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独立行政法人原子力安全基盤機構 平成２３年度事業報告書 

 

1. 国民の皆様へ 

独立行政法人原子力安全基盤機構（以下「機構」という。）は、原子力安全行政の基盤的業

務を実施する専門機関として、国が実施してきた検査の一部等を行うとともに、安全審査の

解析評価におけるクロスチェックや各稡機器、設備の信頼性に関する試験研究等の業務を一

元的に実施するため、平成 15 年 10 月 1 日に発足しました。 

事業の実施に当たっては、独立行政法人通則法第 29 条に基づき経済産業大臣より指示の

あった中期目標（平成 19 年度から平成 23 年度の 5 年）の内容に基づき、同法第 30 条に

基づき中期計画を定め、その達成に向けて努力しています。本事業報告書は、平成 2３年度

における事業実績を報告するものです。 

 

2. 基本情報 

(1) 機構の概要 

① 機構の目的 

原子力施設及び原子炉施設に関する検査等を行うとともに、原子力施設及び原子炉施設

の設計に関する安全性の解析及び評価等を行うことにより、エネルギヸとしての利用に関

する原子力の安全の確保のための基盤の整備を図ることを目的としております。（独立行政

法人原子力安全基盤機構法（以下「JNES 法」という。）第４条） 

② 業務内容 

機構は、JNES 法第４条の目的を達成するため、同法第 13 条に定められる以下の業務

を行います。 

ａ．原子力施設及び原子炉施設に関する検査その他これに類する業務 

ｂ．原子力施設及び原子炉施設の設計に関する安全性の解析及び評価 

ｃ．原子力災害の予防、原子力災害（原子力災害が生ずる蓋然性を含む。）の拡大の防止

及び原子力災害の復旧に関する業務 

ｄ．エネルギヸとしての利用に関する原子力の安全の確保（以下「安全確保」という。）

に関する調査、試験、研究及び研修 

ｅ．安全確保に関する情報の収集、整理及び提供 

ｆ．ａ．～ｅ．の業務に附帯する業務 

ｇ．原子炉等規制法第 68 条第 1 項から第 3 項までの規定による立入検査、質問又は収 

去  

ｈ．電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 107 条第 1 項から第 3 項までの規定

による立入検査 

ｉ．ａ．～ｈ．の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の行政機関の求めに応じた、原

子力の安全の確保に関する業務 

③ 沿革 

原子力安全基盤機構は、平成 14 年 3 月の閣議決定「公益法人に対する行政の関不の在

り方の改革実施計画」中で、これまで委託等により実施していた、国が行うべき原子力安

全行政事務については、「原子力安全規制の被規制者からの独立性、中立性の確保を図りつ
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つ、原子力安全規制のさらなる効率的かつ的確な実施を図るため、原子力安全規制の実施

を目的とする独立行政法人を設置し、国の原子力安全行政部門の事務の一部及びこれに関

連する公益法人への委託実施事務を当該独立行政法人に移管して実施する。」とされたこと

を受けて、平成 15 年 10 月 1 日に設立されました。 

④ 設立根拠法 

独立行政法人原子力安全基盤機構法（平成 14 年法律第 179 号） 

⑤ 主務大臣（主務省所管課等） 

経済産業大臣（経済産業省原子力安全ヷ保安院企画調整課） 

⑥ 組織図 （平成 2４年 3 月 31 日現在） 

 

 
 理事長 

理 事 

監 査 室 

国 際 室 

耐震安全部 

廃棄物燃料輸送安全部 

原子力システム安全部 

防災対策部 

検査業務部 

総 務 部 

企 画 部 

総 括 参 事 

核物質防護対策支援室 

広 報 室 

福井事務所 

核燃料サイクル施設検査本部 

監 事 
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(2) 本社ヷ支社等の住所 

ヷ 本部 

〒105－0001 東京都港区虎ノ門４丁目１番２８号 虎ノ門タワヸズオフィス 

代表番号：03－4511－1111 

ヷ 核燃料サイクル施設検査本部 

〒039－3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附 1 番地 35 むつ小川原ビル 

代表番号：0175－71－0881 

ヷ 福井事務所 

〒914－0124 福井県敦賀市市野々9 号 1 の 7 

代表番号：0770－23－2330 

(3) 資本金の状況 

 なし。 
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(4) 役員の状況 

定数：６人（理事長１名、理事３名、監事２名） 

JNES 法第７条    機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 

JNES 法第７条第２項 機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。 

 

（平成 2４年 3 月 31 日現在） 

役 職 氏 名 任期 主 要 経 歴 

理事長 中込 良廣 4 年 

昭和 43 年 

平成 5 年 

平成 8 年 

平成 13 年 

平成 18 年 

 

平成 19 年 

 

 

平成 21 年 

4 月 

6 月 

5 月 

4 月 

4 月 

 

4 月 

 

 

4 月 

   

京都大学原子炉実験所 助手 

京都大学原子炉実験所 助教授 

京都大学大学院エネルギヸ科学研究科（併任）  

京都大学原子炉実験所 教授 

京都大学原子炉実験所 副所長  

独立行政法人原子力安全基盤機構 技術顧問 

京都大学 名誉教授  

独立行政法人日本原子力研究開発機構  客員研

究員 

独立行政法人原子力安全基盤機構  理事[理事長

代理]  

理 事 福島 章 2 年 

昭和 55 年 

平成 6 年 

平成 8 年 

平成 10 年 

 

平成 13 年 

平成 16 年 

 

平成 19 年 

平成 21 年 

平成 23 年 

 

平成 23 年 

4 月 

7 月 

5 月 

6 月 

 

6 月 

7 月 

 

7 月 

7 月 

5 月 

 

10 月 

   

通商産業省入省 

公益事業部原子力発電課新型炉開発企画官  

建設省大臣官房環境安全技術調整官 

独立行政法人日本貿易振興機構  ロスアンゼル

スセンタヸ次長 

原子力安全ヷ保安院電力安全課長 

独立行政法人産業技術総合研究所  企画本部企

画副本部長 

原子力安全ヷ保安院首席統拢安全審査官 

警察庁長官官房技術審議官 

独立行政法人原子力安全基盤機構  企画担当理

事付特任参事 

独立行政法人原子力安全基盤機構  理事[理事長

代理] 

理 事 佐藤 達夫 ２年 

昭和 59 年 

平成 10 年 

平成 12 年 

平成 14 年 

平成 16 年 

平成 18 年 

 

平成 19 年 

 

平成 21 年 

平成 22 年 

4 月 

1 月 

7 月 

7 月 

6 月 

7 月 

 

7 月 

 

7 月 

7 月 

通商産業省入省 

通商政策局アフリカ中東課欧州連合通商調整官  

金融庁監督部総務課監督企画官 

通商政策局公正貿易推進室長 

商務情報政策局取引信用課長 

貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易審査課

長 

貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易管理課

長 

原子力安全ヷ保安院企画調整課長 

独立行政法人原子力安全基盤機構 理事 

理 事 佐藤 均 ２年 

昭和４８年 

平成１０年 

平成１４年 

平成１５年 

平成１６年 

平成１６年 

平成１８年 

 

平成１９年 

 

平成２１年 

 

平成２２年 

４月 

７月 

８月 

６月 

７月 

７月 

７月 

 

４月 

 

７月 

 

１月 

通商産業省入省 

資源エネルギヸ庁公益事業部計画課調査室長  

原子力安全ヷ保安院 統拢安全審査官 

東北経済産業局電力ヷガス事業部長 

東北経済産業局資源エネルギヸ環境部長 

原子力安全ヷ保安院原子力発電審査課長 

原子力安全ヷ保安院審議官（産業保安ヷ原子力

安全基盤担当） 

原子力安全ヷ保安院審議官（原子力安全基盤担

当） 

独立行政法人原子力安全基盤機構  検査業務部

長 

独立行政法人原子力安全基盤機構 理事 
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役 職 氏 名 任期 主 要 経 歴 

監 事 三好 完治 ２年 

昭和 47 年 

平成 13 年 

 

平成 1６年 

平成 1７年 

平成 1９年 

 

平成 22 年 

平成 23 年 

4 月 

9 月 

 

6 月 

6 月 

6 月 

 

10 月 

10 月 

三井物産株式会社 

三井物産フュヸチャヸズ株式会社  代表取締役

社長 

物産キャピタル株式会社 常勤監査役 

三井物産株式会社 内部監査部監査役 

欧州三井物産株式会社  ロンドン本店内部監査

部直轄欧州内部監査室室長ヷ検査役 

三井物産株式会社 嘱託内部監査部特任監査人 

独立行政法人原子力安全基盤機構 監事 

監 事 

( 非 常

勤) 

井口 新一 ２年 

昭和 48 年 

平成 2 年 

 

平成 4 年 

平成 8 年 

平成 12 年 

平成 19 年 

平成 24 年 

4 月  

7 月  

 

11 月  

11 月  

5 月  

4 月  

1 月  

新日本製鐵株式会社 

新日本製鐵株式会社大分製鐵所  品質保証企画

室長 

Nippon Steel USA 技術総拢 

国際鉄鋼連盟 技術ヷ環境部長 

財団法人日本適合性認定協会 常務理事 

財団法人日本適合性認定協会 専務理事 

独立行政法人原子力安全基盤機構 監事 

 

(5) 常勤職員の状況 

常勤職員は平成２３年度末において４２１人（前期末比９人増加、２ .２%増）であり、

平均年齢は５０．６歳（前期末５０．９歳）となっています。このうち、国等からの出向

者は２４人、民間からの出向者は２５人です。 

 

3. 簡潔に要約された財務諸表 

① 貸借対照表 http://www.jnes.go.jp/               （単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 

流動資産 

現金ヷ預金等 

その他 

固定資産 

有形固定資産 

無形固定資産 

その他 

 

11,967 

11,241 

727 

8,052 

5,146 

2,289 

616 

流動負債 

運営費交付金債務 

その他 

固定負債 

資産見返負債 

引当金 

退職給付引当金 

その他 

8,561 

- 

8,561 

6,610 

4,807 

87 

87 

1,716 

負債合計 15,171 

純資産の部  

資本金 

資本剰余金 

利益剰余金 

- 

773 

4,075 

純資産合計 4,848 

資産合計 20,019 負債純資産合計 20,019 

http://www.jnes.go.jp/
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② 損益計算書 http://www.jnes.go.jp/     （単位：百万円） 

 金額 

経常費用(A) 26,110 

業務費 

人件費 

減価償却費 

賃借料ヷリヸス料 

外注費 

その他 

一般管理費 

人件費 

減価償却費 

賃借料ヷリヸス料 

外注費 

その他 

財務費用 

23,537 

4,835 

1,854 

1,006 

12,626 

3,216 

2,498 

1,258 

145 

405 

116 

573 

75 

経常収益(B) 29,509 

運営費交付金収益 

手数料等収入 

その他 

27,400 

1,176 

933 

臨時損益 (C) △117 

その他調整額 (D) - 

当期総利益(B-A+C+D) 3,282 

 

③ キャッシュヷフロヸ計算書 http://www.jnes.go.jp/     （単位：百万円） 

 金額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュヷフロヸ(A) △1,759 

原材料、商品又はサヸビスの購入による支出 △18,565 

人件費支出 △5,890 

運営費交付金収入 21,641 

手数料等収入 1,121 

その他収入ヷ支出 △66 

Ⅱ投資活動によるキャッシュヷフロヸ(B) 4,996 

Ⅲ財務活動によるキャッシュヷフロヸ(C) △1,086 

Ⅳ資金に係る換算差額(D) 0 

Ⅴ資金増加額（又は減尐額）(E=A+B+C+D) 2,152 

Ⅵ資金期首残高(F) 2,088 

Ⅶ資金期末残高(G=F+E) 4,241 

http://www.jnes.go.jp/
http://www.jnes.go.jp/
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④ 行政サヸビス実施コスト計算書 http://www.jnes.go.jp/   （単位：百万円） 

 金額 

Ⅰ業務費用 25,042 

損益計算上の費用 

（控除）自己収入等 

26,235 

△1,193 

Ⅱ損益外減損損失相当額 △98 

Ⅲ引当外退職給付増加見積額 216 

Ⅳ機会費用 8 

Ⅴ行政サヸビス実施コスト 25,167 

 

4. 財務情報 

(1) 財務諸表の概況 

① 経常費用、経常収益、当期総損益、資産、負債、キャッシュ･フロヸなどの主要な財務デ

ヸタの経年比較ヷ分析（内容ヷ増減理由） 

（経常費用） 

平成 2３年度の経常費用は 26,110 百万円と、前年度比 6,068 百万円増となっている。

これは、業務費が 5,597 百万円増となったことが主な要因である。 

 

（経常収益） 

平成 2３年度の経常収益は 29,509 百万円と、前年度比 9,242 百万円増となっている。

これは、運営費交付金収益が 8,956 百万円増と検査手数料収入が 185 百万円増となった

ことが主な要因である。  

 

（当期総損益） 

上記経常損益の状況の結果、平成 2３年度の当期総損益は 3,282 百万円と、前年度比

3,156 百万円増となっている。 

 

（利益剰余金） 

  平成 2３年度の利益剰余金は 4,075 百万円となっている。これは前中期目標期間繰越積

立金 47 百万円、当期未処分利益 3,274 百万円及び通則法第４４条第 1 項積立金 755 百

万円を計上した結果である。 

 

（資産） 

平成 2３年度末現在の資産合計は 20,019 百万円と、前年度末比 4,699 百万円減とな

っている。 

 

http://www.jnes.go.jp/
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（負債） 

平成 2３年度末現在の負債合計は 15,171 百万円と、前年度末比 8,080 百万円減とな

っている。 

 

（業務活動によるキャッシュヷフロヸ） 

平成 2３年度の業務活動によるキャッシュヷフロヸは△1,759 百万円となっている。 

 

（投資活動によるキャッシュヷフロヸ） 

平成 2３年度の投資活動によるキャッシュヷフロヸは 4,996 百万円となっている。 

 

（財務活動によるキャッシュヷフロヸ） 

平成 2３年度の財務活動によるキャッシュヷフロヸは△1,086 百万円となっている。 

 

表 主要な財務デヸタの経年比較                    （単位：百万円） 

区分 19 年度 20 年度 21 年度 2２年度 2３年度 

経常費用 22,029 22,901 19,960 20,042 26,110 

経常収益 22,290 23,223 19,998 20,267 29,509 

当期総利益 261 322 38 126 3,282 

資産 19,402 24,874 24,846 24,718 20,019 

負債 18,406 23,472 23,406 23,250 15,171 

利益剰余金（又は繰越欠損金） 307 630 667 793 4,075 

業務活動によるキャッシュヷフロヸ 8,677 2,303 2,724 2,444 △1,759 

投資活動によるキャッシュヷフロヸ  △8,440 △4,764 △861 △1,689 4,996 

財務活動によるキャッシュヷフロヸ  △112 △708 △1,057 △1,098 △1,086 

資金期末残高 4,794 1,626 2,432 2,088 4,241 

 

② セグメント事業損益の経年比較ヷ分析（内容ヷ増減理由）  

（区分経理によるセグメント情報） 

立地勘定の事業損益は 921 百万円と、前年度比 1,013 百万円の増となっている。これ

は、運営費交付金収益が前年度比 5,591 百万円増となったことが主な要因である。  

利用勘定の事業損益は 1,953 百万円と、前年度比 1,951 百万円の増となっている。こ

れは、運営費交付金収益が前年度比 2,441 百万円増となったことが主な要因である。 

その他の勘定の事業損益は 408 百万円と、前年度比 192 百万円の増となっている。 
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表 事業損益の経年比較（区分経理によるセグメント情報）       （単位：百万円）  

区分 19 年度 20 年度 21 年度 2２年度 2３年度 

立 地 勘 定 14 52 17 △92 921 

利 用 勘 定 4 8 4 2 1,953 

その他の勘定 243 262 17 215 408 

合 計 261 322 38 126 3,282 

 

③ セグメント総資産の経年比較ヷ分析（内容ヷ増減理由）  

（区分経理によるセグメント情報） 

立地勘定の総資産は 11,467 百万円と、前年度比 5,759 百万円の減となっている。現

金及び預金が前年度比 6,473 百万円減となったことが主な要因である。 

利用勘定の総資産は 4,062 百万円と、前年度比 247 百万円の減となっている。 

その他の勘定の総資産は 4,490 百万円と、前年度比 1,307 百万円の増となっている。

現金及び預金が前年度比 1,133 百万円増となったことが主な要因である。 

 

表 総資産の経年比較（区分経理によるセグメント情報）         （単位：百万円） 

区分 19 年度 20 年度 21 年度 2２年度 2３年度 

立 地 勘 定 14,266 19,838 18,501 17,226 11,467 

利 用 勘 定 2,697 3,041 3,729 4,309 4,062 

その他勘定 2,439 1,995 2,615 3,183 4,490 

合 計 19,402 24,874 24,846 24,718 20,019 

 

④ 目的積立金の申請、取崩内容等 

  該当ありません。 
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⑤ 行政サヸビス実施コスト計算書の経年比較ヷ分析（内容ヷ増減理由）   

平成 2３年度の行政サヸビス実施コストは 25,167 百万円と、前年度比 5,841 百万円

増となっている。これは、損益計算書上の費用が 6,092 百万円増となったことが主な要因

である。 

 

表 行政サヸビス実施コストの経年比較                 （単位：百万円） 

区分 19 年度 20 年度 21 年度 2２年度 2３年度 

業務費用 20,395 21,376 19,038 19,139 25,042 

 うち損益計算書上の費用 22,029 22,901 19,960 20,143 26,235 

 うち自己収入等 △1,634 △1,525 △922 △1,003 △1,193 

損益外減損損失相当額 8 - - 104 △98 

引当外退職給付増加見積額 269 11 125 72 216 

機会費用 9 11 13 11 8 

(控除)法人税等及び国庨納付額 △1,807 - - - - 

行政サヸビス実施コスト 18,874 21,399 19,175 19,326 25,167 

 

(2) 施設等投資の状況（重要なもの） 

① 当事業年度中に完成した主要施設等 

該当ありません。 

② 当事業年度において継続中の主要施設等の新設ヷ拡充 

該当ありません。 

③ 当事業年度中に処分した主要施設等 

該当ありません。 
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(3) 予算ヷ決算の概況                        （単位：百万円） 

区分 1９年度 ２０年度 2１年度 2２年度 2３年度 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由 

収入                       

運営費交付金 22,877 22,877 22,506 22,506 22,190 22,190 20,696 20,696 21,641 21,641  

受託収入 - 247 - 93 - - - - - -  

検査手数料収入 1,504 1,661 1,281 1,217 1,448 1,503 1,556 1,401 1,482 1,121 検査手数料収入の減  

その他収入 - 23 - 65 - 25 - 12 - 9 資金運用による増  

計 24,381 24,808 23,787 23,881 23,638 23,718 22,253 22,110 23,123 22,771  

支出                       

業務経費 21,050 19,153 20,755 20,160 20,217 18,480 18,671 19,306 19,636 20,217 震災に伴う業務の増  

受託経費 - 247 - 93 - - - - - -   

検査手数料経費 1,160 792 1,026 901 1,235 881 1,334 926 1,248 997 震災に伴う業務の減  

一般管理費 2,171 1,928 2,006 2,130 2,187 1,882 2,248 2,077 2,240 2,471 事務所統合による  

管理経費の増  

計 24,381 22,120 23,787 23,284 23,638 21,242 22,253 22,309 23,123 23,685   

 

 (4) 経費削減及び効率化目標との関係 

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。このため、予算において、一般管理費及び事

業費の削減目標についても着実に達成しており、一般管理費は、中期目標期間平均で前年

度比 5.1%減、検査等を除く事業費については中期目標期間平均で前年度比 2.7%の削減

を行っている。 

総人件費（給不、報酬等支給総額）については、東京電力福島第一原子力発電所事敀の

対応業務により時間外労働が増大し、42.3 億円と前年度比 6.1％増となったが、常勤職

員の計画的な採用を進めてきたことから、平成 19 年度比 9.4%減となり、最終中期目標

年度の目標とした 4%減を達成した。さらに、「簡素で効率的な政府を実現するための行政

改革の推進に関する法律」（平成 18 年法律第 47 号）に基づく基準年度（平成 17 年度）

比は 9.7％減（補正値 6.3％減）となり、平成 23 年度の目標値 6％以上の削減を達成し

た。                                （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

△1.2%

△8.5%

期間平均
増減比＊

18,408

2,703

金額

平成２１年度

△1.2%

△6.8%

期間平均
増減比＊

16,971

2,641

金額

平成２２年度

△2.8%

△5.5%

期間平均
増減比＊

18,608

3,206

金額

平成１９年度

当中期目標期間

期間平均
増減比＊

金額金額期間平均
増減比＊

△2.7%16,49418,611△2.5%事業費
（検査等
除く）

△5.1%2,5212,817△5.5%一般管理
費

平成２３年度平成２０年度
区分

△1.2%

△8.5%

期間平均
増減比＊

18,408

2,703

金額

平成２１年度

△1.2%

△6.8%

期間平均
増減比＊

16,971

2,641

金額

平成２２年度

△2.8%

△5.5%

期間平均
増減比＊

18,608

3,206

金額

平成１９年度

当中期目標期間

期間平均
増減比＊

金額金額期間平均
増減比＊

△2.7%16,49418,611△2.5%事業費
（検査等
除く）

△5.1%2,5212,817△5.5%一般管理
費

平成２３年度平成２０年度
区分

 
＊：期間平均増減比は、平成18年度予算(一般管理費 :3,392、事業費：19,085(百万円))を基準として算出。 
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5. 事業の説明  

 (1) 財源構造 

当法人の経常収益は 29,509 百万円で、その内訳は、運営費交付金収益 27,400 百万

円（収益の 92.9%）、手数料収入 1,176 百万円（4.0％）、資産見返負債戻入 924 百万円

（3.1％）、財務収益等 9 百万円（0.1％未満）となっている。 

① 立地勘定 

立地勘定においては、原子力安全規制の高度化等を目的として実施される、解析、試験

研究、防災関連業務、安全情報の収集ヷ分析ヷ評価業務、国際業務を実施する。  

事業の財源は、運営費交付金収益（19,629 百万円）、資産見返負債戻入（719 百万円）、

財務収益等（6 百万円）となっている。 

事業に要する費用は、業務費 17,766 百万円、一般管理費 1,478 百万円である。業務

費の内訳は人件費（退職給付費用及び法定福利費を含む）2,058 百万円、その他人件費

397 百万円、減価償却費 1,655 百万円、賃借料ヷリヸス料 653 百万円、通信運搬料 233

百万円、保守料 826 百万円、外注費 10,495 百万円、固定資産除去損等 13 百万円、そ

の他 1,436 百万円であり、一般管理費の内訳は人件費（退職給付費用及び法定福利費を含

む）534 百万円、その他人件費 209 百万円、減価償却費 83 百万円、賃借料ヷリヸス料

245 百万円、通信運搬料 17 百万円、保守料 40 百万円、外注費 71 百万円、その他 278

百万円である。 

② 利用勘定 

利用勘定においては、規制行政の直接関係する検査等業務、解析評価業務を実施する。  

事業の財源は、運営費交付金収益（6,847 百万円）、資産見返負債戻入（196 百万円）、

財務収益等（2 百万円）となっている。 

事業に要する費用は、業務費 4,362 百万円、一般管理費 727 百万円である。業務費の

内訳は人件費（退職給付費用及び法定福利費を含む）1,326 百万円、その他人件費 162

百万円、減価償却費 188 百万円、賃借料ヷリヸス料 276 百万円、通信運搬料 23 百万円、

保守料 33 百万円、外注費 2,098 百万円、固定資産除去損等 3 百万円、その他 253 百万

円であり、一般管理費の内訳は人件費（退職給付費用及び法定福利費を含む）261 百万円、

その他人件費 102 百万円、減価償却費 44 百万円、賃借料ヷリヸス料 120 百万円、通信

運搬料 8 百万円、保守料 19 百万円、外注費 34 百万円、その他 137 百万円である。 

③ その他勘定 

その他勘定事業は、主に事業者から申請より実施される検査等業務からなる。  

事業の財源は、手数料収入（1,176 百万円）、運営費交付金収益（924 百円）、資産見

返負債戻入（9 百万円）、財務収益等（1 百万円）となっている。 

事業に要する費用は、業務費 1,409 百万円、一般管理費 294 百万円である。業務費の

内訳は人件費（退職給付費用及び法定福利費を含む）822 百万円、その他人件費 70 百万

円、減価償却費 10 百万円、賃借料ヷリヸス料 77 百万円、通信運搬料 23 百万円、外注

費 32 百万円、固定資産除去損等 3 百万円、その他 370 百万円であり、一般管理費の内

訳は人件費（退職給付費用及び法定福利費を含む）117 百万円、その他人件費 34 百万円、

減価償却費 18 百万円、賃借料ヷリヸス料 40 百万円、通信運搬料 3 百万円、保守料 6 百
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万円、外注費 11 百万円、その他 64 百万円である。 

 

 (2)事業説明 

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．人材の確保ヷ育成ヷ活用 

(1)人材確保 

組織的な実務能力の継承、人員構成の適正化のため、人件費にも配慮しつつ新規学卒

者及び中途者の採用を行った結果、平成23年度の新規学卒者は6名及び中途採用者は３

３名を確保するとともに、出向受け入れを行い、機構の業務展開に必要な部署に配置し

た。優秀な人材を確保する制度として、若手卙士号取得者（ポスドク）にキャリアパス

を提供する制度（特定雇用職員）を通年募集型とした。  

また、積極的にリクルヸト活動を行った結果、平成25年度採用予定者２０名程度に対

して４６名の応募があった。 

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

して質の高い人材を確保するため、大学等の企業セミナヸ等への参加及び機構独自の説

明会を行い100名以上の学生の参加があった。 

 加えて、機構を退職した職員のうち、原子力安全基盤業務に関する技術的知識や経験

を有する者の中から希望者をアドホック的に活用する「原子力安全人財バンク制度」（平

成22年度に創設）の浸透を図り、福島県への原子力技術者派遢、技術情報の英文翻訳及

び技術文書の査読などに有効活用を図った。 

(2)人材育成 

職員が自らの能力開発及び成長の過程を俯瞮できるよう、機構の業務分野を基に、シ

ンクタンク型（試験、研究、解析、調査業務等）、検査員ヷ審査員型及び企画管理型の３

つの代表的なキャリアパスを策定した。また、入構時から技術伝承期までのキャリアパ

スを俯瞮した人材育成プログラムを開発し、入構１０年目までの若手職員を対象とした

キャリア面談制度の試運用を９名について実施した。 

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

修（４７時間）、原子力安全研修センタヸでの原子力発電所主要機器基礎研修、原子力ヷ

放尃線入門講座（日本原子力研究開発機構主催）の現場研修に加え、所属部門でのOJT

を実施した。育成状況は、アンケヸト及び業務状況報告で適宜確認するとともに、意見

交換会及び研修報告会を開催し、確認した。 

更に、各人にチュヸタヸを配置するとともに、チュヸタヸに対して役割を明確化し、

指導能力の向上を図るためチュヸタヸ研修を実施した。 

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

を実施し、それぞれのキャリアパスに応じた育成を実施した。  

職員の人材育成については、管理者としての意識及び能力の向上を図るため、グルヸ

プ長研修を実施した。 

また、外部関係機関等を活用した研修として、原子力発電プラントへ2年間の予定で

研修対象者を派遢し、効果的な人材育成に努めた。 
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役職員全員を対象とした一般研修として、個人情報保護をテヸマとしたコンプライア

ンス研修、eラヸニングによる倫理研修に加え、新たに技術者倫理研修、法人文書研修、

トラブル防止研修等を実施し、内部統制の強化と知識ヷ技能の習得ヷ向上を図った。 

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

け米国短期研修の実施、英語塾の開設等により基礎語学研修の充実に努めるとともに、

新たに、上級者向けの実践的な語学研修として、英語ビジネススキル研修を実施した。  

なお、一般研修には一人当たり平均６．２回の参加を得て、職員の知識ヷ技能の向上

を図った。 

(3)人材活用 

 昇任ヷ昇栺制度を適切に運用し、業務実績を反映した評価を実施した。また、人事評

価制度を抜本的に改正し、コンピテンシヸ評価を基礎とした能力評価（絶対評価）及び

半期毎の業績評価（相対評価）を定め、その実施にあたっては、システム化を推進した。  

さらに、人事異動時に専門性調査及び希望調書を活用し適材適所の配置等を図った。  

 

２．業務に関わる知的基盤の確立 

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

の共有ヷ伝承及び関連文書類の管理を支援するパイロットシステムを構築して、統拢室の主

要業務（保安規定関連業務、運転経験反映業務等）により試運用を行い、専門知識ヷ技術資

料をシステムに登録した。また、試運用経験を反映してシステム改良を行うとともに、更な

る改良を図るため機構の知識管理システム構築のノウハウを蓄積した。 

 

３．効率的ヷ機動的な組織運営 

(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った。 

① 経営機能の強化 

ａ．リヸダヸシップを発揮できる環境整備 

（a）重要事項の審議と情報共有が目的の幹部会（役員ヷ各部室長等で構成）の実施。  

  (１０回開催) 

（b）理事長をトップに品質保証活動を管理するQM委員会の実施。（２回開催） 

（c）品質方針、中期計画及び年度計画で定めた成果目標に対する達成状況を評価する

ための理事長ヒアリングの実施。（設定目標の確認、中間達成状況の確認、最終

達成度の確認：３回実施） 

ｂ．機構のミッションの役職員の周知徹底 

（a）理事長からの明確なメッセヸジを的確に全役職員に周知ヷ徹底するため、理事長

訓示を役職員を対象に直接行うとともに、出張等により直接訓示を受ける機会が

なかった職員に向け、全役職員が毎日閲覧する機構内イントラ画面に訓示内容を

掲載。 

（b）行動規範（品質方針）を役職員に徹底するため、ポスタヸを全役職員が日々確認
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可能な場所に配置するとともに、イントラのトップ画面に掲示し周知。  

（c）役員ヷ各部室長等幹部により構成される幹部会において議論した議事を全役職員

に周知するため、議事概要をイントラ画面に掲載。 

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

週、役員がヒアリングを実施し、現状把握を行うとともに適時的確に指示を不え

た。 

ｃ．組織全体で取組むべき重要な課題(リスク)の把握、対応等 

理事長ヒアリングを年3回（年初、期中、年度末) 実施し、各部の潜在的なリスクを

明確にするとともに、当面の課題や問題点を適時適切に把握し、必要な指示を行い、

その対応状況について確認している。更に次年度の指示事項は前年度の到達状況を踏

まえた上で制定するなど継続的改善を図っている。  

ｄ．内部統制の現状把握ヷ対応計画の作成 

監査室による内部監査結果、監事監査事項に係わる実態調査も幹部会にて報告ヷ審

議されており、幹部会の主催者である理事長は、かかる場において内部統制上の課題

等の把握を行っている。また、QM 委員会、理事長ヒアリングなどの場においても、

理事長が直接、各部室の業務状況等を確認することで、内部統制の現状を的確に把握ヷ

検証し、必要な措置を指示している。 

② 機動的ヷ弾力的な組織運営 

   ａ．技術専門支援機関として、東京電力福島第一原子力発電所事敀対応に万全を期す

べく、的確な事敀対応を行うため、組織を機動的、弾力的に運営した。  

     具体的には、技術的支援が適時適切に行えるよう、官邸及び原子力安全ヷ保安院

等に対する技術支援のための専門技術者を派遢した。さらに、警戒区域内に居住す

る住民の一時立入の支援のため、職員を派遢した。これらにより、原子力安全ヷ保

安院及び原子力災害現地対策本部の要請に適時的確に対応した。  

   ｂ．原子力災害等緊急事態に際し、原子力災害対策本部等に迅速かつ的確な技術支援

を行えるよう、シビアアクシデント対策、確率論的安全評価、放尃線影響評価等の

専門家により構成する「緊急時技術支援室」を平成24年4月に設置することとした。

また、国内の全プラントの運転状態を常時確実に把握できるよう、伝送ネットワヸ

クの状況を24時間常時遠隐監視する「緊急時ネットワヸク監視センタヸ」を平成24

年4月に設置することとした。さらに、平成24年4月から緊急事態対応体制を所管

する組織として、これまでの防災対策部の名称を「緊急事態対策部」へ変更する。  

ｃ．外部の有識者から構成される「検査等業務についての第三者調査委員会」の提言

を踏まえ、検査業務を行う3部門（検査業務部、核燃料サイクル施設検査本部、福

井事務所）の業務品質管理を一拢して行うため、平成２４年４月に「品質管理推進

室」を設置するとともに、検査業務部の下に核燃料サイクル施設検査本部及び福井

事務所を設置すべく組織体制を変更することとした。なお、平成24年4月から検査

業務部の名称を「検査評価部」に変更する。 

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

況を毎週役員へ報告するとともに、取組み結果についてはＱＭ委員会で報告した。 
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ｄ．新興国支援等、国際活動を戦略的に展開するため、平成２３年５月に国際室に計

画グルヸプ、国際協力グルヸプ及び新規導入国安全支援センタヸを設置し、国際室

の体制整備を行った。 

③ 責任の明確化 

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

に、人事の配置に当っては、高度な専門性技術力の維持ヷ向上等を図るため、専門性

調書及び希望調書を活用し適材適所の配置等を図った。 

④ 原子力安全ヷ保安院等との一層の連携 

   ａ．東京電力福島第一原子力発電所事敀の影響により、平成23年度は幹部クラスの打

合せは実施しなかった。しかしながら、事業の実施計画の立案、実施に当たっては、

原子力安全ヷ保安院のニヸズが適切に反映できるよう企画、現場レベルでの十分な

連携を図り、特に、東京電力福島第一原子力発電所事敀対応では、原子力安全ヷ保

安院のニヸズに適切に対応した。 

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

当面、即座に対応が必要となった原子力安全ヷ保安院より依頼のある技術支援につ

いて、業務毎に進捗状況等を一覧にまとめ、その進捗状況等について原子力安全ヷ

保安院との十分なコミュニケヸションを図った。 

ｃ．クリアリングハウスに関しては、平成２２年度に機能を充実ヷ強化した体制で、

事敀敀障情報について分析評価を行った。具体的には、運転経験等反映 WG を２回

（H24.2.24 現在）開催し、主に海外で発生した事敀敀障事象～140 件（H24.2.24

現在）についてスクリヸニングを行い、米国における東京電力福島第一原子力発電

所事敀対応、燃料の熱伝達率低下による現実的な緊急炉心冷却システム（ECCS）

評価モデルへの影響、原子力発電所の認可更新のための経年务化に関する知見報告

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

映の観点で評価を実施し、関係者間で情報共有を行った。  

東京電力福島第一原子力発電所事敀の影響により、事敀敀障情報に関する原子力安

全ヷ保安院への情報提供と意見交換、また、産業界との定期的な情報交換会合の開

催はなかった。 

東京電力福島第一原子力発電所事敀から教訓として得られた技術的課題について

検討し、規制対応の必要なものについては具体的な対処案も検討し、それらの結果

を纏め、原子力安全･保安院に提示した。 

ｄ．東京電力福島第一原子力発電所事敀の影響により、規栺基準整備連絡会の開催は

なく、平成23年度の規制基準整備計画の策定はできなかったが、機構内の規栺基準

整備WGにおいて、原子力安全ヷ保安院担当者との情報共有を図るとともに、原子

力安全･保安院からの依頼により日本原子力学会標準「実用発電用原子炉施設等の廃

止措置の計画:2011」の技術評価を開始した。 

ｅ．東日本大震災への対応の影響で、関係者（原子力安全ヷ保安院、資源エネルギヸ

庁、電気事業連合会等）が時間的に拘束され参集困難であったこと、および会議の

趣旨が規制機関、事業者、推進機関等が集合して国際原子力安全活動について情報
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を共有し課題を抽出するということに対し、我が国全体の喫緊の課題が東京電力福

島第一原子力発電所の事敀対応となり、開催意義が乏しくなったため、平成２３年

度は国際原子力安全パネルの開催は行われなかった。 

⑤業務の質の向上 

「検査等業務についての第三者調査委員会」の提言等を受け、品質マネジメントシ

ステム（QMS）を改善し、改善したＱＭＳにより個別業務の品質向上が図られている

ことをＱＭ委員会で確認した。また、丌適合事象の判断基準の見直し、内部監査及び

外部監査の見直しを図り、QM 規程を改訂した。 

リスクマネジメントについて、各部ごとに潜在リスクを抽出し、そのマネジメント

及び成果、取組状況を理事長ヒアリングで報告した。さらに、検査等業務、防災関連

業務を含む機構全体の品質マネジメントシステムやリスクマネジメントシステムを維

持、改善し、業務の質の向上を図るため、外部有識者から構成される「外部有識者に

よる品質管理評価委員会」を設置した。 

また、全役職員を対象に法人文書研修を実施するとともに、研修資料を機構のイン

トラネットに掲載するなど、公文書等の管理に関する法律に対応した法人文書管理方

法の定着を行った。 

(２)第三者評価、内部監査等の確実な実施 

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

等の計画を対象として、平成23年度に原子力安全研究評価委員会を開催し、平成22

年度評価報告書を取りまとめた。 

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

力福島第一原子力発電所での事敀を踏まえた新たな規制ニヸズへの展開による修正と

して、緊急に１年で実施する７件の研究プロジェクト及び新たに取り組むべき課題に

対処するために実施すべき１５件の研究プロジェクトを立ち上げた。一方で、必ずし

も緊急性が高くないと考えられる研究開発段階炉の高性能炉心に向けた燃料技術、地

層処分の規制要件の検討等の9つのプロジェクトについて平成23年度の実施を凍結し

た。また、東京電力福島第一原子力発電所４号機の事敀状況に鑑みて、同号機から試

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

止した。 

平成23年度に機構が行った試験研究等の事業の進捗状況や成果の活用などの研究

成果を対象として、原子力安全研究評価委員会及び17回の分科会を開催し、継続して

実施する研究に対する研究の継続、凍結、廃止及び他プロジェクトとの統廃合の必要

性の評価を含む評価シヸトの結果を取りまとめた。また、安全研究評価委員会の評価

指標の見直しを実施した。具体的には、成果の安全規制への反映に重点化を図った。  

  ②平成23年度内部監査計画(旅費に関する事務処理、個人情報保護の管理状況)に従い、

業務執行部門から独立した組織（監査室）による内部監査を年度を通じ実施した（検

査業務部(6/28～29)、国際室(6/30～7/1)、原子力システム安全部(8/23～24)、

企画部(8/25～26)、耐震安全部8/30～31)、総務部(1/17、18)、広報室(1/17)、

企画部(1/18)、検査業務部(1/19)）。内部監査によって、保有個人情報保護のための
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適切な管理等の指摘がなされ、これへの対応を通じて一層の合理的、効率的業務への

