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原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会 

第１回合同審査会 議事録 

 

１．日時 

 平成２６年５月１２日（月）１３：０７～１４：１２ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階Ａ会議室 

 

３．出席者 

 原子力規制委員会 

  田中 俊一  委員長 

 原子炉安全専門審査会 

  甲斐 倫明  大分県立看護科学大学看護学部 教授 

  勝田 忠広  明治大学法学部 准教授 

  代谷 誠治  国立大学法人京都大学 名誉教授 

  関村 直人  国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 教授 

  高田 毅士  国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 教授 

  中川 聡子  東京都市大学工学部 教授 

  村松 健   東京都市大学工学部 客員教授 

  米岡 優子  ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド テクニ

カルオペレーションマネジャー 

 核燃料安全専門審査会 

  大江 俊昭  東海大学工学部 教授 

  甲斐 倫明  大分県立看護科学大学看護学部 教授 

  勝田 忠広  明治大学法学部 准教授 

  高田 毅士  国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 教授 

  田中 知   国立大学法人東京大学大学院工学系研究科 教授 

  山中 伸介  国立大学法人大阪大学大学院工学研究科 教授 

  米岡 優子  ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド テクニ
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カルオペレーションマネジャー 

 原子力規制庁 

  山本 哲也  審議官 

  佐藤 暁   原子力規制企画課長 

  石井 洋一  原子力規制企画課企画官 

 

４．議題 

 （１）原子炉安全専門審査会会長の選任について 

 （２）原子炉安全専門審査会の運営について 

 （３）核燃料安全専門審査会会長の選任について 

 （４）核燃料安全専門審査会の運営について 

 （５）調査審議指示事項について 

 （６）国内外の事故トラブル及び海外の規制動向に係る情報の収集・分析並びに原子炉

安全専門審査会・核燃料安全専門審査会の調査審議の進め方 

 （７）その他 

 

５．配付資料 

  資料１   原子炉安全専門審査会審査委員名簿 

  資料２   核燃料安全専門審査会審査委員名簿 

  資料３   原子炉安全専門審査会運営規程（案） 

  資料４   核燃料安全専門審査会運営規程（案） 

  資料５   調査審議指示事項について 

  資料６   国内外の事故トラブル及び海外の規制動向に係る情報の収集・分析並び

に原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会の調査審議の進め方 

  参考資料１ 関係法令について 

  参考資料２ 原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の設置について（平成

26年2月5日原子力規制委員会決定（一部、平成26年4月16日改定）） 

  参考資料３ 原子力施設の運転経験反映活動状況について 

 

５．議事録 
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○山本審議官 それでは、定刻になりましたので、ただいまから原子炉安全専門審査会と

核燃料安全専門審査会の第1回の合同審査会を開催したく存じます。 

 両審査会につきましては、原子炉等規制法に基づきまして、原子力規制委員会の指示が

あった場合において、原子炉及び核燃料に係る安全性に関する事項を調査審議するという

ことになっているものでございます。 

 今回は、第1回目でございますので、調査審議の進め方等、両審査会に共通いたします

事項もありますことから、合同審査会という形で開催をさせていただきたいと存じます。 

 それでは、まず、議事に先立ちまして、事務局から本日の配付資料の確認をお願いいた

します。 

○佐藤課長 それでは、議事次第をおあけいただいて、そこに配付資料一覧が載ってござ

います。 

 まず、資料1が原子炉安全専門審査会審査委員名簿ということ、これは1ページものでご

ざいます。続きまして、資料2が核燃料安全専門審査会審査委員名簿、これも1ページもの

でございます。続きまして、資料3ですけれども、こちら、原子炉安全専門審査会運営規

程（案）というもので、こちらは2ページものでございます。資料4が、同じく、今度は核

燃料安全専門審査会運営規程（案）でございまして、こちらも2ページの資料です。資料5

が調査審議指示事項についてということで、これは2ページの構成になっております。そ

れで、続きまして、資料6でございますが、こちらが国内外の事故トラブル及び海外の規

制動向に係る情報の収集・分析並びに原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会の調

査審議の進め方ということで、これは1ページの縦の資料です。それで、参考資料として3

種類おつけしていまして、一つが、参考資料1が関係法令ということで、これは4ページも

のになります。参考資料2が原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の設置につ

いてということで、こちらが平成26年2月5日の委員会資料でございますけれども、12ペー

ジものでございます。そして、最後に、参考資料3として、原子力施設の運転経験反映活

動状況についてということで、こちらは7ページの資料でございます。お手元の資料で、

乱丁、落丁、不足がございましたら、事務局にお知らせいただければと思います。 

○山本審議官 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、本日は第1回目の会合でございますので、両審査会の審査委員の方々を御紹

介させていただきたいと存じます。 

 まず最初に、原子炉安全専門審査会の審査委員を御紹介させていただきたいと思います。
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名簿につきましては、資料1を御参照いただければと思います。今日、御出席の方々を順

