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JANSI-10年戦略
～発電所パフォーマンスの向上に向けて～～発電所パフォーマンスの向上に向けて～

JANSI
Japan Nuclear Safety Institute

原子力産業界がめざす自主規制は、事業者が主体
となり、JANSIと一体となって原子力安全の向上に
取り組む「共同体による自主規制」です。

それは、船の舵に似ています。
舵のグリップは事業者、その輪の中央にJANSI、

そしてこれらがしっかりと組み合わされた姿は、「互
いに緊密に対話し、信頼し尊敬しあう自主規制共同
体」を象徴しています。

私たちはこの共同体を大切に、着実に育てていき
たい、と願っています。

船の舵はまた、原子力産業界が運命共同体である
ことを表すメタファー、“We are in the same 
boat”にもつながります。

私たちの乗る船は、決して海図のない航海を進むものではありません。
「原子力安全のエクセレンスを追求する」　－私たちはこのゆるぎない針路を共有し、船の舵をしっか

りと操縦していきます。
私たちは確信しています。いかなる困難にもひるむことなく、世界最高水準のエクセレンスをめざし、

挑戦してやまない自主規制共同体の意思とプロフェッショナリズムこそが、原子力産業界の希望の未来
を開いていくことを。

船の舵は、そんな私たちの信念と決意のメッセージでもあるのです。
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『船の舵』のモニュメント
（JANSI 15階受付壁面に展示）

自主規制の考え方について



事業者の自主的安全性向上の取組が定着し、
継続的な改善が図られている。

原子力産業界の自主規制組織として、
事業者の自主的安全性向上の取組を牽引している。

10年戦略について
JANSIは、『日本の原子力産業界における世界最高水準の安全性の追求（～たゆまぬエクセレンスの

追求～）』をミッションとして掲げ、5ヵ年計画を策定し、事業・活動の充実・強化に向けた計画などを示して
いました。しかしながら、これまではその先にあるJANSIや産業界の将来ビジョンが必ずしも明示されて
いませんでした。このため、以下を目的とし、10年戦略構築の検討を進めてきました。

①10年間に亘る環境変化を考慮しつつ、JANSIと産業界が将来ビジョンを設定し、共有する
②現行のJANSIの事業・活動・取組と将来ビジョンの実現に向けた道筋との関係性を明確にし、それら

の意義・重要性を組織内で確認し、共有する

本戦略は、国内外の有識者のご意見も参考にしつつ、事業者とJANSIが一体となり検討を進め、2019
年3月、JANSI理事会において決定されました。

JANSIは、本戦略を道標として、将来ビジョンの実現に向けて、事業者と一致団結して取り組んでいき
ます。なお、本戦略は長期に亘るものですので、定期的に活動の有効性、経営環境の変化等を確認・評価
し、必要に応じて変更していきます。

１.発電所は安全に再稼動を果たし、その安全性および信頼性は国際水準にあると認知されている。
２.リスクマネジメントの実施によって発電所の安全余裕が効果的に向上・維持されており、重大な事象

の発生を防いでいる。
３.発電所幹部および職員は、安全に関するパフォーマンスを継続的に向上させるため、自主的に安全

性を向上させるプログラムを運用している。2020年度から本格運用される原子力規制検査は円滑
に実行されている。

４.福島第一原子力発電所事故（以下、「福島第一事故」という）の教訓が全員によく理解されており、
発電所の技術力と緊急時対応能力は訓練され、世界水準以上のものになっている。

５.経営層や本店・発電所の管理者層によって健全な安全文化が育成されている。運転経験を積極的に
利用するなど「他に学ぶ」意欲的な姿勢がある。

６.原子力に携わる職員の技術的および人的なパフォーマンススキルは、体系的教育・訓練手法（SAT）
により継続的に向上している。

１.JANSIは、継続的改善を実現するため、事業者間のピアプレッシャーを活用しつつエクセレンスに真
摯に取り組む力強い共同体を形成している。事業者の最高幹部がJANSIの活動に関与し、JANSIの
活動は高い水準を維持している。