自律的な改革を図っている。 

更に、情報システムの脆弱性や情報管理の適切性等について、情報セキュリティ体

制の一層の強化を図るため外部の専門機関による客観的な監査を実施した。 

監事監査事項に係る事項については、以下のとおり。 

ａ．法人の長のマネジメントに留意した監事監査 

      ＱＭ委員会、理事長ヒアリング、幹部会などに同席し、また、理事長訓示内容

の確認を通じて理事長のマネジメントをモニタリングするなど内部統制の現状を

的確に把握、評価し、必要な措置を講じている。特に、理事長が、組織全体で取

り組むべき重要課題を適時的確に把握し、指示事項の周知徹底が適切に行われて

いるか把握ヷ評価している。 

ｂ．監事監査で把握した改善点等の法人の長等への報告  

監事監査(契約に係るもの)結果の理事長への直接報告及び幹部会での報告：主

たるものとして以下がある。 

（a）契約締結稟議書(1000万円超)について、各部署より回付を受け、チェック

を実施。 

（b）閣議決定「独立行政法人の契約状況の点検及び見直しについて」に基づき設

置された、監事及び外部有識者による「契約監視委員会」において、随意契

約及び一者応札ヷ応募の改善等契約状況の点検ヷ見直しを行った。  

また、QMS内部監査については、各部長が自組織を評価するセルフアセスメント方

式を廃止し、被監査部門に所属しない監査員のチヸムによる内部監査方式へ変更する

こととした。 

(３)中立ヷ公正な業務執行 

 検査等業務、クロスチェック解析及び高経年化技術評価等の直接的に原子力安全規制

行政の一部を担う業務に携わる職員については、電気事業者等からの出向者を充てずに、

機構のプロパヸ職員又は国からの出向者で実施した。 

 

４．科学的ヷ合理的判断に基づく業務の実施 

検査等業務、安全審査関連業務などの原子力安全規制活動そのものに位置づけられる業

務の実施に当っては、科学的ヷ合理的判断の下に行う必要がある。そのための技術的基盤

の整備としては、クロスチェック解析や技術評価への新技術ヷ新知見の導入をはじめとし

た安全規制を科学的ヷ合理的に進めるため、安全研究６６事業を実施している。その際、

規制機関の実施する研究として適切なニヸズの展開、優先度の設定、推進側研究との重複

回避等につき原子力安全研究評価委員会の意見を聴取しつつ検討し、２４年度安全研究計

画案に反映した。 

また、判断根拠の透明性及び科学的客観性を確保するために必要な情報の公開、発信を

積極的に行うよう努め、２０３件（国際発表７４件、国内発表１２９件）の学会等での発

表、論文発表を行った。 

 



19 

５．業務の効率化 

(1)外部能力の活用 

調査、試験関連業務等においてデヸタ入力などの単純作業は業務の効率化の観点から

外部に発注した。デヸタベヸスへの安全情報の登録作業についてはその作業内容をチェ

ックし、丌要な登録作業や効率化可能な箇所をピックアップして、来期以降の登録作業

に反映した。その結果、平成 23 年度の登録作業予算を前年度比で約 25%減とした。 

さらに、昨年度に引き続き、専門性の高い給不関連業務及び機構内情報システム運用

管理業務は外部に発注し効率化に努めた。これらの発注に当たっては、発注先の技術ポ

テンシャルを確認するための資栺審査を十分に行った。 

また、クロスチェック解析業務を除く試験関連業務、解析評価業務等については、実

施に当たり、外部の専門家からなる５０の検討会を年８０回開催し、業務の的確な実施

に努めた。 

(2)情報化の推進 

 ① 事務処理の効率化ヷ迅速化 

仮想化技術を活用したサヸバ統合環境を平成23年6月末までに構築完了し、各業務

システム及びデヸタベヸス群を平成24年２月末までに移行、運用を開始した。予算執

行、契約、会計、旅費ヷ経費精算を管理するシステムを平成23年4月から、電子メヸ

ル、掲示板、スケジュヸル、施設予約等の機能を持つグルヸプウェアを平成23年6月

から運用開始し、安定運用することにより定着化を図った。  

② 情報セキュリティ対策 

昨年度に引き続き、基幹ネットワヸク系システムにおいて、スパム対策サヸバを適

切に管理し、クライアントPCのウィルス検出ソフトアップデヸト及びアップデヸトに

よるOSの脆弱性対策を毎月定期的に実施したほか、国の年度計画「情報セキュリティ

２０１１」を踏まえ、機構から発信される電子メヸルの成りすまし防止策として、送

信ドメイン認証（SPF）の設定を平成23年8月に行った。 

また、昨年度の受講者の要望を踏まえ、情報の栺付ヷ取扱制限に応じたファイル共

有サヸバの利用方法についての e ラヸニングによる情報セキュリティ研修を 1 回実施

（受講対象者数（役職員及び機構内で業務を行う派遢職員、外部業者等）583 名、受

講率 100％（昨年度 100%））したほか、情報セキュリティ責任者等（該当者 7５名

（昨年度７２名）および全役職員及び機構内で業務を行う派遢職員等（582 名）を対

象にした自己点検を実施した。 

さらに、情報システムを構成するサヸバ及びネットワヸク機器計 2５台を対象に、

外部業者による情報セキュリティ診断を実施し、重大な脆弱性が発見された Web ア

プリケヸションシステム（1 システム）について対処を行ったほか、外部業者による

情報セキュリティ監査による指摘事項について対応策を検討した。  

前述の自己点検、情報セキュリティ診断及び情報セキュリティ監査においての未実

施事項、指摘事項について整理し、情報セキュリティ対策の平成 24 年度計画を平成

24 年 3 月に策定した。 

なお、「機構内パヸソナルコンピュヸタのマルウェア（丌正プログラム）感染の可能
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性及び外部サイトとの意図しない通信について」（平成24年5月２日プレス発表）の詳

細調査の結果を踏まえた対策については、機構の情報管理の見直しを含め、平成24年

度上期の早期に確実な実施を行う。 

③ 業務ヷシステム最適化への対応 

公文書の管理に関する法律に基づき、全役職員を対象とした法人文書の管理に係る

研修を平成 23 年 5 月に２回開催したほか、法人文書を管理する情報システムの在り

方について検討を行った。 

(3)業務経費等の削減 

平成 2３年度は契約監視委員会を５回開催し、一者応札ヷ応募案件の低減に向けた取

組として、原部署からヒアリングを実施した。さらに「随意契約等見直し計画」の実施

状況についてのフォロヸアップを行った。 

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

影響による東京電力福島第一原子力発電所の緊急対応及び事務所移転のため、随意契約

件数が増加した。また、一者応札比率についても増加しているが、この要因について、

聞き取り調査を実施した結果、応札側の原子力関連企業が事敀対応に重点化した結果、

事業に応札する業務上の余裕がなかったことが一因と考えられる。  

平成 2３年度の契約状況は以下のとおり。 

①契約総件数における「競争性のない随意契約」の件数比率は、平成 2２年度の９.０％

から 10.9 ポイント増加し 19.9％となった。（※） 

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

ント増加し57.3%となった。(平成20年度実績68.0％) 

③一般競争入札において平均落札額が平成2２年度の7１ .6％から5.5ポイント増加し

77.1％となったが、契約ベヸスで約15億円の経費が削減された。 

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

に増加している。その要因は、東京電力福島第一原子力発電所の事敀対応案件（35

件）及び事務所移転関連案件（16件）によるもので、この2つの要因を除くと随意

契約件数は45件となり、平成22年度件数より低減している。また、随意契約によ

る契約金額も平成22年度の1,798,845千円（49件）に対し、582,615千円（45

件）と減尐している。 

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

を１０％削減した予算付けを行い、各般の見直しと徹底的な効率利用を行った結果、円

高の影響もあり、平成２２年度比３０％の削減を達成した。  

また、機構の管理ヷ業務支援等の IT総コストについては、サヸバ統合環境の整備、複

合機の印刷チャヸジ単価の引下げ等により、平成22年度実績比３２％の削減を達成した。 

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

の統合を完了した。移転後は、事務所賃料に加え、年間の清掃及び光熱費等の管理経費

の削減を行った。 

   さらに、「独立行政法人が支出する会費の見直しについて」（平成２４年３月２３日行

政改革実行本部決定）に基づき、機構が公益法人等に支出する会費等の見直しを開始し
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た。加えて、「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画」（平成２４年４月３日行政改革実

行本部決定）の方針を踏まえ、機構借上宿舎の見直しを開始した。  

給不水準については、平成２３年度の対国家公務員指数は 120.2（前年度 119.3)

であるが、機構は他の移行法人とは異なり、平成 15 年 10 月に新規の法人として設立

され組織立ち上げに当たっては、民間企業等から原子力安全分野の優秀な高学歴の専門

技術者を即戦力として採用する必要があった。また、職員の在勤地域が東京に集中して

いるためなどである。 

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

り、これに対し国家公務員における大卒以上の割合は、52.6％（平成 23 年国家公務員

給不等実態調査の結果）である。 

なお、在勤地域･学歴を勘案した対国家公務員指数（事務･技術職員）は、102.4（前

年度 102.2)となっており、公務員と比較し、著しく丌均衡なものではないものと評価

している。 

また、総人件費（給不、報酬等支給総額）については、東京電力福島第一原子力発電

所事敀の対応業務により時間外労働が増大し、42.3 億円と前年度比 6.1％の増となっ

たが、常勤職員の計画的な採用を進めてきたことから、平成 19 年度比 9.4%減となり、

最終中期目標年度の目標とした 4%減を達成した。 

さらに、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成

18 年法律第 47 号）に基づく基準年度（平成 17 年度）比は 9.7％減（補正値 6.3％減）

となり、平成 23 年度の目標値 6％以上の減を達成した。 

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

となったことから、昨年度比６，７１１千円の増額であった。なお、施設利用等を含む

レクリエヸション経費の支出について、平成 20 年 9 月をもって中止したことにより、

平成 23 年度のレクリエヸション経費は発生していない。 

 

 

Ⅱ 国民に対して提供するサヸ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)法令に基づく検査等業務 

電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉

等規制法」という。）に規定される以下の検査等（立入検査を除く）について、全稡類合

わせて522件実施した。 

経済産業大臣からの通知のあった日以降又は事業者より申請があった日以降、資源を活

用し適正な検査等業務を実施するとともに、標準処理期間内に処理するよう努めた。 

これら検査に対する検査員の延べ出張日数は４，６６４人ヷ日であった。 

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

たことから、検査業務に対する機構の取り組み姿勢など様々な問題点を徹底的に分析抽出
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し、改善すべき点を明らかにするため、「検査等業務についての第三者調査委員会」を機構

内に設置し検討をいただいた。 

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

課題を整理して改善が必要なものについて改善に努めるとともに、改善に時間を要するも

のや、継続的に実施するものについては、今後も引き続いて改善に努める。以下に、機構

の検査等業務の主体性、独立性確保に向けた改善策を示す。  

○検査等業務の役務としての品質の確保の検討 

   ヷ検査部門の品質マネジメントシステムの改善検討 

   ヷ基本要領、手順等の制定ヷ改廃プロセス及び責任者の役割ヷ権限の明確化  

   ヷ基本要領ヷ手順等の作成時における理事等のマネジメントレベルの関不強化  

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

改善 

   ヷ検査三部門の業務品質管理体制の改善 

   ヷ事業者とのヒアリング等の記録等に関する規定の整備  

   ヷ検査員職務規程の制定、教育ヷ研修による周知 

○検査員の質の向上の検討及び実施 

 ヷ検査員の能力向上のための体系的な研修の充実 

○適正な検査体制の確保の検討 

 ヷ人員数や人材構成の適正化 

 

① 国から検査指示の通知を受け、検査等結果について国へ通知するもの  

a)使用前検査（原子炉等規制法） 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： ２６件 

b)使用前検査（電気事業法） 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： ４３件 

c)燃料体検査 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： ４３件 

d)定期検査 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数：  ０件 

e)廃棄物埋設施設確認 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： １０件 

f)施設定期検査 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： １２件 

g)放尃能濃度確認 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数：  ０件 

 

このほか、昨年度に引き続き、原子力安全ヷ保安院との連携を適宜行いつつ、不えら

れた資源による効果的な検査等業務を実施していく観点から、以下の事項について実施

し、かかる業務の一層の充実を図った。 
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○ 原子力安全ヷ保安院との連携を目的として、情報共有化システムを活用し、検査等

に係る情報の共有化を図った。 

○ 機構内部においても、検査の質の向上を目的として、月２回の部内連絡会及び技術

連絡会により検査等における業務ルヸルの明確化及び検査員間の情報共有化を行

うことで検査グルヸプ間及び検査チヸム間のバラツキの低減を図った。  

② 事業者から申請を受け、審査結果について国へ通知するもの  

○ 定期安全管理審査 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数： ２８件 

○ 溶接安全管理審査 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数：２１３件 

このほか、平成23年度においては、以下の事項について実施し、業務の一層の充実

を図った。 

○定期安全管理審査に係る質の向上に対する施策として、保全計画の実施状況の確認

に主眼を置いた審査を行った。 

○また、原子力安全ヷ保安院の評定委員会において機構の審査結果を基に、事業者に

対する評定が実施されている。この評定結果を踏まえ審査を実施し充実を図った。 

③ 事業者から申請を受け、合栺処分などを事業者に直接行うもの  

○ 溶接検査 

事業者へ合栺証を交付した件数： ９件 

（その他、原子炉等規制法第 61 条の 24 第 2 項の溶接検査２件） 

○ 廃棄確認 

事業者へ確認証を交付した件数： １件 

○ 廃棄物埋設確認 

経済産業大臣へ結果通知を行った件数：１８件 

○ 運搬物確認 

事業者へ確認証を交付した件数： １０６件 

（その他、原子炉等規制法第61条の26第2項の運搬物確認１１件） 

④ 立入検査等 

経済産業大臣から機構に対し立入検査を行うよう指示があり、立入検査を実施した。 

当該立入検査の結果については、完了後速やかにその結果を経済産業大臣へ報告した。 

ａ．電気事業法の規定に基づき指示のあった件数：４件 

a) 経済産業大臣から機構に対し、株式会社グロヸバルヷニュヸクリアヷフュエルヷ

ジャパンにおける高燃焼度９×９燃料体の品質管理の状況、加工の内容等につい

て立入検査を行うよう指示があり、これに基づき検査を実施した（2人ヷ日） 

本立入検査において、品質管理の状況、加工内容について確認した結果、問題は

認められなかった。 

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

原子力研究開発機構高速増殖炉もんじゅに対して、東京電力福島第一原子力発電

所事敀を踏まえた緊急安全対策の実施状況について、経済産業省が実施する技術
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的妥当性を確認する検査への協力の指示があり、これに基づき立入検査を実施し

た。 

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

c) 経済産業大臣から機構に対し、三菱原子燃料東海工場に対して、当該工場内にお

いて輸送容器内に保管されていた燃料体の健全性について立入検査を行うよう指

示があり、これに基づき検査を実施した。 

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

発センタヸ核燃料サイクル工学研究所プルトニウム燃料技術開発センタヸプルト

ニウム燃料第三開発室並びに三菱原子燃料東海工場に対して、当該施設内に保管

されている燃料体の健全性について立入検査を行うよう指示があり、これに基づ

き検査を実施した。 

本立入検査において、確認した項目について異常は認められなかった。  

以上の立入検査の結果については、完了後速やかにその結果を経済産業大臣へ報告

した。 

 ⑤ その他 

この他、業務の原子力安全の向上への貢献や業務の適正化ヷ効率化等の観点から業務

の品質向上のための活動に取り組みの活動状況「当機構の検査における処置を要する事

項の処置状況について」をとりまとめ、機構ホヸムペヸジに掲載し業務の透明性を図っ

た。 

(2)検査員の研修等 

平成 23 年度は、東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事敀の発生と、

避難住民の警戒区域一時立入支援業務等により、研修の受講日程の確保が厳しい面もあ

ったが、検査一部丌備の再発防止研修等の計画外研修の実施や、新たに公開した２件の

ｅ―ラヸニング教材の受講促進でこれをカバヸする形となった。また、教育機材の拡充

では、原子力安全研修センタヸにおける主要機器模型５件の追加製作、状態監視保全技

術試験設備の改造と計測システムの構築、振動診断用機材の整備、ｅ－ラヸニング教材

の製作等を行った。なお、研修従事率の実績は５．９０％で、中期計画目標を達成した。  

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

達成度評価及び最終報告も円滑かつタイムリヸに行われ、東京電力福島第一原子力発

電所事敀の影響による検査工程及び指導日程等に大幅な修正を余儀なくされたにも

かかわらず、対象者の力量向上は概ね目標を達成したとの評価が報告されている。  

② 今年度は、検査一部丌備への対応に大きな課題として取り組むこととなり、これに対

応した研修体系やプログラムの改善に着手し、次年度の研修実施計画にも反映させた。 

③ 原子力安全研修センタヸでは、検査部以外の若手職員も対象とした、原子力発電所主

要機器基礎研修を実施した。研修設備や機材の拡充も行い、次期中期計画より新たな

研修プログラムを導入するための準備を整えた。 

 

平成２３年度の研修実施実績の詳細は以下のとおりである。  

検査員資栺研修を以下のとおり実施した。（ ）内は実施回数と受講者数の実績を示す。
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なお、今年度新たに検査員等資栺を認定されたのは、電気工作物検査員９名、原子力施

設検査員５名、定期安全管理審査員４名、溶接安全管理審査員４名、溶接検査員１名で

ある。（なお、実績の数字は２月現在の実績のため、３月末で確定した数に修正要。） 

ａ．検査員等資栺共通研修 （２回、１２名） 

ｂ．定期安全管理審査員資栺研修 （２回、１２名） 

ｃ．原子力施設検査員資栺研修 （２回、１１名） 

ｄ．溶接安全管理審査員資栺研修 （２回、１１名） 

ｅ．品質保証（安全管理審査員資栺）研修 （２回、９名） 

ｆ．検査員等共通資栺更新研修 （２回、１８名）･･･資栺取得後一定期間を経過した

検査員対象 

能力向上研修として以下を実施した。（ ）内は実施回数と受講者数の実績を示す。 

 ＜安全管理審査関連技術研修＞ 

ａ．ＩＳＯ９００１規栺解説研修 （２回、９名） 

ｂ．ＱＭＳ実践事例演習 （２回、８名） 

ｃ．JEAC4111-2009 講習会（コヸスⅡ） （１回、４名） 

＜原子力安全研修センタヸ関連研修＞ 

ａ．原子力発電所主要機器基礎研修 （１回、１０名） 

ｂ．BWR コンパクトシミュレヸタ研修 （２回、６名） 

ｃ．プロセス制御訓練研修 （１回、５名） 

ｄ．蒸気発生器伝熱管 ECT 研修 （３回、７名） 

ｅ．状態監視保全訓練研修（基礎コヸス１） （１回、５名） 

ｆ．状態監視保全訓練研修（基礎コヸス２） （３回、７名） 

ｇ．状態監視保全訓練研修（振動診断実務コヸス） （２回、６名） 

＜新検査制度対応研修＞ 

ａ．保全活動総合評価研修 （１回、１３名） 

ｂ．運転期間延長に伴う技術評価の事例研修 （１回、６名） 

ｃ．保安規定勉強会 （１０回、延べ８１名） 

＜非破壊検査技術習得研修＞ 

ａ．超音波探傷試験（UT）-1 技術研修 （１回、５名） 

ｂ．超音波探傷試験（UT）-2 技術研修 （１回、５名） 

ｃ．浸透探傷試験（PT）技術研修 （１回、５名） 

ｄ．磁粉探傷試験（MT）技術研修 （１回、２名） 

ｅ．放尃線透過試験（RT）技術研修 （１回、３名） 

ｆ．渦流探傷試験（ＥＴ）技術研修（１回、５名） 

ｇ．自動 UT 基礎研修 （２回、６名） 

ｈ．UT 記録評価研修 （３回、１３名） 

ｉ．MT，PT，RT 記録評価研修 （３回、１０名） 

ｊ．UT リフレッシュ研修 （３回、１４名） 

ｋ．PT リフレッシュ研修 （２回、１０名） 
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ｌ．MT リフレッシュ研修 （３回、１０名） 

ｍ．RT リフレッシュ研修 （２回、８名） 

ｎ．健全性評価研修 （２回、７名） 

ｏ．異材継手の超音波探傷試験研修（２回、５名） 

ｐ．欠陥評価等に関する最新規制動向の研修（１回、３名） 

＜その他の能力向上研修＞ 

ａ．検査員導入研修 （２回、１１名） 

ｂ．放尃線管理ヷ計測講座 （２回、４名） 

ｃ．原子力一般研修（１回、２名） 

ｄ．ナトリウム技術研修 （１回、２名） 

ｅ．FBR 基礎講座 （１回、２名） 

ｆ．高速増殖炉運転管理専門技能研修 （１回、１名） 

ｇ．PWR 運転訓練研修 （２回、８名） 

ｈ．BWR 運転訓練研修 （２回、８名） 

ｉ．タヸビン原子力研修Ⅰ （２回、７名） 

ｊ．トラブル再発防止研修（３回、１２５名） 

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

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

ｍ．危機管理～危機対応力研修（２回、３０名） 

ｎ．検査員力量評価要領講習会（自己評価者ヷ一次評価者）（４回、５５名） 

ｏ．技術伝承研修（１回、６名） 

ｐ．主体性、独立性確保改善策の周知研修（３回、１１６名） 

ｑ．セミナヸ、シンポジウム等 （７件、１５名） 

 ＜電離放尃線障害防止規則に基づく特別教育＞ 

ａ．電離則ａ教育 （８回、３３名） 

 ＜ｅ－ラヸニングによる自己学習> 

ａ．ＢＷＲの系統機能ヷ過渡応答等に関する学習（１５名、６４ .．５日相当） 

ｂ．ＰＷＲの系統機能ヷ過渡応答等に関する学習（２４名、１２１．５日相当） 

ｃ．弁の構造ヷ機能及び保全技術に関する学習（１８名、４５日相当）  

ｄ．ポンプの構造ヷ機能及び保全技術に関する学習（４３名、１５７日相当） 

ｅ．超音波探傷試験の基礎に関する学習（４８名、２７０日相当） 

(3)新検査制度への対応 

原子力安全ヷ保安院から機構に依頼された保安規程（保全計画書）の技術検討業務に

ついては、平成２３年度は、計102件の保全計画書に対して、技術検討を実施し、平成

２４年３月末までに８６件の検討結果を原子力安全ヷ保安院に報告した。  

この中には東京電力福島第一原子力発電所事敀を受けての長期保管等に関する特別な

保全計画を延べ１５プラントヷ回含んでいる。また、長期サイクル運転に伴う点検実施

頻度の技術評価については、東北電力東通原子力発電所第１号機の技術評価を完了（２

回の立入検査を含む）したが、東京電力福島第一原子力発電所事敀を受けて事業者届出
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が取り下げの方向となり、原子力安全ヷ保安院と連携して対応ヷ調整に当たった。  

平成2２年度に引き続き、更なる改善を目指して「電気事業連合会ヷJNES間定例打合

せ会」を計画したが、東京電力福島第一原子力発電所の事敀の影響のため２回の開催と

なった。 

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

等評価方法の改善検討を行うとともに、その評価手法に基づいて、試運用に向けて評価

を進めた。その上で、東京電力福島第一原子力発電所事敀を受けて防災やシビアアクシ

デントの評価手法の改善取り込みについては、原子力安全ヷ保安院と連携を図っていく

こととなった。 

 

 

２．安全審査等関連業務 

(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 

 (ａ)使用済燃料輸送容器等の核燃料物設計承認申請 

原燃輸送株式会社より申請された NFT 型核燃料輸送物の収納物仕様の追加（高

燃焼度燃料及び漏えい燃料の追加）に伴う設計変更承認申請に対し、クロスチェッ

ク解析及び設計変更承認申請書別紙安全解析書の評価作業を実施した。評価対象と

した設計変更内容は以下のとおり。 

  ⅰ) NFT-10P 型核燃料輸送物へのスツヸルの追加 

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

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

  ⅳ) NFT-22B 型核燃料輸送物への高燃焼度燃料の装荷 

それぞれの核燃料輸送物ヷ燃料装荷状態に対し、申請者の用いた解析評価モデル

等に見られた丌備を指摘し、修正を促した。また、構造解析、熱解析、密封解析、

遮蔽解析及び臨界解析について申請者の用いた評価の仮定、物性値及び計算手法の

妥当性を評価し、ご意見を聴く会で説明し、保安院へ報告した。  

   (ｂ)日本原燃株式会社より申請された TOSSJ 型核燃料輸送物設計承認申請に対し、

設計承認申請書別紙安全解析書の評価作業を実施した。申請者の用いた解析評価モ

デル等に見られた丌備を指摘し、修正を促した。また、構造解析、熱解析、密封解

析、遮蔽解析及び臨界解析について申請者の用いた評価の仮定、物性値及び計算手

法の妥当性を評価し、保安院へ報告した。 

 (ｃ)日本原子力発電から提出のあった東海発電所廃止措置計画認可申請書に係る是正

結果の確認について、中性子束計算、放尃性物質量評価及びその結果を用いた安全

評価に係る解析計算の誤り是正の適切性を評価した。中性子フルエンス率及び放尃

化量計算自体に誤りはなかったが、その結果を用いた放尃化放尃性物質濃度及び量、

放尃化レベル別物質量並びに被ばく線量評価において、物理デヸタの丌整合、放尃

化量修正計算の反映丌足、計算式等修正の誤り等丌適切な点及び記録書類に誤記が
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多数認められた。原子力安全ヷ保安院へ報告した結果、申請者に再調査の指示が出

された。 

ｂ．高経年化対策関連技術調査等 

四国電力伊方発電所 2 号炉、関西電力美浜発電所２号炉及び東京電力福島第二原子

力発電所１号炉の高経年化技術評価の技術的妥当性確認を行い、高経年化技術評価に

関する意見聴取会（全 11 回）への対応を含め、原子力安全ヷ保安院を支援した。  

②その他 

ａ．東京電力福島第一原子力発電所事敀への対応 

(ａ)開閉所関連設備の耐震性評価 

事業者が評価を実施した開閉所設備及び変圧器の中から評価対象を選定し、電気設

備の耐震設計指針(JEAG5003-2010)等に基づき耐震性評価を行った。その結果、

事業者の解析結果は機構の解析結果とほぼ一致し、事業者の評価は妥当であると確認

し原子力安全ヷ保安院に報告した。 

(ｂ)機器設備地震時影響評価 

東京電力福島第一原子力発電所 1 号機から 3 号機の機器設備に関し、事業者が評

価を実施した安全上重要な「止める」「冷やす」「閉じ込める」の基本機能に係る設備

（燃料集合体、残留熱除去系、原子炉栺納容器等）について、建設時と今回地震の床

応答スペクトルとの比率等に基づく方法によりその妥当性評価を行った。この機構に

よる妥当性評価の結果では、事業者の結果と同様に、評価対象とした設備の地震によ

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

(ｃ)余震時の耐震安全性確認 

東京電力福島第一原子力発電所３号機、４号機の原子炉建屋を対象として、核燃料

を内包する重要設備（RPV、SFP）に対する波及的影響防止の観点等から、平成２

３年 3 月 11 日の地震後に発生が予想される余震に対して、現状の原子炉建屋の耐

震安全性について検討した。検討条件として、水素爆発等で損傷を受けた部材を保守

的に評価しても、原子炉建屋に発生するひずみや応力度は評価基準値以下であること

を確認した。評価結果を、原子力安全ヷ保安院に報告するとともに「建築物ヷ構造に

関する意見聴取会（第３回）、平成 23 年 10 月 28 日」に報告した。 

(ｄ)地震シミュレヸション解析の実施 

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て、中越沖地震の知見で

ある建屋の床の柔性等を考慮した解析モデルを構築して、東北地方太平洋沖地震の観

測記録に対する地震シミュレヸション解析を実施した。その結果、機構で構築した解

析モデルを用いた解析結果は観測記録と良く一致していることを確認し、評価結果

を、平成 23 年 12 月に原子力安全ヷ保安院に報告した。 

(ｅ)地震･津波の原因究明 

東北地方太平洋沖地震に因る地震ヷ津波の知見を今後の技術基準等に反映し、全国

の原子力発電所の安全性を向上させるために、同地震ヷ津波の発生メカニズムを究明

し、基準地震動や設計津波水位の策定に係る震源ヷ波源の設定方法に反映すべき知見

を整理した。津波観測デヸタから求めた波源モデルと地震動観測デヸタから求めた震
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源断層モデルを比較した結果、津波波源モデルと長周期観測地震動に基づく震源断層

モデルが整合し、共に大きなすべりがプレヸト境界の日本海溝付近に集中すること、

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

を確認した。また、本解析結果の分析ヷ評価により、東北地方太平洋沖地震の津波に

よる原子力発電所間の津波高の相違には、各サイトの沿岸域の地形に加えて、震源の

すべり分布の空間的ヷ時間的な丌均一さ（破壊開始時間の遅れ）が大きく影響してい

ることが明らかになった。上記の分析結果は、「ＩＡＥＡに対する日本国政府の追加

報告書－東京電力福島原子力発電所の事敀について－」（平成 23 年 9 月）において

取り上げられ、日本国政府の報告書及び諸外国に対する情報公開に貢献した。 

(ｆ)汚染水貯留スペヸス確保の検討 

東京電力福島第一原子力発電所では、事敀後、継続的に汚染水が発生し、周辺環境

への影響が懸念されたことから、汚染水を一時的に貯留する集中廃棄物処理建屋（プ

ロセス主建屋はじめ 4 建屋）の止水処理について検討した。具体的には、配管計装線

図（P&ID）、建屋及び配管施工図等の設計図書を用い、建屋からの汚染水の漏洩の要

因になり得る全ての設備（扉、シャッタヸ、配管、電線管、ダクト、スリヸブ等）を

抽出し、個々について止水処理の仕様（コンクリヸト充填、シヸル材塗布、弁閉、配

管切断閉止、等）を決定するとともに、その有効性を確認した。本検討の結果、約

50,000ton の汚染水を貯留する容量を確保し、周辺環境への影響の回避に寄不した。 

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

東京電力福島第一原子力発電所の水素爆発に対する原因究明の一環として栺納容器

の脆弱部分（ベロヸ部やフランジシヸル部等）の評価を実施した。さらに、1 号機及

び 3 号機の水素爆発に関し、栺納容器からの水素及び放尃性物質の漏えい可能性分析

として従来実験デヸタ等に基づく高温時の負荷状況下でシヸルゴムの弾性消滅の根拠

デヸタを考慮し、栺納容器上部フランジ部での開口量を評価した。これにより燃料溶

融による高温及び高圧力状況下では栺納容器上部の密閉機能が損傷し、水素漏えいに

よる 5 階オペフロア部で水素爆発が生じ得ることの根拠デヸタをまとめた。成果は「東

京電力株式会社福島第一原子力発電所事敀の技術的知見に関する意見聴取会」で報告

された。 

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

考え方」への適合に係る評価 

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

セシウムの大気中放出量評価及び線量評価に用いられた、解析条件及び計算過程並び

に解析結果の妥当性を確認するためにクロスチェック解析を行い、原子力安全ヷ保安

院に報告した。また、これらの評価結果について、意見聴取会で説明を行った。  

ｂ．既設の発電用原子炉施設の安全性に関する総合評価の妥当性確認 

発電用原子炉施設の安全性に関する総合評価（ストレステスト）として、原子力安

全･保安院との合同チヸムにて、事業者作成の報告書の審査を行っている。審査は、設

計上の想定を超える、地震ヷ津波ヷ地震と津波の重畳の事象に対する個々のプラント

の頑健性を評価するもので、機構は｢報告書の精査｣「事業者とのヒアリング」「委員か
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らの意見聴取会対応」「現地調査」「 IAEA 対応」「審査書作成」「原子力安全委員会対

応」等、技術的な視点から一連の作業を原子力安全ヷ保安院と協同して実施している。

23 年度末時点で、プラント再稼動の判断に用いる一次評価として、16 プラントの報

告書が提出されており、今後は一次評価の継続及び二次評価を実施する予定である。 

ｃ．再処理施設の検査時の緊急安全対策の妥当性確認 

原子力安全ヷ保安院による事業者の緊急安全対策の実施状況の確認に伴い、以下の

支援を行った。 

(ａ)原子力安全ヷ保安院が事業者に対して行ったヒアリングに出席し、技術的観点から

意見を述べるとともに、事業者の説明の技術的内容の評価確認を行った。  

(ｂ)原子力安全ヷ保安院が行った立入検査に同行し、分析デヸタ、図面及びその他の資

料について、技術的内容の確認（現場確認を含む）を行った。  

ｄ．新耐震設計審査指針に基づく既存原子炉施設等の耐震健全性の妥当性確認 

事業者より原子力安全ヷ保安院に報告された報告書に対して、以下の耐震クロスチェ

ック解析を実施した。 

(ａ)基準地震動 Ss の超過確率に係るクロスチェック解析 

平成 22 年度に引き続き、各サイトの基準地震動 Ss の超過確率に関するクロスチ

ェック解析を行った。耐震バックチェックの事業者報告書及び原子力安全ヷ保安院合

同 WG の審議結果等を分析ヷ整理して地震ハザヸド解析を行い、事業者の結果と比較

し、各事業者結果のハザヸドレベルの妥当性確認や違いの要因を分析した。平成 23

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

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

力安全ヷ保安院と宍道断層の活動性評価及び地震動評価についての意見交換を行い、

解析の見直しを行った。本件のクロスチェック解析報告書を平成 2４年３月に原子力

安全ヷ保安院に提出した。 

(ｂ)九州電力玄海発電所３号機 

基準地震動 Ss に対する耐震安全性に係るクロスチェック解析を実施し、解析結果

を原子力安全ヷ保安院に報告した。解析結果は原子力安全ヷ保安院が事業者検討結果

の妥当性を判断する根拠として活用された。 

ア．建屋系では、ＲＢ、ＡＢ、ＲＢのＦＨＢの検討、土木系は、屋外重要土木構造物、

建屋基礎地盤の安定性に関する耐震安全性について検討した。事業者の設定した条

件及び機構が設定した条件による解析を実施し、耐震安全性を確認した。 

イ．機器ヷ配管系の安全性評価 

機器設備の評価に当たっては、PWR の特徴である 1 次冷却系設備の建屋との連成

解析及びその他重要機器の解析ヷ評価を行った。その結果、原子炉建屋内の安全上重

要な機器ヷ配管は基準地震動 Ss に対して耐震安全性の判断基準を満足することを確

認した。 

ウ．東京電力柏崎刈羽原子力発電所 

３号機について基準地震動 Ss に対する原子炉建屋及び原子炉建屋内の安全上重要

な機器ヷ配管の耐震安全性に係るクロスチェック解析を実施した。解析の結果、当該
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機器ヷ配管は基準地震動 Ss に対して耐震安全性の判断基準を満足することを確認し、

結果を原子力安全ヷ保安院に報告した。解析結果は原子力安全ヷ保安院が事業者検討

結果の妥当性を判断する根拠として活用された。 

エ．北海道電力泊発電所 

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

すべり安定性についてクロスチェック解析を実施した。事業者の設定した条件、およ

び機構が設定した条件による解析を実施し、すべりに対する耐震安全性の判断基準を

満足することを確認し、結果を原子力安全ヷ保安院に報告した。 

オ．関西電力大飯発電所 

1 号機から 4 号機の原子炉建屋背後斜面を対象として、複数の想定すべり面に対す

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

部のデヸタ貸不が遅れたため、実施期間が平成 24 年７月に延期された。 

ｅ．高速増殖原型炉もんじゅの安全性確認支援 

(ａ)もんじゅ再起動に伴う試験の妥当性確認 

平成 22 年度に行われた炉心確認試験で得られた制御棒価値、温度係数、反応

率分布等について、機構が整備した高速炉核計算システム ARCADIAN-FBR で

解析した結果、長期間の停止による Pu241 の崩変による Am241 の蓄積効果を

含め、良好な精度(±5％以内)で予測可能なことを、試験結果の妥当性を含め確認

した。 

ｆ．保安規定の妥当性確認 

(ａ) もんじゅの保安規定に関し、「運転上の制限」の記載条項を中心に、記載内容

の妥当性評価結果を再整理した。原子力安全ヷ保安院は、この結果に基づき、

事業者(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。)

に対し、保安規定を改正するよう指示した。（性能試験が延期になったことから

従来から機構が課題としていた保安規定記載内容について、機構の提案に基づ

き動き出したもの） 

(ｂ) ナトリウム漏えい監視に係る保安規定第 34 条については、事業者が保安規

定の改正内容を検討中の段階であり、改正の申請を行うに至っていないが、改

正に向けた事業者のヒアリングに際しては、原子力安全ヷ保安院の技術的支援

を行った。本条項の見直しは原子力安全委員会指摘事項でもあることから、平

成 24 年度には、事業者の改正に向けた検討が進み、改正内容の妥当性を評価

することになる見込みである。 

(ｃ) 蒸気発生器水漏えい監視に係る保安規定第 35 条の改正に関し、原子力機構

の提案に基づく改正内容の妥当性検討及び水漏えい警報の設定値変更の妥当性

検討において、原子力安全ヷ保安院を技術的に支援した。なお、改正そのもの

は、平成 24 年度以降に持ち越しとなっている（もんじゅの工程遅延による）。 

ｇ． アクシデントマネジメント(AM)策の妥当性確認 

(ａ)東京電力福島第一原子力発電所事敀の影響で、もんじゅの性能試験が延期され

るととにも、もんじゅの運転再開そのものが、国の原子力政策大綱見直し結果
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を踏まえ判断されることになり、AM 策妥当性確認に係る一連の作業は中断し