次御紹介いたします。 

 まず最初に、甲斐倫明様、大分県立看護科学大学看護学部教授でいらっしゃいます。 

 続きまして、勝田忠広様、明治大学法学部の准教授でいらっしゃいます。 

 それから、代谷誠治様、京都大学の名誉教授でいらっしゃいます。 

 続きまして、関村直人様、東京大学大学院工学系研究科教授でいらっしゃいます。 

 続きまして、高田毅士様、東京大学大学院工学系研究科教授でいらっしゃいます。 

 続きまして、中川聡子様、東京都市大学工学部、教授でいらっしゃいます。 

 それから、続きまして、村松健様、東京都市大学工学部客員教授でいらっしゃいます。 

 最後に、米岡優子様、ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド テ

クニカルオペレーションマネジャーでいらっしゃいます。 

 以上が、本日、御出席の炉安審の審査委員の方々でございました。 

 続きまして、核燃料安全専門審査会の審査委員の方々を御紹介させていただきます。 

 一部の方は、先ほどの原子炉安全専門審査会の委員と兼ねていただいている方もいらっ

しゃいますけども、重複いたしますが、再度、御紹介させていただきたいと思います。 

 まず最初に、大江俊昭様、東海大学工学部、教授でいらっしゃいます。 

 それから、以下は先ほどと同じでございますけれども、甲斐倫明様、大分県立大学の教

授でいらっしゃいます。 

 それから、勝田忠広様、明治大学の准教授でいらっしゃいます。 

 それから、高田毅士様、東京大学大学院工学系研究科教授でございます。 

 それから、田中知様、東京大学大学院工学系研究科教授でいらっしゃいます。 

 続きまして、山中伸介様、大阪大学大学院工学研究科教授でいらっしゃいます。 

 それから、最後に、米岡優子様、ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミ

テッド テクニカルオペレーションマネジャーでございます。 

 そのほかに、本日は御欠席ではございますけれども、浅沼徳子様、東海大学工学部の准

教授、それから、岡本満喜子様、長岡技術科学大学大学院技術経営研究科准教授、それか

ら、中島健様、京都大学原子炉実験所教授、それから、松尾亜紀子様、慶應義塾大学理工

学部教授、それから、森山裕丈様、京都大学原子炉実験所所長の委員の皆様も、それぞれ

の両審査会の委員になっていただいておりますが、本日は御欠席ということになってござ

います。 
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 それから、本日、こういう合同の形をとってございますので、机上のネームプレートに

つきまして、それぞれ色をつけさせていただいております。両審査会の所属をそれぞれ示

してございまして、まず青色のネームプレートは原子炉安全専門審査会、そして、赤色の

ネームプレートは核燃料安全専門審査会、そして、白色のネームプレートは、両審査会の

審査委員、両方兼ねていただいている方を表してございますので、あわせて御紹介いたし

ます。 

 それでは、初回でございますので、まず初めに、原子力規制委員会の田中委員長から御

挨拶を申し上げたいと思います。田中委員長、よろしくお願いします。 

○田中委員長 原子力規制委員会の田中でございます。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 本日は、お忙しい中、原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の第1回合同審

査会合に御出席いただき、ありがとうございます。 

 開催に当たり、原子力規制委員会を代表いたしまして、一言御挨拶させていただきます。 

 原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所の事故を契機として、一昨年の9

月に発足いたしました。原子力に関わってきた関係者が、この事故について、深く反省し

なければならないと思っております。この事故以降、原子力安全に対する厳しい意見があ

る中、原子力規制委員会は、原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守るという

使命を肝に銘じて、日々の職務を遂行しております。昨年7月には、シビアアクシデント

を二度と起こさないという観点から、地震・津波等に耐える性能の強化や重大事故対策を

盛り込んだ新しい規制基準を制定しました。また、その適合性審査においては、これまで

に発電炉については111回、核燃料施設等については18回の審査会を開催し、厳格かつ迅

速に審査を進めております。 

 原子力の安全とどう向き合うのか、原子力に関わる関係者に対しては、常にその姿勢が

問われています。原子力規制委員会は、これからも、繰り返しになりますけれども、原子

力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守るという使命のもと、覚悟を持って取り組

む所存であります。審査委員の皆様にも、同様にその覚悟を共有していただきたいと思い

ます。 

 さて、今回の新たな原子炉安全専門審査会と核燃料安全専門審査会では、原子力規制委

員会設置法に基づき、原子力規制委員会が原子炉及び核燃料の安全性に関する事項につい

て、審査会に調査審議を指示するということになっています。まずは国内外で発生した事
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故トラブル及び海外における規制の動向に係る情報の収集・分析を踏まえた対応の要否に

ついて、助言をいただくことを今年2月に委員会で決定しました。今回、原子力関係分野

の専門家だけではなく、幅広い分野の専門家の方にも審査委員をお願いしております。従

来のように原子力関係分野の視点のみならず、幅広い大きな視点からの御意見を期待して

おるところでございます。まずは限られた会議時間の中ではありますけれども、委員の数

を絞った構成とし、委員一人一人に十分に御発言いただき、御議論いただく機会を確保し

ておりますので、活発に御意見を頂戴したいと思います。 

 さらに、安全の追求に終わりはない、継続的な安全向上に努める姿勢を基本として、定

期的に開催してまいりたいと考えております。また、事故トラブル情報を踏まえた対応の

要否については、今後の規制への反映につながることから、中長期的な視点で御意見もい

ただけることを期待しております。 

 今回の新しい規制の大きな特徴は、バックフィット規制が入っているということでござ

います。したがって、こういった専門審査会からの御意見というのは、そういった点でも

反映できるものというふうに考えております。 

 最後になりましたけれども、審査委員をお引き受けいただいたことに心から感謝申し上

げまして、これからもどうぞ引き続き御協力のほどお願いして、御挨拶にかえさせていた

だきます。どうぞよろしくお願いします。 

○山本審議官 田中委員長、ありがとうございました。 

 田中委員長は、ちょっと所用がございますので、ここで席を外させていただきますが、

よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 まず、議題の1番目でございますが、まず、原子炉安全専門審査会の会長の選任を行い

