

ルの導入を図り、地中構造

物に関するクロスチェック

解析の精度向上に資する。 

c) 建屋の床柔性を考慮し

た三次元応答解析手法

の高度化 

東京電力㈱柏崎刈羽原子

力発電所や原子力機構もん

じ ゅ に 適 用 し た 三 次 元

FEM 解析結果に基づき作

成した三次元 FEM 解析手

法を用いて、他のプラント

の地震応答解析を行い、得

ら れ た 知 見 か ら 三 次 元

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) 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 

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 、   
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⑧ 個別プラントのレベル1

地震PSA解析モデルの

整備 

耐震設計審査指針の改定

に伴う、個別プラントの残

余のリスク評価に備えるた

め、既に整備した代表プラ

ントの地震 PSA 解析モデ

ルを基に、順次個別プラン

トの解析モデルの整備等を

行う。 

⑨ 地震時火災PSA手法の

開発 

地震時随伴事象として火

災が発生する場合の炉心損

傷頻度評価手法の開発を目

的に、平成 18 年度に実施

した評価手法の検討に基づ

き、地震時火災発生頻度及

び炉心損傷頻度等の評価手

法を開発する。 

⑩ 鉄筋コンクリート（RC）

造耐震壁の振動試験結果

のシミュレーション解析

手法の高度化 

三次元地震入力時の原子

力施設の詳細な非線形挙動

の解析手法整備を目的に、

2008 年に OECD/NEA

で実施される RC 造耐震壁

を主耐震要素とする構造物

のベンチマークテストに参

加し、SANREF コードの

解析精度の信頼性を確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地震PSA手法の活用 

a) 地震PSA手法の活用 

地震 PSA 手法を用いた

耐震裕度の定量化分析を検

討する。 

b) 外部電源系統の機能喪

失確率評価 

地震時炉心損傷頻度の評

価精度を高めるため、外部

電源系統を構成する送電鉄

塔の機能喪失確率を算定す

る。 

c) 個別プラントのレベル1

地震PSA解析モデルの

整備 

耐震設計審査指針の改定

に伴う、個別プラントの残

余のリスク評価に備えるた

め、レベル 1 地震 PSA 解

析モデルの整備を進める。 

d) 多数基立地サイトを対

象とした地震PSA手法

の高度化 

平成 19 年新潟県中越沖

地震時の柏崎刈羽原子力発

電所各プラントが受けた地

震動等を参考として、多数

基立地サイトを対象とした

地震 PSA 手法の高度化を

行う。 

 

 

④ 津波PSA手法の高度化 

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。 

 

⑤ 地震時火災・溢水PSA手

法の開発 

地震時火災発生頻度評価

手法、一般火災 PSA 手法

及び地震 PSA 手法を統合

化した、地震時火災 PSA

刈羽原子力発電所以外の三

次元 FEM 解析の適合性の

検証、建屋非線形解析機能

や基礎浮上り非線形解析機

能の高度化、三次元 FEM

解析の設計への適用性、三

次元 FEM 解析の標準化と

指針作成支援を実施する。 

 

 

また、引き続き鉄筋コン

クリート造模型試験体を対

象 と し た 解 析 コ ン ペ

SMART2008 に参加し、

試験結果を反映した解析手

法を検討し、三次元非線形

FEM 地震応答解析コード

SANREF-D を改良整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地震PSA手法の活用 

a) 個別プラントのレベル1

地震PSA解析モデルの

整備 

耐震設計審査指針の改定

に伴う、残余のリスク評価

に備えるため、BWR 及び

最新 3 ループ PWR の個別

プラントのレベル 1 地震

PSA 解析モデルの整備を

進める。 

FEM 解析手法の高度化を

図る。 

さらに、建屋構造体や地

盤―建屋間の相互作用等の

非線形挙動が床柔性を考慮

した建屋挙動に及ぼす影響

検討のため、他の非線形三

次元 FEM 解析コードとの

比較を行い、建屋非線形解

析機能等の高度化を行う。 

また、引き続き鉄筋コン

クリート造模型試験体を対

象 と し た 解 析 コ ン ペ

SMART2008 に参加し、

試験結果を反映した解析手

法を検討し、三次元非線形

FEM 地震応答解析コード

SANREF-D を改良整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地震PSA手法の活用 

a) 個別プラントのレベル

1地震PSA解析モデル

の整備 

耐震設計審査指針の改訂

に伴う残余のリスク評価に

備えるため、BWR 及び初

期 PWR の個別プラントの

レベル１地震 PSA モデル

を整備する。 

また、レベル１地震PSA

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

技術に係る最新知見・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。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 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) 機器設備耐震信頼性試

験及び評価 

○ 弁、タンクについて加

振試験を実施し、耐力

データベースと耐力

評価手法を構築する。 

手法を開発する。 

 

⑥ 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 

耐震安全評価手法の高度

化を目的に、高経年化によ

るき裂及び大地震・動的荷

重を考慮して試験を実施

し、地震荷重下における配

管のき裂進展評価手法及び

確率論的評価手法の検討を

行う。 

 

 

 

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 

耐震設計審査指針改定に

対応し、高経年化によるき

裂及び地震荷重を考慮した

地震時損傷確率解析コード

の改良整備を実施し、対象

高経年化事象及び対象機

器・構造物の拡充を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 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) 機器設備の耐震機能限

界試験と評価技術の整

備 

中越沖地震における機器

設備の損傷等を反映し、機

 

 

 

b) 多数基立地サイトを対

象とした地震PSA手法

の高度化 

平成 20 年度に引き続

き、平成 19 年新潟県中越

沖地震時の柏崎刈羽原子力

発電所各プラントが受けた

地震動等を参考として、多

数基立地サイトを対象とし

た地震 PSA 手法の高度化

を行う。 

 

 

 

 

 

 

④ 津波PSA手法の高度化 

平成 20 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

耐震安全評価手法の高度

化を目的に、高経年化によ

るき裂及び大地震・動的荷

重を考慮して試験・解析等

を実施し、地震荷重下にお

ける配管のき裂進展評価手

法の整備及び確率論的評価

技術の整備を実施する。 

 

解析モデルの検証及び解析

コードの高度化を行う。 

 

b) 多数基立地サイトを対

象とした地震PSA手法

の高度化 

地盤構造が異なる幾つか

のサイトを対象として、入

力地震動とプラントの地震

応答の観点から相関分析を

行い、その結果を反映した

多数基立地サイトを対象と

した地震 PSA 手法を構築

する。 

 

 

 

 

 

 

④ 津波PSA手法の高度化 

平成 21 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。 

津波波源、津波伝播経路、

サイト近傍の地形効果を考

慮した波高簡易予測手法を

整備し、津波ハザード評価

への適用性を検討する。ま

た、サイト沿岸の波高に及

ぼす影響の程度を検討す

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 

耐震安全評価手法の実用

性の向上を図るとともに、

耐震設計審査指針改訂に対

応し、機器･配管の耐震安全

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) 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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

○ ファン、サポート類に

ついて、試験計画の策

定と、試験体、装置の

設計を行う。 

○ 天井クレーン類につ

いて、要素試験の試験

体、装置の設計、製作

及び要素試験を実施

する。 

b) 地盤・構造物耐震信頼

性試験及び評価 

大入力時の建屋基礎挙

動に関する現象について

解析・評価を実施する。 

c) 耐震安全性評価に関す

る基準類の調査 

○ 地震動波形合成法の

主要な因子の検討を

行い､技術基準運用上

の留意点を抽出する。 

○ 地震応答評価に用い

る機器解析モデルに

ついて応答の支配要

因検討を行い、技術基

準運用上の留意点を

抽出する。 

d) 地震・地震動評価 

○ 地震・地震動研究につ

いて、新しい情報を収

集し原子力施設の耐

震安全性評価に反映

すべき知見を整理す

るととともに、主要な

地震について地震基

盤における地震動評

価手法の検証を行う。 

○ 内陸の活断層調査に

関して、震源断層評価

手法について検討す

ることとし、代表的な

縦ずれ断層及び横ず

れ断層の現地観測を

開始する。 

○ 活褶曲及び活撓曲の

評価法等について調

査・検討を開始する。 

器設備の強度・機能の限界

値（耐力等）を加振試験で

評価し、耐力データベース

と耐力評価手法を構築す

る。天井クレーン類につい

ては、実機モデル試験体の

製作を完了し、動的上下動

を加味して振動台加振試験

と評価を行う。 

また、地震後の機器等の

保守点検に有効な手法の調

査を行う。 

b) 建物構造物浮上り挙動

及び地震観測による評

価 

大入力時の建屋基礎の浮

上り挙動を、柏崎刈羽原子

力発電所での実記録や三次

元 FEM 解析等により検討

し、基礎浮上り挙動を支配

する基本メカニズムと浮上

りによる機器設備等への影

響を解明・検証を行う。ま

た、地震観測に基づき、地

表断層と深部の震源断層パ

ラメータの関連性について

検討し、活断層・地震動評

価に資する評価手法を整備

する。 

c) 地震動特性と設備健全

性確認手法に関する調

査 

遭遇した地震に関する多

様な情報を取得するために

サイト地盤から建物・機器

等までにわたり一元的に観

測を行うシステムの調査、

得られた地震動特性を表す

指標と指標に基づく構造物

健全性判定法、入力地震に

対する設備健全性の耐震裕

度評価法など、地震と耐震

性確認手法の調査・整理を

行う。 

 

 

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 

耐震設計審査指針改定に

対応し、平成 20 年度に引

き続き高経年化事象及び地

震荷重を考慮した地震時損

傷確率解析コードの機能拡

張を実施し、地震荷重の不

確実さ等の考慮や信頼性の

向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

平成 19 年新潟県中越沖

地震における機器設備の損

傷等を反映し、機器設備の

強度・機能の限界値（耐力

等）を加振試験で評価し、

耐力データベースと耐力評

価手法を構築する。ファン

等については、実機モデル

試験体の製作を完了し、動

的上下動を勘案して振動台

加振試験と評価を行う。ま

た、地震後の機器等の保守

点検に有効な手法の調査を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

高経年化事象及び地震荷

重を考慮した地震時損傷確

率解析コードの機能拡張を

実施し、解析コードの信頼

性の向上を図るとともに、

高経年化を考慮した地震時

損傷確率解析事例、地震

PSA及び耐震裕度評価事例

を整備し、解析コードの有

用性を示す。 

c) 質点系耐震解析コード

SANLUMの改良 

SANLUMコードに前年

度の機能拡張の残件である

熱膨張解析機能の追加等の

改良整備を実施する。 

 