２.JANSIは、発電所運営に関する徹底したアセスメントを実施し、組織文化、安全文化およびリスクマ
ネジメントの視点に基づく支援を提供している。

３.JANSIは、劣化の兆候を早期に発見するため継続的に発電所のパフォーマンスを監視し、発電所の
改善活動に寄与するためリソースを配分している。

4.JANSIは、世界最高水準を反映した質の高いリーダーシップ研修や緊急時対応訓練への支援を日
本の事業者に提供している。

5.JANSIは、原子力安全性向上に係る活動を支援するため、JANSI職員の技術力とリーダーシップ能
力を育成している。エクセレンス追求の文化が醸成されている。

6.JANSIは、WANO、ATENA、NRRC、その他原子力安全に関する国際機関と協働し、原子力安全に
おけるエクセレンス追求を推進している。
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注）WANO：世界原子力発電事業者協会、 ATENA：原子力エネルギー協議会、 NRRC：原子力リスク研究センター
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発電所ピアレビューの効果的・効率的実施A

今後10年間において、発電所のパフォーマンスを向上させるための産業界・JANSIの重要成功要因を
抽出し、これを実現するための今後のJANSIの活動の方向性を具体化し、関連する主要アクションを設定
しました。

●JANSIのピアレビューは、国際的視点に加えて日本の文化・制度も踏まえ実施し、安全性向上に寄与
する。また、JANSIは、WANOとの協業を一層強化しながら、交互のピアレビューをより効果的・効率
的に実施していく。将来的には、発電所の状況を定常的に把握した発電所パフォーマンスの情報を活用
したパフォーマンスベースのピアレビューを目指していく。

活動の方向性

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028主要アクション

①ピアレビューの
　効果的・効率的
　実施

発電所パフォーマンスの定常的な情報把握・発信の強化と支援活動の充実B

●JANSIは、発電所パフォーマンスをPI等の情報や密なコミュニケーションにより定常的に把握し、評価
や支援の活動に反映する。また、WANOとも情報共有していく。 

●JANSIは、事業者トップのコミットメントを引き出すとともに、ピアプレッシャーを機能させる。
●JANSIは、運転経験（OE）情報の収集・分析に当たっては、範囲（CAQ：品質に影響を及ぼす状態）を

拡大して傾向分析し、事業者との共有の強化を図り、効果的な情報発信をタイムリーに行う。 
●JANSIは、ピアレビューの結果等に基づき、産業界共通の重要課題、個別の弱点を見出し、産業界が一

丸となって改善を図るように牽引する。 
●JANSIは、事業者の自主的基盤プログラムの充実・強化に向けた取組を支援する。また、再稼働に当

たっては、JANSIと産業界が一体となり、支援する。 
●JANSIは、再処理施設のしゅん工に向けた支援活動を継続するとともに、WANOのピアレビューに参

加協力する。

活動の方向性

主要アクションプランの展開

同等性の申請・取得

JANSI/WANOの交互のピアレビュー実施

WANOとの連携強化

パフォーマンスベース
のピアレビュー※

3 4

JANSIの活動サイクル
JANSIの役割を果たしていくため、

JANSIは最新のエクセレンスを把握し、
それをベースとしたエクセレンスの設定
と事業者に対する評価および支援のサイ
クルを、効果的かつタイムリーに回して
いく。

このために、エクセレンスの設定と評
価のレベルアップに継続的に取組み、適
切なエクセレンスの設定と効果的な評価
を行う。事業者に対する評価の結果や、
エクセレンスとのギャップに対する事業
者の改善の取組みや支援要請に対して、
積極的に支援・指導することにより、発電
所パフォーマンスの向上に貢献する。