たいというふうに存じます。 

 お手元の資料の参考資料1を御覧いただければと思います。参考資料1、これは原子力規

制委員会設置法の抜粋でございます。原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の

根拠となる規定でございますが、そこのまず第16条を御覧いただきますと、「原子炉安全

専門審査会に、会長一人を置き、審査委員の互選によってこれを定める」というふうに規

定されているところでございます。したがいまして、委員の皆様の互選によりまして、こ

の会長の選任をさせていただければというふうに考えているところでございますが、会長

の候補につきまして、審査委員の皆様から、もし御推薦がございましたら、ぜひお願いし
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たいところでございますが、いかがでございましょうか。 

 どうぞ、村松委員、お願いいたします。 

○村松審査委員 僣越でございますけれども、私は、代谷先生を推薦申し上げたいと存じ

ます。先生は、原子力工学の御専門で、京大の原子炉実験所長を務められ、さらに原子炉

の安全に関して広く深い御経験をお持ちです。また、原子力安全委員でいらっしゃったと

きに福島第一原子力発電所事故を経験されました。これは私個人の思いでございますけれ

ども、この審査会での議論に参加させていただく上では、この事故の反省を常に胸の内に

置かねばならないと思っております。その意味でも、ぜひ先生の御経験を踏まえて、議論

をリードしていただければと思う次第でございます。 

○山本審議官 ありがとうございました。 

 ただいま代谷審査委員の推薦がございましたけども、ほかに御意見はございませんか。 

 どうぞ、代谷委員、お願いいたします。 

○代谷審査委員 今、御推薦いただきました代谷でございます。一言だけ、私、その廃止

されました原子力安全委員会の委員であったという立場でございます。それが、今、御推

薦いただいて、会長職、それについていいものかどうかということについて、委員の方々、

それでいいんだろうかということをお伺いしたいと思うんですが、よろしゅうございます

でしょうか。 

○山本審議官 ただいま、代谷委員からの御発言に関しまして御発言がございましたら、

審査委員の先生方、よろしくお願いいたします。いかがでございましょうか。 

 特段よろしゅうございますか。 

 それでは、この法律によりますと、「審査委員の互選によってこれを定める」となって

ございますが、代谷委員に会長になっていただくことにつきまして、特段の御異論がござ

いましたら、いかがでございましょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、第16条に基づきまして、代谷審査委員が会長に、それぞれの審査委員の方々

からの互選により推挙されたということで、よろしゅうございますか。 

 それでは、そのように決定したということにさせていただきたいと思います。 

 それでは、代谷委員、申し訳ございませんが、恐縮でございますけども、会長席のほう

に御移動をお願いいたします。 

 それでは、代谷会長に、会長に就任いただきましたので、一言、御挨拶を頂戴できれば

と思いますので、よろしくお願いいたします。 
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○代谷会長 御推薦いただきまして、会長職に就任いたしました代谷でございますが、先

ほど申し上げましたように、私が原子力安全委員会の委員をやっておりますときに福島第

一原子力発電所の事故が起きたということでございます。これについては、当時の安全委

員であった私としては、慚愧に堪えない部分がございまして、ただ、先ほど村松委員のほ

うから、そういう経験を踏まえてということでございました。微力ではございますけれど

も、原子力安全、これを向上させるために、私にできることがありましたら、皆様のお力

をかりて、進めてまいりたいと思いますので、よろしく御協力いただきますようにお願い

申し上げます。 

 以上です。 

○山本審議官 ありがとうございました。 

 それでは、ここからは会長によります議事の進行をお願いしたいと思いますので、ぜひ

よろしくお願いいたします。 

○代谷会長 それでは、早速議事に移りたいと思います。議題(2)の原子炉安全専門審査

会の運営についてでございます。本件につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○佐藤課長 それでは、資料3をお開きいただきたいと思います。原子炉安全専門審査会

の運営規程（案）というものでございます。 

 こちらにつきましては、この原子炉安全専門審査会の運営の仕方などのルールの案でご

ざいますけれども、これに先立ちまして、この原子炉安全専門審査会に関する規定という

のは、法律や、あるいは政令などで定められておりまして、それについては、今日の資料

の参考資料1というものがございます。こちらが参考資料1のほうに、原子力規制委員会の

設置法で、この原子炉安全専門審査会を設置するというふうに書いておりますし、あわせ

て、この参考資料1の2ページ、3ページに、こちらの原子炉安全専門審査会の政令という

ものがございます。したがいまして、今日、資料3で御説明して、お諮りする運営規程

（案）は、この法律あるいは政令で書いてあることはあえて触れておりませんで、例えば

法律のほうでは定員を書いていたり、あるいは審査委員の任期なども書いてございますけ

れども、そうしたことはあえて運営規程のほうでは触れていなくて、具体的な運営のルー

ルを少し細かいところも含めて、この運営規程のほうに落としているわけでございます。 

 それでは、資料3のほうの説明をさせていただきます。 

 まず、第1条として、その審査会の招集ということでございます。この原子炉安全専門

審査会というのは、会長が招集するということでございまして、この第1条の第2項のほう
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では、会長は、炉安審を招集するときには、事前に、日時、場所、付議事項を審査委員あ