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 

平成19年新潟県中越沖

地震における機器設備の損

傷等を反映し、機器設備の

強度・機能の限界値（耐力

等）を試験で評価し、耐力

データベースと耐力評価手

法を構築する。 

1) 配管支持スナバについ

て、試験体の製作を完

了し加力試験と評価を

行う。 

2) 非常用ディーゼル発電

機(DG)について、耐震

余裕評価に基づいて抽

出された主要部位の部

分試験に供する試験体

の設計、製作を行う。 

 

 

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

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
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b) 地震観測や探査による

断層調査と評価 

地震観測や探査に基づ

き、断層の状況や形状、震

源断層パラメータとの関連

性等を検討し、活断層・地

震動評価に資するデ－タ等

を整備する。 

 

 

 

 

c) 多目的深度地震動観測

システムの整備 

深部地震動観測システム

の実現に向け、観測システ

ムの設計と展開に関する事

前調査、地震計を含むセン

サーの開発検討、用地確保

などの準備を行う。 

d) 硬質地盤の地震動観測

記録の収集と整備 

硬質地盤の地震動観測記

録を収集し、原子力サイト

の地震動分析に有用なデー

タベースを整備する。 

 

 

⑦ プラント耐震裕度に関す

る調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 地震観測や探査による

断層調査と評価 

事業最終年度として前年

度までに得られたデータと

合わせ、地質調査、地震観

測及び探査に関する調査・

分析を行い、これらの結果

を統合し震源断層評価手法

を整備する。 

 

 

 

c) 多目的深度地震動観測

システムの整備 

代表的な軟岩サイトで深

さ 3,000m のボーリング

を行い、深部地盤地震動観

測システムを構築する。ボ

ーリング孔には、複数深度

に高温・高圧耐性の地震計

を設置し、地震動観測を行

い、地震動の増幅特性を評

価する。 

 

 

 

 

 

⑦ プラント耐震裕度に関す

る調査 

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、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 
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a) 設備の耐震健全性評価

に関する手法調査 

地震に対して原子炉及び

原子力施設が有する余裕を

定量化するため、地盤から

建物・機器等まで一元的に

観測を行うシステムの調

査・検討、地震動特性を表

す指標と指標に基づく構造

物健全性評価法の調査・検

討、検討対象設備の選定法

と余裕判定法の調査・検討

等を実施する。 

 

b) 地震PSA手法を用いた

設備の耐震裕度評価 

地震 PSA 手法を用いた

設備の耐震裕度の評価を行

う。 

 

a) 設備の耐震健全性評価

に関する手法調査 

耐震裕度の算定に必要と

なる現実的な応答を精度良

く定めるため、地盤－建屋

、建屋－機器、機器相互間

の作用を考慮した応答を調

査し、耐震裕度に与える影

響を検討する。 

また、経年プラントの耐

震裕度の観点から、経年事

象の耐力の低下に与える影

響を確認するため、解析及

び要素試験を実施する。 

b) 地震PSA手法を用いた

設備の耐震裕度評価 

地震PSAを用いて、ハザ

ード評価、フラジリティ評

価、システム評価を一貫し

て実施できる評価システム

の整備を行い、耐震裕度の

評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 耐震関連の最新知見の収

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。 

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 耐震関連の最新知見の収

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。 

（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

（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 

事業者が実施した根本原

因分析の実施内容を、原子

力安全・保安院が確認・評

（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 

直接原因分析ガイドライ

ン、根本原因分析ガイドラ

イン及び安全文化・組織風

（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に

（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定

（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
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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。 

 

価するためのガイドライン

及び事業者の日常的な保安

活動の中で、安全文化・組

織風土劣化防止の取り組み

を原子力安全・保安院が評

価するためのガイドライン

を作成する。 

また、保安検査官向けに

根本原因分析、安全文化・

組織風土劣化防止に関する

教育資料を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

重大な事故・トラブル・

不適合事例に関し、継続的

に人的要因、組織要因の面

から分析、評価し、再発防

止対策、規制への反映事項

検討のために活用するデー

タの蓄積を図る。 

また、事業者が実施した

直接原因に対する評価を、

原子力安全・保安院が評価

するための視点を明確にす

るガイドラインを作成する

とともに保安検査官向けに

直接原因分析に関する教育

資料を作成する。 

さらに、品質保証等のソ

フト面を含む保全管理に係

る技術基盤の整備を図る。 

 

土劣化防止の取り組みのガ

イドラインに基づく保安検

査等が実施されることを受

け、原子力安全・保安院が

行う検査の評価を支援する

とともに、検査結果をガイ

ドラインにフィードバック

させる。また、前年度に続

き、検査官に向けた研修を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

重大な事故・トラブル・

不適合事例に関し、継続的

に人的要因、組織要因の面

から分析、評価し、再発防

止対策、規制への反映事項

検討のために活用するデー

タの蓄積を図る。 

また、実機でのトラブル

経験等を踏まえ、保全信頼

性向上のための作業手順に

関するガイドライン作成に

向けた要件整備を行う。 

さらに、事業者が事故、

不祥事を起こりにくくさせ

るための仕組みを構築する

ために、人的・組織的要因

を主体に原子力の安全管理

技術の課題を整理し、技術

的課題を抽出したマップを

定量的な評価ができる手

法を調査、検討する。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

保安検査等の検査及び評

価支援並びに検査官に向

けた研修を継続する。 

また、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

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

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

事象の人的要因、組織要因

の調査・分析を継続し、デ

ータ蓄積を図る。また、品

質保証等のソフト面を含む

保全管理に係る技術基盤の

整備では、作業品質に影響

するノウハウ、手順書の影

響等について検討した内容

を反映した保守手順書にお

けるヒューマンエラー防止

のための要件を整備する。

さらに、前年度作成した原

子力の安全管理の技術・人

材マップを基に、規制要件

の整備に向けた課題を整理

する。 

 

 

量的評価ができる指標を

整備する。 

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検査

及び評価支援並びに検査

官に向けた研修を継続す

る。また、これまでの検

査での活用状況を評価

し、必要によりガイドラ

インの改良を図る。 

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。 

 

 

 

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

合事象の人的要因、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

を活用し、データマイニ

ング手法等を用いて潜在

していた知見の発見を試

行する。また、ヒューマ

ンエラー防止のための保

守手順書記載事項につい

て要件を整理する。さら

に、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整理

した戦略マップを作成す

る。 

 

 

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 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
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③ 人的過誤率データの収集 

リスク情報を活用した規

制の基盤となるPSAの品

質確保のため、これまでに

作成した人的過誤率の収集

及び評価のためのガイドラ

イン（案）に基づき、人的

過誤率データを収集、評価

し、ガイドラインの適正化

を図る。 

作成する。 

 

③ 人間信頼性データ収集・評

価のためのガイドライン

の整備 

リスク情報を活用した規

制の基盤となるPSAの品

質確保のため、学識経験者

又は有識者の意見を踏ま

え、人間信頼性データの収

集、評価を試行し、反映事

項を整理することでこれま

でに作成した人間信頼性デ

ータの収集及び評価のため

のガイドライン（案）の充

実を図る。 

 

 

 

③ 人間信頼性データ収集・

評価のためのガイドライ

ンの整備 

リスク情報を活用した基盤

整備として作成した「人間信

頼性データ収集・評価ガイド

ライン」を民間で活用できる

よう、また規制におけるバッ

クチェックにも活用できるよ

う、規格化を図るための検討

を行う。また、火災PSAに用

いる人間信頼性解析モデルに

関する海外動向を調査する。 

④ ディジタル計測制御シス

テムの調査検討 

多国間設計評価プログ

ラム（MDEP）におけるデ

ィジタル計測制御に関す

る国際的な評価基準作成

に向け必要となる調査、検

討を通じて原子力安全・保

安院を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ディジタル計測制御シス

テムの調査検討 

多国間設計評価プログ

ラム(MDEP)におけるデ

ィジタル計測制御に関す

る国際的な評価基準作成

に向け必要となる調査、

検討を通じて原子力安

全・保安院を支援すると

ともに、国際標準事項に

関し、国内に適用した際

の規制要件整備を行う。

また、新技術の原子力へ

の導入に関わる人や組織

への影響を考慮し、規制

要件策定に向けた知識ベ

ースの整備を行う。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

（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

（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) 検査の重点化及び保全

プログラムへの「リスク

情報」の活用に係る解析 

保全プログラムの審査

及び保安検査の実施に活

用する「リスク情報」を

整備するため、保全プロ

グラムの審査及び保安検

査の実施に対する要領に

「リスク情報」に基づく

内容を反映し、保全プロ

（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) 検査の重点化及び保全

プログラムへのリスク

情報の活用に係る解析 

新検査制度における保

全計画の技術的内容の確

認結果を分析し、既存の

リスク情報を高度化する

ための追加評価を実施

し、効果的で効率的な確

認や検査に係るリスク情

報を整備する。 

（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) 検査の重点化及び保全

プログラムへのリスク

情報の活用に係る解析 

平成 22 年から保全計

画の一部として届出され

る保全活動管理指標によ

る保全の有効性評価の確

認を円滑に行うためのマ

ニュアル類の整備を、試

解析等を通じて行う。 

 

（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 

保全計画における機器

レベルの重要度の確認に

活用するためのリスク重

要度のデータベースを整

備する。また、停止時安

全確保等におけるリスク

重要度を考慮した評価手

法を整備する。 

（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、最新知見の反映

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
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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。 

グラムの審査及び保安検

査の実施の着眼点を整理

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」活用に係る解析 

安全実績指標の評価及

び検査指摘事項等の安全

重要度評価を行う際に有

効な手段を提供するた

め、安全実績指標に対す

る判定基準の設定及び検

査指摘事項等、法令報告

対象事象等に対する安全

重要度評価の仕組みとそ

の検証を行う。 

 

 

 

c) 炉心損傷に対するリス

ク重要度に基づく配管

の検査部位・方法等に関

する解析（BWR） 

配管のリスク情報を活

用した供用期間中検査

（RI-ISI）の技術基盤の整

備、保全プログラムの充

実に向けた技術的指針等

の整備のため、代表 BWR

プラントを対象に、炉心

損傷に対するリスク重要

度に基づく配管の検査部

位・方法等に関する解析

を行う。 

 

 

 

② 安全規制へのリスク情報

活用に係る検討 

a) 当面の実施計画の遂行 

平成 19 年 1 月に改訂

した「当面の実施計画」

に基づいて、「リスク情

報」の安全規制への活用

検討を行う。 

 