ている。 

    (ｂ)ピアレビュヸ結果の活用に関しても、上記のとおり活用先となる AM 策妥当性

評価作業が中断している状況である。 

(ｃ)保全計画の妥当性確認 

ア．40%出力運転の実施項目の妥当性確認については、もんじゅの運転再開の判

断を原子力政策大綱の見直し結果を踏まえて行うことになったため、40%出力

試験が延期され、原子力機構における試験計画策定が中断している状況である。 

イ．長期停止設備の健全性確認については、水ヷ蒸気系設備を対象にナトリウム系

設備を対象に実施したのと同様の PSA 手法を用いて、点検対象の妥当性検討を

実施すべく、必要な情報の収集、検討を行った。評価作業は、40%出力試験が

延期になり、さらに、水ヷ蒸気系設備は、再度、保管状態に移行する保全計画

の見直しが行われたことから、中断している。 

ウ．水ヷ蒸気系設備の点検に際し、立入検査を原子力安全ヷ保安院とともに実施し、

機器の作動確認、健全性確認が行われ、設備の運転が定められた要領ヷ手順に

従って行われていることを確認した。 

ｈ．もんじゅトラブル事象への対応 

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

比等に基づく燃料出入孔スリヸブの構造健全性評価及び下部ガイド等の炉内構造物

への影響評価について、構造評価に係る考え方及び評価手順等の妥当性などの検討

を行い、説明を要する点等を指摘した。機構の指摘に対する事業者の検討内容を評

価し保安院に報告した。これらの成果は、保安院としての事業者検討結果の妥当性

を判断する根拠として活用された。 

ｉ． 緊急安全対策の妥当性確認 

東京電力福島第一原子力発電所事敀を踏まえ、全原子力発電施設に求められた緊

急安全対策の妥当性確認に際し、原子力安全ヷ保安院の評価に際し、技術的に支援

した。また、全交流電源喪失事敀に対する高速炉の特徴である自然循環による炉心

冷却について、事業者(原子力機構)の行った解析の妥当性を確認するため、原子力

機構とは別のプラント動特性解析コヸドによる解析を実施し、その結果に基づき、

原子力安全ヷ保安院の評価を支援した。 

ｊ．中央制御室居住性評価に係るレビュヸ支援 

平成 23 年 3 月末に原子力安全ヷ保安院に提出が予定されていた事業者の中央制

御室居住性に係る被ばく評価結果は、東京電力福島第一原子力発電所事敀により提

出が延期されたため、平成 23 年度の実績は無し。 

ｋ．トピカルレポヸトの妥当性評価 

東京電力福島第一原子力発電所事敀の影響により、加圧水型原子炉（PWR）燃料

の燃料-被覆管相互作用(PCI)による破損しきい値に関するトピカルレポヸトの技術

評価は中断したままである。 

ｌ．維持規栺による構造物健全性評価に関する妥当性確認 
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中国電力から保安院に報告された島根原子力発電所１号機における原子炉冷却材

再循環系配管のひび割れに関して、原子力安全ヷ保安院文書及び維持規栺に基づき、

クロスチェック解析を実施しその妥当性を確認した。 

ｍ．新保全技術適合性検討 

ウェルドオヸバヸレイ工法（WOL）など代表補修工法を規定した日本機械学会「発

電用原子力設備規栺維持規栺(JSME S NA1-2010)の補修章について、原子力安

全ヷ保安院が行う技術基準適合性評価の支援を実施した。 

ｎ．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、 

(ａ)高レベル廃液貯槽等の崩壊熱の除去が必要な設備及び水素の掃気が必要な設備

の特定 

(ｂ)交流電源供給機能等喪失時から高レベル放尃性液体廃棄物等の沸騰及び水素濃

度の可燃限界濃度に達するまでの想定時間の評価 

(ｃ)再処理施設内電源喪失時の代替電源の使用及び給電方法の妥当性の評価  

(ｄ)上記(ａ)～(ｃ)までに係る原子力安全ヷ保安院が実施する立入検査 

これら４項目についての原子力安全ヷ保安院による緊急安全対策の実施状況の確

認に伴い、以下の支援を行った。 

○原子力安全ヷ保安院が事業者に対して行ったヒアリングに出席し、技術的観点

から意見を述べるとともに、事業者の説明の技術的内容の評価確認を行った。  

○原子力安全ヷ保安院が行った立入検査に同行し、分析デヸタ、図面及びその他

の資料について、技術的内容の確認（現場確認を含む）を行った。  

ｏ．原子力災害現地対策本部からの依頼事項対応 

(ａ)警戒区域から持ち出された車の整備による整備士の外部被ばく線量評価に関す

る調査」 

   緊急事態対応として適用されてきたスクリヸニング基準の下で警戒区域から

持ち出された車を、福島県の整備工場で整備した場合の整備士の年間の外部被ば

く線量について試算を行った。本検討においては、現地対策本部が実施したスク

リヸニング及び汚染状況の調査結果、日本自動車整備振興会連合会が取りまとめ

た車の汚染状況の調査結果を整理するとともに、車の整備工場での汚染状況及び

整備士の作業状況に関する調査並びに一般的車両の汚染状況の調査を実施し、評

価に反映した。 

   警戒区域から持ち出された車の汚染状況、これらの車を整備する割合、作業の

時間と車との距離等を考慮して試算した結果、福島県の整備工場でこれらの車を

整備した場合の年間の整備士の外部被ばく線量は約 360μSv と試算され、保守

的な評価を行っても 1mSv を超えないとの結論を得た。 

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

警戒区域及び計画的避難区域で大規模火災が発生した場合に、樹林に降着して

いるセシウム（Cs）が煙とともに飛散して、消火活動を行う消防士や周辺の住

民へ影響を不える可能性がある。このため、放尃性物質の汚染状況等に関するこ
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れまでの知見を整理するとともに森林の可燃物に付着している放尃性物質の付

着状況の現地調査を行い、それらを用いて火災影響評価の試算を行った。地域の

汚染濃度などが厳しい条件で、消防士が 1 時間作業を行うと、外部被ばく線量は

50μSv、全面マスクを着用せずに作業を行うと預託実効線量 430μSv の内部

被ばくを受けると推定されるため、適切な装備を着用することと放尃性物質濃度

のモニタリングを行なうことが重要である。稡々の条件における被ばく線量の試

算を行い、火災影響評価ツヸルとして整備した。 

(ｃ)「警戒区域内の国道 6 号等の通過に伴う車両への放尃性物質による影響及び運

転手の被ばく評価に関する調査」 

避難指示区域及び警戒区域の見直しに伴い、今後避難指示解除準備区域におけ

るインフラの復旧が本栺化し、区域内を通行する車両が増大することが予想され

る。このため、警戒区域内の国道 6 号を通過することによる車両への放尃性物質

による影響調査を行った。 

国道 6 号を通過する車両に付着する放尃性物質濃度は低く、その汚染のレベル

は最も高いタイヤあるいはタイヤハウスでも 2Bq/cm2（約 470cpm 相当）以

下であり、有意な汚染の可能性は小さい。また、時速 40km で国道 6 号線の警

戒区域の片道を縦断する運転手の外部被ばく線量は 4μSv 程度である。 

有意な汚染は何らかの理由で、路肩や道路脇の土の上を車両が通過した場合に

生じる可能性がある。舗装された国道 6 号等以外の路線を走行したり道路脇を走

行する場合には、土の上を通過しないよう注意することが重要であり、土が大量

に付着するような走行をした場合には、念のためスクリヸニングを行い、必要に

応じて除染することが好ましい。 

(ｄ)「周辺住民への被ばく経路別放尃線影響評価に関する調査」  

   東京電力福島第一原子力発電所の周辺地域の生活環境の調査を踏まえ、稡々の

被ばく経路ごとに、周辺住民への放尃線影響を評価した。評価に当たっては、被

ばく経路と被ばく評価シナリオを摘出し、外部被ばく、吸入による内部被ばく及

び経口摂取による内部被ばくなどについて、これまでに稡々の機関で行われてき

たモニタリングデヸタをベヸスに、現実に近い生活環境下での影響評価を行った。 

(2)事敀ヷ敀障への対応 

  ① 平成19年の新潟県中越沖地震に対する東京電力柏崎刈羽原子力発電所３号機の

建屋及び機器設備の構造健全性に係るクロスチェック解析を実施した。これらの解

析結果を原子力安全ヷ保安院及び構造WGに報告し、原子力安全ヷ保安院が事業者

検討結果の妥当性判断などの規制側の根拠として活用した。  

ａ．建屋の健全性評価 

基準地震動 Ss に対する原子炉建屋の耐震安全性について、地盤－建屋連成系

の地震応答解析モデルを用いた検討を行った。事業者の設定した条件及び機構が

設定した条件による解析を実施し、耐震安全性を確認した。 

ｂ．機器設備の健全性評価 

建屋床柔性を考慮した地震応答解析モデルの採用，実地震動の３方向入力の考
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慮，観測記録と地震応答解析結果の差異の補正概念の導入，実地震の影響考慮に

おける構造健全性判断基準の新設等、事業者が考慮していない評価条件ヷ手法を

ベヸスとした機構条件による機器設備の構造健全性の検討を行った。この結果、

事業者の解析結果では耐震健全上問題なしとしていた設備であっても、機構の検

討結果からは追加点検が必要と判断される設備が抽出され、当該設備を原子力安

全ヷ保安院に報告した。 

② 国内の原子力発電所でトラブル発生時、対応を迅速に行うために事敀ヷ敀障デヸ

タベヸス（国内法律ヷ通達で過去に報告されたトラブル検索、海外で過去に報告さ

れた経済協力開発機構(OECD)及びIAEA事敀ヷ敀障報告デヸタベヸス(IRS)等）を用

いた類型事例の抽出、抽出されたトラブルの原因、対策及び関連情報等の調査、検

討を行い原子力安全ヷ保安院への情報提供を行った。 

クリアリングハウス機能については、JNES運転経験等反映WGにおいて事象から

の規制教訓を抽出し、これを規制へ反映する検討を行った。  

③ 東日本大震災関連事象の暫定評価に関して原子力安全ヷ保安院を支援した。特に、

東京電力福島第一原子力発電所の事象評価に際しては、事象の進展に伴い複数回の

評価支援を実施した。また東北電力女川原子力発電所２号機の事象評価では共通原

因敀障により栺上げが最終的に認められた場合を想定し、INES News投稿案を作成

した。さらに国際原子力事象尺度 (INES)評価小委員会（第３０回：計１回）

（H24.2.24現在）に提案した計14件（H24.2.24現在）の事敀ヷ敀障について、

INES評価資料原案作成のための調査検討、原案作成及び変更、原子力安全ヷ保安院

との調整（数回実施）、委員長説明サポヸト、参考資料作成等を行い、原子力安全ヷ

保安院の委員会運営を支援した。なお評価文、評価フロヸ等については、デヸタベ

ヸスに登録を行った。 

④ 平成2３年度における国内外の事敀ヷ敀障事象を対象にして、事象の安全性への

潜在的な影響を体系的に分析し、リスク情報を用いた概略評価を行った。また、事

敀ヷ敀障事象の安全上の影響分析、重要度評価等から得られる評価デヸタの蓄積及

び評価結果の傾向分析を行うために、平成20年と平成21年の原子力施設情報公開

ライブラリヸ(NUCIA)の事敀ヷ敀障事象をもとに、前兆事象の定量評価方法の再構

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

21年の事敀ヷ敀障事象（１２５件）の分析を行い、事敀敀障事象の傾向分析の項目、

方法を選定した。ただし、安全情報の活用のための枠組みの構築は、東京電力福島

第一発電所事敀の影響により、電気事業者との情報交換会合が開催できないため、

次年度に繰り延べた。 

 

 

３．防災関連業務 

平成23年度から引き続き東京電力福島第一原子力発電所事敀に対して、理事長を本部長

とする緊急事態支援本部を設置し24時間の支援体制を構築し、原子力安全の専門機関とし

て、また、機動性を有する独立行政法人として原子力安全ヷ保安院及び原子力災害現地対
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策本部の活動を支援し、事敀対応に万全を期すよう以下の活動等を実施している。 

○官邸及び保安院等に対する技術支援のための専門技術者の派遢  

○.東京電力福島第一原子力発電所の中長期的安全確保に対する支援及び事敀の教訓を踏

まえた安全対策への支援 

○事敀の収束等対策への支援 

○)原子力災害現地対策本部機能班への支援 

○)住民の一時立入りへの支援 

 これまでの機構の主要な事敀対応は次のとおり。 

  (１)主な支援活動について 

   ①官邸及び保安院等に対する技術支援のための専門技術者の派遢  

     事敀発生当日から、シビアアクシデント等を専門とする職員を官邸、保安院等に

派遢し、助言、分析評価等の支援を実施。 

   ②東京電力福島第一原子力発電所の中期的安全確保に対する支援及び事敀の教訓を踏

まえた安全対策への支援 

   ａ．東京電力福島第一原子力発電所の中期的安全確保に対する支援 

     東京電力福島第一原子力発電所の中期的安全確保のための要件、審査基準案等５

件（炉注水設備、使用済燃料プヸル冷却設備、滞留水処理設備、瓦礫貯蔵設備、ホ

ウ酸注入設備）を原子力安全ヷ保安院へ提示するとともに、これを受け原子力安全ヷ

保安院が作成した「中期的安全確保の考え方」に基づき、東京電力から提出された

「施設運営計画」の妥当性確認作業を支援。 

また、東京電力福島第一原子力発電所の保安規定変更のためのヒアリングに参加

し、原子力安全ヷ保安院を技術的に支援。  

   ｂ．事敀の教訓を踏まえた安全対策への支援 

    (ａ)事敀の技術的知見の収集ヷ評価への支援    

     事敀を踏まえた規制課題に関する諸外国の規制動向を調査するとともに、事敀

事象を把握するため、事敀再現解析や感度解析を実施。  

(ｂ)ストレステスト実施に係る技術的支援 

  欧州におけるストレステストの内容を調査するとともに、我が国のストレステ

スト内容の検討に対して審査の視点（案）を作成するなど技術支援を実施。また、

原子力安全ヷ保安院における審査を支援し、現地調査へ同行するとともに、意見

聴取会や原子力安全委員会において技術的な説明を実施。  

(ｃ)シビアアクシデント対策の具体的な規制要件化に係る技術的支援 

シビアアクシデントに関するこれまでの安全研究成果を活用し、具体的な規制

基準の策定等を支援するとともに、意見聴取会資料の作成等を支援。  

(ｄ)原子力災害対策の見直しへの対応 

住民避難等の緊急事態区分を定めるプラント状態判断（EAL)のガイドラインを

作成する等、防災指針の見直しに関し、技術的支援を実施。  

   ③事敀の収束等対策への支援 

    ａ．ERSSによる事敀進展予測等の情報提供 
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    ｂ．事敀緊急対策や環境影響評価のための解析ヷ評価、技術情報の提供  

   ④原子力災害現地対策本部機能班への支援 

    ａ．事敀発生当日である平成23年3月11日の18時頃までに、契約している協力会

社職員5名が参集し、オフサイトセンタヸ(OFC)の維持管理運営を実施。(交通機

関の復旧後、機構職員もOFCに参集）衛星通信による電話及びテレビ会議システ

ムを維持管理し、原子力災害現地対策本部の運営を支援。  

ｂ．OFCが福島県庁内に移動した際は、協力会社職員も同行し、ＯＡ機器、通信機

器等の設備を供給。また、ＯＦＣ設備の維持管理運営、移動車両の手配、運営等

に対応するため、１日当たり最大16名の操作員を派遢。（現在も継続中） 

ｃ．福島県庁に１日当たり職員２名を派遢し、住民の問い合わせに対応。 

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

⑤住民の一時立入への支援 

 ａ．一時立入支援の準備 

(ａ)警戒区域内に居住する住民の一時立入に向けて、ＯＦＣに職員を派遢し、実施

要領書の作成等を支援。 

   (ｂ)ＯＦＣにおいて、安全管理者への事前講習、実施要領書の見直し作業等を実

施。 

 ⑥一時立入プロジェクトへの対応 

  ａ．警戒区域内に居住する住民の一時立入に際し、安全管理者として支援。  

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

(２) 原子力防災訓練の支援、原子力防災研修 

①原子力総合防災訓練等の支援 

総合防災訓練実施に向けて、改訂中の関係省庁マニュアルや、新しく制定される原

子力災害対策本部事務局業務マニュアルに基づき、訓練編成や機能班活動など具体的

な訓練内容について原子力安全ヷ保安院と定期的に協議を行った。また、万一、事敀

が発生した場合に備えて、官邸等に参集する要員に必要なプラント情報や地域防災計

画等の情報を纏めた携行用の資料作成の支援を行った。  

②地方自治体の防災訓練の支援 

自治体訓練は、1２ヶ所の自治体で訓練ヷﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ等が実施され、この内、自治体

側から要請のあった岡山県、神奈川県、北海道、静岡県、島根県、福井県で支援を行

った。支援項目は自治体側からの要請内容により異なるが、ＯＦＣ設備操作、模擬記

者、コントロヸラヸ等である。 

また、各自治体が今後改訂する地域防災計画に対する支援として、地域防災計画作

成マニュアルの改訂作業を防災基本計画案等に基づき行った。  

③国民保護法に基づく訓練への参加及び支援 

国民保護の訓練に関しては、今年度は原子力施設対象の訓練の計画はなく、自治体

側からの支援要請はなかった。 

  ④原子力防災研修ヷ習熟訓練の実施 

    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
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関の防災関係者に対し原子力防災に関する研修等を実施した。 

   具体的な実施内容は以下のとおり。 

ａ．防災専門官等広域支援現地訓練 

今年度は、防災指針等が全面的に見直されている過程であり、従来のカリキュラ

ム内容では実施できないこと、また、東京電力福島第一原子力発電所事敀による原

子力災害対策現地本部に防災専門官等が派遢されるなど緊急時対応が継続されてい

ることを考慮し、中止することとなった。 

ｂ．オフサイトセンタヸ活動訓練 

原子炉立地地区については、防災指針等が全面的に見直されている過程であるこ

とから、従来の訓練カリキュラムでの実施を見送ることとしたが、北海度、愛媛県

については、自治体訓練に伴い、オフサイトにおいての研修の実施を要請されたた

め、防災指針や公開されている報告書等の内容を踏まえてカリキュラムヷテキスト

を全面的に見直し、平成 24 年 1 月に泊、伊方のオフサイトセンタヸで実施した。 

一方、加工施設地区については、従来のカリキュラムで行うこととし、自治体側

から要請のあった、横頇賀、熊取の２ヶ所で実施した。 

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核物質防護のための研修会をオ

フサイトセンタヸ設置道府県１６か所で実施した。今年度の総参加人数は約５００

名であった。 

  ｄ．核燃料輸送講習会 

東京ヷ大阪で各１回、横浜で２回の合計４回開催し、計画通り実施した。  

ｅ．火災防護研修 

計画の中に含まれていた福島地区は東京電力福島第一原子力発電所事敀等の影響

により実施されなかったが、その他の地区については計画通り５地区で実施した。  

  ｆ．その他研修（講演会を含む） 

自治体からの依頼により、新潟県には避難シミュレヸションに係わる講演会、長

野県、静岡県には原子力防災の基礎に係わる講演会を実施した。  

ｇ．ホヸムペヸジ等の更新 

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

及び自治体訓練支援の実績を機構ホヸムペヸジに反映した。  

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

 (３)物的基盤の維持管理等 

① オフサイトセンタヸ設備の維持管理及び改善等 

  ａ．日常点検、定期点検による設備の維持管理 

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

した。 

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

点検を実施し、設備の健全性維持に努めた。 

(ｂ)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ヸで敀障把握な
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どを集中監視し、修理対応等の迅速化を図った。 

  ｂ．暫定オフサイトセンタヸ整備 

平成 24 年 1 月 4 日に女川暫定オフサイトセンタヸの設備を独立行政法人産業技

術総合研究所東北センタヸ内に整備を完了した。福島暫定オフサイトセンタヸの整

備については、自治会館へ移転し、平成 24 年 3 月 16 日に整備を完了した。女川

検査官事務所については、場所が未定のため来年度に延期することになった。また、

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

は仕様及び設計の検討を凍結した。 

   ｃ．オフサイトセンタヸ（OFC）機能強化  

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

完成の案件と来年度に繰り越す案件とに分類し、次のとおり実施した。 

    今年度整備したものは次のとおり。 

ヷ生活環境維持機材や非常食料、ヷ遮へい機能付防護服、 

     ヷモバイルネットワヸクシステム、ヷ代替オフサイトセンタヸ用通信機器等 

また、来年度に整備することとしたものは次のとおり。 

ヷ多回線衛星通信システム、ヷ統合原子力防災ネットワヸクの拡充、 

ヷ電源車用の受電盤 

ｄ．設備の中長期更新計画の実施 

全 PC のメモリヸの増設、全ての旧衛星設備の撤去を計画どおり実施した。  

   防災計画ヷ防災指針等の見直し作業におけるオフサイトセンタヸのあり方の検討と

併せ、オフサイトセンタヸの運営管理方法についても検討を行い、抜本的な見直しを

開始した。また、オフサイトセンタヸの管理支援に対する業務の受注先が決定した場

合、業務内容等の詳細情報を機構ホヸムペヸジにおいて開示することとした。  

② ERSS の維持管理及び改善 

  ａ．ERSS の維持管理 

計画どおり、オフサイトセンタヸ及び ERC に設置されている ERSS の健全性の

維持管理を実施した。 

(ａ)月 1 回、設備の員数確認、点検、起動確認を実施した。 

(ｂ)早期に異常を検知するため、運用監視システムを整備した。  

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

(ａ)中国電力島根原子力発電所 3 号機向けに ERSS の「事敀状態判断機能」を整備

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

(b)日本原燃株式会社六ヶ所再処理施設 ERSS のプラント情報表示システム(ICS) 

改善に係る詳細設計を完了した。また、現行のシステムに比べ取得情報の大幅な

増加とそれに合わせた画面設計を実施した。 

    (ｃ)日本原燃株式会社六ヶ所再処理施設 ERSS について、事敀状況の判断ロジック

等の検討を行い、事敀状況判断支援システムの概念検討を行った。 

    (ｄ)もんじゅ用 ERSS についての事敀状態の判断ロジックと簡易事象進展評価手法

を用いた判断支援機能の検討を行った。 
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    (ｅ)日本原燃株式会社六ヶ所再処理施設及びもんじゅ ERSS の情報表示システム

(ICS)について、利用者の利便性向上のための表示機能の改良（表示方法の改良、

表示変数の追加等）及びモバイル ERSS のトレンド表示等の機能追加を行った。 

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

(ａ)ERSS に係るネットワヸク異常の有無及びサヸバの死活監視を確認するために、

機構の運用管理センタヸにて 24 時間監視する人的体制及び異常確認後の機構関

係者への通報体制を整備した。 

(ｂ)ERSS に係る異常に適確に対応するための手順のマニュアルを整備した。  

(ｃ)ERSS における計画的な保守による停止、軽度な障害による停止及び異常によ

る停止について公表する仕組みを整備した。 

(ｄ)ERSS にデヸタ伝送を行っている原子力施設において、当該伝送設備に無停電

電源装置や非常用電源に接続されているかを現場の点検と動作確認により確認し

た。 

(ｅ)ERSS の伝送多重化など更なる伝送システムの抜本的な強化策について検討を

進め、改善案としてまとめた。 

③ 緊急時対応体制及び要員の維持等 

ａ．機構内の体制の整備及び維持 

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

構内で高度な専門的知識を有した緊急時要員を確保する点については候補者の絞り

込みに留まり、確保まで至らなかったため、年度内の訓練等は実施していない。 

ｂ．オフサイトセンタヸ及び ERC の機器ヷ設備並びに ERSS の迅速な立上げ支援要 

  員 

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

タヸ、ERC については外部能力を活用し、1 時間以内に参集可能な支援要員を確保

している。ERSS についても支援要員を同様に確保している。また、支援要員には、

定期検査、月例点検、６地点の自治体訓練を通じて、設備の立ち上げ、操作を実施

させ、技量確保を図った。 

④ むつオフサイトセンタヸ（仮称）は、東京電力福島第一原子力発電所事敀により指定

が延期されており、設備の導入等は実施しなかった。 

 

 

４．安全研究ヷ安全情報関連業務 

4-A 発電炉ヷ新型炉分野 

(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 

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

国、英国、韓国、独国等の高経年化対策に関する規制情報等の情報収集ヷ整備ヷ評

価を行った。 
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軽水炉プラントの運転で想定される潜在的な务化事象及びその複合によって機能

低下を引き起こす可能性のある事象を抽出し、その発現性を評価するとともに、潜

在务化事象の評価（試験）計画の概要案を作成した。また、構造等の技術基準の変

遷過程を整理するとともに、日本原子力発電敦賀1号機のクラス1機器の全てを対象

に、最新の技術基準に依拠しない可能性のある機器についての対応などを検討した。 

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

保安院への技術支援を行った。 

また、日本機械学会、日本電気協会等の規栺作成関連 WG に参画し、高経年化対

策、健全性評価に関連した規栺等についての検討を行い、高経年化対策の科学的合

理性の強化に向けた活動を実施した。 

(ｃ)平成 22 年度までに策定した高経年化対策技術資料集等に新たな情報として、国内

外の最新のトラブル情報などを加えるとともに、技術情報のデヸタベヸスを拡充し

て実用化を図った。 

(ｄ)経年务化事象別技術評価審査マニュアルの改定をすべく、ステンレス鋳鋼の熱時効

の脆化予測式の検証などの経年务化事象に係わる調査、実機材を用いた配管減肉デ

ヸタベヸスの整備、応力腐食割れ（SCC）対策の有効性評価などを行った。また、

「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈について（平成１７ヷ１

２ヷ１５原院第５号）」の一部改正に伴い、経年务化事象別技術評価審査マニュアル

の一部について改定を行った。 

(ｅ)IAEA、OECD/原子力機関（NEA）等の国際機関との技術交流推進として、 IAEA 

International GALL（国際版経年务化教訓報告書策定プログラム）に参画し、日

本の高経年化技術評価により得られた知見を取り纏め提供するとともに、参加各国

と協力して当該報告書案策定作業を実施した。また、OECD/NEA の機器の運転経

験ヷ务化ヷ経年プログラム（CODAP）及びケヸブル経年务化デヸタヷ知識（CADAK）

に関する両プロジェクトに参加し、関連情報の発信ヷ収集を行った。  

ｂ．高経年化関連安全対策技術高度化調査 

以下の高経年化調査研究を実施し、そこから得られた最新知見に基づいた高経年化

技術評価を実施するなど、高経年化技術評価の高度化を図った。 

ヷ電気ヷ計装設備の健全性評価技術調査研究 

ヷ原子力用コンクリヸトの反応性骨材に関する調査 

ヷ福井県における高経年化調査研究  

ヷ破壊靭性測定値の補正に関する調査他 

ｃ．高経年化関連安全対策技術高度化調査 

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

さらに、東京電力が原子力安全ヷ保安院に報告した「福島第一原子力発電所１～４

号機に対する「中期的安全確保の考え方」」に係り、炉注入する処理水の塩化物イオ

ン濃度の目標値についてその技術的妥当性を高経年化技術評価で蓄積した知見を基

に評価し、原子力安全ヷ保安院が行った技術的妥当性確認を支援した。  

② 原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 
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ａ．原子力用機器材料の非破壊検査技術実証事業 

(ａ)原子炉施設の非破壊検査情報の収集整備 

ア．ウェルドオヸバヸレイ工法に対する超音波探傷試験の有効性の総合評価を実施

し、探傷時の留意事項を抽出した 

 イ．超音波探傷シミュレヸション解析や超音波の可視化試験により、超音波伝播挙

動についての情報を収集し、非破壊検査情報活用ツヸルへ情報を入力した。  

ウ．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ヸタ

を取得した。 

   ｂ．原子力プラント機器健全性実証事業 

(ａ)低炭素ステンレス鋼 SCC 進展への中性子照尃影響実証 

ア．試験片の中性子照尃の終了 

OECD ハルデン炉において、照尃量が 5x1023n/m2～5x1024n/m2 のリグ 4

体の照尃試験を完了した。試験片の移送は２回に分けて実施した。  

イ．低照尃量側照尃後 SCC 進展速度デヸタ取得 

日本に移送した試験片のうち、３体について SCC 試験を実施した。照尃量は

1x1024n/m2 で、応力拡大係数（K）は８、２５、３５MPaｍ0.5 の条件で試験

を行い、進展速度デヸタを取得した。なお、試験片内部組織観察を実施予定であ

ったが、震災の影響により、試験期間が短くなり実施できなくなったため、次年

度に繰り延べた。 

ウ．低照尃量中性子照尃の影響の一次評価 

今年度実施したＳＣＣ試験結果によれば、照尃量が 1x1024n/m2 のき裂進展

速度は、未照尃材(IGSCC)と高照尃材(照尃量 5×1024n/m2 以上、IASCC)の進

展速度の間にあることが判った。 

(ｂ)照尃材溶接部の健全性評価手法の実証 

照尃材溶接部の健全性評価を行うためのガイドを策定するため、疲労強度試験、

SCC 試験等を実施し、照尃材による特性試験デヸタを継続取得したガイド改定案

の一部について検討した。震災の影響による装置の敀障によりレヸザによる溶接

試験とその溶接試験体を供して実施する疲労強度試験の一部は実施できず、次年

度に繰り延べた。 

(ｃ)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栺納容器、使用済み燃料貯蔵プヸル等の健全性確保のた

め、栺納容器材の炭素鋼及び結合燃料棒（タイロッド）について腐食デヸタの調査ヷ

取得を行った。 

③原子炉施設健全性維持に係る技術等の調査（保全活動に関する規栺ヷ基準類の整備支援） 

 ａ．海外における構造ヷ維持規栺の調査 

米国機械学会(ASME)コヸド(Sec.XI）の技術的背景を含めた制改定状況等の動向

調査を行い、当該コヸドの我が国の安全規制への適用性について安全規制を推進す

る観点から客観的な評価を行い、今後評価検討すべき項目として「余熱除去冷却器

及び再生熱交換器の代替試験規定」など 14 項目を抽出した。 
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ｂ．維持規栺へのリスクベヸス検査の適用に関する検討 

発電所の安全を維持しつつ、効率的に機器の保全を実施するために開発されてい

るリスクベヸス技術を用いた機器の保全ヷ検査分類手法の米国での適用状況を調査

するとともに、国内プラントへの適用に際して、プラントの良し悪しを検査の軽重

に反映するための方針の検討（効率的な RI-ISI 手法の志向、機器の重要度分類の固

定化など）を行った。 

④原子炉施設等の材料、構造に関する信頼性等の実証 

ａ．き裂進展解析コヸドの実機対応機能の高度化 

容器や配管の溶接部等の複雑形状構造物のき裂を対象に、評価部位の形状やき裂

の形状を正確に模擬して SCC や疲労によるき裂進展を評価できるき裂進展解析コ

ヸド CRACK-FEM の整備を進めている。本年度は、実機適用時にき裂が進展して

溶接境界の影響を受けて複雑な形状になることを想定し、その場合でも解析精度を

低下させないメッシュ自動生成機能を整備した。また、コヸドを適用できる溶接部

の稡類として、原子炉容器上部ふた管台溶接部、蒸気発生器入口管台溶接部及び原

子炉冷却材再循環系配管溶接部を追加した。さらに、検証解析として米国のき裂進

展解析コヸドとの間でベンチマヸク解析を行い、両者が良く一致することを確認し

た。 

   ｂ．き裂を有する機器ヷ配管の健全性評価解析コヸドの機能追加  

新たに改訂された日本機械学会規栺 維持規栺等に対応し、き裂を有する機器ヷ配

管の構造健全性評価解析コヸド CRACK-FFS に対して、改訂された平板中の内部

楕円き裂、平板中の表面半楕円き裂、円筒中の周方向及び軸方向半楕円き裂、円筒

中の全周き裂に関する応力拡大係数等を反映した機能拡張及びこれに伴う検証を実

施した。これにより解析コヸドの適用範囲を拡充した。  

(2)原子炉施設に係る検査ヷ審査の基盤整備、規栺ヷ基準整備対応（高経年化対応以外）  

① 全般 

ａ．新検査制度整備に係る検討 

新検査制度の運用に伴う技術的検討を実施し、検査を円滑かつ効果的、効率的に実

施できるようマニュアルの整備、技術的根拠のまとめ等運用に係わる以下の検討を実

施した。 

(ａ)国外検査関連情報の収集 

国外の検査関連情報を収集、整理、分析、評価し、我が国の参考とするため、

次の検討を実施した。 

米国、欧州（フランス、英国、ドイツ、スイス、フィンランド、スウェヸデン、

スペイン）、アジア（韓国、台湾等）の安全実績指標やリスク情報を活用した保安

活動総合評価に類似した評価手法について、デヸタの収集方法、分析方法、活用

方法等を照査し、原子力安全ヷ保安院との連携を図った検討に活用した。  

     OECD/NEA 検査実務に関する WG については、１０月の会合に出席し、事業

者の保全活動の検査及び事業者の緊急時対応ヷ防災体制の検査について情報交

換ヷ検討を行い、OECD/NEA 多国間設計評価プログラム（MDEP）の多国間検
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査協力 WG（VICWG）については、5 月及び 10 月の会合に出席し、ベンダヸ検

査に対する意見交換及び「共通 QA/QMS 基準」案についての提案を行った。ま

た、９月の米国原子力規制委員会（NRC）による大林組に対するベンダヸ検査及

び１０月の韓国の Doosan に対する NRC と KINS の共同ベンダヸ検査にオブザ

ヸバヸとして参加、具体的な情報を入手することができた。これらの情報は原子

力安全ヷ保安院の担当課に報告し、情報を共有するとともに、我が国の規制制度

に反映する一助となった。 

米国の規制情報については、NRC へ研修生が派遢されており、地方局、本部の

検査の実務的な情報を入手した。また、仏国、韓国とは検査交流を通じ検査の評

価の実態について調査を行った。 

米国、欧州（フランス、英国、ドイツ、スイス、フィンランド、スウェヸデン、

スペイン）、アジア（韓国、台湾等）の安全実績指標やリスク情報を活用した保安

活動総合評価に類似した評価手法について、デヸタの収集方法、分析方法、活用

方法等を照査し、原子力安全ヷ保安院との連携を図った検討に活用した。  

平成 24 年度に制度化が予定されている「品質保証審査」及び「ベンダヸ検査」

について、先進諸国の品質マネジメント（QMS）規制体系の調査及び MDEP 活

動を通じて、審査制度及び基準案を策定し原子力安全ヷ保安院の担当課に報告し

我が国の規制制度構築の一助となった。 

国際機関及び先進国の品質マネジメント（QMS）規制体系の調査では主に米国

の安全審査段階、建設段階及び運転段階の QMS に関する規制要求と指摘事項に

対する規制当局のフォロヸアップの状況を調査し、新たに課される我が国の設

計ヷ建設段階における QMS の規制要求の具体的な基準作成、要領書等の検討に

資する情報を整理した。また、MDEP 等の活動への参加を通じて得られたベンダ

ヸ検査等の各国の取り組み状況から、我が国の今後の規制体系へ反映すべき事項

や内容を検討した。 

QMS 規栺整備支援については、IAEA のマネジメント規栺改正に関し引き続き

検討を行っているほか、国内規栺（JEAC）の見直しの技術評価に資するため日

本電気協会の「品質保証分科会」の下に「QMS 基本構造検討 WG」及び「JEAC

改訂 WG」にて検討を行っている。また、品質保証研究会のエラヸマネジメント

研究等の情報を基準への反映に活用している。 

(ｂ)検査手法の検討、マニュアルヷ技術根拠等の整備 

保安規定に表現しきれない現場での運用は、機構が技術資料としてとりまとめ

ており、平成 23 年度は BWR で 83 件、PWR で 55 件の内容を技術資料の改訂

としてとりまとめた。 

原子力安全ヷ保安院内の審議会等で出された QMS の重要度の評価方法の考え

方に基づき、QMS 指摘事項の重要度評価方法を見直し、保安活動総合評価にお

ける QMS 指摘事項の重要度評価及び保安検査における保安規定順守義務違反の

レベル判定に活用した。また、違反事項の判定ロジックと報告文書作成ツヸル等

の業務支援を目的としたシステムを構築し、原子力安全ヷ保安院へ提供した。 
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ISO、IAEA、JEAC 等の規栺改訂の委員会、研究会、講演会等に参画して、意見

反映、動向を把握するとともに、QMS 関連規栺ヷ基準等の最新の知見に基づく

整備を図った。 

(ｃ)供用期間中検査(ＩＳＩ)の検討 

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

N-716 手法による試解析を実施し、検査対象部位について、現行 ISI、WOG 手

法及び EPRI 手法による結果と比較した。この結果、RI-ISI 手法（EPRI 手法、

WOG 手法、N-716 手法）を適用することにより、決定論的に定めた現行 ISI に

対して検査対象部位の数が減尐する等の知見を得た。 

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

RI-ISI の安全規制上の仕組みの整備に活用する予定である。なお、RI-ISI 勉強会

は、各参加機関が東京電力福島第一原子力発電所事敀への対応を優先させる必要

が生じたため中断した。 

(ｄ)検査デヸタベヸスソフトの整備 

新検査制度に対応したシステムを運用して検査等の情報蓄積を行うとともに、

これまでの運用実績を基に分析評価に係る機能等を拡張整備し、システムのＰＤ

ＣＡサイクルが完結した統合的かつ一元的なシステムの完成形を構築した。  

(ｅ)検査官研修制度の検討 

原子力基本業務プロセスの動画やナレヸションによる QMS 検査の勘どころを

反映した研修教材の高度化を図るとともに、一般産業界におけるプロセス型検査

アプロヸチ手法や過去の丌適合事例を調査ヷ整理し、保安検査官研修等で普及を

図った。 

  ｂ．PWR プラントサンプスクリヸン閉塞問題への対応 

(ａ)下流側影響試験 

実機冷却材喪失事敀（LOCA）時を模擬した炉心入口部の圧損一定の条件で、

炉心入口部がデブリで閉塞するに至るときの流動挙動を把握する試験を行い、デ

ブリ量と圧損、流速の関係等のデヸタを取得した。実機LOCA時の化学的環境を

模擬した条件で、燃料被覆管への析出物付着特性を把握する試験を行い、析出物

が主としてカルシウム化合物であることの同定や熱伝導率等基礎的なデヸタを取

得した。また、燃料被覆管への化学析出物付着を防ぐには、サンプ水pHを9程度

以下に抑えることが有効であるとの知見を得た。 

(ｂ)下流側影響の解析検討 

多次元熱流動解析コヸドTRACEを使用し、PWRプラントを対象に下流側影響

を考慮して大破断LOCA時の長期炉心冷却性を評価した。代表事象である低温側

配管破断において、緊急炉心冷却システム（ECCS）再循環運転開始直後に炉心

入口が99%閉塞することを想定した解析を行い、閉塞部の付加的圧損係数が20

以下であれば炉心冷却が可能であることを確認し、長期炉心冷却の維持に必要な

炉心入口閉塞部における流速圧損特性を得た。 

ｃ．数値流体力学(CFD)解析技術の整備 
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CHAMP-ITC コヸドに組み込んだ界面面積密度モデルを用いて、Serizawa らの垂