るいは関連する臨時委員、専門委員に知らせなければならないということにしております。 

 第2条として、委員以外の出席ということで、この炉安審の会長は、必要があると認め

るときには、審査委員、臨時委員、専門委員以外の者を出席させて、意見を述べる、ある

いは説明させることができるということです。さらに、その議事に関係ない委員は、会長

の承認を得た場合に、この炉安審に出席して意見を述べることができるということです。 

 第3条で、炉安審の公開ということですけれども、こちらは、この炉安審というのは、

原則、公開ということで、特段の事由により非公開とする場合には、その理由を明示し、

議事要旨を公開するということでございます。 

 次に、第4条で、報告ということでございますが、炉安審での審議状況というのは、適

宜原子力規制委員会のほうに報告するということでございます。 

 そして、第5条ですけれども、部会への準用ということでございます。この部会につき

ましては、この政令のほうに部会を置くことができるというふうにしておりまして、この

部会に関するルールというものでございますけれども、部会の準用ということで、この運

営規程の第1条から第4条を流用すると、準用するということでございます。 

 次に、第6条でございますが、部会への付託ということでございまして、会長は、委員

会の指示のあった調査審議事項ですけれども、この指示があった場合において、必要があ

ると認めるときには、指示に係る事案を部会に付託することができるということです。 

 そして、第7条ですけれども、これが本日の合同開催しております合同審査会のことで

ございますけれども、この原子炉安全専門審査会は、核燃料安全専門審査会と合同開催を

することができるということでございまして、この開催の場合には、この両審査会は、会

長は、それぞれ、炉安審、燃安審の会長を共同議長というふうにいたします。その際、議

事進行というのは、このお二方の議長に協議してお決めいただくということでございます。

そして、なお、それ以外のルールにつきまして、この運営規程の1条から4条までというの

は、同じように、この合同審査会でも準用するということでございます。 

 そして、最後に、第8条でございますけれども、運営規程を改正しようということ、す

なわち、この運営規程の中身を変更、あるいは、これに書いていないことについて、新し

くまた追加しようというときには、この審査会で諮っていただいて、お決めいただくとい

うことにしたいということが、こちらの事務局案でございます。 

 これが、私ども事務局からの説明でございます。 
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以上です。 

○代谷会長 ありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見等がございましたら、お願いいたします。運営規程、こうい

うことでよろしゅうございますでしょうか。特に御意見がないようでございますので、事

務局案のとおり、今後、当審査会を運営してまいりたいというように思います。ありがと

うございました。 

○山本審議官 どうも代谷会長、ありがとうございました。 

 続きまして、議題(3)といたしまして、核燃料安全専門審査会の会長の選任を行いたい

というふうに存じます。 

 先ほどの原子炉安全専門審査会と同様でございまして、原子力規制委員会設置法の第16

条第1項に基づきまして、審査委員の皆様の互選によって定めるということになっている

ところでございます。この核燃料安全専門審査会の会長につきまして、審査委員の皆様か

ら御推薦がございましたら、ぜひお願いしたいところでございますが、いかがでございま

しょうか。 

よろしくお願いいたします。 

○山中審査委員 大阪大学の山中でございます。 

 僣越でございますけれども、私のほうから、東京大学の田中先生を御推薦させていただ

きたいと思います。東京大学の田中先生におかれましては、燃料のみならず、核燃料の廃

棄物について、広い識見を持っておられます。また、御承知のとおり、日本原子力学会の

元会長ということで、原子炉の廃止措置、あるいは廃炉に関しても深い知見をお持ちであ

ると思ってございます。今後、福島第一の廃止措置等も重要な問題になってくるかと思い

ますので、この審査会の会長として、田中先生、最もふさわしいのではないかということ

で、推薦をさせていただきます。 

○山本審議官 どうもありがとうございました。 

 ただいま山中審査委員から、田中審査委員の御推挙がございましたけれども、これに関

しまして御意見のある方につきまして、よろしくお願いいたします。 

○大江審査委員 今の山中先生の御意見、私も賛同いたしまして、私も推薦させていただ

きたいと思っております。 

○山本審議官 ほかにいかがでございましょうか。 

 ただいま田中審査委員が会長ということで御推挙いただいておりますけれども、田中審
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査委員が会長ということで、この原子力規制委員会設置法の第16条の規定に基づきまして、

委員の皆様から互選されたということで、よろしゅうございましょうか。 

 それでは、特段御異議もないということでございますので、田中審査委員が核燃料安全

専門審査会の会長に決定されましたので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、田中審査委員につきましては、恐縮でございますけど、同様に会長席のほう

に御移動いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、田中会長に、御就任の御挨拶を頂戴できればと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○田中会長 先ほど、田中俊一原子力規制委員会委員長から話がありましたとおり、原子

炉安全専門審査会と核燃料安全専門審査会の重要性は、これからもますます大きくなるも

のかと思います。この核燃料安全専門審査会といたしましても、原子力規制委員会からの

指示を受けた事項について調査審議を行い、核燃料施設の安全性向上、維持に貢献してい

きたいと思います。核燃料安全専門審査会の審査委員の皆様におかれましても、活発な議

論をよろしくお願いいたします。私も原子力学会の事故調査委員会の委員長等も行ったこ

とがございますが、原子炉施設の安全性向上に貢献すべく、微力ながらも精一杯やってい

きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○山本審議官 どうも田中会長、ありがとうございました。 

 それでは、ここからの核燃料安全専門審査会の議事の進行につきまして、よろしくお願

いしたいと思います。 

○田中会長 それでは、早速議事に移りたいと思います。 

 まず、議題(4)核燃料安全専門審査会の運営についてでございます。 

 本件について、事務局のほうから御説明をお願いいたします。 

○佐藤課長 それでは、この資料4、核燃料安全専門審査会運営規程（案）をお開きいた

だきたいと思います。 

 この運営規程、先ほど、私、御説明申し上げました資料3の炉安審のほうの運営規程と

同じようになっておりますので、一部、説明をちょっと省略させていただきますけれども、

改めて、また簡単に御説明させていただきたいと思います。 

 資料4、こちら、同じように、参考資料1の関係法令に書いていないことにつきまして、

同じように書き記してございます。 

 まず、第1条で審査会の招集ということで、会長が招集し、会長が事前にそういった議
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事などを委員に知らせなければならないということでございます。 