 

 

 

 

b) 安全実績指標及び安全

重要度評価へのリスク

情報活用に係る解析 

検査指摘事項、法令報

告対象事象等に対する安

全重要度評価の仕組みの

高度化と対応する評価マ

ニュアルの整備及びその

検証を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

c) 炉心損傷に対するリス

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、地震を起因とした炉

心損傷に対するリスク重

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) 当面の実施計画の遂行 

平成 19 年 1 月に改訂

した「当面の実施計画」

に基づいて、リスク情報

の安全規制への活用検討

を行う。 

 

 

 

 

 

b) 安全実績指標及び安全

重要度評価へのリスク

情報活用に係る解析 

検査指摘事項、法令報

告対象事象等に対する安

全重要度評価の試行を実

施し、仕組みや手法等の

改善及び対応する評価マ

ニュアル、ツール類の高

度化を行う。 

 

 

 

 

 

 

c) 炉心損傷に対するリス

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、内的事象及び地震を

起因とした炉心損傷に対

す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) 当面の実施計画の遂行 

平成 19 年 1 月に改訂

した「当面の実施計画」

に基づいて、リスク情報

の安全規制への活用検討

を行う。 

 

 

 

 

 

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 

停止時安全管理等に係

る検査指摘事項及びトラ

ブルのリスクへの影響を

定量的に評価するための

安全重要度評価手法を整

備する。また、安全実績

指標(PI)評価への最新知

見の反映として、近年米

国 で 行 わ れ て い る

MSPI(Mitigation 

System Performance 

Indicator)の導入等を検

討する。 

c) 炉心損傷に対するリス

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、炉心損傷に対するリ

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。 

 

 

 

 

 

 

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 

海外のリスク情報活用

動向の調査･分析等を参

考に、平成 19 年 1 月に

改訂した「当面の実施計

画」の見直しに係る検討

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

最新知見の反映とし

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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

b) 保安規定記載事項の妥

当性評価に関する解析 

「リスク情報」を活用

して保安規定記載事項の

妥当性に係る説明を確立

するため、地震 PSA に

よる検討を含めた許容待

機除外時間の妥当性に関

する感度解析を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 手法、モデル及びデータの

整備 

a) PSAの標準化等 

安全規制に「リスク情

報」を活用するため、レ

ベル 1PSA 手法の標準

化等を行うとともに、

PSA に必要な機器故障

率等（機器故障率、共通

原因故障率、起因事象頻

度等）のデータを定期的

に更新する。 

b) 保安規定記載事項の妥

当性評価に関する解析 

リスク情報を活用して

保安規定記載事項の妥当

性に係る検討を行うこと

を目的に、平成 19 年度

に摘出された課題につい

て、地震 PSA を用いた

許容待機除外時間の妥当

性に関する感度解析を実

施する。 

c) 工事計画認可・届出の対

象設備の妥当性評価に

関する解析 

リスク情報を活用して

工事計画認可・届出の対

象設備の妥当性に係る検

討を行うことを目的に、

設計段階で着目すべき機

器故障に着目した解析を

実施する。 

 

③ 手法、モデル及びデータの

整備 

a) PSAの標準化等 

安全規制にリスク情報

を活用するため、レベル

1PSA 手法の標準化等を

行うとともに、PSA に必

要な機器故障率、共通原

因故障率、起因事象頻度

等のデータを定期的に更

新する。 

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（「リスク

情報活用に関する実施基

準」、「PSA 用パラメー

タ実施基準」、「停止時

PSA 実施基準」等）の策

定活動に参画・協力する。 

 

 

 

b) オンラインメンテナン

スの導入に係る規制要

件を検討するための試

解析を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 手法、モデル及びデータの

整備 

a) PSAの標準化等 

安全規制にリスク情報

を活用するため、レベル

1PSA手法の標準化等を

行うとともに、PSA に必

要な機器故障率、共通原

因故障率、起因事象頻度

等のデータを定期的に更

新する。また、新型 PWR

プラントのモデルの整備

を実施する。 

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（「リ

スク情報活用に関する実

施基準」、「PSA 用パラ

メータ実施基準」、「停

止時 PSA 実施基準」等）

の策定活動に参画・協力

を行う。 

b) オンラインメンテナン

スに係る検討 

オンラインメンテナン

スの実施に係るリスク評

価手法の検討及び実施要

件の検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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。 

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

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・
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b) 航空機落下事故データ

の整備 

平成 19 年の航空機事

故事例を調査し、直近 20

年間（昭和 63 年～平成

19 年）の航空機落下事

故データとして更新す

る。 

c) 火災に関する手法整備

等 

火災に関する評価手

法、モデル及びデータの

基盤整備として火災影響

評価手法等の整備及び火

災伝播解析コードの整備

を 行 う 。 ま た 、

OECD/NEAのPRISME

プロジェクト及び FIRE

プロジェクトに参画・協

力し、火災影響評価に関

するデータを整備する。 

 

 

 

 

d) 前兆事象評価モデルの

整備 

前兆事象評価を行うた

めに必要な評価モデルの

整備を進める。 

 

する。 

 

 

 

 

 

 

 

b) 航空機落下事故データ

の整備 

平成 20 年の航空機事

故事例を調査し、直近 20

年間（平成元年～平成 20

年）の航空機落下事故デ

ータとして更新する。 

 

c) 火災・溢水に関する手法

整備等 

火災・溢水に関する評

価手法、モデル及びデー

タの基盤整備として火

災・溢水影響評価手法等

の整備及び火災伝播解析

コードの整備を行う。ま

た 、 OECD/NEA の

PRISME プロジェクト

（火災影響実験プロジェ

クト）、FIRE プロジェク

ト（火災事象情報交換プ

ロジェクト）等に参画・

協力し、火災影響評価に

関するデータを整備す

る。 

d) 前兆事象評価モデルの

整備 

前兆事象評価を行うた

めに必要な評価モデルの

整備を進める。 

 

に参画・協力するととも

に、実施基準の活用の在

り方を検討する。 

 

 

 

 

 

b) 航空機落下事故データ

の整備 

平成 21 年の航空機事

故事例を調査し、直近 20

年間（平成 2 年～平成

21 年）の航空機落下事

故データとして更新す

る。 

c) 火災・溢水PSAに関す

る手法整 備 

火災・溢水 PSA に関

する評価手法、モデル及

びデータの整備、並びに

火災伝播解析コードの整

備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 前兆事象評価モデルの

整備 

前兆事象評価を行うた

めに代表プラントにおけ

る停止時の評価モデルの

整備を進める。 

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

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。 

（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

（４）原子力防災、環境影響に

係る分野 

① 原子力防災関連 

 

 

 

 

（４）原子力防災、環境影響に

係る分野 

① 原子力防災関連 

 

 

 

 

（４）原子力防災、環境影響に

係る分野 

① 原子力防災関連 

 

 

 

 

（４）原子力防災、環境影響に

係る分野 

① 原子力防災関連 

 

 

 

 

（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
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 事故状況判断及び事故

予測のためのマニュア

ル整備等 

軽水炉については、昨

年度作成した代表プラン

トの事故状態判断マニュ

アル及び事故進展予測マ

ニュアルを試運用し、そ

の結果を踏まえ改良する

とともに、その他の代表

的プラント（BWR1 プラ

ント、PWR1 プラント）

について展開を図る。ま

た、昨年度まとめた電気

事業者からのERSSへの

伝送パラメータについ

て、システムに反映する

ための検討を行う。 

六ヶ所再処理施設につ

いては、昨年度の代表事

象を対象として整備した

事故状態判断マニュア

ル、予測マニュアル、プ

ラント情報表示システム

等の試運用を行うととも

に、引き続き主要な 2 事

象を対象に整備を行う。 

もんじゅについては、

昨年度暫定版として整備

した事故状態判断マニュ

アルをその後の事業者の

検討結果も考慮して試運

用版として完成する。ま

た、事故進展予測マニュ

アルも代表 2 事象につい

て試運用版を作成する。 

b) 避難シミュレーション

手法の検討 

緊急時避難計画の実効

性を向上させることを目

的として、避難時間推計

情報など多様な情報を一

 

 

 

 

 

a) 事故状況判断及び事故

予測のためのマニュア

ル整備等 

軽水炉プラントについ

ては、平時又は通報すべ

き事象の発生段階で、放

出放射能量等異常事態の

規模を一義的に設定する

手法を整備するためのフ

レームワークを作成す

る。また、IAEA の防護

対策決定要領に準拠した

方式による防護対策決定

要領作成のためのフレー

ムワークを作成する。 

再処理施設については

短時間の全動力電源の喪

失事象について一義的に

最悪を想定した放出放射

能量を設定する手法を構

築する。 

もんじゅについては、

残留熱除去機能の喪失事

象等の解析事例を収集

し、データベースにより

放出放射能量を設定する

手法を作成する。 

b) ERSSや知的基盤を用

いた緊急時対応技術の

整備 

機構要員の緊急時対応

能力を維持、向上させる

ために、ERSS や知的基

盤を用いた緊急時対応技

術を整備する。 

 

c) 避難シミュレーション

手法の検討 

緊急時避難計画の実効

性を向上させることを目

的として、避難時間推計

情報など多様な情報を一

 

 

 

 

 

a) 予防的緊急防護措置範

囲の適用検討 

IAEA は、原子力緊急

事態が発生した場合に、

住民への確定的影響のリ

スクを低減するため、放

射能放出前又は直後に住

民の屋内退避･避難等を

実施する予防的緊急防護

措置範囲を定めており、

この考えを日本へ取り入

れた場合の適用内容及び

運用要領を検討する。 

b) 原子力災害対策特別措

置法第10条に規定され

る特定事象及び同法第

15条に規定される緊急

事態該当事象の発生確

認要領の整備 

事業者やERSS等から

の限られた情報から、特

定事象及び緊急事態該当

事象の発生を確認する際

の具体的な要領を、軽水

炉プラント、もんじゅ及

び日本原燃㈱再処理施設

について整備する。 

c) 原子力防災電子掲示板

システムの整備 

原子力緊急事態発生時

に、オフサイトセンター

や ERC にて情報の共有

化を行うためのツールと

して、統合原子力防災ネ

ットワーク上に原子力防

災電子掲示板システムを

整備する。 

d) 避難計画実効性向上に

係る研究 

地域防災計画の見直

し・充実化のための検討

作業を効率的に支援し、

 

 

 

 