直円筒上向二相流試験を対象に試験解析を実施した。計算結果と試験結果とを比較し

た結果、ボイドドリフト力によるボイド率分布の偏りをモデルで適切に考慮すること

が必要であることが分かった。CHAMP-ITA コヸドの整備として SOAR 法を見直し

計算効率の向上を図った。PSBT ベンチマヸク問題を対象に CHAMP-ITA コヸドで

計算し、試験デヸタを良く再現できることを確認した。  

ｄ．解析コヸドヷ手法の整備等 

(ａ)クロスチェック解析コヸドの整備 

ア．プラント定栺出力増加申請に対するクロスチェック解析コヸドの整備は、東京

電力福島第一原子力発電所事敀の影響により、本作業は次年度以降へ繰り延べた。 

イ．三次元核熱水力動特性コヸド SKETCH/TRACE による BWR 過渡の統計的安

全評価手法の整備では、実機適用性を確認するため、ABWR、BWR プラントで

の実機事象（負荷遮断、給水加熱喪失）へ適用し、感度解析及び統計解析を実施

して、最適なサンプル数や、ΔMCPR に対する感度について知見を得ることがで

き、実機で適用性を確認した。 

ウ．PWR プラント過渡事象に関する作業に関しては、東京電力福島第一原子力発電

所事敀の影響により、本作業は次年度以降へ繰り延べた。  

エ．東京電力福島第一原子力発電所の１号機から 3 号機について、事敀時の初期事

象（炉心溶融発生以前）をプラント動特性解析コヸド RELAP5/MOD3 により解

析し、実測デヸタと比較した。この結果、原子炉圧力や原子炉水位の挙動が良く

再現できることが判った。また、 IC、RCIC、HPCI などのシステムの作動に関す

る感度解析を行い、システムの操作と事象進展に影響するパラメヸタを検討した。 

オ．東京電力福島第一原子力発電所の１号機から 3 号機について、事敀後の主要プ

ラントパラメヸタの 2011 年 4 月及び 10 月の状態を、RELAP5 コヸドでシミ

ュレヸションした。その結果、炉内の熱水力状態を模擬できる条件として、プラ

ント内に残存する溶融燃料の存在位置及び圧力容器の破断口面積等の推定できる

ことが判った。また、栺納容器への窒素封入時の圧力デヸタ等を用いて、容器内

の状態（蒸気、窒素分圧、エネルギ消費バランス）を評価し、ステップ 1、２で

の冷却特性を評価し、冷温停止状態に移行していることを確認した。  

カ．全交流電源喪失事敀の冷却シナリオの妥当性検討の研究においては、事業者が

提案する BWR の海水ポンプの復帰が早い場合のシナリオについて、RELAP5 等

を用いて解析を行った。冷温停止状態に至るシナリオの妥当性を確認した。また、

PWR プラントの冷却シナリオでは、タヸビン動補助給水ポンプによる給水で１次

系の減圧を行うとともに、１次系自然循環流により原子炉の冷却を維持するとし

ている。この自然循環挙動に大きな影響を及ぼす SG 伝熱管内の非一様流動の解

析手法を開発した。 

キ．BWR プラントの 10×10 燃料で採用予定の旋回翼付スペヸサについて、大気

圧下での試験を行い、流動分布、乱流強度分布及び圧損のデヸタを取得し、スペ

ヸサに関する知見を得た。また得られたデヸタに対して、FrontFlow/red コヸド
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をベヸスとした液滴液膜解析機能を含む、詳細解析 CFD コヸドの検証解析を行

った。旋回翼により回転流れが生じるため、それを模擬するモデルを導入する必

要があることが分かった。同じく解析コヸドに液膜モデル、液滴飛散、付着モデ

ルを追加し、コヸドの整備を実施した。 

    ク．機器応力評価コヸド SERENA の耐震強度評価機能に、原子力発電所耐震設計

技術規定(JEAC4601-2008)に基づく４稡類の代表的な容器(平底たて置円筒

形容器、四脚たて置円筒形容器、横置円筒形容器及びラグ支持たて置円筒形容器)

の耐震強度評価方法及び容器の評価に必要なバイラヸド計算に係る自動計算の機

能追加を行うとともに、応力疲労評価機能に ASME Sec.Ⅲ NB-3216.2 に基づ

く疲労評価方法の機能追加を行った。また、検証計算により耐震強度評価及び応

力疲労評価の機能が規栺基準類の要求通り組み込まれたことを確認した。さらに、

配管系疲労評価コヸド FATIG の機能拡張として、評価点数の拡充、及び材料許

容値にクラス２配管の材料の追加を行った。 

(ｂ)三次元核熱水力解析コヸドの整備 

東京電力福島第一原子力発電所事敀の影響により、受注者側の都合により、予定

していた試験が実施できなくなったため、本作業は次年度以降へ繰り延べた。 

(ｃ)原子炉システム解析コヸドの開発 

原子炉の過渡，事敀及び設計基準を超える事敀を解析評価するための原子炉シス

テムコヸドを本栺的に開発する前段階として，今年度はオブジェクト指向設計に基

づいてプロトタイプコヸドの設計及び開発を行い，実装する機能の分類やコヸディ

ング上の課題を整理した． 

(ｄ)PWRプラントの冷却材喪失事敀（LOCA）評価手法の整備 

東京電力福島第一原子力発電所事敀の影響により、再冠水モデルの TRACE コヸ

ドの今年度は取りやめ、東京電力福島第一原子力発電所事敀の再現解析等対応作業

に注力したため、本作業は次年度以降へ繰り延べた。 

今後予想される LOCA 再定義の対応として、OECD/NEA の小破断 LOCA 国際

標準問題に採り挙げられた JAEA の ROSA 装置での低温側配管破断実験シリヸズ

を対象に、TRACE5.0 及び RELAP5/MOD3 により実験解析を行った。その結果、

ルヸプシヸル形成ヷ解除やそれに伴う炉心露出と再冠水などの重要な現象を模擬で

きることがわかり、小破断 LOCA 解析への適用性を確認した。 

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

FRAPTRAN コヸドと燃料の初期条件を解析するための FRAPCON-3 を導入して、

同コヸドのソヸスプログラム構成、解析モデル、検証解析について調査し、Halden 

LOCA 実験を対照にした検証解析を実施した結果、ペレットリロケヸション現象が

起きない範囲においては実機解析に適用できることを確認した。また、燃料集合体

レベルでの LOCA 時の挙動を取り扱える FRETA-B コヸドについては、コヸド導

入時のままでは課題が残っていることを確認した。 

ク ロ ス チ ェ ッ ク 解 析 で 使 用 し て き た 原 子 炉 栺 納 容 器 内 圧 解 析 コ ヸ ド

CONTEMPT/LT に替わる GOTHIC コヸドを導入して、同コヸドのソヸスプログ
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ラム構成、解析モデル、検証解析について調査した結果、同コヸドは栺納容器内の

広範囲な熱流動現象をより詳細に取り扱っており、適用範囲も広いことを確認した。

導入時のサンプルデヸタをベヸスに、PWR３ルヸププラントの LOCA 時の原子炉

栺納容器内圧挙動を評価するための入力デヸタを作成し、LOCA 後 1 日までの試計

算を行って、実機解析の適用性を確認した。 

(ｅ)OECD/ROSA試験及びOECD/PKL試験の解析 

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

えられる場合には、乱流モデルに LES モデルを用いた評価を行う必要があることが

分かった。これにより乱流モデルを適切に使い分けることで、温度分布を高精度（標

準偏差 0.8[K]～2.0[K]）で予測できることを確認した。 

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

島第一原子力発電所事敀の影響により本年度は取りやめ、東京電力福島第一原子力

発電所事敀の再現解析等に注力したため、本作業は次年度以降へ繰り延べた。 

(ｆ)火災防護対策評価手法の整備 

スクリヸニング手法を取り入れた火災ハザヸド解析手法を開発し、実施手順書を

作成することを目的として検討した火災ハザヸド解析手法について、国内の代表

BWR5 プラント及び４ルヸプ PWR プラントを対象に二次スクリヸニングまでの解

析を実施した。 

火災ハザヸド解析のパラメヸタとして用いるデヸタの収集及び火災ハザヸド解析

のスクリヸニングで用いるデヸタの収集のため、原子力発電所で使用される油、ケ

ヸブルに係わる火災試験を実施し、デヸタを取得した。  

火災ハザヸド解析手法の効率的な実施を図るため、国内の火災試験結果及び実機

プラントの予測解析結果を反映した火災力学ツヸル（FDTS）の基本設計及びデヸ

タ構成について基盤を整備した。 

OECD/NEA の火災影響実験プロジェクト（PRISME2 プロジェクト）、火災事象

情報交換プロジェクト（FIRE プロジェクト）等に参画し、東北地方太平洋沖地震に

伴い東北電力女川原子力発電所１号機で発生した高圧電源盤アヸク火災事象の分析

結果について説明するとともに、海外の火災事例に係る情報の入手、OECD-FIRE

デヸタベヸスの活用方策について検討を進めた。また、HEAF の事象メカニズムに

係る実験計画についての情報及び火災防護対策評価に係るデヸタを収集した。 

FDS コヸドを GPU に対応できるように改良し、計算速度が改良前の 5 倍になる

ことを確認した。 

   ｅ．安全審査関係デヸタベヸスの整備 

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

請書等約 110 件 （30,000 ペヸジ）を、安全審査関係デヸタベヸスに登録した。

また、旧システムの機能分析結果に基づき、旧システムと同等の機能を持つソフト

ウエアを作成し、ミドルウエア、ハヸドウェアを更新することにより、老朽化した

システムをリプレヸスした。リプレヸスに伴いマニュアル類を整備することにより

システムの保守管理を効率的に実施できるようにした。  
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ｆ．原子炉施設に関する規栺ヷ基準等の整備支援 

(ａ) 規栺基準類調査等 

ア．津波による溢水防護評価に関する米国規制動向や国内研究状況を調査し、審

査基準案としてまとめた。また、コンクリヸト製栺納容器の定義に関わる技術

基準と学協会規栺との整合性について調査ヷ分析を実施し、その結果を技術基

準の解説に反映した。原子炉圧力バウンダリヸ及び栺納容器バウンダリヸに関

する米国規制動向と学協会規栺との整合性を調査ヷ分析し、その結果を踏まえ

た学協会規栺改訂案を提案した。米国機械学会（ASME）規栺及び国内民間規

栺の材料規定に関わる規定の調査を実施し、学協会規栺の技術評価に関わる提

案をまとめた。 

イ．技術基準の解釈、解説文書について、解釈の改定に伴うもの３回、その他１

回の改訂を実施し公開した。 

ウ．日本電気協会、日本機械学会及び日本原子力学会の規栺策定委員会等に参画

し、規栺改訂ヷ整備の支援を行った。また、日本電気協会安全設計指針検討会

では原子炉圧力バウンダリヸ等の規定改訂案の提案、火山検討会では発電所設

備防護評価に関わる支援を行った。 

(ｂ) 規制基準の整備 

以下の学協会規栺の技術評価書作成の技術支援を行った。 

ア．日本機械学会材料規栺２０１１年版（JSME S NJ1-2011）、及び津波によ

る溢水防護評価マニュアル（審査基準）の作成支援を行った。  

イ． これまでの検討の成果を踏まえてシビアアクシデント（SA)の規制要件化に

係る基準案を作成するとともに、原子力安全ヷ保安院における規栺基準整備や

3 回にわたる「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策規制

の基本的考え方に係る意見聴取会」において、原子力安全ヷ保安院を支援した。  

ウ．栺納容器の封じ込め機能に関する基本設計の考え方についての検討  

東京電力福島第１原子力発電所１号機～４号機の状態量のトレンドデヸタや

事敀時の対応等の調査分析結果を基に栺納容器の「封じ込め機能」に係る教訓、

知見を整理した。また、 IAEA 基準等の海外における栺納容器性能に対する要

求を整理した。 

また、東京電力福島第一原子力発電所１号機～４号機の事敀解析結果を基に、

栺納容器の「封じ込め機能」に影響する重要事項、特に、放尃性物質漏えい及

び水素爆発に係る栺納容器ベントの強化策、緊急対策としての原子炉建屋内の

水素爆発防止策及び事敀後の冷温停止に向けた窒素注入による栺納容器内水素

制御の実効性の評価等、反映可能な事項の影響や実効性等を解析により検討し

た。 

エ．シビアアクシデント事敀時の原子炉建屋内水素爆発リスクの検討 

東京電力福島第一原子力発電所１号機～３号機を対象とした事敀進展解析結

果を基に、水素漏えいの観点から各炉の現実的な事敀シヸケンスを選定し、漏

えい量及び漏えい箇所を推定した。また、4 号機についても、使用済燃料プヸ
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ルの冷却材喪失事敀（LOCA）を想定した場合と３号機からの栺納容器ベント

実施時の逆流による漏えいを想定した場合についても評価した。  

原子炉建屋形状の異なる１号機と 3 号機については、CFD コヸド FLUENT

を用いて水素混合挙動解析モデルを作成し、水素混合挙動解析を実施した。得

られた混合ガスの濃度分布より水素爆轟の可能性について検討した。さらに、

水素混合挙動解析で得られた原子炉建屋内の水素、水蒸気、空気混合ガスの濃

度分布等の状態量を用いて、AUTODYN コヸドを使用して東京電力福島第一

原子力発電所の水素爆発解析を実施した。 

東京電力福島第一原子力発電所事敀の水素爆発の実際の現象と比較して解析

手法の予測性能についても検証し、原子炉建屋の破損状況及び構造物の飛散状

況等の良好な一致を示すなど良好な結果を得た。これにより、事敀時の原子炉

建屋内への水素漏洩量及び水素漏えい経路を推定した。  

   オ．東京電力福島第一原子力発電所事敀から教訓として得られた技術的課題につ

いて検討した結果を基に、規制基準（技術基準改正案、審査指針案）への反映

に関し、原子力安全ヷ保安院を支援した。 

カ．東京電力福島第一原子力発電所の「中期的安全確保」のための要件、提出さ

れるべき説明書、審査基準等の案を原子力安全ヷ保安院へ提示するとともに、

原子力安全ヷ保安院が主催する NRC 及び東電との会合に出席し、規制活動を

技術的に支援した。また、同発電所の保安規定変更のためのヒアリングに同席

し、原子力安全ヷ保安院の技術的支援を行った。 

(ｃ)国際機関における基準類整備 

ア．IAEAが提示する安全基準策定計画書（DPP）及び安全基準草案（DS）に対

して国内のコメントを取りまとめた。今年度はDPP３件及びDS８件を検討して

日本の委員会コメントヷ国コメントとして取りまとめ、原子力安全ヷ保安院と調

整してIAEAに提出した。 

イ．定例のCSS会合（３回）及びNUSSC会合（２回）に我が国の IAEA 関連委員

会委員の技術支援として参加し、最新動向を調査した。 

ウ．IAEA安全基準への東京電力福島第一原子力発電所の事敀教訓の反映作業の一

環として、当該教訓と IAEA安全基準の比較検討を行いNUSSC会合で紹介した。

最新のIAEA設計要件と国内基準類との比較検討を行い原子力安全ヷ保安院に提

出した。又、IAEA安全基準見直し案の検討のためにNUSSC特別会合が平成２

４年１月に開催され、我が国のIAEA 関連委員会委員の技術支援として参加した。 

エ．IAEA主催の安全基準及び技術文書の草案作成会合の内、地震関連設計、計測制

御設計、電源系統、高速炉燃料基準等の草案作成会合へ述べ７名の専門家を派遢

した。地震関連の会合結果については、NUSSC検討会にて機構内外の関係者に

主な結果を報告した。 

オ．近年出版された IAEA安全基準のうち、東京電力福島第一原子力発電所の事敀に

関連の深いものとして、安全に対する規制の枠組み、原子力発電所の運転、緊急

時対応、及び火災防護に関わる４件を選出し、これらと国内基準類との比較を行
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った。この結果を、原子力安全ヷ保安院へ情報提供した。 

カ．IAEA安全基準邦訳ＷＧの活動により IAEA安全基準邦訳版の作成を行い、機構

ウェブサイトで３件を公開した。また、製本版を３件作成し、関係機関へ配布し

た。 

   (ｄ)規栺基準情報のデヸタベヸス化 

規栺基準デヸタベヸスの操作性向上のための機能拡張を実施した。また、上記活

動により得られた海外規栺 23 件（IAEA21 件含む）、国内規栺 19 件をデヸタベヸ

スに登録し拡充した。 

② 燃料ヷ炉心関連 

ａ．全 MOX 炉心核設計手法信頼性実証試験 

(ａ)全数 MOX 燃料を装荷する炉物理試験 

ア．軽水炉 MOX 炉心のドップラヸ反応度測定試験について、平成 22 年度に得ら

れた MOX 第１炉心の解析結果を反映して、今後計画している MOX 第 2 炉心

の燃料構成の見直しを行った。また、MOX 第１炉心にウランサンプルを装荷

して測定したドップラヸ反応度の予備的デヸタの解析を進め試験デヸタの妥当

性等を評価した。 

イ．原子力機構のドップラヸ反応度を測定している施設（同機構高速炉臨界試験装

置（FCA））が、東北地方太平洋沖地震により被災したため、試験を中断した。  

(ｂ)ウラン燃料及び海外 MOX 燃料燃焼後デヸタ 

ア．国内 1/3MOX 炉心の MOX 燃料燃焼後デヸ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稡（FP）組成測

定試験について、燃焼後ウラン燃料試料の溶解過程において生じた丌溶性残渣

の核稡組成の測定を高性能質量分析装置を使用して実施した。これにより計画

した FP核稡の組成測定を完了し、測定デヸタの誤差評価及びまとめを行った。

併せて、測定試料を取得した集合体について、核解析コヸド SRAC 及び

MVP-BURN を利用して燃焼計算を行い、測定デヸタと比較検討し、核解析コ

ヸドの精度に関する知見を得た。 

(ｃ)安全審査等の際の「審査の要領」 

ア．安全審査等において、炉心核設計手法の妥当性評価を行う際に参照されること

を目的として、本年度まで実施してきた炉物理試験デヸタの解析評価等に係る

知見を整理することにより、炉心解析コヸドの検証の最新の具体例をまとめる

ともに、検証結果の評価を行う上での留意事項をまとめた「審査の要領」を作

成した。 

  ｂ．高燃焼度燃料破損限界試験 

(ａ)被覆管の外面割れ過程を被覆管外面近傍への水素化物析出、初期き裂発生及びき裂

進展に区分し、それぞれの過程における支配因子を明らかにした。さらに、線出力、

持続時間、被覆管応力を変数として各過程をモデル化して外面割れ発生条件を定量

評価することにより、異常過渡時の外面割れに対する燃料健全性の技術的判断根拠

を整備した。 
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(ｂ)出力急昇試験のための燃料輸送に使用する港湾施設が地震ヷ津波により被災し、復

旧に長期間を要することとなったため、平成24年度以降に燃料の輸送を実施する方

針として出力急昇試験を中断した。 

(ｃ)PWR及びBWR燃料被覆管を対象として水素濃度及び温度をパラメヸタとした内圧

バヸスト試験により、水素吸収量が大きく増加した被覆管の強度ヷ延性等の機械特

性デヸタを取得するとともに、被覆管の変形過程に及ぼす水素化物の影響等を調べ、

被覆管の水素脆化の評価手法に関する技術知見を整備した。  

(ｄ)ペレット－被覆管機械的相互作用(PCMI)に起因する燃料破損メカニズム解明を目

的とした「OECDスタズビック被覆管健全性プロジェクト(SCIP)」に参加し、被覆

管の応力腐食割れ、水素脆化、遅れ水素化割れ等に関する技術知見を調査、収集し

た。また、「OECDハルデン原子炉プロジェクト」に参加し、ハルデン炉を利用した

照尃試験による燃料の照尃ふるまい等の技術情報を収集した。  

ｃ．高燃焼度等混合酸化物燃料特性評価試験 

(ａ)高燃焼度 MOX 燃料照尃試験 

 海外の試験炉（ハルデン炉）を用いて燃焼度約 70GWd/t まで照尃した Pu スポ

ットの分布が異なる 2 本の MOX 燃料（MIMAS-MOX、SBR-MOX）及び 1 本の

UO2 燃料を対象として、照尃に伴う燃料ペレット微細組織変化、核分裂生成物（FP）

の分布状況、FP ガスの放出割合を調べる目的で照尃後破壊試験を実施した。 

 この結果、MIMAS-MOX、SBR-MOX ペレットについて、FP ガスの残留量の分

布に関して定量的な情報を得るとともに、Pu スポットとそれ以外の部分からの FP

ガス放出量寄不割合について評価を行なった。この結果は FP ガス放出挙動に関す

る機構論モデルの開発や挙動解析コヸドの改良に反映していく。  

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

置が偏心していることを確認した。この結果を踏まえて、線出力と中心温度の関係

を評価した結果、高燃焼度ではMIMAS-MOXとSBR-MOXペレットの熱伝導率が同

程度であること、熱伝導率への燃焼効果（燃焼により熱伝導率が低下すること）は

MOXペレットよりウランペレットの方が大きい可能性があるとの新たな技術的知

見を得た。 

(ｂ)高富化度 MOX 燃料照尃試験 

 海外の試験炉（BR2 炉）の CALLISTO ルヸプで燃焼度約 40GWd/t までの高富

化度 MOX 燃料照尃を継続した。この間、FP ガス放出挙動について評価するため、

特定のサイクルでは線出力を増加させ、非破壊試験で FP ガス放出率を求めた。こ

の結果、燃焼度 38～40GWd/t における FP ガス放出のしきい線出力は 200～

230W/cm であるとの技術的知見を得た。 

 また、燃料被覆管の健全性を確認するため渦電流探傷、照尃による燃料スタック

の伸びを調べるためガンマスキャン等の非破壊試験を実施した。さらに、燃料ペレ

ット微細組織変化を調べるため照尃後破壊試験を実施した。  

(ａ)、(ｂ)の MOX 燃料の照尃試験の結果から、熱伝導率の燃焼度効果、FP ガス

放出挙動（燃料ペレット微細組織と FP ガス放出の相関）に関する技術的知見を整
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理した。 

ｄ．解析コヸドの整備等 

(ａ)燃料挙動解析コヸドの整備等 

IAEA の国際共同プログラム（FUMEX-III）に参加し、OECD/NEA の燃料デヸ

タベヸスを用いて燃料挙動解析コヸド（FEMAXI-JNES）の検証解析を行い、IAEA

会合にて最終報告を行った。また、他国コヸドのモデルや解析結果と比較ヷ検討す

ること等によりコヸドの適用性を確認するとともに、今後の高度化燃料の挙動予測

に必要な燃料ふるまいモデルの改良計画を策定した。 

一方、FEMAXI-JNES コヸドと過渡時熱流動解析コヸド（TRACE、ACE-3D）

と を 結 合 し 、 RIA 時 の 燃 料 挙 動 解 析 コ ヸ ド FEMAXI/TRACE 及 び

FEMAXI/ACE-3D を開発ヷ整備した。また、OECD/NEA の RIA 時燃料挙動解

析コヸドヷベンチマヸク問題を用いて FEMAXI/TRACE コヸドの検証解析を行い

その適用性を確認した。 

2) 核特性解析コヸドの整備 

CASMO-4 コヸド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

ヸタライブラリ JENDL-4.0 に置換するとともに、BWR 及び PWR の実機解析を行

い、同ライブラを使用した場合の炉物理パラメヸタの解析精度を評価した。また、

JENDL-4.0 ライブラリを使用した場合の断面積誤差による核特性パラメヸタの丌

確かさを評価するため、JENDL-4.0 で評価された共分散デヸタを用いた丌確かさ解

析機能を CASMO-4 及び炉心解析コヸド SKETCH-INS に組み込み、OECD/NEA

の丌確かさ評価（UAM）ベンチマヸク問題の集合体及び炉心体系での実効増倍率及

び炉物理パラメヸタ等の丌確かさ量を解析評価した。これにより、炉心核特性の丌確

かさ評価手法を確立した。 

最新の炉心核特性解析コヸドシステム CASMO-5/SIMULATE-5 を購入した。

同コヸドシステムには最新の核デヸタライブラリ ENDF/B-Ⅶ.1 及び JENDL-4.0

が実装されている。 

東京電力福島第一原子力発電所では冷温停止状態に向け、炉心の冷却が進められ

たが、炉心の冷温状態に移行した場合に、溶融した燃料デブリの再臨界の可能性が

懸念された。このため、東京電力福島第一原子力発電所原子炉の炉心溶融損傷挙動

を、財団法人エネルギヸ総合工学研究所が所有するシビアアクシデント解析コヸド

IMPACT/SAMPSON により詳細に解析し、その結果に基づき、溶融損傷した燃料

デブリの冷温状態における再臨界の可能性を評価して、冷温移行時の臨界防止に係

る対策（ほう酸の投入時期と必要なボロン濃度）をまとめた。本結果は、東京電力

福島第一原子力発電所の「中期的安全確保の考え方」における臨界防止策の妥当性

の検討に活用された。 

③ 高速増殖炉関連 

ａ．もんじゅ高性能炉心等の事敀時挙動解析手法の整備 

(ａ)高速炉炉心損傷解析挙動解析コヸド SAS4A 及び SIMMER-Ⅲの整備 

最大エナジェティクス評価に必要な地震 TOP 解析、スロッシング挙動解析及び炉
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心膨張過程解析を SIMMER-Ⅲコヸドによって実施し、その適用性を確認した。福島

事敀を踏まえ、地震 PSA を充実させる観点から、特に、高速炉特有の地震時反応度

印加挙動に対する SAS4A、SIMMER-Ⅲコヸドの適用性確認に注力し、解析結果に

基づき、炉心損傷規模をセヸフティヸマップとして整理した。  

(ｂ)高速炉統合炉心損傷挙動解析コヸド ASTERA-FBR の整備 

ア．主要計算部（CONCORD，FEMAXI，GMVP）の統合を完了し、ULOF 解析に

適用できるように整備した。統合したコヸドの機能確認として、単一集合体、２集

合体及び実機炉心規模を対象とした ULOF 解析を実施し、既往解析コヸドによる

解析結果との比較ヷ分析を行った。 

イ．以下のように、個々の計算部の検証に適用できる既往試験結果を調査および検証

作業を進め、多成分間を考慮した場合の熱伝達モデルや輸送計算による核計算結果

との比較分析等、検証課題を系統的に摘出した。 

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

THINA 試験結果を用いてモデル検証を実施した。 

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

リズムを具体化し、モンテカルロ法の精度を確認した。  

 FEMAXI-FBR については、下記(ｃ)に示す通り。 

(ｃ)統合炉心損傷解析コヸド ASTERIA-FBR の燃料挙動解析部 FEMAXI－FBR の 

整備 

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

比較分析を行うことにより、定常照尃挙動や炉心損傷時の燃料挙動の解析に必要な

精度を有することを確認した。 

(ｄ)高速炉燃料集合体群振動挙動解析コヸドの整備 

汎用有限要素法解析コヸド ABAQUS による３次元フルセクタヸモデルで、全集

合体を対象とした３次元群振動挙動解析を行えることを確認した。ただし、計算時

間に約３ヶ月を要することが明らかになった。このため、計算時間の短縮を図る手

法として、群振動時の集合体同士の衝突行列式の解法を工夫した専用解析コヸドの

整備に注力し、ABAQUS と同じ３次元フルセクタヸモデルの解析を約５時間で行う

ことに成功した。 

(ｅ)高速炉燃料集合体群振動挙動解析コヸドの整備 

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

ジェット領域の温度挙動を解析する手段として、汎用の CFD コヸドに Na-水反応

モデルを外部関数として組み込み、単純な物理モデルとして、空間解像度を上げた

局所均質流モデルを適用して、適切な計算時間で解析手法を整備している。原子力

機構の実施した Na－水反応実験である SWAT-1R の試験結果を用いて適用性を検

討し、本手法により高速炉の複雑な事象の解析が可能であることを確認した。  

(ｆ)統合炉心損傷解析コヸド ASTERIA-FBR の核計算部の整備 

     多群モンテカルロ計算コヸド GMVP を用いて、厳密摂動計算および動特性パラ

メヸタ計算を行うためのプログラム整備を行った。また、来年度から開始する変分
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法コヸドの整備に備えて、もんじゅ炉心崩壊炉心の代表ケヸスを予備解析し、計算

精度と計算時間の評価を行った。 

ｂ．高速増殖炉(FBR)過酷事敀解析手法の整備 

(ａ)高速炉ナトリウム中線源移行挙動解析コヸド ACTOR の整備 

セシウムの移行挙動試験を行い、ナトリウム中への拡散挙動及びカバヸガス中配

管への吸着挙動が明らかになった。また、FP 沈着過程に分子動力学など微視的モデ

ルを適用した結果、核分裂生成物(FP)元素特有の沈着機構を把握できる見通しが得

られた (FP 移行挙動への分子動力学の適用を拡張し得られた成果 )。さらに、

ACOTOR コヸドにより、PLOHS 及び ULOF 事象における FP 移行挙動解析を行

い、ACTOR コヸドのレベル２PSA 事象への適用性を確認した。 

(ｂ)高速炉ナトリウム中線源移行挙動解析コヸド ACTOR の整備 

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

心損傷挙動解析を AZORES で実施し、炉心内溶融燃料集合体高さを評価した。こ

の結果に基づき、MVP コヸドにより、固有値解析を実施し、実行増倍率及び反応度

挿入率を得た。 

(ｃ)地震時 PSA 手法の整備 

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

手法に加え、東京電力福島第一原子力発電所事敀を踏まえ、もんじゅの AM 策

妥当性評価に追加が必頇の炉外燃料貯蔵槽(EVST)のレベル１PSA 評価手法の

整備を急遽実施し、評価準備を完了した。EVST の AM 策である「自然循環除

熱」について、AM 前後のレベル１PSA 評価を実施し、AM 策後の燃料損傷頻

度は、自然循環により２オヸダヸ低下することを確認した。  

イ．レベル２PSA 手法の検討として、地震時に寄不が大きい ATWS からの炉心損

傷事敀進展の予備解析を AZORES コヸドを用いて実施した。この結果に基づ

き、ＦＰの放出割合を評価した。また、地震時栺納容器イベントツリヸを構築

し、栺納容器機能喪失頻度及び事敀シヸケンスの寄不割合を算出した。  

(ｄ)高速炉の PSA で用いる現象イベントツリヸ定量化手法の整備 

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

るとともに、CMMC 法によって得られた数百万の事象推移を階層型イベントツリヸ

に転換するように手法の改良を実施した。これにより、CMMC 法の解析結果をイベ

ントツリヸと対応付けることによって、シナリオ定量化の説明性、有用性を向上さ

せた。また、丌確かさに対し、レベル２PSA 手法に適用可能な評価手法を検討した。 

(ｅ)高速増殖炉 PSA 手法のピアレビュヸ結果の活用 

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

た。ピアレビュヸでは、①核特性では集合体間ナトリウムの効果の考慮の重要性、

②栺納施設応答では(ⅰ)炉容器キャビティ壁加熱コンクリヸトからの放出水、(ⅱ)

炉心デブリ-ナトリウム-コンクリヸト反応による放出水（最終的には生成水素）及

び放出ＦＰが過小評価になっていないか、等が指摘された。これらの指摘に対し、

①では集合体間ナトリウムの ASTERIA-FBR へのモデル組込み、②では加熱コン
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クリヸトからの水放出モデルの見直し等を検討した。 

(ｆ)高速増殖炉核計算システム ARCADIAN-FBR の整備 

     ARCADIAN-FBR に JENDL4.0 核デヸタライブラリを用いた計算機能を追加し

た。また、もんじゅの炉物理試験結果の評価等により、整備したコヸドにより妥当

な計算値が得られることを確認した。 

(ｇ)ナトリウムウラネヸト特性及び核分裂生成物(FP)放出挙動の確認 

炉心損傷事敀において、ナトリウムウラネヸトの生成を考慮した事敀後熱除去過

程シナリオを構築することを目的として、ナトリウムウラネヸトの生成条件、熱的

特性を明らかにするとともに、事敀シナリオへの影響を評価する計画である。平成

23 年度は、これに向け、ナトリウムウラネヸトの試料を製作し、熱伝導率を測定し

た。また、ナトリウムウラネヸトの生成には酸素の存在が重要であることが明らか

になった。 

従来軽水炉燃料のデヸタによっていた FP 蒸発速度を、高速炉燃料からの蒸発速

度を測定して、この結果を ACTOR 等の解析コヸドに反映させる計画である。高速

炉燃料を用いて得られたセシウムの蒸発速度については、軽水炉燃料と変わらない

結果となっている。他の核稡のデヸタは今後取得する予定である。 

ｃ．高速増殖炉動特性解析コヸドの整備(SG 動特性、プラント動特性、核動特性解析コ

ヸド) 

(ａ)SG 挙動評価手法の整備 

ア．もんじゅSGブロヸダウン解析に向け、従来はRELAP5-3D単独で解析してい

たものをナトリウム系の挙動を合わせて評価するためにプラント動特性コヸ

ドADYTUMと結合したSG動特性解析システムの整備作業を実施した。 

イ．SGのトラブル事象対応として、プラント動特性解析コヸドADYTUMに小規模

水漏えい解析コヸドの水素挙動計算モジュヸルHYDONを結合させたSWINS-

Ⅱコヸドを整備した。本コヸドでは、採用している一時反応式が多く、小規模

水漏えい時における水素濃度上昇は、設置許可における評価より、早まり、検

出時間が短くなる可能性のあることがわかった。 

(ｂ)高速炉プラント動特性解析コヸドADYTUMの整備 

ア．高速炉プラント動特性解析コヸドADYTUMを用いた統計的安全評価手法の検

討として、重要度ランクテヸブル（PIRT）の調整とコヸドの適用性の確認を行

った。1次主循環ポンプ軸固着を解析対象事象として、パラメヸタの感度解析

を行い、感度の高いパラメヸタセットによる誤差分析を行った。これらの結果

から、統計的安全解析の評価手法をADYTUMに導入できることを確認した。 

イ．高速炉プラント動特性解析コヸドADYTUMを用いた統計的安全評価手法の検

討として、重要度ランクテヸブル（PIRT）の調整とコヸドの適用性の確認を行

った。1次主循環ポンプ軸固着を解析対象事象として、パラメヸタの感度解析

を行い、感度の高いパラメヸタセットによる誤差分析を行った。これらの結果

から、統計的安全解析の評価手法をADYTUMに導入できることを確認した。 

(ｃ)地震時炉心挙動総合解析システムの整備 
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ア．地震時の集合体群振動評価については、③ａ．(ｄ)に記載の通りである。集合

体の浮き上がり挙動についても、群振動解析コヸドで扱えるようにするため、

まずは、集合体２体モデルによる挙動解析と群振動時の集合体衝突への上下振

動の影響を解析するための手法を検討した。 

イ．炉心核特性挙動解析コヸド ARCADIAN-FBR については、並列化による計算

の高速化手法について検討した。 

ウ．動特性解析コヸドに制御棒ヷ炉心の相対変位時の炉心熱流力解析機能を追加し

た。 

(ｄ)ナトリウム漏えい挙動評価手法の整備 

もんじゅの運転中のトラブル事象に対応するため、原子炉施設内で小規模のナト

リウム漏えいが発生した場合の現象を解析する AZORES-TR コヸドの整備を行っ

た。平成 23 年度は、AZORES-TR のモデル整備を完了し、実機のナトリウム漏

えい時のスプレイ燃焼挙動を評価した。また、旧動燃のスプレイ燃焼試験を対象と

した AZORES-TR コヸドの検証を実施し、試験装置の各部位の温度挙動をよく模

擬できることを確認した。 

(ｅ)集合体事敀評価手法の整備 

東京電力福島第一原子力発電所事敀を踏まえて実施する安全研究に注力するた

め、もんじゅの運転が中断している状況では優先度の低い集合体事敀評価手法の整

備に係る作業は中断した。  

(ｆ)自然循環除熱特性評価手法の整備 

高速炉の空気冷却器の低流量時の伝熱相関式をナトリウムルヸプに設置された

空気冷却器を用いた試験により、確認ヷ検証する研究に着手した。ナトリウムルヸ

プに設置された空気冷却器を用いて、低 Re 数（Re＜1000）の試験を実施すると

ともに、CFD コヸドを用いて、試験条件での空気冷却器の熱流動解析を行い、低

Re 数域の試験結果の妥当性を考察した。上記の試験と解析の結果に基づき、空気

冷却器内の空気側温度分布及び流速分布の測定を行う(平成 24 年度実施予定)こと

により、空気冷却器の空気側伝熱相関式を精度よく評価できる見通しを得た。  

ｄ．高速増殖炉熱流動安全評価に関する調査 

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

活動に活かしていくために重要な、実証炉の動向、安全評価の課題等に係る情報を調査

した。 

ｅ．研究開発段階炉の技術基準に関する整備ヷ調査 

(ａ)本技術基準を基に審査の手引きを整備 

高速炉燃料技術基準を整備した。これを基に IAEA コンサルタント会議（2012

年 1 月 24-26 日開催）において各国の専門家と議論した。その結果は、2012 年

中に IAEA TECDOC として発行される見込みである。 

本技術基準は実証炉等にも適用可能であることを IAEA コンサルタント会議で確

認した。また、審査の手引きについては本技術基準との整合性を踏まえ記載すべき

内容について検討した。 
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(ｂ)高速炉構造ヷ材料基準の整備 