 第2条には、委員以外の者の出席ということで、こちら、会長が、必要と認めた場合に

は、出席させることができるということ、あるいは、こうした議事に関係ない臨時、専門

委員につきましても、会長の承認を得て、出席し、意見を述べることができるということ

です。 

 また、燃安審の公開につきましても、同じように、原則公開、特段の事由がある場合に

は非公開とできるけれども、その場合には、理由を明示し、後ほど議事要旨を公開すると

いうことです。 

 また、第4条では、報告規定、そして、第5条では、やはり燃安審のほうでも部会を置く

ことができるということでございますので、こちらの部会への準用ということを、第1条

から第4条を準用するということです。 

 また、第6条では、この部会を設置した場合の部会への付託ということで、会長の御判

断で必要があると認めるときには、部会に付託することができるということ。 

 第7条では、炉安審との合同開催ということでございますので、両審査会の同意を得て、

開催することができるということで、開催の場合には、両審査会の会長を共同議長という

ことで、議事の進行については、両議長で協議して判断し、行うこととするということで

ございます。 

 それで、同じように、この運営規程の1条から4条の規定は、この合同審査会でも適用す

るということ。 

 そして、最後に、運営規程の改正ということで、この運営規程の内容の変更、あるいは

新しく追加しようというようなときには、この審査会に諮らなければならないということ

でございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○田中会長 ありがとうございました。 

 先ほどの炉安審の運営規程と内容的には同じようなことでございますが、ただいまの説

明に関しまして、御質問、御意見等ございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。 

 特にないようですので、事務局案のとおり、承認されたということで、今後、当審査会

をこの方法でもって運営していきたいと思います。どうもありがとうございました。 

○代谷会長 それでは、冒頭に事務局からの説明にございましたように、原子炉安全専門

審査会と核燃料安全専門審査会には共通する審議事項もあることから、今後も、今回のよ
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うに合同で審査会を開催することが考えられます。つきましては、その合同審査会の議事

の進め方ですが、先ほど決定いたしました運営規程に基づきまして、両審査会の会長を共

同議長として、議事進行は共同議長が協議して務めるということになっておりますが、今

回の合同審査会は、私のほうで議事進行を務めるということで、田中会長、よろしゅうご

ざいますでしょうか。 

○田中会長 はい。よろしくお願いします。 

○代谷会長 2人とも、東京で関西弁で、ちょっとお聞き苦しいかもわかりませんが、お

許しいただきたいと思います。ありがとうございます。それでは、そのようにさせていた

だきたいと思います。 

 それでは、早速議事に移りたいと思います。 

 議題(5)の調査審議指示事項について、及び議題(6)の国内外の事故トラブル及び海外の

規制動向に係る情報の収集・分析並びに原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会の

調査審議の進め方についてでございます。 

 本件につきまして、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

○佐藤課長 それでは、まず資料5から御説明させていただきます。 

 資料5につきましては、先ほど田中委員長のほうからの御挨拶の中にもございましたけ

れども、今回、こちらの炉安審、燃安審を開催するに当たって、具体的な調査審議事項と

いうものを原子力規制委員会のほうでお決めいただいております。それを踏まえまして、

今回、資料5のまず最初の1枚目では、原子炉安全専門審査会の会長宛て、それで、同じ内

容ですけれども、2枚目が核燃料安全専門審査会の会長宛てに、指示の通知ということが

なされてございます。 

 文書について、若干説明させていただきながら、補足しますと、まず原子力規制委員会

設置法第14条ということで、こちらの参考資料1のほうの関係法令の中にはございますけ

れども、委員会設置法の第14条は、「原子炉安全専門審査会は、原子力規制委員会の指示

のあった場合において、原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議する」というような

規定でございます。この規定と、及び原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の

設置ということで、こちらは参考資料2が今年の2月5日の原子力規制委員会の資料でござ

います。 

 こちらの参考資料2の1ページ目の2.に調査審議事項というのがありまして、それの(2)

で今回指示する事項というものを紹介させていただいておりますけれども、今回指示する
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事項ということについて、当日の委員会で決定したところでございます。その内容という