 

a) 予防的緊急防護措置範

囲の適用検討 

早期防護措置を検討す

る際に必要となる避難時

間推計について、推計内

容や求め方等の指標とし

て避難時間推計ガイダン

スを構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 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。今年度は仕様を作成

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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元的に管理し、総合的に

避難決定の判断材料を参

照できる「避難計画支援

のシステム」を整備する

ために、代表自治体を対

象として、必要となる基

礎データや避難シミュレ

ーション手法の検討を行

う。 

c) 大地震後のプラント健

全性評価・情報伝達シス

テムの整備 

1) 経路算定機能の拡張

と避難経路候補抽出

機能の作成 

大地震後に放射性物

質の大量放出という事

態が発生した場合、迅

速に関係各所を情報支

援するシステムの整備

を目的に、経路算定機

能の拡張と避難経路候

補抽出機能の作成を行

い、大地震直後のプラ

ント健全性評価、施設

外への放射性物質拡散

評価、及び被害緩和に

繋がる情報システムを

整備する。 

2) データベースによる

線量計算機能の追加 

地震時に利用可能な

避難経路の候補の抽出

に必要な放射性物質の

空間濃度分布及び線量

率分布を計算する機能

を作成するため、デー

タベースを用いた放射

性物質の放出率、空間

濃度分布、線量率分布

を計算する機能を整備

し、レベル1～レベル3

の地震PSAのデータ

ベースを利用して、地

震動のレベルに応じ

て、事故シーケンスの

種類、放出時期、放出

元的に管理し地域防災計

画等の見直し・改善に資

する「避難計画支援シス

テム」を整備する。代表

自治体を対象として、実

機適用可能なシステムの

構築を図るとともに避難

シミュレーション手法の

確立を図る。 

d) 大地震後のプラント健

全性評価・情報伝達シス

テムの整備 

1) 津波を考慮した避難経

路算定機能の拡張 

大地震発生後、サイ

ト周辺住民の避難に関

する判断を支援するた

め、サイト周辺の地震

及び地震被害を推定

し、プラントの運転、

周辺住民の避難判断等

に関連する情報を関係

者へ迅速に伝達するシ

ステムとして、津波の

到達前と到達後を考慮

した避難・輸送ロジッ

クを検討し、避難経路

算定の機能を拡張す

る。 

2) データベースによる線

量計算機能の高度化 

大地震後のサイト周

辺住民の被ばくリスク

評価を迅速に行うため

に、地震時に利用可能

な避難経路の候補の抽

出に必要な線量率分布

計算機能を高度化す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実効性のある避難計画の

策定に資するため、避難

状況をシミュレーション

する手法に関する整理を

行うとともに、避難計画

支援データの体系的整理

を実施する。 

 

 

e) 大地震後のプラント健

全性評価・情報伝達シス

テムの整備 

大規模な地震や津波

の発生後、周辺住民の

避難判断等の情報伝達

システムの整備、プラ

ント再立上げ手順書の

整備を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 地震に係わる情報伝達

手法の整備 

大規模な地震や津波

の発生後、周辺住民の

避難判断等の情報伝達

システムの整備を進め

る。 

また、主に耐震設計

の専門家以外の人を対

象に、地震に係わるプ

ラント情報伝達手法・

技法の整備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

前年度に引続き柏

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。 
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量を推論する機能を整

備し、放射性物質の線

量率分布を計算する。 

d) アクシデントマネジメ

ントの知識ベース整備 

1) データベースシステ

ムの作成 

国内外における安全

研究等より得られるシ

ビ ア ア ク シ デ ン ト

（SA）/アクシデント

マ ー ネ ー ジ メ ン ト

（AM）に関する試験

研究成果及び原子力防

災対策上重要なパラメ

ータ（10条事象、15

条事象の発生時期と状

態量など）について整

理を行い、データベー

スシステムを構築する

ことを目的に、知識ベ

ースを、SA発生防止、

SA拡大防止、環境影響

緩和の三つに分類して

それぞれで整備した知

識ベースをデータベー

スに集約するため、ソ

ースタームを中心とし

た試験研究データ及び

知見の収集、最新のSA

解析コードの解析結果

に基づく事故進展デー

タの見直し、データベ

ースシステムの改善を

行う。 

2) 環境影響緩和の知識

ベース（蒸気発生器伝

熱管破損事故時の熱

流動・エアロゾル挙動

解析） 

現実的ソースターム

評価手法の整備の一環

として、蒸気発生器内

の現実的ソースターム

評価手法の確立を目的

に、ARTISTプロジェ

クトにて取得した試験

 

 

 

e) AM知識ベース整備 

1) データベースシステ

ムの整備 

国内外のシビアアク

シデント(SA)及びAM

に関する試験研究成果

及び原子力防災対策上

重要なパラメータにつ

いて整理を行い、デー

タベースシステムを整

備する。そのため知識

ベースをSA発生防止、

SA拡大防止、環境影響

緩和の三つに分類し、

それぞれで整備した知

識ベースをデータベー

スに集約する。また、

SA/AMに係る最新の

試験研究データ及び知

見の収集、最新のSA解

析コードの解析結果に

基づく事故進展データ

の見直し、データベー

スシステムの改善を行

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 

蒸気発生器内流動/

エアロゾル挙動試験研

究ARTIST計画にて取

得した試験データを基

に、FLUENTコードを

用いて蒸気発生器内及

び一次系内の流動/エ

アロゾル挙動解析手法

を整備する。 

 

 

 

f) AM知識ベース整備 

1) シビアアクシデント

（SA）/AM データ整

備 

AMレビューにおけ

るAM策の技術的妥当

性や有効性等の評価に

必要なSA及びAMに

係る最新の試験研究デ

ータ及び知見、AM評

価用PSA結果、事故進

展データ等をAM知識

ベースとして整備す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

蒸気発生器内流動/

エアロゾル挙動試験研

究ARTIST計画にて取

得した蒸気発生器内流

動及びエアロゾル挙動

試験データを用いて

SA時の蒸気発生器内

を含む原子炉冷却系内

のCFD流動及びエア

 

 

 

d) AM知識ベース整備 

1) SA/AM データ整備 

AMレビューにおけ

る電気事業者が整備し

たAM策の技術的妥当

性や有効性等の評価、

判断基準の策定に必要

なSA及びAMに係る

最新の試験研究データ

及び知見、AM評価用

PSA結果、事故進展デ

ータ等をAM知識ベー

スとして整備する。 

また、AMレビュー

において、電気事業者

が整備したAM策の技

術的妥当性や有効性等

の評価を行うための確

率論的安全評価手法及

びモデルの整備を行

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

や有効性等の評価を行

うために、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計画で取得

した蒸気発生器内流動

／液滴挙動試験データ

 

 

 

f) 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

最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
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データを基に、蒸気発

生器内のCFD詳細流

動挙動解析手法を整備

し、これで求めた流れ

場におけるエアロゾ

ル・液滴挙動解析モデ

ルを作成する。また、

このCFDモデルを用

いた解析により、実炉

を対象としたくシビア

アクシデント総合解析

コードMELCORの簡

易モデルを作成する。 

MELCORコードに

よる、化学挙動に注目

したSA試験解析を行

う。 

 

3) 格納容器内多次元流

動解析手法の検証と

格納容器内ソースタ

ーム解析手法の整備 

AMの有効性評価及

び現実的ソースターム

評価手法の整備の一環

として、数値流体力学

的 解 析 ツ ー ル

FLUENTを用いた格

納容器内多区画CFD

解析手法を整備し、

OECD/PANDA プ ロ

ジェクト模擬格納容器

試験データを用いて検

証する。また、これを

用いて格納容器AM策

を実施した場合の格納

容器多区画内における

詳細な流動及びFP挙

動解析を行い、AM策

の有効性を評価する。 

また、これらの詳細

解析結果やSA/AMに

係る国内外の試験結

果、技術的知見を基に、

環境への影響に係る重

要度の高いモデルの開

発・改良を行い、SA事

このCFD手法を用

いてパラメータ解析を

実施し、SA解析コード

MELCOR用のエアロ

ゾル捕集モデルを作成

する。 

また、この捕集モデ

ルを用いて実機解析を

行いモデル改良の影響

を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

FLUENT コ ー ド を

用いて格納容器内多次

元流動解析手法を整備

し、格納容器熱流動試

験 研 究

OECD/SETH-2 計 画

等にて取得した試験デ

ータを用いて検証す

る。 

また、この手法を用

いて格納容器内流動及

びFP挙動解析を行い、

格納容器AM策の有効

性を評価する。解析に

使用するFLUENTコ

ードについては保守を

行う。 

さらに、これらの多

次元解析結果及び試験

結果を基にAM解析モ

デ ル を 改 良 し

MELCORコードを整

備する。 

 

 

 

ロゾル・液滴挙動解析

手法を整備し検証す

る。また、燃料集合体

領域のCFD流動解析

モ デ ル を 作 成 し 、

OECD/SFP燃料集合

体加熱損傷試験の事前

解析を実施し、試験計

画に反映する。さらに、

CFD詳細解析結果を

用いてSA解析用コー

ドMELCORのソース

ターム及び燃料損傷解

析モデルを改良し、実

炉への影響を確認す

る。 

 

 

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 

格納容器熱流動試験

研 究 OECD/SETH-2

計画で得たプルーム熱

流動試験データを用い

てCFD解析モデルを

検証するとともに、自

然対流冷却AM試験の

事前解析を実施する。

また、この手法を実炉

体系に適用し、クーラ

ー配置の影響評価、水

素燃焼評価及び格納容

器内ソースターム評価

を行う。 

さらに、MELCOR

コードのソースターム

及び燃焼モデルを改良

し、実炉への影響を確

認する。 

解 析 に 使 用 す る

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

う。 

 

 

及びその試験解析によ

り解析手法を整備し、

種々のSA条件下にお

ける環境へのFP放出

特性及び緩和対策の効

果を評価する。 

燃料集合体加熱損傷

試験OECD/SFP計画

にて取得したデータ及

び SA 解 析 用 コ ー ド

CFD/MELCOR を 用

いた試験解析により、

解析手法を整備し、当

該試験計画への反映及

び実炉における事故時

の時間余裕並びに緩和

策の効果について検討

を行う。 

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 CFD 及 び

MELCOR解析モデル

を検証するとともに、

機構か提案した自然対

流冷却AM試験結果を

整理する。また、整備

した格納容器CFD解

析手法を用いて、新設

炉の格納容器冷却系や

水素処理系などの格納

容器SA対策の有効性

評価を行う。 

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

う。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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故進展解析手法を整備