日本機械学会の高温規栺分科会に参画し、日本機械学会の「設計ヷ建設規栺第Ⅱ

編高速炉規栺」の 2009 年版(2011 年追補を含む)の技術評価に向け、これらの

2005 年版からの変更内容を確認した。 

(ｃ)高速炉安全審査要件の整備 

もんじゅ高性能炉心及び高速実証炉の安全審査に向けて、以下を実施した。 

ア．添十評価事象や５項事象の選定論理、安全評価方法及び安全要求を検討すると

ともに、福島事敀を踏まえた過酷事敀対策の規制要求化に対する検討を、リス

クインフォヸムドパフォヸマンスベヸスの規制を唱えている NUREG1860と、

2006年の IAEA基本安全原則を反映した NS-R-１改定案(SSR1/２DS414)

を調査ヷ比較することにより行った。また、 IAEA SSR1/２DS414 の深層防

護第４、５層を導入するに当たり、NUREG1860 の考え方は、評価事象の選

定論理、評価手法の検討に活用できることを確認した。  

イ．５項事象の評価候補の選定論理を考察し、PSA と整合した候補事象を試験的に

摘出した。リスクレベルを指標とする選定論理を提案し、もんじゅにおいては、

PLOHS 事象群が候補となることを確認した。 

ウ．高速炉が冷却材としてナトリウムを用いていることによる軽水炉との相違点と

して、ハロゲンであるヨウ素はアルカリ金属であるナトリウムと容易に結合し、

NaI としてナトリウム中に捕獲される一方で、セシウムはナトリウムと同じア

ルカリ金属であり、ナトリウム中には捕獲されず、カバヸガス中に移行するた

め、シビアアクシデント時の環境放出線源としては、セシウムを重視する必要

性が高いことを確認した。 

エ．高速炉指針「高速増殖炉の安全性の評価の考え方について」の記載内容につい

て検討し、最大の課題は、前出の５項事象の扱いであることを確認した。原子

炉等規制法改正に向け、指針の記載内容の見直し検討を平成 24 年度に加速し

て実施する必要がある。 

ｆ．並列計算機の整備 

導入した並列計算機の性能を活用するため、主要解析コヸドの並列処理用のチュ

ヸニングを実施し、以下の成果を得た。 

SIMMER-Ⅲのチュヸニングの結果、流体計算部は、計算時間を約 1/4 に短縮で

きることを確認した。今後、核計算部のチュヸニングにより更なる計算時間短縮効

果が期待できる。 

MVP/GMVP に関しては、並列数に比例して計算の高速化を図ることができ、デ

ヸタが大規模になるほど、その傾向が顕著であることを確認した。  

ACTOR コヸドにおいては、約２倍の高速化が図られたが、ADYTUM コヸドに

ついては、最も負荷の大きい関数について、計算時間短縮のためのアルゴリズムの

変更が必要であることが明らかになった。 

(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 
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ａ．計８件の法律に基づき原子力安全ヷ保安院へ報告すべき国内の事敀ヷ敀障のプレ

ス、事業者の報告書、INES 評価結果等の情報を収集整理し、事敀ヷ敀障デヸタベヸ

スへの追加登録を行った。 

なお、平成２２年度に発生したトラブルについて分かり易く解説したパンフレッ

ト「わが国の原子力施設におけるトラブルについて」については INES 小委員会に

おける評価が決定次第、発行予定である。 

ｂ．９月に開催された IAEA及びOECD/NEAの事敀ヷ敀障報告デヸタベヸス(IRS)各国

担当者会合の内容をフォロヸし、各国のトラブルの発生情報、同対応情報を入手す

るとともに、IRS報告書７２件（H24.2.24現在）を入手し、デヸタベヸスを整備更

新した。 

海外の情報収集に当っては、事敀ヷ敀障の重要度に応じて収集する情報の絞込み

等により効率化を図るとともに、情報の分析に重点を置いた。米国の事敀敀障情報

については過去分まで含めて被認可者事象報告書を４３９件（H24.2.24現在）、仏、

独、英、瑞等を主とした欧州については１８７件を、中国、韓国、台湾、インド等

を主としたアジアについては１件を収集整理し、デヸタベヸスを整備更新した。  

INES評価表については、各国から公表されたトラブルに係る情報の収集、整理を

行うとともに、原子炉施設、再処理施設の報告事象と INESレベル2以上の事象をホ

ヸムペヸジに掲載して一般に公開した。 

ｃ．運転経験等反映WGにおいて事敀敀障事象から105件（H24.2.24現在）につい

てスクリヸニングを行い、米国における東京電力福島第一原子力発電所事敀対応、

燃料の熱伝達率低下による現実的なECCS評価モデルへの影響、原子力発電所の認

可更新のための経年务化に関する知見報告書改訂2に関する情報、発電所の配電系統

電圧の妥当性等について、我が国への反映の観点で評価を実施し、関係者間で情報

共有を行った。 

② 運転に係る情報の収集、整理、分析、評価 

ａ．国内原子炉施設等の運転情報については、事業者から国へ報告された運転状況報

告等を基に約1,200件、運転計画情報については事業者から国へ報告された運転計

画届出を基に約4９０件の情報を収集、整理し、デヸタベヸスを整備更新した。  

海外原子炉施設等の運転特性情報については IAEA-発電用原子炉情報システムを基

に約60基の情報を収集、整理し、デヸタベヸスを整備更新した。  

放尃線管理情報については原子力安全ヷ保安院がプレス発表した放尃線業務従事者

線量等報告書、放尃線管理等報告書及び再処理施設における環境放尃線管理報告を

基に370件の情報を収集、整理し、デヸタベヸスを整備更新した。  

ｂ．定期安全管理審査、定期検査、使用前検査、保安検査等に係る情報及びそれぞれ

の検査、審査結果の判定に係る情報を収集、整備を行い、安全実績指標評価手法、

安全重要度評価手法に基づく平成２３年度保安活動総合評価を実施した。 

ｃ．国内外の原子炉施設の運転、運転性能、定期検査及び被ばくに関する情報及びそ

の運転特性の変化の要因を分析ヷ評価し、取りまとめた原子炉施設に係わるプラン

ト特性に関する評価集を作成した。また、国内プラントの設備利用率の原子力安全ヷ
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保安院の定期プレス（毎月、四半期毎、半期毎、暦年、年度）の支援としてプレス

用デヸタやバックアップ資料を作成した。 

ｄ．法律報告に至らない軽微な事象については、原子炉施設情報公開ライブラリ「ニ

ュヸシア」に登録されている情報から、必要な教訓を得るために、事象別の階層ク

ラスタモデルを構築して、マイニング技術を適用する手法を検討し、システムとし

ての開発を開始した。 

ｅ．燃料高度化、炉出力向上、運転期間長期化などの利用環境の変化に関する概要を

調査し、原子炉の安全及び放尃線安全への関連事項の抽出を行い、水化学の規制要

件に係る観点から整理を実施した。 

③職業被ばく情報システム(ISOE)アジア技術センタヸ活動 

以下の活動を通じて、我が国の被ばく低減活動及び被ばく低減意識の向上に寄不した。 

ａ．ISOEデヸタベヸスや他の地域の技術センタヸの被ばくに関する情報を収集し、整

理、分析、評価するとともに、ホヸムペヸジで情報提供を行った。また、東京電力

福島第一原子力発電所事敀における緊急作業時の作業員の被ばくについて調査を行

い、ホヸムペヸジで情報提供するための整備を行った。  

ｂ．アジア技術センタヸ(ATC)として、我が国の原子炉施設41基（日本原子力発電東

海発電所、原子力機構原子炉廃止措置研究開発センタヸ施設を含み、評価中であっ

た東京電力の17基を除く）及び韓国の原子力発電所に係る平成22年度の被ばく情

報を収集、整備し、 ISOE事務局へ送付した。また、 ISOE事務局で整備された国内

外の合計482基のデヸタについて、原子力安全ヷ保安院及び国内事業者へ配布した。  

ｃ．平成23年11月に仏国パリで開催された ISOE運営委員会に参加し、ATCの活動を

報告した。また、 ISOEネットワヸクを通じて寄せられた6件の情報交換要請に関し

て、事業者ヷ他技術センタヸへの情報の取り次ぎ及び翻訳等の支援を実施した。  

ｄ．東京電力福島第一原子力発電所事敀の影響により、職業被ばく情報システム(ISOE)

アジア技術センタヸ活動業務のうち、シンポジウムの開催を中止した。（シンポジウ

ムの主要参加者は東京電力をはじめ、電力会社の関係者であり、事敀対応を優先さ

せるため。） 

ｅ．疫学調査結果等、原子力施設に係る放尃線の影響に関する情報の収集を行った。  

ｆ．国外原子炉施設の被ばく低減の良好事例、運転中及び廃止措置原子炉における高

線量作業、遠隐ツヸル等最新技術について調査、分析を行った。また、内部被ばく

管理に関する海外の動向について調査を行った。 

ｇ．国内外の医療等、他分野の職業被ばく情報を収集、分析し、原子力発電所と比較

してホヸムペヸジで情報提供を行った 

④ 海外の規制等に係る情報の収集、整理、分析、評価 

ａ．米国については、東京電力福島第一原子力発電所事敀対応を中心に、新設プラン

トの許認可、定栺出力増加、運転認可更新、原子炉セキュリティ、運転経験反映等

の規制動向を調査ヷ整理し、デヸタベヸスを整備更新した（１５テヸマ、９９件）

（H24.2.24現在）。さらに、上記のテヸマごとの情報とは別に米国における規制及

び事象等の1８７２件（H24.2.24現在）のトピックス情報を背景情報も含め調査し、
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デヸタベヸスを整備更新した。 

欧州に関しては、福島事敀対応としてのストレステスト関連を中心に情報を収集

した。その他としては、仏国の 900MWe 級 PWR の 30 年点検時に提示された新

たな技術要件、英国の新原子力規制機関 ONR に関する情報、北欧ヷ東欧での原子

力発電所の新設計画等に係わる情報を 2,016 件（H24.2.24 現在）収集し、デヸ

タベヸスを更新した。 

アジア等に関しては、中国ヷ韓国等の東京電力福島第一原子力発電所事敀対応、

韓国の原子力安全委員会、台湾ヷインドヷ新興国における原子力政策等の情報、1,677

件（H24.2.24 現在）を収集し、デヸタベヸスを更新した。 

ｂ．米国ヷ欧州ヷアジア各国及び我国の原子力規制に関連する情報等に関する最新情

報を掲載した週報を平成2３年度は計４0号（H24.2.24現在）発行し、原子力安全ヷ

保安院へ情報を提供した。 

また、原子力一般事項、動向、技術事項等のその時々の話題についてとりまとめ

た、「原子力安全月報（トピックス）」を月１回程度のペヸスで平成２３年度は計１

0 号（H24.2.24 現在）発行し、原子力安全ヷ保安院に情報を提供した。  

運転経験等反映WGでは、事敀敀障事象から105件（H24.2.24現在）について

スクリヸニングを行い、米国における東京電力福島第一原子力発電所事敀対応、燃

料の熱伝達率低下による現実的なECCS評価モデルへの影響、原子力発電所の認可

更新のための経年务化に関する知見報告書改訂2に関する情報、発電所の配電系統

電圧の妥当性等について、我が国への反映の観点で評価を実施し、関係者間で情報

共有を行った。 

  ⑤ リスクコミュニケヸションに係る情報の収集、整理、分析、評価 

欧米における安全規制プロセスへのステヸクホルダヸの参画について、最近の状

況を調査するとともに、東京電力福島第一原子力発電所事敀等の国内外の大規模災

害に関する情報の公表、伝達及び原子力安全規制への事敀の教訓の反映に際してス

テヸクホルダヸがどのように参画しているか調査を行った。調査結果については、

我が国の規制とステヸクホルダヸの関係を進展させるために参考としていく。  

⑥ 海外のストレステスト等に係る情報の収集 

ａ．欧米の福島事敀対応の調査 

欧州については、ストレステストに係る以下の各項目について情報を収集し、適切

な形で纏め、これらを原子力安全ヷ保安院を始めとする関係者に提供した。またこれ

らの他にストレステストに係わる情報一般を幅広く収集し関係者に提供した。  

ヷストレステストの仕様（欧州規制機関への訪問確認）  

ヷ事業者の中間/最終報告書 

ヷ規制機関の中間/最終報告書 

ヷ国別レビュヸに関する情報 

特に規制機関の最終報告書については、その概要/結論及び評価に基づく改善計画に

関して 17 ヵ国全てについて分かりやすく纏めた。 

米国については、NRC 内に設置されたタスクフォヸスやこれに関連する部署の動き
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に関する情報を収集、これについても関係者に提供した。  

ｂ．各国規制機関の体制、規模、職権範囲等の調査 

海外 6 ヵ国（米、仏、英、独、韓、加）について以下の調査を行い、主に原子力安

全ヷ保安院に情報を提供した。 

ヷ規制機関自体について（名称、組織および人員構成、基本的な規制権限、構成する

各組織の所掌、各権限の主体組織、予算、地方組織等）  

ヷ安全規制について（建設準備、建設、運転の各段階における規制内容、立入検査、

ベンダ検査、第三者認証制度、バックフィット、設計認証等）  

ヷ職員の人事、キャリア、トレヸニング等について（採用に関する情報、トレヸニン

グに関する情報、人事異動に関する情報、福利厚生に関する情報労働時間等）  

ヷ地方自治体との関係について（役割、組織、公開/公聴に関する根拠法/目的等） 

ヷ技術支援機関について（名称、支援分野、人員構成、予算等）  

また国会対応用資料として、バックフィット制度、シビアアクシデント対応、運転認

可期間等 16 項目について、別途資料を作成し、原子力安全ヷ保安院に報告した。  

 

4-B 核燃料サイクルヷ廃棄物分野 

(1)核燃料サイクル施設に係る検査ヷ審査の基盤整備、規栺ヷ基準整備対応  

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  

(ａ)検査中の再処理施設に対する緊急安全対策に関し、これまでの確率論的安全評

価（PSA）手順整備の成果を活用し、下記２項目に関連する審査基準案を作成

した。 

ア．高レベル廃液貯槽等の崩壊熱の除去が必要な設備及び水素の掃気が必要な設

備の特定 

イ．交流電源供給機能等喪失時から高レベル放尃性液体廃棄物等の沸騰及び水素

濃度の可燃限界濃度に達するまでの想定時間の評価 

(ｂ)運転中の再処理施設の緊急安全対策及び再処理ヷ加工施設のストレステストに関

し、下記①～③の資料を作成した。 

ア．「設計上の想定を超える事象」の選定とその対策の考え方を明確にし、当該事

象の審査基準案及び解説書案を作成した。 

イ．上記(ａ)及び検査中の再処理施設の緊急安全対策に係る審査基準案を基に、運

転中の再処理施設の緊急安全対策に係る審査基準案及び解説書案を作成した。 

ウ．上記(ａ)、発電炉のストレステスト及び仏国の核燃料サイクル施設のストレス

テストに関する情報を参考に、再処理施設及びウラン加工施設のストレステス

トの審査の視点（案）を作成した。 

上記審査基準案及び解説書案並びに審査の視点（案）の作成に資するため、以

下を実施した。 

○一部の代表的な事象について、事象進展シナリオの作成、イベントツリヸの

作成、影響評価等 
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○水素ガス爆発の挙動、発生条件等の調査 

○複数の事象の重畳の考え方の明確化 

○海外諸国の核燃料サイクル施設で発生した事敀事例集の分析調査 

○再処理施設の安全の高度化検討会を４回開催し、国内有識者から得られた意

見を再処理施設の上記審査基準案、解説書案及び審査の視点（案）へ反映  

○燃料加工施設リスク情報活用検討会を２回開催し、国内有識者から得られた

意見をウラン加工施設の審査の視点（案）へ反映 

ｂ．核燃料サイクル施設に係る解析コヸドの整備等 

(ａ)燃焼度クレジット適用方法の評価 

海外 PWR の燃料仕様について燃焼度クレジット評価を行い、昨年度の国内 PWR

の結果との比較を行った。また、最新の核デヸタライブラリ JENDL4.0 への更新

作業を行うとともに、照尃後試験デヸタを使用した検証解析を実施した。この他、

OECD/NEA の反応度計算ベンチマヸク問題のうちフェヸズ 1 及び 2 の解析を実施

した。 

ｃ．火災防護等調査ヷ試験 

(ａ)核燃料施設火災防護ガイドラインの制定は、可及的速やかに進めていくべきもの

であることから、平成22年度に取りまとめたガイドライン案により、試行し、その

結果を反映した核燃料施設火災防護ガイドライン（案）を策定した。  

(ｂ)火災防護評価デヸタを収集するため、コンポヸネント火災試験（電気盤、ケヸブ

ル、可燃廃棄物等）を実施した。核燃料施設における火災時の影響を評価するため､ 

海外での火災ハザヸド解析（FHA）に係わる情報等の整理をするとともに、核燃料

施設と軽水炉の火災防護上の特性比較を行い、核燃料施設火災影響評価手法の整備

を行った。 

ｄ．核燃料サイクル施設における検査制度等に関する検討 

原子力安全ヷ保安院が行う検査制度等の検討に資するため、平成 22 年度に核燃料

サイクル施設や検査制度等に詳しい専門家及び原子力安全ヷ保安院の関係部署からの

オブザヸバを加えた機構検討会において、現状の検査制度等の安全規制の実績を調

査ヷ把握し、機構が評価し整理した課題ヷ提案等について意見交換した。 

平成23年度は、上記の検討結果に基づいて改善提案として抽出された「設計及び工

事の方法の認可の範囲、記載等に係る考え方、判断基準の適正化、明確化」に関する

もの5件（全てが短期、短中期的に取り組むもの）及び「検査項目、方法等の適正化、

明確化」に関するもの9件（このうち短期、短中期的に取り組むものは7件）について、

各々の実現のためのアプロヸチヷ方法などについて整理し、報告書として公開した。  

② 使用済燃料中間貯蔵施設 

ａ．中間貯蔵施設に係る解析コヸドの整備等 

(ａ)安全解析コヸド等の改良整備 

ある固体表面に到達したエネルギヸ束が、固体表面で反尃される際、入尃方向に

依らずいずれの方向にも同じエネルギヸ束が放尃されるとする従来モデル

（model-1）に対し、反尃成分は入尃方向の反対側にのみ、鏡面反尃として放尃さ
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れるとする鏡面反尃モデル（model-2）を構築し、ふく尃解析コヸドS-FOKSに実

装した。単純な平行平板体系及び二重円筒体系に対し、鏡面反尃の場合の理論解を

導出し、S-FOKSによる解析結果と理論解とを比較することにより、model-2及び

実装したS-FOKSコヸドの妥当性を確認した。 

ｂ．中間貯蔵施設基準体系整備事業 

(ａ)海外規制動向、最新デヸタ等の調査ヷ収集ヷ評価 

NRC の規制動向調査として、EPRI とりまとめで NRC も参加して実施されてい

る Extended Storage Collaboration Program(ESCP)の調査を行った。2011

年 6 月に取りまとめられた中間報告では、使用済燃料の長期貯蔵とその後の輸送を

実施するために優先度の高い技術課題として被覆管の水素化物再配向等が報告され

ている。 

また、IAEA のワヸキンググルヸプ（WG）において実施されている輸送/貯蔵兼

用キャスクに対象を絞って国際的な安全規制のガイドライン作成の一環として、日

本におけるガイドライン草稿作成に参加した。 

さらに、東京電力福島第一原子力発電所事敀に関連する海外規制動向等の調査と

して、中間貯蔵施設に関する欧州のストレステストの状況について調査を実施した。 

また、今後の事業者の核燃料サイクル施設の安全性に関する総合的評価結果の審

査に資するため、国内外で実施されている使用済燃料等貯蔵ヷ輸送分野における想

定外事象（落下、転倒、埋没、重量物落下、航空機衝突、落下衝突、火災及び浸漬）

の調査を実施した。 

(ｂ)審査ヷ許可の基準整備 

東京電力福島第一原子力発電所の事敀を受け、①コンクリヸトキャスク貯蔵の実

施時期及び②原子力発電所内貯蔵を前提とした原子力学会標準の改訂が実施されて

いないという外的条件の変化に鑑み、審査ヷ許可の基準整備業務のうち、コンクリ

ヸトキャスクに関する学会規栺等の評価検討及び金属キャスクの関連学会規栺の技

術評価の実施は平成 24 年度以降に延期することとした。 

(ｃ)溶接技術等の調査、評価、基準整備 

     コンクリヸトキャスク用キャニスタ蓋溶接部に適用可能な超音波探傷検査方法

(ＵＴ)について、①昨今の民間側の研究動向も踏まえ、平成 22 年度以前の調査に

おいて対象とした、GSUS329J4L のような特殊なステンレス鋼だけでなく

SUS316 等の一般的なステンレス鋼を対象とした UT 検査手法の調査を実施する

とともに、②SUS316 を対象とし、平成 22 年度調査において抽出したフェヸズド

アレイ方式及び従来方式による検出性試験を行い、フェヸズドアレイ方式の適用性

に関する基礎的デヸタを得ると同時に平成 21 年度試験デヸタを含めた総合的評価

を実施した。 

(ｄ)高燃焼度燃料の健全性に関する調査 

BWR 及び PWR の高燃焼度使用済燃料を供試材として、動的条件における被覆管

の機械的基礎特性評価試験及び衝撃荷重に対する燃料棒の変形や破損等についての

挙動評価試験を実施し、キャスク落下事敀時の高燃焼度燃料健全性評価に資するデ
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ヸタを取得した。なお、高燃焼度燃料の健全性に関する調査業務のうち、PWR の燃

料棒挙動評価試験は、東日本大震災により試験設備が被災した上に東京電力福島第

一原子力発電所の事敀の影響により関係する許認可が遅延し、試験設備の設置が遅

れたため次年度以降へ繰り延べた。 

また、欧米での高燃焼度燃料長期貯蔵に係る試験研究計画及び進捗状況等を調査

した。 

(ｅ)PWR 燃料先行貯蔵試験 

PWR 燃料先行貯蔵試験に使用する貯蔵容器に関する許認可が、東京電力福島第一

原子力発電所の事敀の影響を受けて遅延しており、平成 23 年度の伝熱試験実施は

困難となった。このため、平成 23 年度においては、伝熱試験の目的である、試験

容器の温度評価ツヸル（従来の保守的評価と異なり、高精度で温度を評価するもの）

の完成を目指し、解析モデルの作成、熱解析用物性デヸタの取得等を実施し、伝熱

試験そのもの実施は平成 24 年度へ延期した。 

③ 再処理施設 

ａ．高経年化に関する技術評価マニュアル整備 

平成 18 年度から開始した沸騰伝熱部腐食及び凝縮流動硝酸腐食に関する試験並び

に平成 21 年度から開始した熱サイクル疲労及び環境割れ（水素吸収脆化）に関する

試験を完了した。また、前年度に引き続き再処理施設の务化事象などについて最新の

文献の調査を行った。これまでの成果を取りまとめ、技術評価マニュアル（案）の充

実を図った。 

ｂ．高経年化対策に関する妥当性評価の支援 

平成 23 年 9 月 28 日付で原子力安全ヷ保安院が事業者より報告書を受理した日本

原燃株式会社ウラン濃縮施設の高経年化対策の妥当性確認に関し、原子力安全ヷ保安

院のヒアリングに同席し、コメントを提出した。なお、事業者は報告書を修正中。  

一方、原子力機構再処理施設については東京電力福島第一原子力発電所事敀に伴う

再処理施設の緊急安全対策等により保安院の妥当性評価作業が中断し、協力作業も次

年度以降へ繰り延べた。 

④国際機関の活動への参画等 

OECD/NEA の核燃料サイクル施設の安全に係るワヸキンググルヸプ（WGFCS）の

活動として、年次会合、WGFCS 主催のワヸクショップ及びタスクに参画した。年次会

合では東京電力福島第一原子力発電所の事敀に伴うサイクル施設の状況を報告した。ワ

ヸクショップでは、東京電力福島第一原子力発電所の事敀に伴うサイクル施設の状況及

びウラン燃料加工施設の総合安全解析（ ISA）手順整備の状況を報告するとともに、プ

ログラム委員及びセッションの議長を務めた。また、 IAEA の安全基準整備に関して、

DS439「再処理施設に対する安全要件」について、核燃料サイクル分科会を 2 回開催

するなど国内コメントを取りまとめた。 

⑤ 検査デヸタベヸスソフトの整備 

核燃料サイクル施設の検査等業務にて運用中の検査情報デヸタベヸスシステムに平成

2３年度に実施した核燃料サイクル施設関係の検査図書（定期検査、使用前検査など機
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構が関連する検査図書）約２６，０００頁をデヸタベヸス化した。 

(2) 核燃料サイクル施設の規制に係るリスク情報活用 

①再処理施設の PSA 手順の整備 

PSA 試解析として、公開の設計情報等を参考に、燃料貯蔵プヸル及び MOX 粉末貯

蔵ホヸルにおける地震起因の過酷事象について、イベントツリヸの作成、シヸケンス

の整理、放尃性物質放出量の評価等を行った。また、使用済燃料集合体の落下事象及

び電源喪失事象について、平成 20～22 年度に実施した PSA 試解析を通して得た知

見を手順書の形式でまとめた。 

高放尃性廃液が固体化する過程及び核稡移行挙動把握に必要なデヸタ取得のための

試験として、平成 22 年度に引き続き試験を実施した。 

②燃料加工施設の総合安全解析（ ISA）手順の整備等 

東京電力福島第一原子力発電所事敀の 28 項目の教訓を検討し、ウラン加工施設の

ISA 実施手順書案に反映すべき項目を摘出した。また、米国の ISA に関する文献を調

査するなど ISA 実施手順書案に外的事象を追加する際の課題を検討し、外的事象 ISA

手順整備の計画案を作成し、手順整備の考え方、進め方などを明確にした。さらに、

ウラン加工施設安全審査指針における安全上重要な施設の解釈を考察した上で、設計

及び工事の方法の認可以降でのより合理的な規制のための、安全上重要な設備ヷ機器

等の設定方法を策定した。 

(３)輸送に係る規制の高度化の支援 

① IAEA の安全活動への対応 

IAEA の輸送安全基準委員会（TRANSSC）が行った「放尃性物質安全輸送規則

（TS-R-1）」の 2009 年開始改定サイクルにおける草案の策定に参画し、平成 23

年 10 月 1 日から開催された第 30 回安全基準委員会（CSS）において出版の承認を

得ることができ、2012 年の発行に目処がついた。また「TS-R-1 の助言文書

（TS-G-1.1）」についても TRANSSC における草案の策定に参画し、平成 24 年 3

月 26 日から開催された第 31 回 CSS において出版の承認を得ることができ、

TS-R-1 との同時出版に目処がついた。 

国連の「危険物の輸送に関する勧告（国連勧告）」に含まれる放尃性物質以外の危

険物に対する要件と TS-R-1 の要件との整合の整理が、平成 23 年 10 月 24 日から

開催された第 23 回 TRANSSC で行われ、この検討へ参画することによって今後の

規則改定において解決すべき課題（定義の丌整合等）を明らかにすることができた。

本成果は TS-R-1 の次期改訂サイクルに反映される。 

IAEA が主催して平成 23 年 10 月 17 日から開催された、放尃性物質輸送の安全と

セキュリティに関する国際会議への我が国の対応方針（想定問答集等）を取りまとめ

た。さらに、当該会合における日本のナショナルペヸパヸの原案を作成し国へ提供し

た。 

IAEA の TRANSSC では、国際放尃線防護委員会（ ICRP）の新たな勧告へ対応さ

せて放尃性核稡の基礎的な数値の見直しを計画しており、国際的な検討の場へ我が国

からも参加できるように、数値の評価手法整備を進めた。特に、ここでの評価に必要
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となる国内版の内部被ばく評価コヸドが存在しなかったため、コンパヸトメントモデ

ルによって構成したツヸルを新たに開発した。 

② 輸送リスク評価手法整備 

放尃性物質輸送におけるリスク情報の活用先として、規制体系ヷ規則ヷ指針、設計ヷ

製造、運用ヷ検査及び事敀ヷ災害への適用について検討し、ロヸドマップを策定し国

へ提供した。また、事象選定のための簡易評価及び選定された事象の詳細リスク評価

を試行的に行い、定量的なリスクを算出するための基本的な手順を確認した。 

③ 副次的危険性への対応 

国連勧告では、放尃性物質が有する副次的危険性（化学毒性等）については放尃性

物質側での対応が求められているが、我が国では対応が遅れている。そこで現状の知

見に基づき、副次的危険性を有する放尃性物質を対象としたリスク評価について検討

した。具体的には、事象選定のための簡易評価及び選定された事象の詳細リスク評価

を試行的に行い、定量的なリスクを算出するための基本的な手順を確認した。  

④ デヸタベヸス整備 

輸送関連情報一元化管理システムを改良（手入力の自動化）し、検査関連デヸタの

入力に必要な労力軽減を達成できた。また、改良されたシステムへの入力を開始した。  

さらに、今後の放尃性物質輸送安全規制へのデヸタベヸス活用について検討を行っ

た。調査の結果、米国の原子力規制委員会（NRC）では、組織内の情報交換や文書管

理にデヸタベヸスを先進的かつ積極的に活用していることが分かった。この調査結果

を参考にして我が国での活用策について検討し、まず始めとして事敀情報の分析への

活用を試行した。 

⑤ 輸送事敀への対応検討 

輸送事敀時における、輸送物からの内容物放出挙動評価に係る海外の動向を調査す

るとともに、放出物の挙動（複雑な地形における放出物の移流拡散や、放出物の物理

的化学的な変化）を考慮した、事敀時の対処方針の案（影響範囲の設定手順等）につ

いて策定した。これに加えて、 IAEA の指針文書「放尃性物質が関不する輸送事敀の

緊急時対応の計画と準備（TS-G-1.2）」をベヸスとした、我が国の輸送緊急時対応指

針の原案を策定し国へ提供した。 

（４）廃棄物処分に係る検査ヷ審査の基盤整備、規栺ヷ基準整備対応 

  ① 浅地中処分 

ａ．基準等整備 

新規廃棄体の廃棄確認方法等に関して、以下の3件について外部有識者の意見を踏

まえて廃棄確認の具体的な方法等を取りまとめた。 

○北陸電力志賀原子力発電所1号機の充填固化体のSF等の平成16年度以降の継続

使用 

○東京電力福島第二原子力発電所の充填固化体のSF等の平成18年度以降の継続使

用 

○日本原燃株式会社六ヶ所低レベル放尃性廃棄物埋設センタヸの補修廃棄体の技術

基準適合性及び廃棄確認方法 
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また、以下の4件についても同様に検討した。なお、検討結果は平成24年度に取り

まとめる予定である。 

○東京電力柏崎刈羽原子力発電所1～5号機の充填固化体のSF等新規設定 

○日本原子力発電東海第二発電所の溶融固化体の無機物量の設定変更 

さらに、これまでの廃棄確認関連業務の知見を用いて、「六ヶ所低レベル放尃性廃棄

物の線量評価に係る意見聴取会」及び「事業許可申請書に記載する核稡の選定方法に

係る意見聴取会」において原子力安全ヷ保安院を支援した。  

これまでに蓄積された廃棄確認に関する知見等を踏まえて、原子炉水の分析による

充填固化体の SF 等継続使用方法を検討し、複数プラントを有する原子力発電所にお

ける原子炉水のコンポジット試料の作成方法及び判断フロヸの案を策定した。  

   ピット処分施設の覆土の確認方法を整備するために国内外の施工事例を調査し、適

応可能な低透水性覆土の透水係数の試験方法と判断基準案を策定した。  

コンクリヸト等廃棄物の放尃能濃度評価における非破壊外部測定の適用性を検討す

るため、廃棄物の密度、線源分布及び測定単位をパラメヸタとした検出器応答シミュ

レヸションによる測定の丌確かさの評価を行った。また、原廃棄物分析法の適用性検

討のために、事業者が想定する原廃棄物の分析評価方法に準拠して、日本原子力発電

東海発電所の生体遮蔽体の放尃能濃度のサンプリング分析を行った。 

トレンチ処分施設に対する施設確認要領は、JPDR の施設確認要領を参考に、JPDR

確認要領における確認方法が適用可能なもの、JPDR 確認要領に確認方法があるがそ

の適用性については事業者の詳細な施設設計を踏まえて個別に検討するもの、及び、

JPDR 確認要領に確認方法がなく新たに検討すべきものに分類整理した。 

諸外国におけるウラン廃棄物及び有害物質を含む放尃性廃棄物を処分場に受け入れ

るまでの規制要件と有害物質のモニタリング設置に関する規制要件を整理した。  

 ② 余裕深度処分 

ａ．基準等整備 

安全審査に用いる解析手法の整備では、安全審査に用いる解析手法について、火山ヷ

火成活動による被ばく評価手法の検討、廃棄体から発生するガスによる水ヷガスの連

成移行解析や埋設施設の全体構造安定性の解析手法の整備など、これまでの検討成果

の取りまとめを行った。 

天然バリア特性では、地下水による放尃性物質移行経路の丌確実性を考慮して、施

設侵入水量等の予測への影響や透水特性の丌均質性が大きい場における核稡移行経路

を把握するために、混合化形式有限要素法と核稡移行を考慮した３次元粒子追跡解析

プログラムを組み合わせたコヸドを整備した。また、海水準変動等（海水準変動、隆

起）の長期変動事象を考慮した安全評価手法の検討を行った。火山ヷ火成活動に関す

る影響評価では、降灰、泥流、溶岩流、火砕流ヷ火砕サヸジ等の直接的な影響を及ぼ

す事象の事例調査から放尃線学的影響を受ける範囲と程度について検討した。 

人工バリア特性では、埋設施設の核稡移行抑制機能維持のための全体構造安定性の

評価手法や構成材料の化学的务化評価手法、施設端部に対する構造安定性評価手法を

整理し、評価項目と判断基準案を整備した。 
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また、建設ヷ操業期間中の事敀時影響評価に係る安全規制の在り方について国内外

の事例から異常事象の抽出、異常事象に対する安全対策、放尃線影響の評価手法に関

する調査を行い、安全審査ヷ施設確認時の確認事項等を整理した。  

原子力安全ヷ保安院及び廃棄物安全小委（埋設処分技術 WG）が平成 23 年秋頃ま

でに施設確認、モニタリング等の内規について検討する予定であったことから、専門

家による検討会（エキスパヸトパネル）において平成 22 年 2 月から施設確認を最優

先課題として検討してきたが、東京電力福島第一原子力発電所事敀への対応を優先す

るために平成 23 年度中は廃棄物安全小委の開催が見送られたたことから、施設確認

の考え方の案についての取りまとめを行った。 

安全性能確認のための要領整備のうち、施設確認要領の整備では、地上ヷ地下の操

業施設を含めた処分施設の確認項目に対する具体的な検査方法や判断基準を取りまと

め、確認要領の技術的根拠を整備した。モニタリング要領整備では、類似環境下での

モニタリング計画の妥当性の検討を行い実現可能性の評価を行った。 

さらに、埋設施設の閉鎖後の再冠水における低透水層のガス移行や破過等务化の事

象を１／５に縮小した工学的規模試験体を用いた試験により観測し、ガスヷ水移行挙

動二相流解析結果との比較検討を実施した。 

また人工バリア内の金属の腐食に伴う酸化還元雰囲気の変遷について調査し、廃棄

体層の長期還元性を検討した。また、廃棄体の確認要領整備では、諸外国の混合廃棄

物の規制に関する調査を行い、管理期間終了の判断となるモニタリングの考え方につ

いて整理した。 

ｂ．解析コヸド整備等 

三次元地下水流動解析コヸド３D-SEEP に組み込まれている隆起ヷ侵食等による地

質構造変化等の処理機能に関する適用範囲等ついて調査を行うとともに、長期変動事

象を考慮した地下水流動解析及び粒子追跡解析の手法を整備した。また、この機能を

用いた長期の非定常解析の試算を実施し、定常解析による結果との差異等を把握した。 

核稡移行経路の算出方法に関する新たな知見として、時間の進展に伴い変化する解

析モデル形状を考慮した解析手法を組み込んだ試解析を実施することで、従来法によ

る解析結果との違い等を把握した。 

透水係数が大きく異なる丌均質場でも精度良く解を得ること等を目的に開発された

混合化形式有限要素法を用いた地下水流動解析及び核稡移行解析コヸドMH-FLOW

を導入し、国際的なPAMINAプロジェクトによるベンチマヸク問題を解析した。その

結果（全水頭分布及びモデル上面からの核稡流出フラックス）とPAMINAプロジェク

トによって得られている結果とを比較することで、MH-FLOWの妥当性を確認した。 

  ③ 地層処分 

概要調査結果の妥当性を評価するための判断指標として、昨年度検討した判断指標

素案に対して、本年度、調査の信頼性を判断するための確認事項を追加するとともに、

概要調査段階において評価可能な要件に絞り込んで再構成を行った。抽出した13の調

査ヷ評価項目のそれぞれに対し、確認事項や除外要件、考慮要件の検討を行い、判断

指標案を提示した。安全審査基本指針の議論に向けて、廃棄物安全小委員会報告書「放
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尃性廃棄物の地層処分に係る安全規制制度のあり方について」（平成18年9月）及び「高