のを本日のこの資料5の記の下に書いているところでございます。読み上げさせていただ

きますと、「国内外で発生した事故・トラブル及び海外における規制の動向に係る情報の

収集・分析を踏まえた対応の要否について調査審議を行い、助言を含めその結果の報告を

行う」というものでございます。こちらにつきましては、その資料5の1枚目が原子炉安全

専門審査会、先ほど申し上げましたとおり、2枚目が核燃料安全専門審査会の会長宛てと

いうことでございまして、今回、こうした国内外で発生した事故・トラブル、原子炉及び

核燃料全般に係る国内外での事故・トラブル、あるいは海外における規制の動向につきま

して、今回、こちらの合同審査会を開く形で、調査審議を行って、助言をお願いしたいと

いうようなことが、今回のこの文書でございます。こちら、そういう意味で、ちょっと御

紹介をさせていただきました。 

 それで、続きまして、資料6をあけていただきたいと思います。 

 それでは、今回の具体的なこの調査審議事項につきまして、どういう進め方で、今後、

原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会から御助言をいただくのかというプロセス

でございます。 

 この資料6につきましては、右下のほうに少し小さめの字で書いていますけれども、今

月2日の原子力規制委員会において、この資料の一部、この資料をかけさせていただいた

ところでございます。その際、お決めいただいたものでございます。これにつきまして、

私から、また改めて御説明させていただきますと、まず、原子力規制委員会のほうから、

炉安審、燃安審のほうに指示事項として、先ほど来申し上げております、国内外の事故・

トラブル及び海外の規制動向に係る情報の収集・分析を踏まえた対応の要否について助言

するという指示を、まず本日、こうして審査していただいているところでございます。 

 それに先立つような形で、原子力規制庁としては、まず国内外の情報入手ということで、

例えばIAEAであったり、あるいは米国規制委員会のNRCであったり、そうしたところなど

からできる限り情報を入手して、私どもの中で、まず規制庁の中で、基礎的な情報収集と

いうことで、2段階のスクリーニングということを行うことにしております。それにつき

ましては、これは参考資料3が原子力施設の運転経験反映の活動ということで、これ、後

ほど簡単に御紹介させていただきますけれども、炉安審、燃安審ができる前から、原子力

規制庁、原子力規制委員会としては、こうした入手した国内外の情報のスクリーニング活

動及びその対応方針については、従来から行ってきたところでございまして、その状況、
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そういった作業につきましては、これまでどおりやっていきたいというふうに思っており

ます。 

 それで、この基礎的な情報整理を終わった後に、原子力規制庁の中でこの情報を整理し

て、検討・整理を行いまして、対応が必要な情報について、事務的にまず確定をいたしま

して、それに対する対応の案を改めて検討し、それを整理するということでございます。

そうしてまとまりました対応方針の案につきまして、今後、この炉安審、燃安審のほうに

御報告させていただきます。事案の内容とその対応方針（案）を説明させていただきまし

て、それに対して、その調査審議、あるいは対応方針（案）についての御助言をいただき

ます。 

 さて、御助言をいただいたところで、また改めて、原子力規制庁のほうで、これ、原子

力規制委員会のほうに報告するわけでございますけれども、この助言内容を含む対応方針

（案）を原子力規制委員会のほうに報告をし、原子力規制委員会による判断を求めるとい

うことでございまして、最終的には、原子力規制委員会のほうが必要な対応を決定し、そ

の決定内容に応じては、規制に反映、あるいは被規制者である事業者への通知、あるいは

ホームページの掲載などを行っていくというようなことで、進めてまいりたいと思ってい

ます。 

 こうしたサイクルを、今のところ、大体四半期に一度を目途に、この炉安審、燃安審を

開催させていただきながら、こうしたプロセスを続けていくということを、今、事務局と

しては考えているところでございます。 

 続きまして、参考資料3ということで、これまでのこうしたスクリーニングの情報の実

施状況ということについて、少し御紹介させていただきたいと思います。 

○石井企画官 続きまして、参考資料3、原子力施設の運転経験反映活動の状況について、

こちらの資料に沿って御説明をしてまいりたいと思います。 

 原子力規制委員会では、原子力施設の運転経験の事例を収集し、これまで、国内での追

加的な規制対応の必要な案件に関して対応方針を検討してまいりました。現在までの検討

状況を示したのが表1でございます。この中には、旧組織、原子力安全・保安院の時代か

らやっていたものもございますので、10年以上前からやっております。その中の残件もあ

わせて、原子力規制庁発足以来の1次スクリーニングと2次スクリーニングの結果の表がそ

こに示してございます。収集した事例、1次の対象としたものが大体200件ございまして、

その中から31件が2次スクリーニングの対象となっております。 



 

16 

 その中に略語がいろいろありますので、若干御説明いたしますと、BL、GL、IN、それか

らRIS、IRSというものがございますが、BLというのは、NRC（米国原子力規制委員会）の

通達事項になります。これはレポートだけではなくて、被規制者、事業者からの報告も求

めるという、かなり重たい内容のものになります。それ以下が、GL、IN、RISというもの

で、これは特段規制側に対して報告を求めるというものではございません。その分、数が

多くなるわけですけれども、そういう種類のものがございます。その他、IRSと申します

のは、これはIAEAの事象報告システムでございます。NRCとは別で、IAEAが世界各国のほ

うから集めた情報、これのシステムで入手した情報、これがIRSの情報ということになり

ます。その他、国内情報とあわせまして、表1にあるような数のものを今まで検討してき

ているということでございます。 

 その結果というか、2次スクリーニングをした結果の処理がどうなったかというのが表2

に示してございます。全部で31件、2次スクリーニングにかかっておりまして、新たな追

加的な規制対応が必要と判定したものが12件、現在検討中のものが3件、規制対応は不要

と判定したものが16件ございます。現在、追加対応が必要と判定した12件につきましては、

処理済みのものが6件、処理中が6件ございます。 

 この全部で12件の個々の事案については、2ページ以降に一応概要を載せてございまし

て、7ページにわたって書いてございます。2ページ目が処理済みのもの2件、それから、3

ページ目も処理済みのものが2件、4ページ目も処理済みのものが2件ということで、6件ご

ざいます。これらは、いずれも新たな規制基準をつくって対応をする、もしくは注意喚起

を行うというようなことを行って、処理をしております。 

 処理中のものが5ページ以降に載っております。これも6件ございますが、最近のもので、

割と重た目のものというのは、一番最後、7ページ目の一番最後にございます、電源系統

の設計脆弱性というものがございます。これは出典がBulletinになっておりまして、NRC

のほうでもかなり一番上のランクの報告、事業者に対して、どういう状況にあるのか、

NRCに報告しなさいという、報告聴取まで求めるような内容のものになっております。 

 事象の概要をちょっと読ませていただきますと、「NRCは、所内電源における1相開放故

障による安全系機器の起動失敗に関する運転経験について通知し、1相開放故障に対する

検知及び自動的な対処方法の検討を進めている」ということで、これは米国のバイロンの

2号機というところで起きた事象なんですが、3相交流のうちの1相が欠相してしまうと。

普通、送電線が切れてぶらんと垂れると地絡を起こしますので、地絡継電器で検知される
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んですが、この場合は地絡を起こさないで、欠相しただけになったために、故障が検知で