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) デブリ冷却挙動に関

 

4) 改良型軽水炉プラン

トの SA 対策検討 

改良型軽水炉プラン

トのAM策の有効性評

価 の た め に 、

USAPWR等の海外で

導入が進められている

改良型軽水炉プラント

のSA対策及び有効性

評価に係る検討結果等

を収集整理し、解析手

法及び知的基盤を整備

する。 

また、溶融燃料-冷却

材熱的相互作用 (FCI)

試 験 研 究

OECD/SERENA計画

で入手したデータを基

に、二次元FCI解析コー

ドJASMINE及び汎用

CFDコードを用いて

試験解析を実施し、実

機への適用性を検討す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) デブリ冷却挙動に関

 

4) 改良型加圧水型軽水

炉（APWR）プラント

の SA 対策検討 

海外における改良型

軽水炉プラントのSA

対策調査結果を基に、

既存ドライ4ループプ

ラントのレベル2PSA

手法、解析結果、デー

タ等のAPWRのAM評

価への適用性及び課題

を検討する。また、溶

融燃料-冷却材熱的相

互作用 (FCI)試験研究

OECD/SERENA計画

で得た試験データを基

に、解析モデルを検証

し、パラメータ解析を

行い実炉への影響を評

価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) デブリ冷却挙動に関

 

4) 改良型軽水炉プラント

の SA 対策検討 

改良型軽水炉プラン

トのSA対策を考慮し

たPSA手法を整備し、

SA対策設備及びAM

策のリスク低減効果に

ついて検討する。 

ま た 、

OECD/SERENA計画

で取得した溶融燃料-

冷却材熱的相互作用

(FCI)試験データ及び

その試験解析により解

析モデルを検証し、こ

れを用いたパラメータ

解析により水蒸気爆発

の有無及び重要な影響

因子について検討し、

実炉における影響を評

価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) デブリ冷却挙動に関す

 

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 及 び

MELCORコードを整

備する。また、これら

実炉形状にに適用して

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
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する試験 

SA時のデブリとコ

ンクリートの相互作用

に関するOECD国際協

力試験（フェイズⅡ）

に参加し、デブリの複

合冷却効果に関するデ

ータを入手する。 

フェイズⅡ試験で得

られるデブリの複合冷

却挙動・クラストの強

度等の知見を反映し

て、解析モデルの改良

を行う。 

デブリ-コンクリー

ト相互作用に関する状

態図等を検討するた

め、熱力学データベー

スを整備する。 

圧力容器下部プレナ

ム内で逆成層化したデ

ブリについて、層境界

におけ 

る熱流束集中（逆成

層化時フォーカシング

効果）を解析により評

価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ガス状ヨウ素基礎試

験 

格納容器内プール水

中にイオンとして溶存

しているヨウ素が放射

線の影響下で、ガス状

ヨウ素として再放出さ

れる効果を定量的に調

べるために、種々のパ

ラメータを変化させた

基礎試験を行う。また、

する試験 

格納容器内デブリ冷

却挙動に関する国際協

力試験（OECD/MCCI

フェイズII計画）に参加

し、①アスペクト比の

大きいクラスト強度、

②デブリの縦横比が異

なる二次元侵食試験に

関するデータを入手す

る。また、これらのデ

ータを用いて、MCCI

解析モデルの改良、ク

ラスト破損モデルの改

良及びコンクリート－

コリウム系の熱力学デ

ータベースの改良を行

い、種々の実機条件で

の解析を行う。 

OECD国際協力試験

のMASCA計画におい

て明らかとなった圧力

容器内溶融デブリの逆

成層化に関して、成層

化挙動解析のための逆

成層化時の伝熱流動評

価手法の一部見直しを

行い、種々の実機条件

での圧力容器外部冠水

冷 却 AM の 解 析 を 行

う。 

 

 

 

 

 

6) ガス状ヨウ素放出試

験 

SA時晩期の格納容

器内条件をできるだけ

模擬した、ガス状ヨウ

素放出試験を実施す

る。試験では、ヨウ化

セシウム水溶液をγ線

照射し、ヨウ素の生

成・移行に影響を及ぼ

す種々のパラメータを

する試験 

格納容器内デブリ冷

却挙動に関する国際協

力試験（OECD/MCCI

フェイズⅡ計画）に参

加し、①クラスト挙動

へのコンクリート熱分

解ガスの影響、②新概

念の冷却手段の有効

性、③大規模試験によ

るコンクリート浸食、

に関するデータを入手

する。また、これらの

データを用いて、MCCI

解析モデルの検証、ク

ラスト破損条件の評価

及びコンクリート－コ

リウム系の熱力学デー

タベースの整備・検証

を行うとともに、実機

条件での解析を行う。 

OECD国際協力試験

のMASCA計画（シビ

アアクシデント時にお

ける圧力容器下部ヘッ

ド内溶融炉心プールの

成層化など化学的現象

に関する試験計画）に

おいて明らかとなった

圧力容器内溶融デブリ

の逆成層化に関し、伝

熱流動評価により、金

属層クラスト等の圧力

容器内デブリ保持の成

立性への影響を把握す

る。 

6) ガス状ヨウ素放出試

験 

SA時晩期の格納容

器内条件をできるだけ

模擬した、ガス状ヨウ

素放出試験を実施す

る。試験では、ヨウ化

セシウム水溶液をγ線

照射し、ヨウ素の生

成・移行に影響を及ぼ

す種々のパラメータを

る評価検討  

デブリ冷却挙動に係

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。 

平成21年度末まで

に実施された格納容器

内デブリ冷却挙動に関

す る 国 際 協 力 試 験

OECD/MCCI フ ェ イ

ズⅡ計画の最終試験

（大規模試験）のデー

タを詳細に分析し、そ

れまでの試験の結果と

比較することによりス

ケール効果（小規模な

試験では観察されなか

った現象の発生）の有

無を確認する。また、

この大規模試験を、こ

れまで改良を重ねてき

た溶融デブリ・コンク

リート相互作用解析コ

ードCOCOを用いて

解析し、コードの妥当

性を検討する。 

整備してきた熱力学

データベース用いて、

Mussy zone（固液混合

相）における温度と固相

率の関係を分析し、

COCOコードの改良に

資する。 

 

 

6) ガス状ヨウ素放出試験 

ガス状ヨウ素放出に

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。 

SA時晩期の格納容器

内条件をできるだけ模

擬した、ガス状ヨウ素放

出試験を実施する。試験

では、ヨウ化セシウム水

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

るデブリ保持手法つい

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。 
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中規模試験装置の準備

を開始する。 

実炉の代表的SAを

対象に格納容器ソース

ターム評価量を調査す

る。また、現実的格納

容器ソースターム評価

に資する最近の知見を

レビューする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変化させ、格納容器内

のガス状ヨウ素放出挙

動に関するデータを得

る。 

また、海外における

既存のヨウ素挙動に関

する試験や本試験で得

られた結果を基に、ヨ

ウ素挙動評価解析コー

ドの整備を行う。 

 

 

7) 現実的格納容器ソー

スタームに係る検討 

軽水炉プラントの典

型的な事故シーケンス

に対して、AMを考慮

して、SA総合解析コー

ドによる格納容器ソー

スタームの長期の時間

変化の特徴的挙動を調

べ、NUREG1465以

降の知見による格納容

器ソースタームの低減

量を評価する。 

現実的格納容器ソー

スターム評価に資する

最近の知見をレビュー

する。 

さらに、SA時の格納

容器内ヨウ素挙動に関

するOECD国際協力試

験（BIP計画）に参加し、

種々の情報を入手す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変化させ、格納容器内

のガス状ヨウ素放出挙

動に関するデータを得

る。平成21年度は試験

パラメータとして酸

素、水素などの影響を

評価する。 

 

 

 

 

 

7) 現実的格納容器ソー

スタームに係る検討 

前項の試験結果等を

用いてMELCORコー

ドのヨウ素化学モデル

の改良を行う。また、

ＰWRの米国Zionプラ

ントの典型的な事故シ

ーケンスに対して、ア

クシデントマネジメン

ト(AM)を考慮し、シビ

アアクシデントの総合

解析コード（MAAPコ

ードとMELCORコー

ド）による格納容器ソ

ースタームを比較す

る。さらに、MELCOR

コードとMAAPコー

ドのFP除去モデルを

比較し、MAAPコード

の妥当性を評価する。 

一方、SA時の格納容

器内ヨウ素挙動に関す

るOECD国際協力試験

（BIP計画）に参加し、

種々の情報を入手す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶液をγ線照射し、ヨウ

素の生成・移行に影響を

及ぼす種々のパラメー

タを変化させ、格納容器

内のガス状ヨウ素放出

挙動に関するデータを

得る。平成22年度は試

験パラメータとして壁

面ペイントの有機物及

び格納容器プール中の

不純物などの影響を評

価する。 

7) 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。 

MELCOR コ ー ド の

FP化学モデルを前項の

ガス状ヨウ素放出試験

等のデータを用いて改

良するとともに、他のヨ

ウ素挙動解析コードの

解析結果と比較し、

MELCORコードのFP

化学モデルの妥当性を

検討する。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BIP計画に参加し

て、現在、機構と原子力

機構で実施しているヨ

ウ素挙動試験データの

補完、MELCORコード

の検証に役立てる。 

また、SAの総合解析

コ ー ド MAAP と

MELCOR の実機解析

では、FPの移行挙動に

大きな差異が生じる場

合がある。この原因を追

究するための実機解析

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 環境影響関連 

a) レ ベ ル 及 び レ ベ ル

3PSA手法等の整備 

1) レベル 3PSA の解析 

定格出力時、停止時

及び地震時のレベル

3PSAを実施し、急性

死亡及び晩発性がん死

亡のリスク、リスクド

ミナントな事故シーケ

ンスのソースターム、

避難によるリスク低減

幅等，リスク情報を活

用した安全規制の高度

化の検討に役立つ知見

を整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、地震時及び

停止時のレベル3PSA

を実施し、急性死亡及

び晩発性がん死亡のリ

スク、リスクドミナン

トな事故シーケンスの

特徴を整理する。 

 

 

 

 

 

8) 過剰水素処理の検討 

SA晩期の格納容器

内過剰水素処理に関す

る方法について、国内

外の文献調査を行うと

ともに格納容器内水素

分布の解析評価を実施

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、国内PWR及

びBWRプラントの定

格出力運転時及び停止

時の地震を対象とした

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、

リスクドミナントな事

故シーケンスの特徴を

整理する。 

 