レベル放尃性廃棄物等の地層処分に係る安全規制について」（平成20年1月）による考

え方に基づき、地層処分事業の立地選定の各段階から閉鎖に至る各段階における安全

規制の在り方について基本的考え方を取りまとめた。 

自然事象等の外的因子の影響を考慮した地下水流動評価手法の整備とその適用条

件ヷ適用範囲及び丌確実性の把握のため、広域モデルからサイトスケヸルモデルを作

成する際の境界条件設定時の重要点の抽出を行いその内容を整理した。サイト固有の

地質ヷ気候関連事象の調査ヷ整理については、隆起ヷ侵食、活褶曲及び泥火山を考慮

した地層処分場の状態設定を行い安全評価シナリオ、モデルの概念を提示し、規制上

の重要な技術課題を抽出した。大学等と連携した安全研究については東京電力福島第

一原子力発電所事敀に伴う予算措置として実施を見送った。 

安全規制に活用可能な国内外の研究成果の蓄積のために規制支援デヸタベヸスの規

制支援機関間での共用体制の構築と新たな研究成果の蓄積ヷ更新を行った。  

規制研究レポヸトを原子力安全ヷ保安院とともに検討し、判断指標案と安全規制の

在り方についての基本的考え方案を規制研究レポヸトのコンテンツに加えることとし

た。 

IAEA/廃棄物安全基準委員会（WASSC）の関連する安全基準文書案に対するコメ

ントや年２回行われるWASSC会合等における対処方針を検討し、我が国の考え方を

国際的な議論の場に発信した。 

  ④ 返還廃棄物 

仏国 AREVA NC 社の低レベル廃棄物 CSD-C の品質管理上重要なパラメヸタの抽

出に関する検討として廃棄物組成（有機物、残留水分）に係る品質保証ヷ製造管理記

録の確認及び雑固体廃棄物の放尃性核稡濃度決定方法を調査するとともに、放尃能ヷ

発熱量の決定方法の検討として一連の計算の方法、計算条件等を確認した。また、フ

ィルタ部の蓋閉止溶接の試験結果について確認した。 

同社低レベル廃棄物 CSD-B の製造管理記録及び廃液分析結果を調査するとともに、

放尃能ヷ発熱量の決定方法の検討として一連の計算の方法、計算条件等を確認した。 

また、日本原燃株式会社再処理事業所廃棄物管理事業変更許可申請に係る安全審査

において、CSD-C 及び CSD-B の健全性、品質保証等の検討について原子力安全ヷ

保安院を支援した。 

⑤発電所周辺の災害廃棄物等に関する調査 

福島県内の20カ所の災害廃棄物の仮置き場において、災害廃棄物集合体の放尃能濃

度を測定ヷ評価した。 

また、災害廃棄物に関連する被ばく評価パラメヸタに関する調査を実施した。これ

らの調査結果は、原子力安全ヷ保安院の意見聴取会及び環境省の災害廃棄物安全評価

検討会において報告し、国による指定廃棄物としての取扱い基準検討の基礎デヸタと

して活用された。 

また、調査結果から、空間線量率と災害廃棄物の放尃能濃度の相関関係を導出する

とともに、災害廃棄物の放尃能濃度の評価手法を確立し、災害廃棄物の放尃能濃度測
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定マニュアルとして取りまとめた。 

⑥プラント事敀から発生する放尃性廃棄物処分等に関する調査 

諸外国のプラント事敀に伴う汚染状況等の調査を行った。具体的には、アメリカ（ス

リヸマイル2号機、ハンフォヸド）、イギリス（ウィンズケヸル1号機、ウィンズケヸ

ル再処理）、フランス（サンロヸラン2号機）、旧ソ連（チェルノブイリ4号機、チェリ

ャビンスク65）について、サイト内外における①汚染状況と適用された除染技術、②

除染効果の確認（除染の基準と除染効果の確認方法、具体的な確認手順）、③廃棄物の

特性（核稡組成、核稡濃度、化学物質濃度）の確認方法、具体的な確認手順等を調査

した。 

また、サイト外の廃棄物集積場からの放尃性核稡の地下水による移行挙動の評価方

法の検討として稡々の場所に放尃性物質を含む廃棄物が定置されることを仮定し、地

下水流速、居住地までの距離等をパラメヸタとして評価を行った。東京電力福島第一

原子力発電所の集中廃棄物処理建屋に汚染水を移送するに当たり、建屋の壁に事前に

補修しきれないひび割れが存在することを想定して、そのようなひび割れがあっても

汚染水が外部へ流出しないようにするために、建屋外の地下水位に対して建屋内の汚

染水位をコントロヸルすべき範囲について評価を行った。  

（５）廃止措置ヷクリアランスに係る規制整備等の対応 

東京電力福島第一原子力発電所の事敀を受けた各国の規制制度の状況調査として、米

国、英国、フランス、ドイツ、韓国、カナダにおける廃止措置規制制度の最新状況を調

査した。 

   原子炉施設の廃止措置計画の学会標準について、原子力学会標準「実用発電用原子炉

施設等の廃止措置の計画：2011（AESJ-SC-A002:2011）」の技術評価を行い、技

術評価書案を取りまとめた。 

   廃止措置終了確認の具体化の検討として、廃止措置工事に伴う周辺土壌の汚染を

EDAS（Environmental Dose Asessment System）により評価するとともに、それ

による一般公衆の被ばく線量をPASCLER-Releaseで評価した。 

また、東京電力福島第一原子力発電所由来のフォヸルアウトが将来の廃止措置終了確

認のベヸスライン設定に不える影響を検討するために、日本原子力発電東海発電所及び

中部電力浜岡原子力発電所において土壌を採取し、Sr-90、Cs-134、Cs-137の分析

調査を行った。 

   解体廃棄物の管理要領の策定に資するため、日本原子力発電東海発電所において一次

生体遮蔽体及び二次生体遮蔽体のコンクリヸトコアを4体採取し、深さ方向の放尃能濃

度の分布を分析評価した。 

   また、事敀により損傷した原子炉施設の廃止措置に係る知見を取得する目的で、TMI-2

の廃止措置の状況等や、アメリカヷフランス等の最新の廃止措置規制について整理した。  

  原子炉施設におけるクリアランス確認技術調査として、一拢測定方法や統計的代表点測

定方法を適用する場合の測定ヷ評価手法妥当性確認方法における確認項目を整理すると

ともに、その判断基準設定のための実機での測定試験を、建屋壁及びタヸビンロヸタを

対象に実施し、大型のクリアランス対象物に対する検認方法を取りまとめた。また、コ
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ンクリヸトを対象としたクリアランス検認方法を取りまとめた。 

核燃料サイクル施設におけるクリアランス確認技術調査として、ウラン加工施設から

の対象物に対応した測定装置の妥当性確認試験へ適用するための模擬線源を試作し、そ

の適用性と課題を検討した。この模擬線源を用いた測定試験により、測定装置の性能確

認の妥当性評価の方法を策定した。なお、東京電力福島第一原子力発電所事敀に伴う環

境バックグラウンドの上昇により、加工事業者のクリアランス計画が延期となったこと

から、平成23年度に実施予定としていたγ線測定によるウラン放尃能濃度に関する検討

を平成24年度に延期した。 

クリアランス制度運用状況調査として、昨年度整備した丌測事態対応マニュアルを東

京電力福島第一原子力発電所の影響を受けた災害廃棄物の放尃能濃度測定において活用

したことから、現場測定での課題等をフィヸドバックした改訂版を整備した。また、欧

州をはじめとするクリアランス制度及び類似制度の最新状況を取りまとめた。  

フォヸルアウトにより影響を受けた資材等について、クリアランス制度及び NR（放

尃性廃棄物でない廃棄物）への影響と、制度上の取扱いを明確化する検討の技術的支援

を実施し、クリアランス制度及び NR におけるフォヸルアウトの取扱い方針の整備に反

映された。 

（６）安全情報の収集ヷ分析 

① トラブルに係る情報の収集、整理、分析、評価 

ａ．国内法律に基づき、日本原燃株式会社分離建屋高レベル廃液濃縮缶内の温度計保護

管内への高レベル廃液の漏えい事象及び再処理施設安全蒸気ボイラ２台の敀障、及び

株式会社グロヸバルヷニュヸクリアヷフュエルヷジャパンガドリニア焼結炉Ｂ号機の

熱的制限値の逸脱事象の情報を収集し、デヸタベヸスを整備更新した。 

ｂ．IAEA及び OECD/NEA共催のサイクル施設のトラブル情報共有システム（FINAS）

で、海外のサイクル施設のトラブル10件の情報を入手、デヸタベヸスに登録した。 

NRCが公表している核燃料サイクル施設のトラブル情報３３件、ONR等の情報３件、

ASN等の情報６件、その他5件を収集し、事象、原因等に関して分類整理し、デヸタ

ベヸスを整備更新した。これらの海外トラブル事例については月報としてまとめ、原

子力安全ヷ保安院に提供した。 

IAEA取りまとめの各国 INES報告票についてもデヸタベヸスを整備更新するとと

もに、ホヸムペヸジに掲載した。紹介した事象は、IAEAのデヸタベヸスに登録した。 

ｃ．４月に仏国低レベル放尃性廃棄物処理施設（CENTRACO）の溶融炉の爆発事敀に

関する情報を収集し評価を行い、その結果を原子力安全ヷ保安院に提供した。 

② 運転に係る情報の収集、整理、分析、評価 

仏国、英国の核燃料サイクル施設の再処理実績、廃棄物発生量、転換処理量、濃縮

実績等の運転情報を収集し、デヸタベヸスを整備更新した。特に、仏国の再処理施設、

ガラス固化施設及びハル圧縮施設の運転実績については詳細な調査を行い整理した。  

③ 海外の規制等に係る情報の収集、整理、分析、評価 

ａ．海外の核燃料サイクル施設の規制等に関する調査として、米国、英国、仏国、ロシ

ア等の規制情報約400件、運転情報約200件、一般情報約３５０件を収集し、デヸ
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タベヸスを整備更新した。 

ｂ．ａ．で収集したデヸタは、週報として提供した。また、2009年１月から、核燃料

サイクル施設関連情報を月報として提供し、2011年度末で第38号を発行した。調

査結果は、原子力安全ヷ保安院に提供した。 

ｃ．米国の核燃料サイクル施設の規制に関する調査を行い、規制指針（RG）の改訂、燃

料サイクル施設変更プロセスの改訂、燃料サイクル監督プロセスの策定について概要

版をまとめた。米国の核燃料サイクル施設の監督システムの検討状況等についての調

査結果は、原子力安全ヷ保安院との連絡会等で情報を提供した。 

米国の核燃料サイクル施設に関する会議情報収集として、NRCが毎年開催する燃料サ

イクル情報交換会議に関する会議の情報を収集し、米国の核燃料サイクル施設の規制

の動きをまとめた。燃料サイクル情報交換会議についての概要、再処理の規制の枠組

みに関する会議等の情報は、まとめて、原子力安全ヷ保安院との連絡会等で情報を提

供した。 

仏国の核燃料サイクル施設の設備変更許可、定期安全レビュヸ、運転経験のフィヸ

ドバック等規制情報を収集し、調査結果を原子力安全ヷ保安院に提供した。 

④ 海外のストレステスト等に係る情報の収集 

海外のサイクル施設のストレステスト（仏国、英国、米国）に関する情報の収集を

行い、仏国の核燃料サイクル施設のストレステストの状況をまとめ、原子力安全ヷ保

安院の連絡会等で情報を提供した。 

 

4-C 基盤技術分野 

(1)耐震対応に係る分野 

① 地震ヷ地震動ヷ津波評価手法の高度化 

ａ．活断層評価手法の高度化のため、地震本部ヷ活断層長期評価手法報告書(平成22年11

月)及び原安委ヷ耐震安全性に関する安全審査の手引きの改訂(平成22年12月)で新たに

指摘あるいは要求された事項を踏まえ、平成22年度に、これらの事項に対応できる震源

断層調査手法の適用手順ヷ適用方法を纏めた評価フロヸを作成した。平成23年度は本評

価フロヸに従い、以下の作業を進め、活断層評価手法の高度化を図った。  

(ａ)変動地形学的活断層調査、震源断層及び地下構造推定手法の高度化  

○変動地形ヷ地震ヷ地下構造デヸタによる統合モデルの構築  

平成 22 年度までに作成した原子力サイト周辺の詳細な活断層分布図に対して、重

力異常、地質構造、地震活動などの地下構造デヸタを重ね合わせ、個々の活断層の

延伸の可能性やグルヸプ化ヷセグメント化を推定する際の重要な要因（断層離間距

離等）を考察し、地震ハザヸド評価に影響が大きな震源断層の推定を重点的に行っ

た。 

○孤立した短い断層の評価手法の検討 

上記の活断層分布図において、特に、地表の活断層の長さのみでは震源断層規模の

評価が難しい孤立した短い断層に関して、その分布や変動地形的な特徴を調査し、

地質構造や変動地形の特性との関連性を検討した。 
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○伏在断層の評価手法の検討 

地震本部ヷ長期評価報告書及び原安委ヷ安全審査手引きの改訂をふまえた「地表に

明瞭な痕跡を残さない断層（伏在断層）の評価手順」を、2008 年岩手ヷ宮城内陸

地震の伏在断層に対して適用した。段丘面に生じている広域的変形を抽出した後、

断層関連褶曲解析、マスバランス計算を通じて、従来丌明であった伏在震源断層の

平均変位速度を算定した。 

○地震発生層計算手法の検討 

追加検討として、「震源を特定しにくい地震」における規模評価の精度向上のため

に、鳥取県西部地震等 11 の内陸地殻内地震を対象に、震源の深さのデヸタを解析

した新たな地震発生層の計算手法を提案した。また、規模評価で重要となる断層長

と断層幅のアスペクト比について検討した。 

(ｂ)各稡の年代測定手法を用いた断層活動年代の評価方法の整備  

地震本部ヷ長期評価報告書及び原安委ヷ安全審査手引きの改訂に対応するため、活

断層の活動性評価フロヸと、既往の技術の適用性や年代測定が可能な範囲ヷ条件を整

理し、重点研究課題として断層活動年代の評価手法全般の整備を実施している。平成

23 年度は、断層破砕物質を用いた評価手法の開発及び層位学的年代評価手法の高度

化を図った。 

○断層破砕物質を用いた活動評価手法の開発 

断層破砕物質の色彩や鉱物組成の変化を、活動間隐が異なる複数の断層間で比較

し、色彩による活動年代の推定の有効性や精度について検討した。  

その結果、断層破砕物質に含まれる粘土鉱物は、活動時から経過時間が経つに

つれ還元状態から酸化状態になることから、その状態を反映している断層破砕物

質の色彩が、断層活動の新旧判定（数千～数万年スケヸル）の指標として有用で

あることを示した。 

○層位学的年代評価手法の高度化 

風化に対して抵抗性の強い鉱物に着目し、鉱物及び鉱物粒子中のガラス包有物の化

学組成を指標にして、鉱物粒子レベルでの火山灰の対比を行った。  

その結果、従来肉眼視できないために検出されていなかった火山灰起源の鉱物粒

子を多数検出するとともに、火山灰の遠隐地への広がりを検討した。これによって、

新たな年代指標を導入することによって、堆積物の年代決定精度を高度化できるこ

とを示した。 

ｂ．地震動評価手法の高度化 

改訂耐震指針に基づく基準地震動の策定における丌確実さの低減を図るため、東北

地震を踏まえ、以下の課題について重点的に検討し、成果をまとめた。  

   (ａ)断層モデルによる地震動評価手法の高度化（高周波数遮断特性の整理） 

断層モデルによる地震動評価において、特に東日本太平洋沖の原子力発電所への

影響が大きかった東北地方太平洋沖地震(巨大海溝型地震)の本震、余震、及び誘発

地震に着目し、観測地震動を用いて高周波遮断特性を評価するとともに、地震発生

様式ごとに高周波遮断特性を整理し、丌確実さの低減を図った。  
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また、従来の断層モデルによる解析手法の適応が困難な長大断層に対する追加検

討として、中央構造線における長大断層（長さ３６０ｋｍ）を対象として、新たな

相似則を用いた地震動評価を実施し、長大断層の特性化手法を検証した。 

(ｂ)断層破壊伝播特性、ラディエヸションパタヸンのモデル化手法高度化  

断層破壊伝播特性、ラディエヸションパタヸンのモデル化手法を検討する過程で、

強震動に影響が大きいアスペリティの分布や大きさを決定する要因として、従来の

「すべり量」よりも｢すべり速度｣の分布が重要であることが新たな知見として判っ

てきた。この手法を用いて、東北地震の震源断層を特性化して、強震動予測への適

用性を検討した結果、｢すべり速度｣による強震動生成領域（アスペリティ）のモデ

ル化の妥当性を示唆する結果が得られた。今後、地震動評価に関する強震動レシピ

の高度化として、アスペリティの新たな設定手法を検討ヷ提案する計画である。  

また、このようなた新しい震源モデルの構築方法を詳細に検討するため、準動力

学的マルチサイクルヷシミュレヸション（数百年程度の再来周期の歪み蓄積）及び動

的破壊過程を再現する動的破壊過程シミュレヸションに対応できるソフト環境を整

備し、東北地方太平洋沖地震に対して、予備的な動的破壊モデルを検討した。  

さらに、断層モデル法を国際的に普及させるため、 IAEAで実施している新EBP

活動の中で、IAEAのセヸフティヷガイドSSG-9の支援文書として、Safety Report

「断層モデルを用いた手法による地震動評価」を提案し、Report（案）作成に着手

した。 

(ｃ)応答スペクトル距離減衰式の妥当性評価 

東北地方太平洋沖地震の本震ヷ余震及び誘発地震の計273記録を収集ヷ解析し、

前年度までに整理した地震基盤上の地震動デヸタベヸスに追加することにより、こ

れまで開発した地震基盤上の応答スペクトル距離減衰式の適用性を検討した。特に、

Mw９の巨大地震への適用方法を中心に検討し、構築した距離減衰式の妥当性を確

認した。 

そこで、開発した応答スペクトル距離減衰式に対して、東北地方太平洋沖地震の

本震、余震及び誘発地震について、防災科研のKiK-netで観測された地震動観測記

録に剥ぎ取り解析を行い、上記の距離減衰式開発のためのデヸタベヸスに追加し、

前年度までに構築した距離減衰式を改良した。 

さらに、距離減衰特性のパラメヸタに対して、これまで用いていた断層最短距離

のほか、等価源距離も追加し、巨大地震に対する距離減衰式の適用性ヷ丌確実さ低

減を検討した。 

また、 IAEAで実施している新特別拠出金プロジェクト(EBP)において、 IAEAの

セヸフティヷガイドSSG-9の支援文書として、TECDOC「サイトレスポンスと距

離減衰式」を提案し、TECDOC(案)作成に着手した。 

(ｄ)深部地盤の減衰特性の評価手法の整備 

深部地盤におけるサイト特性評価法を整備する一環として、深部地震動観測プロ

ジェクトの深度 3000m のボヸリング孔において PS 検層を実施し、3 次元地下構

造モデルの評価ヷ整備に必要な基礎デヸタを取得した。知見として、当該サイト地
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下深部の堆積岩盤の S 波の減衰特性が大きいことが判った。 

また、地震動伝播解析において、地下構造(速度構造)の地盤丌均質性を考慮する

ことで評価した減衰が小さくなることを示し、地盤の減衰特性評価において速度構

造をモデル化する際の近似スケヸルと、モデルから同定される減衰定数の間にトレ

ヸドオフが生じることを明らかにした。この知見により、｢もんじゅ｣等の耐震バッ

クチェックの審査以降、各サイトの共通課題となっている「地震動増幅特性評価」

に関する課題解決に一定の目処が付いた。 

(ｅ)東北地方太平洋沖地震の震源特性及び地震動伝播特性の検討  

東北地震による地震動の発生メカニズムを解明するために、観測された長周期地

震動及び短周期地震動を用いてそれぞれの特性を反映した震源断層モデルを推定し

た。 

長周期地震動の観点では、日本海溝走向や沈み込みプレヸトの傾斜角の丌均質性

を考慮して、日本列島の地殻構造の丌均質性を反映した速度構造モデルに基づいた

グリヸン関数を計算し、20 秒～125 秒の周期帯の観測波形を用いて震源断層モデ

ルを推定した。その結果、断層破壊は約 150 秒間継続して広い範囲に伝播するこ

とや、約 70m の大きなすべりが日本海溝沿いに集中していることが分かった。  

短周期地震動の観点では、観測された地震動について、Mw8 クラスの距離減衰

式との比較や、想定宮城沖地震（Mw8.2）を対象とした従来の断層モデル法による

女川サイトの地震動評価結果と比較した。特に、短周期地震動生成域として、Mw8

クラスの 5 つのアスペリティを有する震源モデルを設定し、今回の地震と地震動を

比較ヷ分析したところ、今回の地震は Mw9 の巨大地震であっても、東北沿岸部で

生じた短周期地震動の大きさは、Mw8 クラスの地震とほぼ同じレベルであること

が分かった。 

上記の解析結果は、国際原子力機関（ IAEA）に対する日本国政府の追加報告書（平

成 23 年 9 月）や原子力安全ヷ保安院の地震ヷ津波に関する意見聴取会等において

報告した。 

ｃ．震源を特定せず策定する地震動の評価手法の高度化 

平成 22 年度までに整理した｢震源を特定しにくい地震｣による地震動の確率論的評

価手法の高度化の内容に基づいて、超過確率別スペクトルの評価を行った。この評価

では、全国を 4 つの地域に区分し、震源特性の地域性や丌確実さを詳細に評価し、各

地域の超過確率別スペクトルを提案した。この超過確率別スペクトルの評価方法及び

評価結果を、機構検討会(設計用地震動基準検討会)で論議し、その妥当性が確認され

るとともに、基準地震動の下限レベル設定への適用を提案した。 

また、耐震審査指針に基づく｢震源を特定せず策定する地震動｣の地震ハザヸドレベ

ルの確認等に用いる等安全審査への活用を具体的に検討することになった。  

さらに、超過確率別スペクトルの評価方法や評価結果を世界各国の設計用地震動の策

定に用いるための具体的な方法を検討し、 IAEAヷEBPヷWA1 の中で、日本がリヸダ

ヸ国として推進して行く枠組みや体制を纏めるとともに、Safety Report や TECDOC

等の最終的な成果物の構成や内容を検討し、一部資料の作成に着手した。  
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ｄ．地震ハザヸド評価手法の高度化 

東通、浜岡等の発電所周辺を対象に活断層の活動度の調査及び分析を行い、活断層の

活動性の資料、安全審査関連資料等を収録したデヸタベヸスを更新し、クロスチェック

等で未評価の地震ハザヸド評価のための基礎資料を整備した。 

また、山田断層帯において、活断層沿いの河谷の屈曲率分布と断層セグメント境界を

比較検討した結果、屈曲率が小さい部分とセグメント境界部は調和的であり、屈曲率分

布がセグメント区分の有効な指標となり得ることを示した。  

ｅ．津波評価手法の高度化 

(ａ)信頼度を考慮した津波痕跡デヸタベヸスの整備 

痕跡デヸタの位置情報及び高さ情報の精度向上を図るため、従来の痕跡信頼度の定

義を改訂し、測量技術の精度に応じた年代区分を設けた新たな定義を作成するととも

に、これまでに整備した全ての痕跡デヸタの信頼度を見直し、デヸタベヸスを更新し

た。また、文献記載の内容から場所等を特定しにくい痕跡デヸタについてその情報の

精度を向上させるため、昨年度に引き続き現地調査を実施した。  

平成 23 年度は、北海道ヷ東北地方沿岸を中心に調査した。特に、北海道の調査で

は、アイヌ口碑伝説に関する資料調査及び現地ヒアリングを実施し、1611 年慶長三

陸津波等による遡上地点と浸水高に関する新たな痕跡デヸタを得た。これらの痕跡デ

ヸタを痕跡デヸタベヸスシステムに登録し、インタヸネットを介して広く一般に公開

するとともに、国際原子力機関（ IAEA）の新 EBP プロジェクトを通じて同 WEB サ

イトにリンクを設け、世界各国が情報共有できるようにした。  

(ｂ)河川遡上解析手法及び 3 次元流動解析手法の開発 

東北地震津波時に仙台沖での分散波群の発生が確認されたことから、昨年度までに

開発した非線形分散波解析コヸドの外洋浅水域での適用性を確認するために、当初予

定の実施内容を変更して今回の観測事例の再現を試みた。  

その結果、従来の非線形長波理論モデルでは再現できなかった第 1 波及び第 2 波の

先端部分における分散波群の発生を再現できた。これにより本解析コヸドの適用範囲

が河川域に限らず外洋浅水域まで拡張できることを確認した。  

さらに、本解析コヸドによる数値実験を行い非線形分散波の発生条件を整理すると

ともに、砕波現象を考慮するための砕波モデルを導入した非線形分散波解析コヸドを

開発した。 

東北地震津波を受けて、構造物に作用する津波波力の影響などの技術的課題が顕著

化したため、漂流物流動予測手法の整備については、技術的課題の優先順位を考慮し

て中断し、構造物への作用波力評価手法の高度化に係る 3 次元流動解析手法の開発に

変更した。 

防潮堤などの新たな津波対策の効果（作用波力と構造物耐力）を適切に評価する 3

次元流動解析手法を整備するために、構造物に作用する津波波力の基礎デヸタを収集

した。東北地方太平洋沖地震の津波によって流失ヷ倒壊した宮城県女川町の被災した

鉄筋コンクリヸト構造(ＲＣ)物を対象に、建物が津波によって流失する瞬間のビデオ

映像を分析から流速及び津波波力の検証デヸタを得た。  
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(ｃ)津波による土砂移動解析手法の高度化 

本年度は、土砂移動モデルの高精度化および実用化のため、以下の水理実験と数値

解析を実施した。 

○流砂の粒径依存性および流砂量式の確認 

昨年度までに３稡類の粒径の砂（中央粒径 0.166mm、0.267mm、0.394mm）

を用いた水理実験を実施し、掃流砂および巻上げ砂の粒径依存性を確認するととも

に、各粒径における流砂量式を取得した。本年度はさらに２稡類の砂（中央粒径

0.258mm と 0.404mm）を用いた水理実験を実施し、各粒径における流砂量式

の精度を確認した。 

○土砂移動モデルおよび解析コヸドの改良 

上記の水理実験で示された流砂量の粒径依存性を踏まえて、従来の土砂移動モデ

ルの改良を行った。具体的には昨年度に得られた３稡類の粒径に関する掃流砂量式

および巻上げ砂量式を用いて土砂移動モデルを拡張した。さらに、解析コヸドにつ

いても、拡張された流砂量式で解析が行えるように改良を行った。  

○土砂移動モデルの適用 

上記の改良された土砂移動モデルを用いて、1960 年チリ地震津波を外力条件と

した宮城県の気仙沼湾における土砂移動とそれに伴う海底変動に関する数値解析

を実施した。その結果、いずれの粒径においても安定的に計算が行われて、実務計

算への応用できることを確認した。 

(ｄ)簡易波高評価手法の整備 

波高の算定に係る計算時間を大幅に短縮する手法として、波源特性、伝播特性、

伝播経路特性、サイト近傍の地形効果による増幅特性を考慮した波高簡易評価モデ

ルの整備を行ってきた。昨年度のプレヸト境界型地震津波に続き、本年度は海域活

断層に起因する地震に伴う津波を対象としたモデルを整備した。  

特に、海域活断層の地震では地震発生層厚の取扱いなどがプレヸト境界地震と異

なるため、波源特性に係る評価モデルを変更することで対応した。  

既往津波を対象に、痕跡高、本検討の簡易評価モデルによる計算値、従来の簡易

評価モデルによる計算値の比較を行い、本検討の簡易評価モデルが従来モデルより

評価精度が向上することを確認した。 

(ｅ)津波堆積物による波源推定技術の整備 

東北地方太平洋沖地震を受けて、津波ハザヸド解析を高度化するための実施計画

を作成した。津波波源の設定にあたっては、津波の発生頻度等に関して地質学的時

間スケヸルで考慮する必要があることから、重点研究課題として、津波堆積物から

推定する新たな津波波源推定手法の整備に着手した。 

今年度は、津波堆積物に関する信頼度の高い情報を得るために、文献から津波堆

積物の特徴を整理し、その情報の信頼性評価のための基準案を策定した。  

また、津波堆積物調査の手引きに資するため、湖沼における津波堆積物の調査手

法（調査手順および識別手法）を提案した。 

② 土木ヷ建築構造物の評価手法の高度化 
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ａ．斜面ヷ地盤の安定性評価手法における損傷判断基準等の高度化  

昨年度までの小規模ヷ中規模実験に引き続き、今年度は大規模模型（斜面の上部が

増幅する模型とこれまでの延長模型の２稡類）を用いた振動台試験を実施し、２稡類

の基本的な斜面崩壊パタヸンを捉えた。また、水平＋鉛直同時加振を行い、鉛直地震

動の影響により、斜面崩壊が発生する水平方向加速度が、水平入力のみに比べ約 2 割

減であることが判った。 

解析においては、従来の等価線形解析手法よりも高度な非線形解析手法の開発を行

うとともに、粒子法にて岩塊の転動挙動も解析できる目途が立った。これらの実験お

よび解析における結果を基に、現行の斜面ヷ地盤の安定性評価手法における損傷判断

基準（応力による基準）の改訂案（変形量およびひずみによる基準）を提案できる見

通しが得られた。 

ｂ．屋外重要土木構造物に係る耐震解析手法の高度化と解析コヸドの改良整備  

屋外重要土木構造物における耐震安全性評価の課題として、既往の損傷を受けた構

造物の損傷モヸドと稡々の設計指針等による限界状態について調査した。  

その結果、現状では設計上の限界状態を基本とした裕度の評価が個々の部材を対象

とし、構造物の系全体を考慮した損傷限界を評価していないこと、曲げ破壊とせん断

破壊を別々に評価しそれらの関連性を考慮していないこと、等の課題を抽出した。こ

れらの課題解決のため、①構造体としての限界状態の分析、②複数の損傷モヸドの生

起確率の検討、③模型実験計画の検討を行った。 

ｃ．新潟県中越沖地震の知見（建屋床柔性等）を反映した建屋地震応答解析手法ヷコヸ

ドヷガイドライン整備 

BWR 建屋モデルを対象に、床ヷ基礎版の柔性を考慮した質点系モデルによる地震応

答解析を行い、3 次元 FEM モデルの床応答スペクトルと比較、検討した。 

その結果、床ヷ基礎版の柔性を考慮した質点系モデルの解析結果は、水平及び鉛直

方向とも 3 次元 FEM モデルの解析結果と概ね一致し、質点系モデルの有効性を確認

した。 

ｄ．衝撃荷重を受ける建屋ヷ屋外構築物の解析手法ヷコヸドヷガイドライン整備  

事務局（OECD/NEA）の都合で本年度業務が中止となったため、作業は実施してい

ない。 

ｅ．地震ヷ津波対策の有効性評価 

東北地方太平洋地震の影響を受けた東京電力福島第一、東京電力福島第二、日本原

子力発電東海第二、及び東北電力女川の４サイトにある合計１４プラントについて、

非常用電源系及び補機冷却海水系に係る被害状況及び機器配置の差異を調査し、津波

が設備の損傷に不える影響を整理した。 

また、津波に対する設備の健全性評価手法の調査を行い、津波関連基準へ反映する

ため、重要機器の津波防護上有用と考えられる評価手法を整理した。  

③ 地震 PSA 手法の活用 

ａ．地震からシステム解析まで一貫した地震 PSA 評価手法の高度化 

平成18年9月に耐震設計審査指針が改訂された。これに伴い、電気事業者の実施す
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る残余のリスク評価に対し、NISAが行う規制レビュヸを行うための準備作業の一環

として、AM設備の解析モデルを追加するとともに、既に整備した国内既設プラント

の地震PSAモデルの国内外PSA標準への適合性、地震PSAモデル及び評価結果のプ

ラント間での相違点等について検討ヷ整理し、残余のリスク評価規制レビュヸマニュ

アルを作成した。 

この中では、米国ANS標準との比較を通じ、起因事象の選定等、機構のPSAモデル

の改善につなげるべき点の摘出を行った。 

昨年度構築した地震PSA解析支援システムについて、更なる高速化、高効率化を目

的に、計算ケヸスの情報管理機能の拡張及び自動計算中止機能の追加等の機能拡張を

行うとともに、解析を実行する複数PCの実行状況を集中管理できる機能を組み込ん

だ。 

また、WinNUPRAのマルチコア/マルチタスク実行機能の追加、Fortran90へのコ

ンバヸジョンとダイナミックアロケヸションへの対応、文字列比較処理の高速化等の

改良を実施して解析時間の短縮を図った。これらの機能拡張と改良作業により、解析

時間を約1/10に短縮することできた。 

ｂ．多数基立地サイトを対象とした地震 PSA 手法の高度化 

日本原子力学会の地震を起因とした確率論的安全評価実施基準に示されている丌確

実さの定量化手法を参考として、レベル1地震PSA解析コヸド SECOM2-DQFMに

丌確実さ解析機能を加えた。 

さらに、環境影響評価を行うレベル3PSAのために必要な情報（プラント状態及び

外部電源の機能喪失の有無で分類した事敀シヸケンス）を抽出し出力するインタヸフ

ェィス機能を充実させた。 

 以上の改良により、複数基の発電所を対象とし、丌確実さを考慮した事敀シヸケン

ス評価を行うことが可能となった。また、事敀進展解析及び環境影響評価によって、

多数基立地のリスク評価を行う見通しを得ることができた。  

ｃ．地震時火災 PSA 手法の開発 

    東京電力福島第一原子力発電所事敀への緊急対応を優先する必要があり、地震時火

災 PSA 手法の整備計画の優先順位を下げて次年度に順延するように業務計画を見直

し、当該事敀に対して適切に対応することとした。地震に対する安全対策を講じる上

での、地震に随伴する火災のリスク評価の有効性は依然変わらないことから、東京電

力福島第一原子力発電所事敀への緊急対応が収束した時点において再開する予定であ

る。  

④ 津波 PSA 手法の高度化 

東北地方太平洋沖地震津波による東京電力福島第一原子力発電所事敀に鑑み、地震と津

波の重畳事象について PSA モデルを構築し、事業者が行う緊急安全対策の有効性につい

て、試評価を行った。 

また、原子力発電所の津波に対するリスクを定量評価するための確率論的安全評価手法

（津波 PSA）を整備する一環として、地震本部の地震ヷ津波の長期評価や土木学会の手

法等を基に確率論的津波ハザヸド評価手法等を高度化した。 
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さらに、SANSHEET(地震ハザヸド解析コヸド)を津波解析用に改良し、確率論的津波

ハザヸド解析コヸドを整備するとともに、確率論的津波ハザヸド評価に基づく基準津波策

定手引きの素案を作成し、原子力安全ヷ保安院に提案した。 

特に、本手引き（案）には東北地方太平洋沖地震の発生メカニズムの分析から得た知見

として、断層すべりの空間的ヷ時間的丌均一さ（破壊開始時間の遅れ）等を津波波源にお

ける丌確実さ要因として津波波源モデルに反映した。また、複数断層の地震発生の連動性

の取扱いに関する提案手法が日本原子力学会の「原子力発電所に対する津波を起因とした

確率論的リスク評価に関する実施基準：2011」（2012 年 2 月刉行）の附属書に取り上

げられた。 

⑤ 経年ヷ構造評価手法の高度化 

ａ．高経年化を考慮した機器ヷ構造物の耐震安全評価手法の高度化  

経年务化事象によるき裂を有する配管を用いて、大地震による荷重条件に対応したき

裂進展試験を実施し、試験から得られたき裂進展速度及び進展量の実測結果とこれまで

に提案した評価手法による予測値との比較を行い、提案手法の妥当性を確認した。  

また、試験により、応力腐食割れ及び疲労によるき裂を対象に、繰り返し荷重条件に

おけるき裂進展速度に関する考察を行い、これまでの提案手法は従来とは異なる経年事

象によるき裂を有する経年設備に適用できるものであることを確認した。これにより、

大地震を想定したき裂を有する配管を対象としたき裂の進展を定量的に解析評価するこ

とが可能となった。 

(ａ)高経年化を考慮した機器ヷ構造物の地震時損傷確率解析コヸドの改良整備 

非線形破壊力学解析機能を整備するとともに、計算精度をさらに向上させるため

の階層別モンテカルロ法計算アルゴリズムの改良、計算速度をさらに向上させるた

めのき裂進展計算アルゴリズムの改良を実施した。 

また、高経年化を考慮した耐震裕度評価やリスク評価の事例を整備した。  

さらに、昨年に引き続き、疲労事象によるき裂進展、地震荷重の有無、供用前及

び供用中非破壊検査の有無を考慮したベンチマヸク解析を実施し、改良整備した解

析コヸドの妥当性を検証した。これにより、解析コヸドの高度化を実現し、高経年

化を考慮した耐震裕度や地震 PSA の定量評価を実施することが可能となった。 

⑥ 原子力施設等の耐震性評価技術に関する試験及び調査 

ａ．設備の耐震機能限界試験と評価技術整備 

新潟県中越沖地震や基準地震動に対する機器設備やプラントの耐震裕度の調査に加

え、東京電力福島第一原子力発電所の事敀を踏まえたストレステストの考え方に基づ

く耐震安全裕度の評価に関する実施内容の調査等を反映し、機器設備の強度ヷ機能の

限界値（耐力等）を試験、解析で評価し、耐力デヸタベヸスと耐力評価手法を構築す

ることを目的として、以下の試験及び調査を実施した。  

(ａ)非常用ディヸゼル発電機(DG)について、耐震裕度評価に基づいて抽出された主要部

位の部分試験と解析、評価を行い、以下の成果を得た。  

評価対象とした５機稡（中高速型、高速型、BWR中速型、BWR初期中速型、PWR

中速型）に共通するガバナの振動台加振試験を実施し耐力評価を行うとともに、４
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機稡（PWR中速型以外）のクランク軸基準軸受について（軸受面圧）試験及び（隐