きなかったという状況になっておりました。それがために、故障が検知できない状態にあ

って、安全系の機器に不具合を及ぼしたという状況でございます。これについては、原子

力規制委員会としても重要視しておりまして、昨年に日本で同様のことは起こり得ないの

かということを事業者のほうに報告、聴取をしております。その結果、起こり得るという

ことがわかりましたので、現在、これの対応について、原子力規制庁内において検討して

おります。いずれ新たな基準を何らか設けて、対応するなり何なり、原子力規制庁のほう

で対応が必要だと思っている案件でございます。 

 とりあえず、以上でございます。 

○代谷会長 ありがとうございました。 

 それでは、今の御説明に関しまして、御質問、御意見がございましたら、お願いいたし

ます。 

 どうぞ。 

○高田審査委員 ちょっと質問なんですけれども、この1次スクリーニング、2次スクリー

ニングとありますけれども、これはどういうクライテリアでスクリーニングしているのか

というのをちょっと教えていただければと思うんです。 

○石井企画官 基本的には、1次スクリーニングの場合は、トラブル情報、集まってきた

入手したトラブル情報、ほとんど全てを扱っております。NRCの情報が多いのは、NRCはか

なりオープンにしております。トラブル情報をオープンにしておりまして、それをホーム

ページ等とかで公開しておりますので、そのホームページを見て、中身を咀嚼して、その

中でトラブル以外の情報もNRCはいっぱい出していますので、トラブル情報に限っては全

部、一応吸い上げる格好でやっております。あと、IRSとかは、IAEAから通知が来ます。

IRSは独自のシステムを持っていまして、そこにアクセスすると、トラブル情報が取れる

ようになっておりまして、原子力規制庁はそこのメンバーになっておりますので、そこに

今月は何件、新たなトラブルが入手できましたというのがIAEAのほうから通知で来ますの

で、それをこっちから見に行って、中身を確認するというような作業になります。 

○高田審査委員 そうすると、基本的にはいろんな情報が来るんだけれども、そのトラブ

ル情報というものに特化して選び出すというのが第1次スクリーニングのクライテリアと、

そういうことでよろしいでしょうか。 

○石井企画官 はい、そうです。 
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○高田審査委員 2次については、ここの表2に書いてあるような形で、その条件に合う、

合わないということで選んでいくと、こういうようなことでよろしいでしょうか。 

○石井企画官 はい。 

○高田審査委員 わかりました。 

○石井企画官 一応それぞれ、1次、2次のスクリーニングをやるためのワーキンググルー

プというのがありまして、そこのグループに諮って、これは1次止まりでいいね、これは2

次まで上げましょうというようなことを判断をしております。 

○佐藤課長 若干補足させていただきますと、1次、2次とやっているのが、まず1次のと

ころでは、1次スクリーニングでは、情報の中で、我が国の安全規制に関連する可能性の

ある情報ということで、まず広めに受け止めて、スクリーニングして、2次スクリーニン

グは、その中で、何らかの対応が必要ではないかという情報を、その候補というんですか、

対応が必要であるんじゃないかという情報でやっていきます。1次、2次ということで、1

次は、原子力規制庁の職員中心ですし、2次スクリーニングになると、今度はJAEAの人、

外部の人も事務方にちょっと入っていただいてやっていくというような形で、だんだん絞

り込みながら、またできるだけ保守的には広げるようにしております。 

○代谷会長 今のお話だと、1次というのは、幅広く我が国のその規制のいわば向上に資

するような可能性のあるものを選び出すと。2次のほうでは、それからもう少し、非常に

重要なものを選び出すと、そういう作業であるということですかね。その中で検討とかを

されたものがこの審査会等に報告されてくると。よろしゅうございますでしょうかね。例

えば、それで漏れたりはしないかとか、そういうような心配もされるところがあるかと思

うんですけど、十分にそこのところは幅広めにということで、よろしゅうございますでし

ょうか。 

○佐藤課長 それで、そうした私ども、もちろんそういった対応の必要があるのではない

かというのをお諮りしますけども、それ以外の全ての情報をこちらの炉安審、燃安審の審

査会には、情報としては提示するというか、提出することを予定しております。なかなか

時間の関係で、10も20も御説明する時間はないんですけれども、説明するのは、少し対応

方針の案として出てきたものかもしれませんけど、情報としてはしっかりと提供し、御質

問があれば、きちっとその場で答えられるような体制で御報告したいと思っています。 

○代谷会長 よろしゅうございますでしょうか。 

 どうぞ。 
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○関村審査委員 関村でございます。ありがとうございます。 