 

8) 過剰水素処理の検討 

SA晩期の格納容器内

過剰水素処理に係る評

価を行うために、以下を

行う。SA晩期の格納容

器内過剰水素処理に関

する詳細試験計画を立

案し、試験装置の設計と

製作を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、国内PWR及

びBWR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。また、

地震時の不確実さ解析

に用いる変動パラメー

 

7) 過剰水素処理試験 

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。 

 

 



中期目標、中期計画、年度計画対照表 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

2) レベル 2 地震 PSA の

解析（PWR） 

代表的PWRプラン

トの定格出力時の格納

容器破損頻度及びソー

スタームを算出するた

め、格納容器イベント

ツリーを用いて条件付

格納容器破損確率を算

出 す る と と も に

MELCORコードを用

いて主要な放出カテゴ

リのソースタームを解

析する。この格納容器

破損確率に現実的な事

故解析結果を反映する

ことを目的に、炉心損

傷時の高温ガスが蒸気

発生器伝熱管をクリー

プ 損 傷 す る 現 象 に

CFDモデルを用いて

解析する。また、停止

時ソースターム及びソ

ースタームの不確実さ

分布を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) レベル 2 地震 PSA の

解析（BWR） 

国内全運転プラント

（31基）を対象にした

地震のリスク評価とし

て、定格出力運転時の

レベル2地震PSAを検

討する。このため、分

 

 

2) レベル 2 地震 PSA の

解析（PWR プラント） 

代表的ドライ型3ル

ープPWRプラント及

びアイスコンデンサ型

4ループPWRプラント

の定格出力時のソース

タームを算出するた

め、MELCORコードを

用いて主要な放出カテ

ゴリのソースタームを

解析する。また、格納

容器破損確率に現実的

な事故解析結果を反映

することを目的に、炉

心損傷時の高温ガスが

蒸気発生器伝熱管をク

リープ損傷する現象に

MELCORコード及び

PLUENTコードを用

いて解析する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) レベル 2 地震 PSA の

解析（BWR プラント） 

BWR5代表プラント

とは異なる格納容器型

式のプラントを対象

に、定格出力時のソー

スタームを算出するた

め、炉心損傷頻度の高

 

 

2) レベル 2 地震 PSA の

解析（PWR プラント） 

平成20年度のレベ

ル1PSA結果を前提条

件として、代表的アイ

スコンデンサ型4ルー

プPWRプラントの定

格出力時の格納容器破

損頻度を算出するた

め、格納容器イベント

ツリーを用いて条件付

格納容器破損確率を算

出するとともに平成

20 年 度 に 引 き 続 き

MELCORコードを用

いて格納容器破損頻度

解析から得られる主要

な放出カテゴリのソー

スタームを解析する。

また、格納容器破損確

率に現実的な事故解析

結果を反映することを

目的に、平成20年度ま

では、加圧器サージ管

が昇り勾配配管である

ドライ型４ループＰＷ

Ｒを対象としたが、加

圧器サージ管がU字形

状の配管であるドライ

型2ループPWRを対象

に、炉心損傷時の高温

ガスが蒸気発生器伝熱

管をクリープ損傷する

現象にMELCORコー

ド及びFLUENTコー

ドを用いて解析する。 

 

3) レベル 2 地震 PSA の

解析（BWR プラント） 

地震時の主な事故シ

ーケンスを対象に、ソ

ースタームのデータベ

ースを整備するため、

BWR3型、50万KWe

級 BWR4 型 、 80 万

タ、分布形等を整理す

る。 

2) レベル 2 地震 PSA の

解析（PWR プラント） 

平成21年度に実施し

た代表的アイスコンデ

ンサ型4ループPWRプ

ラントの定格出力時の

格納容器破損頻度解析

において、発生頻度が大

きく解析未了の放出カ

テゴリを対象に平成21

年 度 に 引 き 続 き

MELCOR コードを用

いてソースタームを解

析するとともに同プラ

ントを対象に格納容器

破損頻度の不確実さ解

析を実施する。また、格

納容器破損確率に現実

的な事故解析結果を反

映することを目的に、こ

れまでFLUENTコード

を用いて MELCOR コ

ードの解析体系モデル

の改良を実施してきた

が、加圧器サージ管が昇

り勾配配管であるドラ

イ型４ループＰＷＲを

対象に、炉心損傷時の高

温ガスが蒸気発生器伝

熱管をクリープ損傷す

る 現 象 に つ い て 、

MELCOR コードによ

る感度解析によりクリ

ープ損傷の発生確率を

算出する。 

 

 

3) レベル 2 地震 PSA の

解析（BWR プラント） 

地震時の主な事故シ

ーケンスを対象に、ソー

スタームのデータベー

スを整備するため、

BWR 代 表 プ ラ ン ト

（BWR3型、50万KWe

 

 

2) レベル2地震PSAの解

析 

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。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

類化したグループ代表

プラントの定格出力運

転時を主な対象として

MELCOR解析を実施

し、事故進展及びソー

スタームの挙動を検討

する。また、プラント

停止状態での地震のリ

スク評価として、代表

プラントの定期検査中

の主な事故シーケンス

のMELCOR解析を実

施し、事故進展及びソ

ースタームの挙動を検

討する。 

4) 定格出力時レベル 2

地震 PSA 不確実さ解

析（BWR） 

代表プラントのレベ

ル2地震PSAの不確実

さを検討する。このた

め、レベル2地震PSA

の代表的な事故シーケ

ンスを対象にソースタ

ームの不確実さ因子と

なる主な変動パラメー

タの組合せについて

MELCOR解析を実施

して、ソースタームの

不確実さ分布を求め

る。 

 

 

 

 

 

b) 被ばく解析手法の整備

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い事故シーケンスを対

象にMELCORコード

による解析を実施し

て、事故進展及びソー

スタームの挙動を検討

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 定格出力時レベル2地

震 PSA 不確実さ解析

（BWR プラント） 

BWR4代表プラント

の炉心損傷事故シーケ

ンスを対象に、ソース

タームの不確実さ分布

を検討する。このため、

複数の不確実さを有す

るデータを統計的に組

合せた入力データを作

成し、MELCORコード

による解析を実施し

て、ソースタームの不

確実さ分布を求める。 

 

 

 

 

 

 

b) 被ばく解析手法の整備

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWe級BWR4型、80

万KWe級BWR5型、

110万KWe級BWR5

型及びABWRの計6プ

ラントにおいて、未整

備の事故シーケンスを

対象にMELCORコー

ドによる解析を実施し

て、事故進展及びソー

スタームの挙動を検討

する。 

 

 

 

 

4) 定格出力時レベル 2 地

震 PSA 不確実さ解析

（BWR プラント） 

BWR-4 MarkⅠプ

ラントを対象に、最近

の知見を反映した格納

容器イベントツリーの

定量化を実施するた

め、BWR-4 MarkⅠプ

ラント特有の格納容器

シェルアタック（シェ

ルメルトスル現象）を、

MELCORコードを使

用して模擬する手法を

整備して検討する。こ

の検討結果を反映した

格納容器イベントツリ

ーの分岐確率とその確

率分布を使用して、格

納容器破損確率の不確

実さ分布を求める。 

b) 被ばく解析手法の整備

等 

1) 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 

核燃料サイクル施設

等の直接線・スカイシ

ャイン線評価につい

て、被ばく線量評価コ

ードによる解析結果の

変動幅とパラメータと

級BWR4型、80万KWe

級 BWR5 型 、 110 万

KWe級BWR5型等）に

おいて、未整備の事故シ

ー ケ ン ス を 対 象 に

MELCOR コードによ

る解析を実施して、事故

進展及びソースターム

の挙動を検討する。 

 

 

 

 

 

 

4) 定格出力時レベル2地

震 PSA 不確実さ解析

（BWR プラント） 

BWR-4 MarkⅠプ

ラント特有の格納容器

シェルアタック（シェ

ルメルトスル現象）を、

MELCORコードによ

り模擬する手法を用い

て、デブリ拡がりパラ

メータの不確実さ解析

を実施する。また、圧

力容器内デブリ冷却保

持に関してMELCOR

コードにより感度解析

を実施する。 

 

 

 

 

 

b) 被ばく解析手法の整備

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 被ばく解析手法の整備

等 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

 

 

 

1) 再処理施設被ばく線

量評価コードの改良 

最新知見及び国際放

射 線 防 護 委 員 会 の

2005年の勧告に対応

した被ばく線量評価コ

ードの整備を目的に、

被ばく評価に関連する

人体データの整備、核

種の移行挙動のパラメ

ータ値及び不確実さ幅

のデータ及び評価手法

の調査を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 被ばく評価手法の整

備 

放射線リスク・環境

影響評価技術の高度化

を目的に、廃炉特有の

被ばく評価手法を確立

するために、被ばく評

価対象核種、被ばく経

路について検討し一般

公衆の被ばく評価の適

切な手法を整備する。

また，中央制御室居住

性等の安全規制につい

て，評価手法及び判断

基準を検討する。 

 

 

 

1) 再処理施設被ばく線量

評価コードの改良 

最新知見及び国際放

射 線 防 護 委 員 会 の

2007年勧告に対応し

た被ばく線量評価コー

ドの整備、施設放射線

の影響や要因等被ばく

評価に関連する各種デ

ータの整理を行う。ま

た、確率論的環境影響

評価コードについて、

各種パラメータ値及び

不確実さ幅のデータ及

び評価手法の調査を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 被ばく評価手法の整備 

原子炉施設周辺の気

流及び拡散を数値解析

する解析手法の高度化

のために、筑波山野外

拡散実験の再現解析を

行い、数値計算モデル

の改良点を整理する。 

 

 

 

 

 

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

対する放射線防護、有

毒ガス防護について、

の対応を整理し、検

索・閲覧できるシステ

ムを構築する。 

2) 再処理施設被ばく線量

評価コードの改良 

確率論的環境影響評

価コードについて、

EPAリスク評価モデル

改訂案(2008年)等の

最新情報を調査し、生

涯がんリスク解析を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 被ばく評価手法の整備 

立地評価におけるソ

ースタームに関する現

状の問題点を整理する

とともに、最新のシビ

アアクシデント時のソ

ースタームの状況を調

査する。 

 

 

 

 

 

4) 中央制御室居住性評価

手法の整備 

平成20年度に引き

続き、摘出した課題に

基づき、中央制御室居

 

 

 