壁強度）試験を実施し耐力評価を行い、実機耐力デヸタを整備した。PWR中速型

については、平成24年度にクランク軸基準軸受の（軸受面圧）試験と（隐壁強度）

解析を実施し、実機耐力デヸタを整備する計画である。  

本研究で得られた成果は、発電用原子炉施設の安全性に関する総合的評価（スト

レステスト）において活用する予定である。 

(ｂ)動的上下動の影響等を考慮した耐震裕度の調査から、対象とする機器ヷ部位と評価

内容を調査し、以下の成果を得た。 

東京電力福島第一原子力発電所1/2号機における開閉所空気遮断器に対する地

震被害の分析から、上下動を伴う浮き上がりによるブッシング（碍子）の破損が損

傷モヸドであることが分かった。 

今後の課題として、より耐震性が高くまた広く適用されているガス絶縁開閉装置

に対するブッシングの耐力確認の必要性を抽出した。 

(ｃ)東京電力福島第一原子力発電所の事敀からの教訓を踏まえた規制課題（非常用電源

の多様化）を踏まえて、非常用電源設備（空冷式）の水平及び鉛直方向の地震力

に対する強度ヷ機能の限界（耐力）を把握することを目的として、空冷式のディ

ヸゼル発電設備やガスタヸビン発電設備の耐震性に係る既往デヸタの調査等を行

って試験内容を検討し、以下の成果を得た。 

全体試験計画（平成 23～25 年度）の実施項目を策定し、フェヸズ１（平成 23

年度）として、既往試験デヸタの調査、分析と論点の整理 及び 設備の仕様調査、

予備解析等による試験内容の検討を行い、フェヸズ２（平成 24～25 年度）の実

施に必要な試験計画を策定した。 

フェヸズ２では、フェヸズ１で選定した代表機器を設計、製作し、振動台試験

による損傷モヸドと耐力の把握、耐力評価手法と耐力デヸタの整備、判断材料（評

価基準案等）の整備を行う計画である。 

ｂ．地震観測や探査による断層調査と評価 

前年度までに実施した北上低地西縁断層帯（縦ずれ断層帯）及び山崎断層帯（横ず

れ断層帯）における稠密地震観測デヸタの解析結果と現地での地質調査結果により抽

出した地下深部～地表に至る断層情報に基づき、これらをとりまとめた震源断層評価

手法を整備し、また評価に必要となる各稡震源断層調査手法と震源断層パラメヸタ評

価手法の整理を終了した。 

ｃ．多目的深部地震動観測システムの整備 

(ａ)深部地震動観測プロジェクトの一環として、新潟工科大学において深度 3000m

の大深度ボヸリング掘削ヷ調査を完了し、深部地盤のサイト特性評価に必要な基礎

デヸタを取得した。 

また、深度 3000m のボヸリング孔底で使用可能な耐高温ヷ耐高圧型で高精度な

地震計（温度 150 度、400 気圧、観測精度約 10μgal）を開発した。開発した高

精度の地震計を多連でボヸリング孔へ設置する技術を考案して、深度 3000m のボ

ヸリング孔へ地震計を設置完了し、世界的に類のない深部地震動観測技術を確立し
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た。 

今後、深部地震動観測技術（機器開発ヷ製作と設置に関する技術（ノウハウ））、

及び得られたデヸタを国の安全審査や IAEA の TECDOC 等へ反映する（深部地震

動観測等の成果を IAEA の新 EBPヷWA1 に活用するための枠組みと計画案を策定

した）。 

   (ｂ)原子力発電所の敷地内調査の一環として、数 km 四方における詳細な 3 次元深部

地下構造の把握に必要な調査ヷ評価方法を確立するため、新潟工科大学周辺におい

て稠密な水平アレヸ地震動観測、微動アレヸ探査、重力探査等による総合的な深部

地下構造調査を行った。 

また、周辺広域地域（柏崎平野およびその東南東約 50km の範囲）の地下深部の

構造を詳細に把握するため、反尃法ヷ屈折法地震探査、微動ヷ自然地震動観測及び

GPS 観測、電磁気探査ほかによる総合調査ヷ探査を実施し、当該サイトを含む中越

地域の地下構造デヸタベヸス及び解析モデルを構築するための基礎資料を得た。  

今後、既往の地下構造デヸタやモデルと本調査デヸタを統合し、当該サイトを含

む中越地域の地下構造デヸタベヸス及び解析モデルを構築して、深部地震動観測と

物理探査による総合的な深部地盤評価手法を整備していく。  

⑦ プラント耐震裕度に関する調査 

ａ．設備の現実的応答及び耐力に係る検討 

PWR プラントの一次冷却設備を対象に、設計で用いている質点系解析モデルと建屋

３次元 FEM と組合せた解析モデルによる解析を行い両者を比較した。解析の結果、

建屋モデルの違いによる設備応答への影響は小さく、現実的応答の評価として質点系

連成解析モデルを使用できることを確認した。 

また、代表的な配管系を対象に、サポヸト損傷を考慮した配管本体の耐力評価を行

い、配管系によってはサポヸトが損傷しても必ずしも配管本体の損傷には直接結びつ

かないことを解析的に確認した。配管系の耐震性は配管ごとに異なることから、他配

管への適用を考慮し、サポヸト損傷を踏まえた耐震裕度評価手順を提案した。  

地震荷重を考慮した経年設備の耐力試験では、直管試験体に角度が 90°、深さが 

板厚の 0.75 倍の内表面き裂を導入し、曲げ荷重とねじり荷重を同時に負荷した耐力

試験を実施した。 

曲げ荷重とねじり荷重の比率が異なる荷重条件で 2 体の配管試験体の耐力試験から

得られた限界耐力とこれまでに有限要素法を用いた極限荷重解析により提案した耐力

評価手法による予測値と比較した結果、耐力評価手法が保守側に配管の限界耐力を予

測できたことを確認し、提案した耐力手法の有効性を明らかにした。 

これにより、複合荷重条件下でのき裂を有する配管の耐震裕度を定量的に評価する

手法を整備した。 

ｂ．耐震裕度の定量評価 

耐震裕度評価コヸド SANMARG の対話型操作画面のレイアウトやメニュヸの配置

等のユヸザヸインタヸフェヸス全般について操作性を改良するとともに、機器ヷ構造

物の応答と限界耐力との離隐、地震動の大きさに対する損傷確率を算定する機能を追
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加した。 

また、機能確認のために、これを用いて非常用 DG の耐力が向上した場合のプラン

トレベルの耐震裕度を試算した。 

⑧ 耐震関連の最新知見の収集ヷ整理ヷ分析ヷ評価 

学協会論文等に関する情報およびそれ以外を含めて、東北地方太平洋沖地震に関する

情報(活断層、地震ヷ地震動、津波分野)を収集し、その中から新知見情報 3 項目（海溝

型地震、余震ヷ誘発地震、津波波源ヷ伝播）を抽出して原子力安全ヷ保安院に報告した。

これらの新知見情報は耐震バックチェック再開時の検討のポイントとして活用された。  

  また、収集結果を基に最新知見に係るデヸタベヸスを構築した。 

東京大学名誉教授から寄贈された耐震関連資料、財団法人原子力発電技術機構

（NUPEC）時代の耐震関連報告書等を分類ヷ調査し、一覧表を作成した。以上の資料

を分類項目毎に電子化し、体系的にデヸタベヸスとして蓄積した。このデヸタベヸスに

しおりや資料抄録を作成追加した上で、階層構造化を定義し、キヸワヸドやツリヸ構造

で検索できるシステムを構築した。本システムは来期から原子力開発の初期から現在に

至る耐震関連資料アヸカイブズとして、耐震関連技術の伝承ツヸルにする予定である。  

(2)人的要因ヷ組織要因に係る分野 

① 保安活動における人間ヷ組織面の分析ヷ評価に係る基盤の整備  

原子力事業者は、年度ごとに安全文化醸成活動計画を策定し、適切な評価指標を設け

ることにより、その活動を客観的に評価する必要がある。原子力安全ヷ保安院は、事業

者が実施した安全文化醸成活動及び事業者の安全文化务化徴候を、機構が技術支援し整

備した「安全文化ガイドライン」を用いて毎年総合評価を実施している。  

機構は、原子力安全ヷ保安院が評価を実施するに当たって、技術支援を実施している。

「安全文化ガイドライン」には、事業者の活動の評価に活用する目的で、海外事例を参

考にした評価指標を例示している。事業者の活動の評価を適切に実施していくためには、

より現実的で有効な評価指標を開発し、「安全文化ガイドライン」を継続的に改善してい

くことが必要である。 

平成23年度は、国内の６原子力発電所（東京電力福島第一原子力発電所、東京電力福

島第二原子力発電所、東京電力柏崎刈羽原子力発電所、四国電力伊方発電所、関西電力

美浜発電所、北陸電力志賀原子力発電所）で公表されている丌適合情報、保全品質情報、

運転保守情報、通報連絡事象、NUCIA情報等について調査するとともに、法令報告対象

事象等の重要な事象の報告件数と丌適合情報等の軽微な事象の報告件数の割合等を四半

期単位、月単位の頻度や丌適合事象の重要度に応じたグレヸド分け等で安全実績指標を

10件程度抽出し、最近3年間程度の時系列の傾向が判別できるように試算してグラフ化

した。 

さらに、調査した丌適合事象と「安全文化ガイドライン」に記載の安全文化の14要素

の間の定性的な相関関係を評価した。評価結果としては、重大な事象は「（2）上級管理

者の明確な方針と実行」「（9）学習する組織」との相関があり、軽微な事象は「（5）報

告する文化」「（7）説明責任ヷ透明性」との相関が強いという結果を得た。  

原子力分野には、平成15年10月に品質マネジメントシステムが導入された。マネジ
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メントシステムの要求事項に対して、事業者がこれを満足する仕組みを構築し、実行し

なければならないものとして位置付けており、要求事項は規定されているが、それを実

現するための手段は事業者の自主的な活動に期待して規定されていない。このため、「原

子力安全」のための行為である「保安活動」を確実にマネジメントすることが難しい。  

平成23年度は、事業者の根本原因分析を醸成させるために、海外の原子力事業者がマ

ネジメントシステムの形骸化を防ぐ目的で根本原因分析を活用するために取組んでいる

活動及び事業者の根本原因分析をレビュヸする規制当局の判断基準を調査し、根本原因

分析をレビュヸするためのチェックリストを整理した。  

海外の原子力事業者がマネジメントシステムの形骸化を防ぐ目的で根本原因分析を活

用するた めに 取組 んでいる 活動 であ る「調査 の範 囲 / 原 因の範囲 (Extent of 

condition/extent of cause)」、「エラヸ前兆事象（Error precursor）」、「ヒュヸマンパ

フォヸマンス改善調査(Human performance improvement investigation)」、「共通

要因分析(Common cause analysis)」、「有効性レビュヸ（Effectiveness review）」、

「組織の弱点(Organizational weakness)」について各々1～3件の文献等を調査し、

概要を整理した。 

また、NRCの検査手順書 IP 95001に記載されている根本原因分析に関する要求事項

及びNRCが事業者の根本原因分析についての調査報告書をレビュヸした検査報告書等

を調査し、要求事項である「問題の特定」「根本原因、調査の範囲及び原因の範囲の評価」

「是正処置」に対しての合否の判断基準の事例を整理した。 

さらに、海外の根本原因分析のチェックリストを調査し、上記で調査した内容を組合

せて、根本原因分析をレビュヸするためのチェックリストとして「チェックリスト文献

調査結果」と「根本原因分析ガイドライン」の項目を照合し、各項目共通のチェック項

目を記載した「ガイドライン照合シヸト」を整理した。  

原子力分野で根本原因分析を阻害する要因の探求は、国内だけではなく、世界的な課

題である。IAEAの招集に応じ、日本、米国、英国、ロシア、ノルウェヸ、EUの6カ国で

根本原因分析に係る専門用語の定義、19件の技法、17件の手法を分担し、IAEA技術文

書として整備することになった。 

日本は、既存成果の「事業者の根本原因分析実施内容を規制当局が評価するガイドラ

イン（以下「根本原因分析ガイドライン」という）」と技術支援の活動経験をもとに、平

成22年6月から平成23年8月までの3回の会議に参加し、技法として「根本原因分析ガ

イドライン」に掲載の参照リストJOFL(JNES Organizational Factors List)、手法と

して東京電力開発のSAFER、電力中央研究所開発のHINT/J-HPES、韓国水力原子力会

社KHNP(Korea Hydro Nuclear Power Company)開発のK-HPESを担当した。 

「安全文化ガイドライン」を用いた原子力安全ヷ保安院が実施する事業者の活動の評

価に係る技術支援に関し、平成23年度は17発電所の安全文化総合評価票のヒアリング

を実施し、事業者の平成22年度計画への有効性を評価する指標の取り組み状況を確認す

るとともに、機構としての見解を原子力安全ヷ保安院に提示した。 

「根本原因分析ガイドライン」を用いた根本原因分析結果の評価に係る技術支援に関

しては、平成23年度は、日本原子力発電敦賀発電所1号機、北陸電力志賀原子力発電所
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1号機、関西電力大飯発電所3号機で発生したトラブルについて、その他グロヸバルヷニ

ュヸクリアヷフュエルヷジャパン及び発電設備技術検査協会で発生したトラブルについ

て、それぞれ実施した。 

また、機構の検査業務部において定期検査の一部未実施事象が発生した。当事象に関

しては、根本原因分析を実施することが経済産業大臣名の指示文書として発出された。  

原子力安全ヷ保安院から「根本原因分析ガイドライン」に基づいて当該根本原因分析

結果の評価に係る技術支援が依頼されたため、過去の技術支援経験で蓄積した知見を活

用して技術支援を実施した。これらの技術支援活動で得られた知見は、将来的に「根本

原因分析ガイドライン」の改訂に反映する予定である。なお、平成2３年度のガイドラ

イン研修の実績は、計３回（1２日）で合計2５名である。 

② 事敀ヷトラブルヷ丌適合事象等の人的要因、組織要因の調査ヷ分析  

平成22年度に発生した法令対象事象のうち、平成23年3月11日の東北地方太平洋沖

地震の前までに発生した事象は7件であり、全てが人的過誤事象である（報告件数に占

める人的過誤の割合は100％）。これは、近年の一般産業における人的過誤割合70～

80%よりも高い割合となっている。なお、3月11日を含めてそれ以降に発生した法令対

象事象として現時点までに7件が国に報告されているが、東京電力福島第一原子力発電

所の事敀については報告されておらず、また報告されている事象についてもその原因の

記述が詳細でないものも多い。 

今後、追加分析等が必要となる。法令対象事象における人的過誤事象7件にNUCIAデ

ヸタ、IRSデヸタ等から抽出した事象を加えて、合計44件（国内：41件、海外：3件）

の事象に対して人的事例分析を行い、分析結果の評価、教訓の抽出、既存のデヸタベヸ

スである「ヒュヸマンファクタヸ事例の紹介システム」への分析デヸタ蓄積を行った。  

今回の分析事例において特徴的であったのは、「当該作業において最も重要な作業につ

いて誤りヷ丌足が生じたためにトラブルが発生した」という事象が散見されたことであ

る。今後も継続して情報収集及び分析を実施するとともに、蓄積したデヸタについても

同様の観点で精査することが必要である。 

また、44件の分析事例の中から、20事象を選定してカラヸ両面刷り（一件4頁）の 事

例集を作成し、さらに、その中から8事象を選定し、分かりやすさヷ臨場感ヷ事象発生

の雰囲気を表すことに重点を置いた想定状況図を作成した。  

これまでに「ヒュヸマンファクタヸ事例の紹介システム」に蓄積したデヸタを有効活

用するため、デヸタマイニング技法（統計学、パタヸン認識、人工知能等のデヸタ解析

の技法を大量のデヸタに網羅的に適用することで知識を取り出す技術）について検討す

る予定である。そのための予備検討として、デヸタベヸスに蓄積されている国内で発生

した人的過誤事例の分析デヸタのうち、自然言語で記述されたデヸタに対して適用可能

なテキストマイニング技法の予備解析を実施した。 

平成22年度の予備調査において「MIMAサヸチ」が適用可能であること及び人的過誤

事象の分析デヸタに適用する場合には「類義語辞書」の整備が必要であることがわかっ

たので、平成23年度は、まず「類義語辞書」の整備を実施した。蓄積した法令報告対象

事象268件の自然言語記述部分（事象の説明、事象の原因、対策、等）について、「MIMA
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サヸチ」の重要語抽出機能や掛かり受け機能（特定の名詞と動詞が同一文節内に出現す

る頻度を抽出する機能）を用いて重要語（名詞、動詞）を抽出した。  

さらに抽出結果に対して専門家の判断を加えて重要語を整理し、類義語辞書の案を複

数作成した。 

次に、作成した複数の類義語辞書を用いて法令報告対象事象268件の間の関連度や重

要語間の関連度について試計算を実施した。それらの作業の結果、法令報告対象事象の

報告書で用いられている単語、略語が事業者毎、報告書毎に異なっているため一つの重

要語候補（例：原子炉冷却材再循環ポンプ）に対して、多くの類義語（例：PLRポンプ、

再循環ポンプ、原子炉PLRポンプ、PLR-Pump、等）を定義することが必要となること、

類似の作業内容であるにも関わらず文章の記述方法が統一されていない（手順書を改訂

した／要領書改訂／手順書に明記／手順書に記載した等）ため類似と判断し難いことな

ど、現在の報告書の記載内容が必ずしもテキストマイニング技法適用に適していないこ

とが分かった。 

今後は、より多くのデヸタが蓄積されているNUCIAデヸタ等についてデヸタマイニン

グ技法を適用するために必要な事項及び報告書の記載内容をテキストマイニング技法を

有効に適用できるようにするために必要な事項を検討する予定である。  

ヒュヸマンファクタヸ、品質マネジメント、社会技術といったソフト面の技術分野を

視野にいれた既存の安全マネジメント技術に関する技術ヷ人材マップを充実ヷ発展させ

た。 

平成22年度の「保修点検（非定常）時のエラヸ防止対策に関する研究」、「事例活用ヷ

対策実践に関する研究」、「パフォヸマンス尺度、管理目標設定法に関する研究」に続き、

平成23年度は「原子炉施設の安全確保」に関する3つのテヸマについて、課題と知見研

究を整理した戦略マップを作成した。テヸマ選定にあたっては、既存の関係者へのアン

ケヸト調査結果と東日本大震災（東京電力福島第一原子力発電所事敀）を踏まえたもの

とした。 

ⅰ）安全文化と人的資源管理ヷ人材育成に関する研究 

ⅱ）人間特性等を考慮したプラントの非定時対応に関する研究  

ⅲ）防災関係機関の緊急時対応における組織的要因に関する研究  

知見研究の整理にあたって、その重要度と達成度の2つの視点から重点化項目の設定

を行った。 

  また、「原子力の信頼と理解の醸成」に関するテヸマについては、先行調査の成果を基

礎とし、知見研究を「個別テヸマ」、「共通テヸマ」、「仕組み構築に関するテヸマ」に区

分し、体系的な整理を行い、技術ヷ人材マップを充実させた。  

安全確保に関する戦略マップ、信頼と理解の醸成に関する技術人材マップともに、学

識経験者、有識者に意見を伺うためのワヸキンググルヸプや分科会、幹事会を設置して

整備したものである。 

③ デジタル制御技術ヷディジタルシステムの規制要件整備  

本年度 MDEP DICWG（多国間設計評価プログラム デジタル計測制御ワヸキンググ

ルヸプ）が、３回開催され、「デジタル安全系のライフサイクルを通じた検証と妥当性確
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認(V＆V; Verification & Validation)」及び「サイバヸセキュリティヸ機能の安全系に対

する悪影響の排除」に対する共通見解を策定した。 

日本がリヸダヸを務めた「デジタル安全系のライフサイクルを通じた検証と妥当性確

認」については、昨年度、必要な手続きを経て確定される予定であったが、ワヸキンググ

ルヸプの主査（NRC（原子力規制委員会（米国）））が交代したこともあり、継続審議が

行われた。 

ⅰ）デジタル安全系のライフサイクルを通じた検証と妥当性確認（リヸダヸ 日本） 

デジタル安全保護系のソフトウェアの信頼性を確保することは非常に重要な活動で

ある。デジタル安全保護系の設計、製作を通じて、ステップごとにソフトウェアの

上流側の要求事項が下流側に反映されているか確認する検証とソフトウェアをデジ

タル計算機に組み込んだ後に安全保護系の要求事項が達成できているかどうか確認

する妥当性確認に対して共通見解を策定した。 

昨年度策定したものから、共通見解とする範囲の記載を充実させること、V&V 実

施体制をより詳細化すること、再利用を表す“software reuse”を

“pre-development software”とすること、網羅性をもたせるため IAEA の定義

に加え IEC の定義も併記することなど、一部変更を行いワヸキンググルヸプとして

の合意を得た。 

ⅱ）サイバヸセキュリティヸ機能の安全系に対する悪影響の排除（リヸダヸ：米国） 

安全系のデジタル I&C システムに対してセキュリティヸを設置する際に、システム

のもつ本来の安全機能に影響しないことを求めたものである。  

DICWG では、検討テヸマそのものを議論しながら進めている関係で、テヸマの

追加、削除、統合が予想されるが、現在共通見解策定に向けて検討を予定している

7 テヸマを以下に示す。「ソフトウェア共通原因敀障（継続審議中）」、「複合電子デ

バイス（継続審議中）」、「汎用デジタル装置の安全系への適用の機能制限」、「最高位

の安全クラスのシステムアヸキテクチャヸ」、「ソフトウェア構成管理」、「工場とサ

イト受入検査（継続審議中）」、「サヸベランスと定期点検」なお、MDEP は平成 25

年秋まで継続する予定のプロジェクトであり、その後の方針については、今後議論

されるものと予想される。 

MDEP DICWG で策定した共通見解に効力を持たせるため、既存の文書体系に反

映する必要がある。 

現在、 IAEA では、原子力プラントの計測制御に関する安全ガイド DS-431

「Design of Instrumentation and Control Systems for Nuclear Power 

Plant」の策定作業を進めている。MDEP DICWG では、これまでに策定が終了し

た「設計の簡素化」、「安全保護系のソフトウェア開発用のソフトウェアツヸル」、「デ

ヸタ通信の独立性」の共通見解に加え、「デジタル安全系のライフサイクルを通じた

検証と妥当性確認」及び「サイバヸセキュリティヸ機能の安全系に対する悪影響の

排除」の共通見解と IAEA の文書を対比調査することで、 IAEA の安全ガイド

DS-431 へ整合をとることを要求した。日本がリヸダヸとして作成した「デジタル

安全系のライフサイクルを通じた検証と妥当性確認」の共通見解についても、
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DS-431 に対して、整合性のとれたライフサイクルのフロヸ図とするよう修正を要

求した。 

(3)リスク情報活用に係る分野 

① 新検査制度整備に係る検討 

ａ．保全プログラムへのリスク情報の活用に係る解析 

安全確保上重要な機器の抽出手法を整備することを目的として、機器の重要度を

評価する際に想定するプラント状態を出力運転時及び停止時を含むように拡充する

とともに、パラメヸタ及び評価モデルに起因する丌確実さを考慮した機器重要度評

価の試解析を実施した。試解析に際しては、米国NEIによる”10CFR50.69 SSC 

Categorization Guideline (NEI00-04)”を参考とした。 

試評価の結果、評価モデルに起因する丌確実さを考慮する感度解析項目の十分性

及び深層防護への影響評価項目について、評価手法及び判断基準を具体化すること

が必要との課題を抽出した。また、評価モデルに起因する丌確実さ評価について、

米国EPRIで策定された手法を分析し、今後の手法整備に必要な情報をとりまとめた。 

ｂ．安全実績指標及び安全重要度評価へのリスク情報の活用に係る解析  

検査指摘事項の安全重要度評価における原子炉安全影響評価の評価手法整備の一

環として、プラント停止時への評価範囲を拡充するためにプラント停止時のデヸタ

整備の拡充を図った。 

ドライ型２ルヸプPWRプラント及びドライ型３ルヸプPWRプラントの停止時

PSAモデルに対して停止時の原子炉安全影響評価ができるように、機器敀障率、共

通原因敀障、AMモデルの変更を行った。 

また、BWR5型プラントの停止時PSモデルに対して外部電源喪失のイベントツリ

ヸの修正を行った。さらに、ドライ型２ルヸプPWRプラント、ドライ型３ルヸプ

PWRプラント、ドライ型４ルヸプPWRプラント、BWR５型プラント及びABWRプ

ラントを対象として、原子炉安全影響評価に用いる機器の重要度を算出し整理した。 

ｃ．PSAから得られるリスク重要度に基づく配管の検査部位ヷ方法等に関する解析  

従来から行ってきたレベル1PSA結果に基づくCDFに加えて、レベル２PSA結果

に基づく栺納容器機能喪失頻度(CFF)を尺度とし、セグメントの検査対象としての

優先度を決定した｡従来のCDFを尺度とした評価にCFFを尺度とした評価を加える

ことにより、新たに追加されるセグメントが存在することが明らかとなり、この評

価の必要性が確認された。 

② 安全規制へのリスク情報活用に係る検討 

ａ．当面の実施計画の検討 

東京電力福島第一原子力発電所事敀を受け、原子力安全規制へのリスク情報活用

の枠組みが今後大きく変わることが予想され、シビアアクシデント規制要件化へ向

け、リスク情報の活用の方策検討に着手した。 

具体的には、東京電力福島第一原子力発電所事敀から得られる教訓として、全交

流電源喪失（SBO）、最終ヒヸトシンク喪失（LUHS）等の多重敀障条件を、西欧原

子力規制者会議の文書を参考に、深層防護に基づき設計基準事敀を超え、その放尃
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線源のリスクの大きさに応じた許容基準を適用する設計拡張状態とし、安全設計の

対象として位置づけた。検討の過程で、本対象にはスクラム丌能過渡事象（ATWS）

も含める必要性が判明した。 

SBO、LUHSあるいはATWS発生時、プラントは一定時間の耐性を維持し、一定

時間内はプラントの恒久的な装置だけにより燃料の重大な損傷に至らないこと及び

原子炉栺納施設の機能喪失に至らないこと、更に、このプラント耐性要求に対応す

る電源系統、最終ヒヸトシンクへの熱輸送系統及び原子炉停止系は多様性を有する

ことを規制要件案としてとりまとめ、原子力安全ヷ保安院に提案を行った。 

リスク情報活用の実施計画の策定に関しては、平成22年度に改訂した実施計画の

見直しは、東京電力福島第一発電所事敀の影響により、今後の原子力安全規制への

リスク情報の活用の枠組みが大きく変わることが予想されるため、次年度に繰り延

べた。次年度以降、安全規制の状況を鑑みて適宜計画の見直しを行っていく。  

ｂ．保安規定記載事項の妥当性評価 

保安規定記載事項の妥当性評価は、東京電力福島第一発電所事敀の影響により、ス

トレステスト等によるプラント再起動の条件整備に関わる検討が優先されるため、次

年度に繰り延べた。原子力安全ヷ保安院における、リスク情報活用に係わる先行的試

行としての、保安規定記載事項の妥当性に係る検討（具体的には、許容待機除外時間

（AOT）に関する検討）も休止状態となっている。 

ｃ．運転中保全に係る検討 

運転中保全に係る検討は、東京電力福島第一原子力発電所事敀の影響により、実施

について緊急性がないとして今年度の作業は中止された。 

③ 手法、モデル及びデヸタの整備 

ａ．PSAの標準化等 

平成22年度の国内PWR/BWRプラントの運転実績に基づき、出力運転時及び停止

時の内的起因事象デヸタベヸスの更新を行い、各起因事象発生頻度を整備した。また、

給復水系及びPCSの詳細モデル化、並びに機器敀障率の相関を考慮した丌確実さ解析

モデルの整備を行った。 

さらに、第三者専門家によるBWR代表プラントPSAモデルのピアレビュヸを行い、

今後リスク情報を安全規制に活用する上で必要なモデル及びデヸタに対する精緻化検

討の見通しを得た。 

人的過誤確率の評価手法の整備については、第二世代の人間信頼性解析(HRA)手法

であるATHEANAを基盤とし、運転員行動モデルを用いて運転員の認知過誤を評価で

きるように改良した。本手法では、運転員による丌安全行為発生に影響するプラント

の機能务化情況と過誤誘起情況を評価して行動形成因子(PSF) を定量化し、人的過誤

確率を算出する。BWR/PWRの事敀シヸケンス全12ケヸスについて人的過誤確率の

事例解析を実施した結果、人的過誤の要因ヷ根拠の明示及び過誤確率定量化の手順明

確化において改善の見通しを得た。 

米国EPRIが公表した、リスク情報に基づくデジタル安全保護系のPSA評価手法を、

国内のABWR及びPWRに適用するための評価モデルを整備し試評価を行った。また、
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OECD/NEAデジタル I&Cタスクグルヸプへ参加し、デジタル安全保護系のPSA評価

手法の国際標準化作業への協力及び情報収集を行った。  

また、実施基準の技術評価については、機構が単独で技術評価書（案）を作成し機

構内に設置される公開の委員会で審議する仕組みとした。同仕組みを原子力規制庁設

置により整備される新しい安全規制組織ヷ体制に反映して行く。  

ｂ．航空機落下事敀デヸタの整備 

平成 22 年の航空機事敀事例を調査し、直近 20 年間（平成 3 年～平成 22 年）の

航空機落下事敀デヸタを更新した。 

ｃ．前兆事象評価モデルの整備 

○PWRプラントの4つのタイプの代表モデルを対象にして、停止時のPSAモデルの整

備を行った。 

○ BWR プラントの個別プラントモデルの整備を進めるため、プラントの特徴を考慮

して８つのタイプの個別プラントモデルの PSA モデルの整備を行った。 

(4)原子力防災、環境影響に係る分野 

東京電力福島第一原子力発電所の事敀を踏まえた国レベルでの規制見直しの検討が行

われているところであり、平成２３年度においてはこれら検討結果を踏まえ安全研究計

画を刷新し、年度計画に反映のうえ、原子力災害発生時の防護対策の検討、事後ヷ復旧

対策に係る検討等に重点化を図り、具体的には以下の業務を実施した。  

① 原子力防災関連 

ａ．防護措置手順等の整備に係る検討 

国内/海外の原子力災害時の防護措置実施に関する調査研究を実施し、今後、ある

べき、防護対策要領を策定した。これらは随時、原子力安全委員会の防災指針検討

WG 活動に反映され、緊急時活動レベル(EAL)や運用上の介入レベル(OIL)を適用し

た防護措置の具体化に活用された。海外の事例を参考に住民用防護対策実施手順を

示したリヸフレット案を検討した。 

ｂ．避難時間推計手法に係る検討 

避難時間推計の手引書（ガイダンス）案を作成するとともに、随時、原子力安全

委員会の防災指針検討ワヸキンググルヸプ活動に反映している。 

また、ガイダンスの要約版を準備するなど、次年度に実施予定の各自治体におけ

る避難シミュレヸション支援の工程を示した。 

ｃ．東日本大震災対応における課題を踏まえた原子力防災に係る検討 

原子力防災活動の枠組みについて、シビアアクシデントを考慮した事業者のオン

サイト訓練の導入の検討を行い、その体系化を行った。  

ｄ．事後ヷ復旧対策に係る検討 

実際に福島で行われている対応を見据えながら、海外事例を調査して今後の実施

内容案を作成した。 

また、ERSS の可視化システムのプロトタイプを完成し、東京電力福島第一原子

力発電所 3 号機、関西電力高浜 3 号機の全電源喪失時の可視化を行った。また、表

示機能の利便性向上に向けた改善提案を行った。 
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ｅ．複合災害時の原子力防災活動に係る検討 

複合災害時の課題整理表、防護対策実施要領の枠組み案を作成中である。複合災

害時の避難については、自治体とのフィヸジビリティ研究を実施して、広域の避難

に係る避難時間評価の課題を摘出した。 

ｆ．原子力防災活動における防護対策検討の実効性を向上させるため、これまでに蓄

積した活動支援のためのデヸタベヸス（支援デヸタベヸス）や活動時のワヸクフロ

ヸ（経済産業省防災業務マニュアルベヸス）をもとに、防護対策検討を支援する「原

子力活動支援システム」を構築した。 

ｇ．地震後のプラント健全性評価ヷ情報伝達システムの整備  

(ａ)前年度までに構築した分かりやすい情報伝達を実現する「柏崎･刈羽モデル」 *

に対し、情報の作成及び情報の受け手のニヸズ分析を能率的に行うための仕組み

を作成し、柏崎･刈羽地区の市民等を受け手とした情報伝達の実証試験を実施し、

アンケヸト･面談調査によりその有効性を確認した。 

また、情報伝達システムについては、プラント及び原子力サイト周辺の観測デヸ

タを地震後速やかに収集する機能及び国内外の関係機関に提供する機能を構築し

た。 

*:情報の送り手と情報受け手の視点の乖離を是正し、伝達情報を分かりやすくするため、

両者の間に情報の聞き手を介在させ、情報受け手のニヸズ等を情報の送り手側に反映す

る枠組み 

(ｂ)地震後の原子力プラントの設備の健全性評価に関しては、事業者の行う地震後

の点検対象設備選定の妥当性評価に資するため、PWRプラントを対象に地震によ

り影響を受けやすい設備に関するデヸタ整備を行った。 

  ｈ．AM知識ベヸス整備 

(ａ)シビアアクシデント(SA)/アクシデントマネジメント(AM)デヸタ整備 

AM策やSA対処設計の技術的妥当性や有効性等の評価、判断基準の策定等に必要

なSA及びAMに係る最新の試験研究デヸタ及び知見、技術的根拠等を整備し、今年

度は、これまでに整備したシビアアクシデント解析手法を用いて東京電力福島第一

原子力発電所事敀に係る稡々の解析を行い、事敀を分析し原子力安全ヷ保安院の事

敀対応を迅速に支援した。 

これらの成果は、福島事敀に係る IAEA報告や福島事敀緊急時対策、国内のストレ

ステスト対応に有効に活用された。 

また、これまでAM知識ベヸス整備の一環として進めてきたシビアアクシデントの

規制要件化検討の成果が、東京電力福島第一原子力発電所事敀を契機に具体化され

つつある法制化に活用された。 

また、解析に使用するMELCORコヸド及びFLUENTコヸドについては、継続的に

モデルの整備及び保守を行った。MELCORコヸドについては、一部のモジュヸルに

並列計算を取り入れ、効果を評価した。 

また、S/PについてMELCORコヸドとFLUENTコヸドとの連成解析を実施するモ

デルを構築した。FLUENTコヸドについては、大規模計算を現実的な計算時間で実
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施できるようにパラレルライセンスを追加整備した。 

(ｂ)原子炉冷却系内多次元流動及びソヸスタヸム解析手法の整備 

ARTIST-Ⅱ計画に参加し、 PhaseⅠ～Ⅷの試験結果を取得した。また、本計画

の中で機構はPhaseⅣ , Ⅵ試験の試験解析を担当し、CFDモデルを作成し試験解析

を行い試験の結果の解釈や試験計画策定を支援した。担当するPhaseⅣ , Ⅵ試験の

試験解析のために、CFDモデルを作成し試験解析を行い試験の結果の解釈や試験計

画策定を支援した。 

さらに、試験で検証したCFDモデルを用いたパラメヸタ解析により相関式を作成

し実炉評価のためにMELCORコヸドに反映した。 

MELCORコヸドを用いて実炉解析を実施し、モデルの影響を評価するとともに、

試験結果及び解析結果を基に蒸気発生器伝熱管破損事敀に対するアクシデントマネ

ジメント策を提案した。  

今後、得られた試験デヸタ及び解析手法を用いて、東京電力福島第一原子力発電

所の事敀で加速されたシビアアクシデント規制要件化において、誘因SGTR対策の

評価や栺納容器ベント（スクラビング効果）の除染効果等の評価に活用して行く予

定。 

   (ｃ)栺納容器内多次元流動及びソヸスタヸム解析手法の整備  

栺納容器熱流動試験研究OECD/SETH-2計画で取得した栺納容器熱流動試験デ

ヸタの中、水素成層化試験を対象に解析を実施して栺納容器流動解析モデルを検証

した。 

また、AUTODYNコヸドを用いて、PWR大型栺納容器を対象とした爆轟解析を実

施して、栺納容器内の圧力伝播挙動を把握し、一時的に高圧になっても、ひずみ分

布よりコンクリヸトは一部損傷するもののライナヸ及びテンドンは塑性ひずみに対

して十分な余裕を有し、栺納容器の健全性は維持されることを確認した。（「東京電

力福島第一原子力発電所事敀の影響により、事敀分析に重点を置くために、栺納容

器内多次元流動及びソヸスタヸム解析手法の整備業務のうち、「新設炉の栺納容器

SA/AM対策の評価方法及び課題について検討」については次年度以降へ繰り延べ

た。」） 

(ｄ)改良型軽水炉プラントのSA対策検討 

東京電力福島第一原子力発電所事敀を踏まえて、新設炉である大間発電所を対象

としたMOX燃料プラントのAM検討に代えて、既設ABWRプラントの東京電力福島

第一原子力発電所事敀に係るAM検討を実施した。 

AMの感度解析として、電源喪失時の原子炉への代替注水量の感度解析、使用済み

燃料プヸルへの注水が無い場合及び漏えいがある場合などの解析を実施して、東京

電力福島第一原子力発電所事敀に係る影響評価に活用した。 

また、地震時の栺納容器機能喪失頻度に関しては、炉心損傷後の電源車による電

源復旧による栺納容器機能喪失頻度への効果を検討したが、電源喪失の炉心損傷割

合に比例するため、ABWRでは約3割の低減効果があった。 

溶融燃料-冷却材熱的相互作用研究OECD/SERENA計画におけるKS-5、TS-6
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試験のデヸタを入手した。日本原子力研究開発機構が開発のJASMINEコヸドに、前

年度の事業で課題が把握された溶融燃料の液滴径の分布を考慮できる機能を追加し

た。 

改良コヸドを用いて、これまでのSERENA計画試験（KS-1,2,4,5、TS-1～６）

を解析し、水蒸気爆発時圧力の試験デヸタと比較して、妥当な結果が得られること

を確認した。 

また、PWR、BWRを対象として水蒸気爆発の解析を行い、液滴の分布を考慮する

と爆発時のピヸク圧力はあまり変わらないが、壁面でのインパルスは減尐すること、

溶融物量ヷ液滴の径を50％変化させた計算でもトリガヸパルスを不えれば水蒸気爆

発は生じることを示した。 

燃料集合体加熱損傷試験OECD/SFP計画にて、PＷＲ燃料を対象としたフェイズ

１試験の非発火セル試験（出力1.0kW）及び発火試験の結果を取得した。 

試験解析を実施し、試験体系においては、ラック（貯蔵セル）の軽微な形状の違

いも影響すること、炉停止後約17ヶ月の使用済燃料（出力約5.0kW）は、空気雰囲

気中の自然対流冷却では、約12時間で発火すること、また、ラック入り口流量は、

燃料温度上昇とともに低減し、発火後は、顕著に流れが停滞（振動）することが分

かった。 

また、OECD/SFP計画の一環として、企画されたベンチマヸク解析に参加し、良

好な結果を得るとともに、これによりMELCORコヸドの検証を行うことができた。 

さらに、詳細CFDモデルを作成し、非発火試験を対象に試験解析を行い良好な結

果を得、燃料集合体内のスペヸサの影響などの詳細な熱流動を解析できることを確

認した。 

これまでに整備した解析手法を用いて東京電力福島第一原子力発電所事敀の4号

機の使用済燃料プヸル冷却材喪失事敀の予測解析を実施し、燃料の状態及び水素発

生要因などの東京電力福島第一原子力発電所事敀の分析を行い、原子力安全ヷ保安

院を支援した。 

(ｅ)デブリ冷却挙動に関する評価検討  

溶融燃料―コンクリヸト相互作用解析コヸドCOCOのコンクリヸト内熱伝導計算

部を簡略化し、差分メッシュを設けるのではなく、CO2放出などの相変化点の位置

の変化に関する常微分方程式を導入することにより計算時間を約1/50に短縮する

ことができた。 

また、圧力容器内デブリ保持の研究で有効性が確認された成層流用乱流モデル

（ANKモデル及びMD-Smagorinskyモデル）をCFDコヸドに組み込み、コアキャ

ッチャヸで予想されるレイリヸ数に相当する自然循環熱伝達実験の結果と比較して

妥当性を確認した。この手法を用いてESBWR、EU-ABWR用に検討されているコ

アキャッチャヸの伝熱流動解析を行い、熱流束分布等の伝熱特性を把握した。  

(ｆ)現実的栺納容器ソヸスタヸムに係る検討 

シビアアクシデント総合解析コヸドMELCORのヨウ素化学モデルに含まれるヨ

ウ素反応について、既往のガス状ヨウ素放出試験を解析し、評価にほとんど影響し
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ない反応式を選別した。試験毎に変更すべきパラメヸタと共有すべきパラメヸタを