また、その活動が公正かつ有効である
ことを通じて、ステークホルダーの信頼
を得る。

エクセレンスの明確化（ガイドライン等）

事業者

改善・課題解決支援
原子力防災訓練支援
人材育成など

エクセレンスの提示、
理解促進

要改善事項
の提示 提言

支援要請

レビュー等

発電所総合評価による
ピアプレッシャー

エクセレンスの設定

評  価 支  援

C O L U M N  
コ ラ ム

注）PI：パフォーマンス指標

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028主要アクション

④OE業務の高度化
　と情報発信の強化

国内外のOE情報の収集・分析/重要度に応じた文書の発信

OE業務の力量向上、
分析手法の高度化等 PI活用

②発電所パフォー
　マンスの定常的
　状況把握の強化

パフォーマンスのモニタリング
本格運用

段階
的に
運用
開始

⑤共通する重要
　課題の解決等に
　向けた事業者
　支援の強化

⑥自主的基盤活動
　に対する支援の
　実施

③発電所総合評価
　の継続的改善と
　実施

⑦発電所再稼働
　支援の実施

⑧再処理施設等の
　支援の実施

集中支援

継　　続

事業者トップ間での課題意識の共有、改善に向けた取組の牽引

再処理施設：しゅん工に向けた支援／WANOと連携したピアレビューの実施

引続き、エクセレンスの設定・評価・
支援の活動サイクルを継続

フィージビリティスタディ
（全体システム、制度設計の検討）

発電所総合評価の実施と継続的改善
経済的インセンティブの反映先をJANSI会費から財産保険料率への変更を含む。

※発電所パフォーマンスのモニタリング
　の有効性を確認の上、運用
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●JANSIは、再処理施設のしゅん工に向けた支援活動を継続するとともに、WANOのピアレビューに参

加協力する。

活動の方向性

主要アクションプランの展開
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JANSI/WANOの交互のピアレビュー実施

WANOとの連携強化

パフォーマンスベース
のピアレビュー※

3 4
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クルを、効果的かつタイムリーに回して
いく。

このために、エクセレンスの設定と評
価のレベルアップに継続的に取組み、適
切なエクセレンスの設定と効果的な評価
を行う。事業者に対する評価の結果や、
エクセレンスとのギャップに対する事業
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ピアプレッシャー

エクセレンスの設定

評  価 支  援

C O L U M N  
コ ラ ム

注）PI：パフォーマンス指標

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028主要アクション
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②発電所パフォー
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　状況把握の強化

パフォーマンスのモニタリング
本格運用

段階
的に
運用
開始
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　課題の解決等に
　向けた事業者
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　実施
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　支援の実施

集中支援

継　　続

事業者トップ間での課題意識の共有、改善に向けた取組の牽引

再処理施設：しゅん工に向けた支援／WANOと連携したピアレビューの実施
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支援の活動サイクルを継続

フィージビリティスタディ
（全体システム、制度設計の検討）

発電所総合評価の実施と継続的改善
経済的インセンティブの反映先をJANSI会費から財産保険料率への変更を含む。

※発電所パフォーマンスのモニタリング
　の有効性を確認の上、運用



自主規制組織としての機能・意識・技術力など基盤強化E

●JANSIは、自主規制組織としての機能・意識・技術力などの基盤を充実・強化する。       
●JANSIは、事業者、規制機関他国内関係組織、国際機関との信頼と尊敬の関係を構築する。

活動の方向性

事業者の技術力の維持・向上D

●JANSIは、事業者の「ノンテクニカルスキル」、「意識」の醸成および「知識・技量」の向上のための支援を
行う。

●JANSIは、福島第一事故の教訓反映の徹底、風化防止について支援する。

活動の方向性

主要アクション

⑩安全文化診断手法
　の高度化と実施

⑨本店を含めた
　オーバーサイト
　機能の強化

JANSI安全文化
7原則の視点

Traits※1の
視点の採用

ピアレビュー結果も踏まえた
評価の実施・試行

本店を含めた評価・支援活動の充実C

●JANSIは、事業者の本店、発電所を対象に、組織としての有効性、安全に寄与する組織文化の状況を評
価し、改善を促すとともに、必要な支援を行う。

●JANSIは、WANOが実施している本店レビューに参加し、発電所のオーバーサイトの状況、支援の状
況をWANOとともに確認・評価する。

●安全文化診断においては、JANSIは、国際的な安全文化の要素の視点の導入や診断手法の検討を進
め、本店を含むアンケート、インタビューを行い、より有効な診断結果を提供する。