1) 再処理施設被ばく線量

評価コードの改良 

最新知見及び国際放

射 線 防 護 委 員 会

(ICRP) の 2007 年 勧

告等（ICRP Pub.68・

Pub.74 の 改 定 、

Pub.107（Pub.38の

改定版）及びNCRP 

No.158に対応した被

ばく線量評価コードの

整備を行い、クロスチ

ェック解析に備える。 

また、確率論的環境

影 響 評 価 コ ー ド

MACCS2-JFに、防

災対策を考慮した健康

リスク解析が出来るよ

うに外部及び内部被ば

く線量評価機能の整備

を行い、確率論的な環

境影響評価に備える。 

 

 

 

 

2) 被ばく評価手法の整備 

実際に事故が発生し

た場合の放射性物質挙

動及び被ばく評価手法

について、国内外を調

査し、評価手法を整理

する。 

また、立地審査指針

の改訂の議論に基づい

て被ばく評価コードを

整備する。 

 

 

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

係る有毒ガス評価手法

の保安院内規化支援を

 

 

 

1) 再処理施設被ばく線量評

価コードの改良 

最 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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

影響評価手法を整備す

る。 

 

住性に対する有毒ガス

防護について、影響評

価手法を整備する。 

行う。 

 

き行うとともに、原子力

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。 

（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 

原子力以外の知見を活用

して、安全確保のあり方の

見直し及び原子力施設安全

の確保を図るために以下の

研究を行う。 

○ 原子炉施設立地地域

等における地震研究 

○ もんじゅ構造をモデ

ルとした物理的、化学

的研究 

○ 原子力安全規制のあ

り方等に関する研究 

（５）その他 

① 基礎・基盤研究 

原子力以外の知見を活用

して、安全確保の在り方の

見直し及び原子炉施設等の

安全の確保を図るために以

下の研究を行う。 

○ もんじゅ構造をモデ

ルとした物理・化学的

研究等 

○ 原子力立地地域にお

ける地震研究 

○ 自然災害に関する知

見収集と評価手法の

研究 

○ 規制制度の在り方に

関する研究 

 

（５）その他 

① 基礎・基盤研究 

以下の分野について、具

体的研究課題（必要性、目

的、研究事項を含む）を策

定し、従来の原子力安全以

外の知見を活用して実施す

る。その成果を受けて原子

力安全技術のあり方の見直

しを行う。 

a) もんじゅ構造をモデル

とした物理・化学的研究

等 

ナトリウム流体のキャ

ビテーション特性や高速

中性子によるステンレス

鋼のスエリング特性等に

ついて、もんじゅとの関

連で評価する。 

b) 活断層と地震規模に関

する研究 

原子力立地地域での断

層評価に係る地質構造調

査の高度化を図る。 

c) 自然災害に関する研究 

火山、竜巻、津波等の

原子力施設への影響を評

価する。 

d) 原子力の社会科学的研

（５）その他 

① 基礎・基盤研究 

以下の分野について、従

来の原子力安全技術以外の

技術的、社会科学的知見も

取り入れて具体的課題（必

要性、目的、実施事項等）

を策定して研究を実施し、

安全規制行政に資する基盤

的知見を取得する。 

a) もんじゅ構造をモデル

とした物理的・化学的研

究等 

事故時におけるナトリ

ウムと構造物等との反応

挙動等について、原子力

機構もんじゅとの関連で

評価する。 

 

b) 活断層と地震規模に関

する研究 

原子力立地地域での断

層評価に係る地質構造調

査の高度化を図る。 

c) 自然災害に関する研究 

火山、竜巻、津波等の

原子力施設への影響を評

価する。 

d) 原子力の社会科学的研

（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
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

究 

原子力安全の法工学的

研究、企業の社会的責任

と原子力技術倫理のあり

方等に関して検討する。 

究 

原子力安全規制における

法と工学・技術の関わりと

あるべき関係等に関して検

討する。 

 

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。 

４－Ｄ 防護対策分野 ４－Ｄ 防護対策分野 ４－Ｄ 防護対策分野 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 

○ 平成18年度に策定された

核物質防護検査マニュア

ルに対し、これまでの検査

の知見・経験、海外情報の

分析結果、基礎データの整

備結果等を反映して見直

し充実を図る。 

 

 

○ 原子炉施設等の枢要区域

の選定に関して、妥当性を

確認するための作業を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 設計基礎脅威の見直しに

当たって、国内外の規制動

向やテロ事案等の分析結

果の提供等により、原子力

安全・保安院を技術支援す

る。 

（１）原子力安全・保安院が行

う核物質防護審査・検査

の支援 

○ 原子力安全・保安院が行う

核物質防護検査制度の充

実に向けた検討に資する

ために、海外規制情報及び

防護システム関連データ

等の調査・分析結果の提供

等の技術支援を行う。 

 

 

○ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 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 

○ 原子力安全・保安院が行う

核物質防護検査制度の充

実に向けた検討に資する

ために、海外規制情報及び

防護システム関連データ

等の調査・分析結果の提供

等の技術支援を行う。 

 

 

○ 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、定期検査

時の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。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 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 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、海外規制情報及び防

護システム関連データ等

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

う新設原子力プラントの

枢要設備選定に係る検討

に資するために、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

文書の国内法への取り入

れ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 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。 

（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

（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

（２）技術ガイドの整備・充実 

原子力安全・保安院が核物質

防護審査・検査に活用する防護

（２）技術ガイドの整備・充実 

原子力安全・保安院が核物質

防護審査・検査に活用する防護

（２）技術ガイドの整備・充実 

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

（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
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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。 

 

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、緊急時対応計画

策定ガイドライン等の整

備・充実に向けて原子力安

全・保安院を支援するとと

もに、ガイドライン等に反

映するために必要な知見を

蓄積する。 

システム解説書等の整備・充実

に向けて原子力安全・保安院を

技術支援するとともに、解説書

等に反映するために必要な知

見を蓄積する。 

 

システムの性能ベース試験に

係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

支援するとともに、技術ガイド

に反映するために必要な知見

を蓄積する。 

 

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。 

 

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。 

（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・検査の支援及び

技術ガイドの整備・充実に活用

するため以下の情報の収集・整

理・分析・評価を行う。 

○ 日米技術情報交換会合

において米国側からの

情報収集に努める。 

○ IAEAの核物質防護に

係るガイドライン等の

改訂・整備作業へ参画

し、国内基準の高度化の

ための分析を行う。 

○ 放射性廃棄物の核物質

防護対策等について国

内外の規制動向や事業

の進捗状況等について

調査、分析及び評価を行

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。 

○ 海外規制動向、国内外

テロ事案の調査 

○ 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 

○ 防護システム技術動向

調査 

○ 衝撃を受けた場合の構

造物堅牢性評価用解析

モデル調査 

 

 

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。 

○ 核物質防護に係る日米

技術情報交換会合 

○ IAEA核セキュリティ

文書の改訂・整備作業へ

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・検査の技術支援

として以下の調査等を行う。 

○ 海外規制動向、国内外

テロ事案の調査 

○ 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 

○ 防護システム技術動向

調査 

○ 衝撃を受けた場合の構

造物堅牢性評価体系の

構築 

○ 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。 

○ 核物質防護に係る日米

技術情報交換会合 

○ IAEA核セキュリティ

文書の改訂・整備作業へ

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 防護システム技術動向調

査 

④ 侵入遅延対策の措置効果

の調査 

 

⑤ 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。 

⑥ 核物質防護に係る日米等

の技術情報交換会合 

⑦ IAEA核セキュリティ文

書の改訂・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 

 

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

  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

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

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
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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。 

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。 

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、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

と比較し効率化に務める。 

 

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。 

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、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

と比較し効率化に務める。 

 

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。 

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

効率化に務める。 

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 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 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

（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。 

 

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

（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。 

 

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

（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。 

 

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

（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。 

 

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
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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）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。 

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

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）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。 

 

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

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）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。 

 

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

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）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。 

 

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

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。 

 

 

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
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員会、ワーキンググ

ループ、ワークショ

ップ、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、ワー

クショップ等の開

催を引き受ける。 

○ IAEA との関係を

強 化 す る た め 、

IAEA に機構職員を

長期派遣する。 

 

○ IAEA のレビュー

サービスの受け入

れでは、原子力安

全・保安院の技術的

な支援を含めた対

応を行う。 

○ 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）」に関して

は、機構の近隣アジ

ア諸国に対する協

力・支援活動との関

連においてこれを

活用すべく、原子力

安全・保安院と協力

して EBP 技術会合

等で活動するとと

もに、IAEA の要請

がある場合には、必

要に応じてワーク

ショップ等に専門

員会、ワーキンググ

ループ、ワークショ

ップ、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、ワー

クショップ等の開

催を引き受ける。 

○ IAEA との関係を

強 化 す る た め 、

IAEA に機構職員を

引き続き長期派遣

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-Asis)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

に応じてワークシ

ョップ等に専門家

派 遣 等 を 行 う 。

EBP-Asis の活動

のうちアジア原子

員会、WG、ワーク

ショップ、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、

ワークショップ等

の開催を引き受け

る。 

○ IAEA との関係を

強 化 す る た め 、

IAEA に機構職員を

引き続き派遣し積

極的に国際活動を

行う。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 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

に応じてワークシ

ョップ等に専門家

派 遣 等 を 行 う 。

EBP-Asia の活動

のうちアジア原子

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。 

○ IAEA との関係を

強 化 す る た め 、

IAEA に機構職員を

引き続き派遣し積

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

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
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家派遣等を行う。

EBP 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、自

律的・持続的運営を

目指してその内容

及び機能の充実を

図る。また、活動分

野別トピカルグル

ー プ に 参 加 し 、

IAEA に協力して

ANSN の普及に努

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ IAEA が推進する

技術支援機関会議

に協力し、その準備

支援等を行うとと

もに、会議で発表等

を行う。 

 

 

 

 

 

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

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ IAEA が推進する

技 術 支 援 機 関

(TSO)会議に協力

し、その準備支援等

を行う。 

 

 

 

 

 

 

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

への対応に関して原子

力安全・保安院に協力

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、津波

EBP プロジェクト

の幹事国として、特

にアジア圏の IAEA

加盟国を対象に、地

震・津波に対する原

子力防災システム

TiPEEZ 及び津波

ハザード解析コー

ド Tsunami を整備

し、導入・運用の支

援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ IAEA が推進する

技 術 支 援 機 関

(TSO)会議に協力

し、その準備支援等

を行う。 

 

 

 

 

 

 