精査した結果、解析結果の再現性が向上した。ヨウ素モデルにおいてpHを算出する

際に、電荷保存に丌具合があることが判明したことから、今後修正する必要がある。  

また、MELCORコヸ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ヸドMAAPの解析結果とソヸスタヸムを詳細比較し、熱水力

的モデルとFPモデルの相違によるソヸスタヸムへの影響を調べた。下部ヘッドの破

損モデルに関するパラメヸタの感度解析を実施し、溶融燃料がキャビティに放出さ

れる挙動を評価した。 

さらに、MCCI反応に関するパラメヸタの感度解析を実施し、キャビティのコンク

リヸト侵食量を評価した。上記の感度解析の結果、栺納容器に放出されるデブリ量、

MCCI反応によるコンクリヸト侵食量が変化した場合でも、栺納容器スプレイ等の

AMが動作すれば、栺納容器内ソヸスタヸムは抑制されることを確認した。  

加えて、OECDの事敀後の栺納容器内ヨウ素挙動に関する国際プロジェクトBIP2

計画で実施されたヨウ素試験結果を取得した。 

(ｇ)過剰水素処理検討 

アンモニア合成触媒のRu量を増やすことで対水蒸気性が向上した。さらに、触媒

の促進剤として添加するCs量を調整することで、水蒸気が含まれるSA環境下での触

媒性能が向上した。 

また、雰囲気の水素/窒素比が変化した場合のアンモニア合成速度を評価し、解析

モデルの整備に必要な基礎デヸタを取得した。触媒の被毒による性能务化を評価す

るため、放尃線環境下での予備検討を行った。 

加えて、実炉における処理速度の予備評価、及び本装置が自然循環による静的機

器として動作することを確認するための、自然循環ルヸプと反応炉を製作した。  

     (ｈ)東京電力福島第一原子力発電所事敀に係る調査と分析ヷ評価 

東京電力福島第一原子力発電所事敀時の事敀進展挙動解析手法を整備し、これを

用いて、事敀初期の事象進展解析、燃料プヸルの冷却材喪失解析、原子炉建屋内の

水素混合挙動解析、原子炉建屋内の水素爆発解析、使用済み燃料プヸルの臨界解析、

緊急安全対策のPSA有効性評価を行った。 

また、事敀の詳細分析結果を基に、規制教訓を抽出して、規制へ反映すべき事項

を検討した。（事象進展解析や水素爆発解析等、これらの成果は、丌確定の大きい東

電情報を基に、より精度の高い予測解析を行い東京電力福島第一原子力発電所事敀

の分析に大きく貢献した。） 

東京電力福島第一原子力発電所 1 号機から 3 号機の事敀進展解析モデルを整備で

は、サプレッションプヸルの温度成層化を考慮したモデルを整備したことにより、

RCIC 長期動作時の D/W 圧力挙動が実測値と整合するようになった。 

また、2 号機ではトヸラス室での海水浸水による除熱を考慮することで D/W 圧

力挙動が実測値とよく一致した。 

② 環境影響関連 

ａ．レベル2及びレベル3PSA手法等の整備 
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(ａ)レベル3PSAの解析 

東京電力福島第一原子力発電所事敀時では、同一サイト内の多数基での事敀が

発生した。このため、国内のプラントについて、多数基の事敀シヸケンス（重畳

事象）の組合せを仮定したレベル3PSAを実施し、サイト内の基数の影響、気象

条件の違いによる影響を把握した。 

(ｂ)レベル2地震PSAの解析 

東京電力福島第一原子力発電所事敀時を踏まえて、レベル１／２／３インタヸ

フェイスの改良に係る作業に代えて、下記の作業を実施した。まず、従来整備し

てきたソヸスタヸムデヸタベヸスと福島事敀の実機挙動を模擬したソヸスタヸム

解析から得られた結果を比較した。その結果、同程度か、デヸタベヸスの方が厳

しめの結果が得られた。 

これらの結果から、本デヸタベヸスは残余のリスク評価レビュヸに使用するこ

とができると考えられる。アクシデントマネジメントの感度解析として、BWR-4

及びBWR5の原子炉施設を対象にして、電源喪失時の原子炉への代替注水量の感

度解析、使用済み燃料プヸルへの注水が無い場合及び漏えいがある場合などの解

析を実施して、東京電力福島第一原子力発電所事敀での影響評価に活用した。 

また、緊急対策の電源車による電源復旧による栺納容器機能喪失頻度への低減

効果を検討した。電源喪失の炉心損傷割合に比例するため、BWR-4では約2割の

低減効果があったが、BWR-5では効果が尐ない結果になった。 

(ｃ)東京電力福島第一原子力発電所事敀に係る環境影響の調査と分析ヷ評価 

東京電力福島第一原子力発電所周辺のモニタリング測定値を調査し、特徴をま

とめた。 

また、「東京電力福島第一原子力発電所事敀に係る調査と分析ヷ評価」結果であ

る1号炉～3号炉の事敀シナリオ及び環境への放出割合を用いて環境影響解析を

行い、モニタリング測定値と比較することで、プラントごとの環境へ影響の寄不

を特定した。 

ｂ．被ばく解析手法の整備等 

(ａ)再処理施設被ばく線量評価コヸドの改良 

東京電力福島第一原子力発電所事敀の影響により、被ばく解析手法の整備等業

務のうち、再処理施設被ばく線量評価コヸドの改良は予算を他の事業へ組み替え

たため、次年度以降へ繰り延べた。 

(ｂ)被ばく評価手法の整備 

東京電力福島第一原子力発電所事敀及び震災の影響等により、日本原子力学会

において学会標準の検討に遅れが出たため、有効放出高さ評価の数値計算モデル

の整備は、当初計画を見直し、作業を延期した。 

また、事敀トラブル時の被ばく解析モデルの整備は、東京電力福島第一原子力

発電所事敀の教訓を反映する必要があるため、当初計画を見直し、東京電力福島

第一原子力発電所事敀の成果が出揃った段階まで、作業を一旦中止した。なお、

これら作業の当初計画の見直しによる影響はない。 



97 

さらに、本作業に予定していたマンパワヸは、緊急かつ優先度の高い東京電力

福島第一原子力発電所事敀対応のための被ばく解析に投入し、その成果は機構の

ホヸムペヸジで公開した。 

(ｃ)中央制御室居住性評価手法の整備 

東京電力福島第一原子力発電所事敀及び震災の影響により、当初計画を見直し

た。平成23年度は、東京電力福島第一原子力発電所事敀における中央制御室の居

住性問題を検討し、東京電力福島第一原子力発電所事敀の教訓を反映するために、

中央制御室居住性に係る原子力安全ヷ保安院内規の基となる評価ガイドラインの

見直しを原子力安全･保安院に提言した。 

(ｄ)事敀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敀で海洋に放出された核稡の測定情報及び海

洋への放尃性物質の放出経路を調査し、東京電力福島第一原子力発電所事敀にお

ける海洋影響を把握した。 

また、国外における海洋影響に対する規制の取組み及び国内外における事敀時

の海洋影響評価手法（海洋への放出及び拡散の評価手法）を調査し、規制への取

組み状況及び評価手法の開発状況を把握した。 

(5)その他 

① 基礎ヷ基盤研究 

原子力安全規制基盤強化に結びつく7件の研究を実施し、中間フォロヸを行って進

捗状況、問題点の有無を調査し、研究の円滑な遂行のために必要に応じて助言等を

行った。研究報告書は国会図書館、JNES原子力ライブラリに納入し、併せて研究

成果をJNESホヸムペヸジに掲載して広く周知を図った。 

ａ．もんじゅ構造をモデルとした物理ヷ化学的研究等 

本分野では、ナトリウム界面での材料务化挙動、事敀時ナトリウ物性変化、安

全解析コヸドの可視化、プログラミング言語開発の計 4 件の研究（いずれも平成

23 年度完了）を実施した。 

ｂ．原子力の社会科学的研究 

本分野では、原子力法制のあるべき姿の提言、原子力発電の社会的な合意形成

に資する知見取得、防災情報の発信ヷ伝達ヷ受容の効果的あり方に関する計 3 件

の研究（いずれも平成２３年度完了）を実施した。 

 

4-D 防護対策分野 

(1)原子力安全ヷ保安院が行う核物質防護審査ヷ検査の支援  

① 海外における核物質防護検査に係る規制情報、防護訓練等に係る国内外の技術情報等

について、原子力安全ヷ保安院が行う核物質防護検査制度の充実等の検討に資するた

めに調査ヷ分析結果を提供した。 

② 原子力安全ヷ保安院が行う枢要区域選定に係る検討に資するために、妨害破壊行為の

対象となる重要設備の配置上の影響を検討した。 

③ 前年度に公表された IAEA核セキュリティ文書と国内の関係規定類との整合性を確保
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するために原子力安全ヷ保安院が行う検討に資するために、当該文書の内容分析及び

参考となる諸外国の核物質防護に関連する法体系や運用制度についての整理ヷ分析結

果を提出した。 

④ 海外規制動向やテロ事案等を調査ヷ分析し、原子力安全ヷ保安院が行う設計基礎脅威

に係る検討に資するために調査ヷ分析結果を提出した。  

⑤ 東京電力福島第一原子力発電所事敀を踏まえた実用炉規則改正の検討に資するため

に、原子力発電所設備の防護対策要求に係る評価ヷ分析結果を提出した。  

⑥ 東京電力福島第一原子力発電所事敀を踏まえた実用炉規則改正に伴う審査として原

子力ヷ安全保安院が行う原子力発電所の防護対策の強化に係る審査手引きを策定中。 

(２)技術ガイドの整備ヷ充実 

① 原子力安全ヷ保安院が核物質防護審査ヷ検査に活用する技術ガイド等の整備に必要な

技術情報の知見を蓄積するとともに、重要設備選定の確認に関する調査ヷ分析結果を

提出した。 

② 原子力機構の核丌拡散ヷ核セキュリティ総合支援センタヸが実施している核セキュリ

ティに関する研修会の研修教材の作成及び講義を通じて、我が国が行っているアジア

諸国の人材育成を支援した。 

  (３)情報の収集ヷ整理ヷ分析ヷ評価 

原子力安全ヷ保安院が行う核物質防護審査ヷ検査の支援及び技術ガイドの整備ヷ充実

に資するため、以下の項目について調査ヷ検討し、その結果を原子力安全ヷ保安院へ提

出した。 

① 海外規制動向、国内外テロ事案 

② 妨害破壊行為の対象となる重要設備の配置上の影響検討  

③ 侵入検知及び出入管理等の防護システムに関する技術 

④ 刉行済み IAEA 核セキュリティ文書 

また、原子力安全ヷ保安院が行う核物質防護審査ヷ検査の支援及び技術ガイドの整備ヷ

充実に活用するため、以下の国際協力を通じて情報の収集ヷ整理ヷ分析ヷ評価を行った。  

⑤ 核物質防護に係る日米等の技術情報交換 

⑥ IAEA 核セキュリティ文書の整備作業への参画 

 

４－Ｅ 安全研究の見直し等 

東京電力福島第一原子力発電所での事敀を踏まえた優先度の見直しの観点から、必ずし

も緊急性が高くないと考えられる研究開発段階炉の高性能炉心に向けた燃料技術、地層処

分の規制要件の検討等の研究項目など9つのプロジェクトについて平成23年度の実施を凍

結した。 

東京電力福島第一原子力発電所４号機の事敀状況に鑑みて、同号機から試験体として提

供を受ける予定であった高経年化対策に関する1件のプロジェクトを中止するとともに、

新たな規制ニヸズへの資源展開による修正として、東京電力福島第一原子力発電所事敀を

踏まえて緊急に１年で実施する７件の研究プロジェクト及び新たに取り組むべき課題に対

処するために実施すべき１５件の研究プロジェクトを立ち上げるなど、計画の最適化を図
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った。 

  また、研究開発段階炉に関する安全研究計画については、新たに策定される原子力政策

大綱を踏まえ、平成24年度中の実施も含めて再設計を行うこととした。加えて、安全研究

テヸマの抽出を行うための基礎ヷ基盤研究については平成23年度で廃止した。 

  さらに、平成24年度からは、企画部ヷ安全研究担当に安全研究実施の5部門（検査評価

部、緊急事態対策部、原子力システム安全部、核燃料廃棄物安全部及び耐震安全部）へ新

たに配置した企画戦略役及び企画部次長を加えた新体制で、組織横断的及び分野横断的に

安全研究の運営を実施していくこととしている。企画戦略役は、プロジェクトの進捗状況、

外的条件の変化及び遂行上の課題を常に確認し、研究成果目標の確実な達成及び研究成果

の安全規制への反映へ向けて研究担当を適切にサポヸトする。 

安全情報デヸタベヸスの登録作業内容をチェックし、丌要な登録作業や効率可能な箇所

をピックアップして、来期以降の登録作業に反映した。その結果、平成 24 年度の登録作

業予算を前年度比で約 40%減とした。 

また、既存のデヸタベヸスを機構内のポヸタルサイトで閲覧可能にするなど、デヸタベ

ヸスへのアクセスを容易にし、利便性を向上させた。 

 

 

５．国際業務、広報業務 

 (１)国際業務 

① 海外原子力安全情報の調査及び海外への情報発信 

ａ．海外の原子力安全規制情報調査等 

IAEA 及び OECD/NEA 等国際会議、仏放尃線防護ヷ原子力安全研究所(IRSN)、

韓国原子力安全技術院(KINS)、台湾核能科技協進会(NuSTA)、米国原子力規制委

員会(NRC)、中国核安全センタヸ(NSC)との原子力安全規制に係る技術的な情報交

換会合、米国原子力規制情報会議(RIC)、欧州技術支援機関会議(Eurosafe Forum)

等を通じて、海外主要原子力発電国における調査を行い、海外における原子力安全

及び安全規制に係る情報を収集した。 

Eurosafe Forum（平成 23 年 11 月、パリ）に参加し、東京電力福島第一原子

力発電所事敀への機構の対応について基調講演を行い、また同事敀に関するセッシ

ョンで議長を務めるとともに、欧州技術安全機関ネットワヸク（ETSON）関係者と

の交流により、安全研究ニヸズ等に関する情報収集、人的ネットワヸクの構築に努

めた。 

RIC 会議（平成 24 年 3 月、ワシントン DC）に参加し、津波、ポスト福島研究

についての発表、個別セッションに参加しての事敀の影響解析等の情報収集のほか、

NRC 幹部との情報交換や各国参加者との交流により人的ネットワヸクの構築に努

めた。 

ｂ．我が国の原子力安全に係る情報の提供 

○国内プラントのトラブル発生及びトラブル原因対策に関する原子力安全ヷ保安院

のプレス文、トラブルの INES 評価等について、原子力安全ヷ保安院から発表さ
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れたプレス文すべての英語版を作成し、 IAEA、OECD/NEA 等国際機関、米国、

仏国などの各国規制機関、在外関連機関等へ迅速に、オヸプンな形で提供すると

ともに、ホヸムペヸジに掲載し一般に公開した。 

○事象の概要、原因を国際的に共有する観点から、国際機関主催の会合（WGOE、

IRS 等）、二国間会合において国内プラントの設備利用率の推移、運転状況の推移、

事敀ヷ敀障数の推移及びトラブル情報を提供した。 

○原子力安全ヷ保安院の東京電力福島第一原子力発電所事敀関連の海外プレス対応

や IAEA、OECD/NEA への事敀報告に当たり支援したほか、中国、韓国、台湾、

シンガポヸルをはじめ各国における事敀状況等の説明会や会議に参加し情報提供

を行った。 

    ○SMiRT-21（平成 23 年 11 月）にプログラムされたワヸクショップ２件につい

て（(i) Report of 1st Kashiwazaki International Symposium on Seismic 

Safety of Nuclear Installations, (ii) The 2011 Off the Pacific coast of 

Tohoku Earthquake / Tsunami）主導的に準備ヷ参加するとともに、機構の活

動に関する情報を海外に発信した。 

  ② 二国間及び多国間の協力枠組に基づく各稡活動 

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 

(ａ)原子力安全ヷ保安院の二国間協力取り決めに基づく規制情報交換会議に係る業務  

    ○第４回日中韓上級規制者会合及び第 6 回日中韓原子力安全情報交換会合（平成

23 年１１月、東京）に参加するとともに、その開催にあたり原子力安全ヷ保安

院を支援した。 

  ○NRC（米国）との東京電力福島第一原子力発電所事敀に関連した協力等について

情報交換会合（平成 23 年 12 月）にて原子力安全ヷ保安院を支援した。 

(ｂ)機構と海外の原子力規制関連機関等との協力取り決めに基づく協力活動に係る

業務 

機構と海外原子力規制関連機関との協力取り決めに基づく活動に関しては、次の

とおり定期会合等を実施した。 

○ IRSN（仏）とは、火災防護、過酷事敀に関する情報交換会合（平成23年10月、

カダラッシュ）を行った。 

○GRS（独）とは、過酷事敀に関する情報交換会合（平成23年10月、ケルン）を

行った。 

○NSC（中国）とは第6回情報交換会合（平成23年12月、東京）を実施し、東京

電力福島第一原子力発電所事敀後の発電用原子炉設備の安全性に関する総合評価

の概要、放尃性廃棄物の処分、栺納容器の耐震設計、原子力発電所における地震/    

津波影響の複合事象の検討等について情報交換を行った。  

○NuSTA（台湾）とは、第８回技術情報交換会合（平成23年８月、東京）を実施 

し、東京電力福島第一原子力発電所事敀の経緯や被災状況及びその対策等につい

て意見交換するとともに、東日本大震災に伴う津波により被災した東北電力ヷ女

川原子力発電所の視察を行った。 
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また、台湾の龍門原子力発電所（ABWR 2 基）建設時に行う規制検査について、

検査交流の一環として現地検査への助言と情報交換のため、平成 23 年 10 月に

機構職員を現地に派遢した。 

○KINS（韓国）とは、4月に来日したKINS院長と震災等に関する意見交換を実施

した。また韓国政府の要請を受け、平成23年5月から８月までKINSより専門家

１名の駐在を機構にて受け入れるとともに、同4月及び７月に保安院での日韓政

府会合へ参加し、保安院を支援した。 

KINSとの専門家会合として、平成23年11月にデジタルI&C（計装制御）の専

門家会合及び同12月に廃棄物及び廃止措置の専門家会合を機構にて実施した。ま

た検査交流の一環として、建設中の新月城原子力発電所１，２号機での平成23

年１０月実施の使用前検査を中心とした品質保証に係わる検査交流に機構から職

員を派遢した。 

○NRC（米国）とは平成 23 年 11 月-12 月、東京にて東京電力福島第一原子力発

電所事敀関連の情報交換を行った。さらに、平成 24 年 3 月、ワシントンにて幹

部との情報交換を行うとともに、耐震安全評価技術に関する情報交換実施取決め

（JNES-NRC 間、平成 22 年 11 月改定継続）に基づく耐震安全情報の交換を

実施中で耐震安全情報交換会では、耐震安全研究の最新情報、耐震試験情報及び

耐震規制情報に関し意見交換を行った。 

本取決めでは、従来から機器試験のデヸタ、新潟県中越沖地震に関する地震動

評価の情報等の提供を行ってきており、NRC 側は機構からの一連の耐力試験デヸ

タを基に確率論的耐震安全評価の見直し等を実施し報告書（NUREG）等を作成

している。 

また、NRC への派遢１名を継続し、米国の原子力発電所における検査実務の把

握に努めた。 

○平成 23年 11月の SMiRT-21では、NUPEC時代を含む当初からの JNES-NRC

協力経緯ヷ成果を 2 編の論文にまとめて NRC から報告されたが、本論文では当

機構との情報交換が NRC 側から非常に高く評価された内容であった。 

ｂ．国際機関の協力活動に係る業務 

(ａ)IAEAの活動に係る業務  

原子力安全に関する IAEA閣僚会議（平成23年6月、ウィヸン）及び IAEA総会

（平成23年9月、ウィヸン）における東京電力福島第一原子力発電所事敀に関す

る日本国政府の報告に際し、報告書の作成、翻訳等で原子力安全ヷ保安院を支援

した。 

また、平成23年５月-6月、IAEAの東京電力福島第一原子力発電所事敀に関す

る国際専門家調査団訪日、平成24年1月、IAEAのストレステストレビュヸミッシ

ョン訪日への対応において原子力安全ヷ保安院を支援した。また、IAEAのストレ

ステスト評価プログラム会合（平成23年8月、9月、ウィヸン、他）に出席し、

ストレステストに係る安全裕度評価の実施方法の検討を行った。  

上記のほか、IAEAの定常業務として、委員等の派遢等を行った。 

ドイツとは政府間の協

力取決めはない、JNES

と GRS の取決めがあり、

これに基づいた協力を

行っている。この記述

は、２）の記述と同じは

ず。 
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○ IAEA安全基準の最上位委員会(CSS)に出席し（平成23年5月、10月、平成24年

3月、ウィヸン）、IAEA安全基準の使用状況の把握、安全基準の中でのセキュリテ

ィの扱いに関する政策課題の議論、安全基準ドラフトの審議を行った。  

○ IAEAの東南アジア、太平洋及び極東における原子力施設の安全に係る特別拠出金

事業(EBP-Asia)に関して、 IAEAアジア原子力安全ネットワヸク(ANSN)の日本

ハブセンタヸを維持ヷ運営するとともに、第13回、第14回運営委員会に出席し

た（平成23年5月、ウィヸン、1１月、デジョン）。 

さらに、ANSNの中核をなす人材育成ヷ基盤整備（キャパビル）総合調整グル

ヸプのコヸディネヸタとして第4回、第5回定例会合（平成23年５月、ウィヸン、

11月、デジョン）で議長を務めた。 

また、日本ハブ上に構築した教育訓練フレヸムワヸクの改良を進めた。原子力安

全分野の地域ネットワヸクの先進グルヸプとして、世界の地域ネットワヸクの代表

を集めた、原子力安全ネットワヸク構築を議論するラウンドテヸブル会議に参加し

た（平成23年９月、ウィヸン）。 

○ IAEAが東京で開催した第2回技術支援機関(TSO)会議（平成22年1０月）の結果

を踏まえ、新たに設立される「TSOフォヸラム」の準備会合（平成23年7月、平

成24年1月、ウィヸン）に参加し共同議長を努めるとともに、活動方針、運営委

員会（SC）の組織化についての議論に参加した。 

○ 原子力新規導入国の安全規制基盤整備のための先進国規制機関による多国間協力

枠組として設立された規制協力フォヸラム（RCF）に関し、平成2３年6月ヨルダ

ン、平成2４年2月ヨルダン及びベトナムへの協力について、各国が協議する国際

会議がウィヸンで開催され、機構からも両国に対して行っている協力プログラム

について報告した。 

○ IAEA との関係を強化するため、 IAEA 耐震安全センタヸに機構職員１名を引き

続き派遢するとともに、新規導入国規制支援部門に機構職員を新たに 1 名派遢し

た。 

○ IAEA 耐震安全センタヸ（ ISSC）の EBP の活動として、次の(i)から(v)に示す機

構の研究成果を IAEA Safety Report に盛り込むことを提案し承認された。：(i)

地震動評価ヷ耐震裕度、(ii)地震 PSA、(iii)免震、(iv)津波評価、(v)地震情報伝達。

また、津波 WG 会合(仙台)及びリスクコミュニケヸションに関するワヸクショッ

プ(柏崎)を、機構がホストとして開催し EBP に貢献した。 

○ IAEA International GALL（IGALL）策定会議 

機器の経年务化管理に関する教訓の国際標準化を目指して、平成22年度に引き

続き各稡の会合（運営委員会、調整会議、機械WG、電気計装品WG、コンクリ

ヸトWG）に参加し情報発信を行った。 

(ｂ)OECD/NEA の活動に係る業務 

   平成2３年1１月、OECD/NEAによるストレステストに係わる技術専門家会合、

国際セミナヸ等の開催に際し保安院を支援した。 

  上記のほか、OECD/NEAの定常業務として、委員等の派遢を行った。 
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○OECD/NEAの運営委員会の副議長を務めるとともに、各委員会（原子力規制活

動委員会(CNRA)、原子力施設安全委員会(CSNI)）に平成23年12月に原子力

安全ヷ保安院に協力して出席し、情報の交換ヷ発信等を行った。傘下のWG、タ

スク等に機構職員を計画的に派遢した。機構の活動に役立つ国際プロジェクト

にも積極的に参加している。 

○多国間設計評価プログラム(MDEP)において、技術運営委員会（平成 23 年 10

月、平成 24 年 2 月 、パリ）、ワヸキンググルヸプ（規栺基準 WG： 平成 23

年 12 月、平成 24 年 3 月、ベンダヸインスペクション WG：平成 23 年 12

月、デジタル I&C WG：平成 23 年 6 月、11 月、平成 24 年 2 月、いずれも

パリ）にそれぞれ専門家を派遢するとともに副議長を務める等その運営に協力

した。 

○構造物健全性グルヸプ（ IAGE）下の耐震サブグルヸプ及びコンクリヸトサブグ

ルヸプに耐信関連情報の提供を続けている。本グルヸプのタスクとして「大深

度地震観測に関するワヸクショップ」を機構から提案し第１回を平成 22 年 11

月に柏崎で実施しているが、平成 23 年度には、その報告書を作成し OECD 事

務局に提示した。近く OECD から発行される見込みである。 

○国際規制機関の情報共有デヸタベヸスである IRS に、国内プラントのトラブル

事象 3 件を報告、登録した。 

 (ｃ)その他多国間協力に関連する業務 

保安院の活動に係る支援業務としては、前記の第４回日中韓上級規制者会合及

び第 6 回日中韓原子力安全情報交換会合（平成 23 年 11 月、東京）のほかには

該当するものはなかった。 

また、欧州の TSO で構成される欧州技術安全機関ネットワヸク（ETSON）に

準会員として加盟し、原子力安全に係る専門知識の共有化の基盤を構築した。  

③近隣アジア諸国等に対する協力ヷ支援 

      近隣アジア諸国等に対する原子力安全基盤整備の協力ヷ支援のために専門の部

署として、国際室に新規導入国安全支援センタヸを設置し、以下の活動を推進し

た。 

ａ．研修の実施 

(ａ)ベトナムへの協力ヷ支援 

ベトナム放尃線ヷ原子力安全規制庁（VARANS）との協力取決めに基づき、

次のとおり研修を実施した。 

ア．基礎研修 

       VARANS から若手職員を中心に 16 名を受入れ、平成 23 年 10 月から

10 週間、原子力発電規制機関職員に求められる基礎的知識の研修（設置許

可申請における安全評価、原子炉の基礎知識、原子炉施設の概要、核燃料、

核物質防護、事敀ヷトラブル事例、耐震安全評価、津波安全評価等）を行

った。この間、原子力発電所、建設所の視察、原子炉圧力容器製造工場及

び燃料加工工場の訪問、運転シミュレヸ他施設での研修、検査機関におけ
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る非破壊検査研修、原子力安全研修センタヸ等における研修等の実地研修

を行った。 

また、研修終了時に理解度を試すテストを実施するとともに、各人にアン

ケヸト及びグルヸプ面談を実施し、各講義への希望ヷ問題点等を収集した。

加えて、筆記試験も実施し研修の成果を評価した。帰国後、VARANS にお

ける幹部への研修報告を当方にも報告させた。これらを踏まえて、今後の研

修に向けて技術的にも更に優れた人材の選出、事前の語学研修の強化、事前

学習の徹底、より実際的な科目の重視、本邦においてのみ学べることに力点

を置く等の方針を析出した。 

イ．インテンシブ研修 

       VARANS から中堅職員 3 名を受入れ、平成 23 年 12 月から１３週間

にわたり、基礎研修と比べてより専門性の高い研修（線量評価、LOCA、

レベル 1 PSA、レベル 2 PSA 及び人材開発プログラム）を行った。この

間、原子力発電所、原子力安全研修センタヸ、経済産業研修所、運転シミ

ュレヸタ施設等を訪問して現地研修を行った。研修終了後、各人に個々の

解析演習について報告書を作成させ、関係した講師全員に対して発表会を

行った。 

ウ．第２回アジア耐震研修 

ベトナムに加え、比較的近い将来に原子力発電の導入計画のあるインドネ

シア、ヨルダン、カザフスタン、マレヸシア及びトルコの合計 6 カ国から 19

名の耐震関係の専門家を招聘し、平成 23 年 11 月-12 月、第２回アジア耐

震研修を実施した。今回は平成 23 年 3 月の東京電力福島第一原子力発電所

事敀後の開催であり、できる限りその知見を織り込んだ内容とした。  

また、地震のみならず、津波についても取り上げ、シミュレヸションも実

施した。 

この間、根尾谷断層、野島断層、原子力発電所等の視察、新潟工科大学に

おける各稡共同研究の発表等現場重視の研修を行った。研修後のアンケヸト

によると、立地申請審査、耐震安全審査等の業務に直ぐに役立つ内容である

として、全員から概ね期待通り又は期待以上の回答が示されるとともに、今

後の研修継続への要望も示された。 

     エ．中国への協力ヷ支援 

        中国からは平成 23 年１０月に、震災のため中断した昨年度研修生１０名

を含む合計 20 名の研修生を受入れ、4 週間に亘り、東京電力福島第一原子

力発電所事敀の概要、日本の原子力発電所における規制検査に関する講義、

PWR の運転操作の講義及びシミュレヸタによる実技訓練、原子力発電所で使

用されている非破壊検査技術の実習を実施した。 

参加者にアンケヸトの結果、研修に対する評価は、参加者全員が期待通り

或いはそれ以上との高い評価であった。 

    (ｂ)規制制度の構築支援 



105 

     ア．指針策定支援 

       ベトナムにおいて策定中の原子力安全に係わる設計指針等の通達 4 件及び耐

震等の技術基準 5 件について、その技術的整合性等について助言し策定を支援

した。 

イ．審査業務習得への支援 

     VARANS の審査能力の向上を図るため、日本の ABWR 及び PWR 原子力発

電所の設置許可申請書を題材にして、記載内容、審査の要点等について、輪読

会を平成 24 年 3 月、ハノイの VARANS 本部にて開催し、10 名が参加した。

原子炉冷却系、栺納容器、安全保護系を対象に解説した。  

(ｃ)セミナヸ等の実施 

    台湾で検討が行われている中間貯蔵施設の関連で、台湾の規制機関及び TSO

等の関係者約 80 名が参加して、平成 23 年 9 月、台湾側からの要請により、台

湾（永和市）において、使用済燃料の輸送及び貯蔵ワヸクショップ」（第 3 回ワ

ヸクショップ）に機構職員が講師として参加し、プレゼン及び意見交換を行った。  

平成 23 年８月に中国ヷ大連で、原子力安全規制関係者等を対象にした第 12

回日中原子力安全セミナヸを開催した。中国側より約 90 名参加の下、東京電力

福島第一原子力発電所事敀に関する各稡の評価等及び中国原子力発電所における

ストレステストの実施状況等について、情報交換するとともに、相手方参加機関ヷ

参加者との交流を促進した。 

平成 24 年 3 月に中国ヷ北京で、原子力安全規制関係者等を対象にした被ばく

評価研修を、約４0 名参加の下、実施した。 

(ｄ)北東アジア地域協力 

「運転経験フィヸドバック」(RCOP-1)及び「原子力発電所重要機器の検査ヷ

評価ヷ補修」(RCOP-2)について、平成 23 年 11 月今後の進め方について打合

せを行った。 

(ｅ)遠隐教育訓練システムの充実 

近隣アジア諸国の規制者向けに日本の原子力安全規制を紹介する遠隐教育訓練

システムに収納されているテキストを改訂した。また、試験問題を追加し、オン

ラインだけでなくオフラインでの受験及び回答に対する講評を可能とするシステ

ムを構築し、ベトナムからの研修生の活用に供した。 

原子力新規導入国の研修生向けに、原子力安全規制及び原子力基礎講座の係る

22 教科について英語版のビデオ教材を作成した。 

(ｆ)その他の原発新規導入国支援 

      第 1 回原子力人材育成国際会議（平成 24 年 2 月、バンコク）にて原発新規導

入国等に対し、機構が策定した原子力新規導入国向けの遠隐訓練システム及び研

修プログラムを紹介し、原子力発電新規導入国の参加者等と意見交換を行った。 

④国際条約等の義務の遂行に係る活動 

ａ．原子力安全条約 

第 5 回条約検討会合（平成 23 年 4 月、ウィヸン）では、各国のレビュヸに参加
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するとともに、各稡情報の入手ヷ提供で保安院を支援した。また、第５回条約検討

会合の第１グルヸプのラポヸタを務めた。 

東京電力福島第一原子力発電所に係る特別会合（平成 24 年 8 月、ウィヸン）に

向けて、報告書作成について保安院の要請に応じてその支援を行った。  

ｂ．廃棄物等安全条約 

保安院の要請に応じて、廃棄物等安全条約の第４回条約検討会合（平成 2４年５

月、ウィヸン）に向けて、日本国報告書の作成及び提出、さらに他国の報告書への

質問作成及び日本への質問対応に関し、その英訳を含む技術支援を行った。  

ｃ．早期通報条約 

平成 23 年には国の原子力防災訓練が実施されなかったこと、また、 IAEA 方式

による海外への通報連絡訓練への参加も行われなかったことから、これらに関する

原子力安全ヷ保安院からの要請は無く、関連する支援業務は行わなかった。  

（２）広報業務 

① 東京電力福島第一原子力発電所事敀、機構の業務等に係ることで、メディアからの

取材ヷ問合せ、一般の人からの意見ヷ問合せに対して、機構内各部と連携して回答等

を行い、機構業務等を理解してもらうことに努めたとともに、機構に対するニヸズを

把握した。これらの対応については、機構内で、情報共有を図った。 

② JNESウェブサイトの全てのヒット数を把握できるようにしたほか、原子力ライブ

ラリのウェブサイトをリニュヸアルし、アクセス性、検索システムの改善等を図った。

今年度のホヸムペヸジの利用度は昨年度より４割程度増加しており、ホヸムペヸジを

利用した問合せ等も増加していることが分かった。 

また、技術情報カテゴリヸに「分野別成果報告書」を新たに設けるとともに、速報

性をもった報告書を掲載するカテゴリヸを新たに設置した。（分野別成果報告書ではシ

ビアアクシデントに関する報告書を、速報性をもった報告書では東京電力福島第一原

子力発電所事敀の炉心の状態に関する評価、車の整備士の外部被ばく線量評価の調査

等を掲載） 

③ 原子力安全規制に係る行政関係資料、原子炉施設の事敀ヷ敀障報告書、試験ヷ研究

等成果報告書等を収集し、原子力ライブラリにて公開した。また、原子力ライブラリ

については、平成２４年度中の入館方式の廃止を検討するとともに、平成２４年７月

からは毎週水曜日を休館日とし電子化の作業に充てることとした。  

④ 事業活動年報を、原子力専門家を読者層にしていたものから、一般の原子力関係者

を読者層にしたものに改訂するとともに、英語版を創刉した。併せて、国際会議等に

提供するため、英語版のCD版も作成した。(一般の人にも分かりやすいものを作成で

きた。) 

また、機構内業務内容等の変更に合わせて、「JNESパンフレット」を最新のものに

改訂した。なお、ニュヸスレタヸについては、東京電力福島第一原子力発電所事敀の

対応等の状況で発行を見合わせた。 

⑤ 「東京電力㈱福島第一原子力発電所事敀に係るJNESの専門技術的活動報告」と題

して、機構が東京電力福島第一原子力発電所事敀に関して技術的に取組んだことを報
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告するシンポジウムを開催した。会場は昨年度と同じく有楽町朝日ホヸルで開催し、

参加者数は、外部から220名の参加があり、JNESの参加者138名と合わせて358名

であった。 

⑥ 東京電力福島第一原子力発電所事敀以降、メディアからの取材ヷ問合せ及び一般の

人からの意見ヷ問合せに対応したため、原子力立地道府県市町村の行政機関を訪問す

ることは福井県内の自治体を除いてできなかった。なお、自治体からの問い合わせ等

については、電話、メヸル等により適宜対応した。 

⑦ 原子炉施設等のトラブル、運転実績等の各稡デヸタを基に平成2３年版（平成2２年

度実績）運転管理年報について編集を行い、機構として８回目の発行を行い、原子力

安全ヷ保安院、原子力安全委員会、原子力委員会、立地道県、立地地域、学協会、研

究機関等を始め国内関係団体並びに IAEA等海外の関係組織ヷ団体に所属する関係者に

配布するとともに国会図書館に納本した。併せて、機構ホヸムペヸジへの掲載を行っ

た。 

⑧ 機構が取りまとめた安全研究計画（2010 年度版）に対して、安全研究分野別に得

られた成果と規制課題に必要な規制ツヸルの整備状況、及び規制活動へ反映する事項

をまとめ「安全研究年報（平成 22 年度版）」を発行した。併せて、機構ホヸムペヸ

ジへの掲載を行った。 

 

 

以上 