●JANSIは、事業者が実施する原子力施設のリスクマネジメントの改善に向けた支援を継続する。

活動の方向性

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

5 6

S／A※２導入と
評価手法見直し

※1：国際的に共通化されたTraits（特性）
※2：Systemic Approach
　　 （様々な事例の相互の関係性に注目したアプローチ）

注）NRA：原子力規制委員会、 INPO：米国原子力発電運転協会

本店を含めた評価
手法の検討・試行 電力本店等安全文化診断実施

リスクマネジメント体制
確立支援

WANOの本店ピアレビューへの参加/セミナー等の支援参画

⑪安全性向上業務
　の総括と支援 安全性向上評価活動の取組を総括

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028主要アクション

⑫リーダーシップ
　研修の実施

⑬SAT※の普及、定着

⑭福島第一事故の
　教訓反映の徹底

リーダーシップ研修の実施と継続的改善

キャラバン・ワークショップなどによる普及支援

SATガイド
ライン整備

方法確立 反映状況の確認と徹底

新たな施策の検討教材整備・
提供 取組状況フォロー

反映状況の確認

風化防止教材の整備

⑮自主規制の主体
　としての意識の
　引き出し

事業者トップとの直接対話などを継続

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028主要アクション

⑯緊急時における
　事業者支援

⑰中長期の人材
　確保・育成の
　プログラムの展開

⑱トップによる
　自主規制組織
　としての意識浸透

WANOと連携し、緊急時における重要度文書の発信等に向けた訓練の継続

プログラム
構築

プログラム
の展開 適宜見直しを行い継続

少人数による対話を継続

⑲ステークホルダー
　との連携強化

⑳WANO、INPO
　他の国際機関と
　ピアの関係を
　構築

WANO、INPO等との
連携活動の展開 互恵関係の進化

NRA等ステークホルダーとコミュニケーションを継続し、
原子力安全の相乗効果の発揮とJANSI活動の社会への理解促進に向けた取組

※体系的教育・訓練手法（Systematic Approach to Training）

安全性向上に係る新知見の収集・分析
(必要な場合は、対策の提言・支援を実施）

組織有効性評価検討 組織有効性評価の実施
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一般社団法人 原子力安全推進協会

（2019～2028年度）
JANSI-10年戦略
～発電所パフォーマンスの向上に向けて～～発電所パフォーマンスの向上に向けて～

JANSI
Japan Nuclear Safety Institute

原子力産業界がめざす自主規制は、事業者が主体
となり、JANSIと一体となって原子力安全の向上に
取り組む「共同体による自主規制」です。

それは、船の舵に似ています。
舵のグリップは事業者、その輪の中央にJANSI、

そしてこれらがしっかりと組み合わされた姿は、「互
いに緊密に対話し、信頼し尊敬しあう自主規制共同
体」を象徴しています。

私たちはこの共同体を大切に、着実に育てていき
たい、と願っています。

船の舵はまた、原子力産業界が運命共同体である
ことを表すメタファー、“We are in the same 
boat”にもつながります。

私たちの乗る船は、決して海図のない航海を進むものではありません。
「原子力安全のエクセレンスを追求する」　－私たちはこのゆるぎない針路を共有し、船の舵をしっか

りと操縦していきます。
私たちは確信しています。いかなる困難にもひるむことなく、世界最高水準のエクセレンスをめざし、

挑戦してやまない自主規制共同体の意思とプロフェッショナリズムこそが、原子力産業界の希望の未来
を開いていくことを。

船の舵は、そんな私たちの信念と決意のメッセージでもあるのです。

2022.6 発行

JANSIについて

● 名　　称：一般社団法人 原子力安全推進協会
● 所 在 地：〒108-0014 東京都港区芝５丁目36番７号 三田ベルジュビル13階～15階
　　　　　　 TEL 03-5418-9312　 FAX 03-5440-3606　URL http://www.genanshin.jp/
● 設　　立：2012年11月15日
● 役職員数：約180名
● 会　　長：ウィリアム・ウェブスター Jr
● 理 事 長：山﨑　広美

『船の舵』のモニュメント
（JANSI 15階受付壁面に展示）

自主規制の考え方について