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

への対応に関して原子

力安全・保安院に協力

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

が新たに設置した

国際耐震安全セン

ター(ISSC)に対し、

耐震安全性評価の

高度化に係わる新

規研究開発項目を

提案し、機構職員を

派遣するとともに

新規 EBP を立ち上

げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ IAEA が東京で開

催する技術支援機

関 (TSO)会議に協

力し、その準備支援

等を行うとともに、

技術支援機関のあ

り方について広く

理解が得られるよ

うに情報発信に努

める。 

 

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

への対応に関して原子

力安全・保安院に協力

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 お

よび 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

への対応に関して原子

力安全・保安院に協力
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催する会議、委員会、

ワーキンググループ、

ワークショップ、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、

ワークショップ等の開

催を引き受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) その他多国間協力に関

連する業務 

原子力規制者会議等、

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、

ワーキンググループ、

ワークショップ、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、

ワークショップ等の開

催を引き受ける。 

OECD/NEAが事務

局となって進めている

多国間設計評価プロジ

ェ ク ト (MDEP) に 関

し、技術専門家として

の役割を果たす。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、ワークショップ、

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、ワークショップ

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

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。 
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③ 近隣アジア諸国等に対す

る協力・支援（研修等）を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

② 近隣アジア諸国等に対す

る協力・支援 

 

 

 

 

 

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、ANSN の活

用や遠隔教育訓練システ

ムの導入等を推進する。

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。 

 

 

○ 中国、ベトナム等

の原子力安全規制

実務者を対象に、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

長期研修を実施す

る。 

 

 

○ 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、

規制に関わる技術

に関する専門研修

を実施する。 

 

 

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 

 

 

 

 

 

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、ANSN の活

用や遠隔教育訓練システ

ムの導入等を推進する。

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。 

 

 

○ ベトナム等、アジ

アにおいて新規原

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

規制に関する長期

研修を実施する。 

○ 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

に関する専門研修

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 

 

 

 

 

 

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、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。 

 

 

 

○ ベトナム等、アジ

アにおいて新規原

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

規制に関する長期

研修を実施する。 

○ 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

に関する専門研修

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 

 

 

 

 

 

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、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、アジアにお

いて新規原子力発電所

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

全規制に関する長期研

修を実施する。 

 

 

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

する専門研修を実施す

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。 

 

 

 

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。 
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④ 国際条約等の義務の遂行

に係る活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

b) セミナー等の実施 

中国、ベトナム等で原

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・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・参

加者との交流を促進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 国際条約等の義務の遂行

に係る活動 

a) 原子力安全条約 

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) セミナー等の実施 

中国、ベトナム等で原

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。 

 

c) 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

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) セミナー等の実施 

中国、ベトナム等で原

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。 

 

c) 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

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。 

 

d) 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 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。 

 

c) 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

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。 

 

d) 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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

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 

原子力防災や核物質防

護に関して、原子力発電

新規導入国を支援するに

あたって、必要な事項や

これらの支援を実施する

際に必要な取り決め事項

を調査し、支援策を企画

する。 
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中 期 目 標 中 期 計 画 平成１９年度計画 平成２０年度計画 平成２1 年度計画 平成２２年度計画 平成２３年度計画 

条約検討会合に向けて

の国別報告書の作成にあ

たり、関連情報を収集し、

我が国における条約義務

の履行状況に関する参考

資 料をまとめる。また、

条約検討会合に向けて、

各国の国別報告書の調

査・レビューを行い各国

への質問案を作成すると

ともに、わが国の報告書

に関する質問に対する回

答案の作成及び検討会合

参加準備を行う。 

b) 廃棄物等安全条約 

条約検討会合に向けて

の国別報告書の作成にあ

たり、関連情報を収集し、

我が国における条約義務

の履行状況に関する参考

資料をまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

練を実施する。また、

IAEA 通報連絡マニュア

ルの改訂の日本語版への

反映を行う。さらに、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。 

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 4 回検討会合（平成

20 年 4 月）に出席し、

各国の安全規制体制等に

関する情報の収集・提供

等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 廃棄物等安全条約 

第 3 回条約検討会合

（平成 21 年 5 月）に向

けての国別報告書を作成

するため、我が国におけ

る条約義務の履行状況に

関する参考資料をまとめ

る。また、条約検討会合

に向けて、各国の国別報

告書のレビューを行い各

国への質問案を作成する

とともに、我が国の報告

書に関する質問に対する

回答案の作成及び検討会

合参加準備を行う。 

 

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

練を実施する。また、必

要に応じて IAEA 通報連

絡マニュアルの改訂の日

本語版への反映を行う。

さらに、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。 

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 

条約検討会合に向けて

の国別報告書の作成にあ

たり、関連情報を収集し、

我が国における条約義務

の履行状況に関する参考

資料をまとめる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 廃棄物等安全条約 

第 3 回条約検討会合

（平成 21 年 5 月）に向

けての日本国のプレゼン

テーションを作成するた

め、我が国における条約

義務の履行状況に関する

参考資料をまとめる。ま

た、条約検討会合では日

本から選出された全体議

長を支援し、各国の国別

報告書のレビューに基づ

き討議に積極参加するこ

とにより条約の義務を遂

行し、世界の原子力安全

へ寄与する。 

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

練を実施する。また、必

要に応じて IAEA 通報連

絡マニュアルの改訂の日

本語版への反映を行う。

さらに、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。 

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 回条約検討会合に

向けて国別報告書の作

成、他国への質問作成及

び他国からの質問への回

答作成に関わり原子力安

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

告書作成のために我が国

における条約義務の履行

状況に関する情報収集に

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。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。 

 

 

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。 
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（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 

○ 機構の広報戦略をと

りまとめた「原子力安全規

制広報のあり方」に基づい

て下記の広報活動を実施

する。また、当該あり方に

ついては、ニーズ等を踏ま

え改善の有無を検討し、必

要に応じて改訂を行う。 

○ ホームページからの

情報提供として、「みんな

で考える公開講座」からの

原子力安全規制課題、試

験・研究等の成果等のコン

テンツの一層の充実を進

める。 

 

○ 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。 

○ 住民参加型対話方策

の構築の検討を進めると

ともに、相互の信頼と理解

の進展を目指す導入段階、

相互学習を推進する熟慮

段階及び問題解決志向討

論段階の進化型対話を立

地地域の特性を踏まえて、

３箇所程度で実践する。 

○ 原子力安全規制課題

等について年4回程度シ

リーズで情報提供するニ

ュースレターを発行する。

適宜、配布先へのアンケー

トを実施し、次年度以降の

改善に努める。また、機構

の業務活動をまとめたパ

ンフレットやビデオの見

直し、改訂等を進める。 

 

○ 機構が進める原子力

安全規制課題に関するシ

ンポジウムを1回程度開

（２）広報業務 

○ 機構の広報戦略を取

りまとめた「原子力安全規

制広報の在り方」に基づい

て下記の広報活動を実施

する。また、当該在り方に

ついては、ニーズ等を踏ま

え改善の有無を検討し、必

要に応じて改訂を行う。 

○ ホームページからの

情報提供として、「みんな

で考える公開講座」からの

原子力安全規制課題、試

験・研究等の成果等のコン

テンツの一層の充実を進

める。 

 

○ 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。 

○ 住民参加型対話方策

の構築の検討を進めると

ともに、相互の信頼と理解

の進展を目指す導入段階、

相互学習を推進する熟慮

段階及び問題解決志向討

論段階の進化型対話を立

地地域の特性を踏まえて、

3カ所程度で実践する。 

○ 原子力安全規制課題

等について年4回程度シ

リーズで情報提供するニ

ュースレターを発行する。

適宜、配布先へのアンケー

トを実施し、次年度以降の

改善に努める。また、機構

の業務活動をまとめたパ

ンフレットやビデオの見

直し、改訂等を進める。 

 

○ 機構が進める原子力

安全規制課題に関するシ

ンポジウムを1回程度開

（２）広報業務 

○ 機構の広報戦略を取りま

とめた「原子力安全規制広

報の在り方」に基づいて下

記の広報活動を実施する。

また、当該在り方について

は、ニーズ等を踏まえ改善

の有無を検討し、必要に応

じて改訂を行う。 

○ ホームページからの情報

提供として、「みんなで考

える公開講座」からの原子

力安全規制課題、試験・研

究等の成果等のコンテン

ツの一層の充実を進める。 

 

 

○ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 機構が進める原子力安全

規制課題等について年4

回程度シリーズで情報提

供するニュースレターを

発行する。適宜、配布先へ

のアンケートを実施し、次

年度以降の改善に努める。

また、機構の業務活動をま

とめたパンフレットやビ

デオの見直し、改訂等を進

める。 

○ 機構が進める原子力安全

規制課題に関するシンポ

ジウムを1回程度開催す

（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 前年度に全面的に刷新し

改善を図ったホームペー

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、配布先へのア

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

規制課題に関するシンポ

ジウムを 1 回程度開催す

（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
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催する。参加者へのアンケ

ートを実施し、次年度以降

の改善に努める。 

○ 原子力安全規制課題

に関する情報提供を地方

新聞紙から数回シリーズ

で行う。課題テーマは、地

域のニーズを踏まえて選

定する。 

 

○ 地方自治体原子力関

係職員、立地地域地方新聞

社論説委員等を対象とし

た原子力安全に係る理解

の促進、意見交換のための

会合開催を進める。 

 

 

 

○ 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」の作

成、発行を行う。 

催する。参加者へのアンケ

ートを実施し、次年度以降

の改善に努める。 

○ 原子力安全規制課題

に関する情報提供を地方

新聞紙から数回シリーズ

で行う。課題テーマは、地

域のニーズを踏まえて選

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 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」の作

成、発行を行う。 

 

る。参加者へのアンケート

を実施し、次年度以降の改

善に努める。 

○ 機構が進める原子力安全

規制課題に関する情報提

供を新聞紙等から数回シ

リーズで行う。課題テーマ

は、読者のニーズを踏まえ

て選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 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」の作成、発

行を行う。 

 

る。参加者へのアンケー

トを実施し、また、原子

力立地地域でも機構によ

る情報提供を進める。 

 

 

 

 

 

 

⑥ 立地地域等での原子力安

全に関しする情報提供に

係るコミュニケーション

方策について、その方法

論等充実に取り組む。 

 

 

 

 

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」の作

成、発行を行う。 

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。 

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

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》 

 

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。 

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》 
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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。 

 

 

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 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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

 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 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 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。 

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。 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

 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。 

 