 今、御説明いただいたことをベースに、少し具体的なところで御質問したいところが幾

つか出てきてしまったんですが、まず1件目が、規制対応が必要とされた案件で、処理済

みの2番目のベルギーの炉に関する亀裂の兆候に関する件でございます。ここでは、対応

状況のところに、ベルギーの規制側が、安全に運転再開できると判断したというふうに記

載されておりますが、私が得た情報によりますと、その後のさまざまな情報によって、現

在、この二つの原子炉は運転を停止をしているというふうに理解をしております。それを

どのように、そのようなその後の対応、これをどのように扱っていくかということについ

ては、やっぱり柔軟な対応が必要で、ここで我が国は関連がないという判断を、1次的に、

あるいは2次的な判断も含めてしたんだとしても、多分ここの現場の方々というのは、よ

り深い検討をされていたという情報が当然幾つかあるのかと思います。これをどのように

フォローアップしていくのか、やっぱり漏れているところがないかというふうに、先ほど

会長からもお話があったところを、今回、炉安審、燃安審の立場で、専門性も持ちながら

議論できるメンバーも加えていただいているというふうに理解をしておりますので、1次

的な収集あるいは2次的な議論については、原子力規制庁のほうで進められるというふう

に考えさせていただければと思いますが、我々も、その専門の個々の立場から、多分いろ

んな情報を持ち得るのかなというふうに思います。それをどうやって生かしていったらい

いか、そこを柔軟に進めていけるのかどうか、この辺についてお伺いをしておきたいと思

いますし、今のベルギーの例がその一つに当たるのかなというふうに思いますが、この対

応状況について、どのようになっているか、これもお伺いをできればと思います。よろし

くお願いいたします。 

○石井企画官 このベルギーの案件につきましては、一応国内のほうでは、これ、水素白

点という状況で発生しておりますので、水素が混入しない、要するに、製造工程で真空処

理を、溶鋼中の真空処理をやって、脱水素という過程を入れておりますので、日本のプラ

ントではあり得ないだろうというふうに考えておりますが、これについては、これでもう

完全に終わりというわけではなくて、新たな情報をまた常に仕入れておりますので、その

中で新たなことが判明してきましたら、またここに戻して、審議をしていただくというよ

うなことは考えております。そういうプロセスで、もともとやるつもりでおります。 

○代谷会長 よろしゅうございますでしょうか。 

 そのほか、ございますでしょうか。 
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 今のところは、非常に重要なところだというように思いますので、一度、こういう結論

を出したから、そこでぱんとはねちゃうということではなくて、やはり次から次へと情報

が出てくる場合には、原子力規制庁だけではなくて、ほかのこの委員の方々からお話があ

ったときは、それも十分に考慮して進めていただくというところが重要なのかなというよ

うに思いますので、よろしくお願いします。 

 よろしゅうございますでしょうか、そのほか。 

○村松審査委員 小さい確認なんですけれども、今後、じゃあ、次回に議論するものとし

ましては、この処理中案件6件というもののうちの原子力規制庁さんで検討の済んだもの

を御紹介いただいて、それについて審議をすると、そういう形になるわけでしょうか。 

○石井企画官 それも含めますが、どちらかというと、メインで審議していただきたいの

は、多分新たに出てきた案件、新たに2次スクリーニングで出てきた案件、何件出てくる

かはわかりませんが、それについて、どういうふうに処理すべきかというのを審議してい

ただくのがメインになります。 

○佐藤課長 それと、もちろん今、村松委員から御質問ありましたように、処理中につき

ましても、処理が決まりましたら、こちらのほうにまた御報告するような形で。 

○田中会長 すみません、1回目なので、多分いろんな委員の方も、どういうふうに検討

するのか、ややわからないところがあるかと思うんですが、今、大体様子はわかったんで

すが、参考資料3、表2の下のほうにある、検討中あるいは規制対応は不要と判断されたと、

考えられたと、そういうようなものについても、次回には、こういうふうな理由でもって、

これを考えたんだと、そういうふうな資料が出てきて、先ほど何人かの委員の方がおっし

ゃっていましたけども、本当に、それこそ、柔軟に見落としがないように検討するという

ことで、よろしいんですかね。 

○山本審議官 まさに御指摘のとおりでございます。 

○代谷会長 よろしゅうございますか。そのほか、ございませんでしょうか。 

 先ほど言われた、新たな案件が出てきたときということを言われましたよね。というこ

とは、今までだと、1次、2次を原子力規制庁側でやって、その結果を出してこられるとい

うお話だったように思うんですけど、新たな案件というのは、そのプロセスを経たもので

すか、それとも、その2次スクリーニングで判定あるいは処理をするもの、そこの部分で

すか。それによって、ちょっと違うんじゃないかなというように思いますので、そこをよ

ろしくお願いします。 
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○佐藤課長 もちろん対応方針が出てくるような、そういう安全に係るようなものにつき

ましては、当然御報告いたしますけれども、先ほど私から御説明しましたように、できる

だけ定期的に開催するという意味におきましてはということと、そうした対応方針が必要

になったもの以外の情報につきましても報告いたしますというふうに申し上げましたので、

そういう意味では、対応方針が決まったものがなくても、場合によっては、委員の皆さん

にとってはお手間かもしれませんけれども、お集まりいただいて、御報告する機会を設け

るつもりでございます。 

○代谷会長 よろしゅうございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○中川審査委員 質問なんですけれども、事故調査を長く経験してきた者なんですが、い

ろいろな審査をする上で、技術の審査をするには、事前にいろいろな情報とか資料とかが

必要だと思うんですが、この審査に当たって、私、今回、初めてなんですけれども、事前

にいろいろな資料を頂戴して、我々、審査委員が熟読をして、議論に参加できるというよ

うなシステムとか、時間的な余裕はいただけるものなんでしょうか。 

○佐藤課長 できるだけ事前に資料を整えられる分、ちょっとこういった定型的な形でお

出しできるかどうかというのは、できるだけ速やかに対応したいと思いますけれども、事

前にお配りできるように、余裕を持って対応したいと思っております。 

○代谷会長 よろしゅうございますでしょうか。今の件はよろしくお願いいたします。そ

のほか、ございませんでしょうか。どうぞ。 

○高田審査委員 参考資料2のところなんですけれども、2.の(2)の中に今回指示する事項

ということで、国内外の事故とかトラブルの対応要否というようなことで出ておりますけ

ども、この「今回」というのは、上に幾つか、安全文化の醸成とか、非常に大きなテーマ

が出ておりますけれども、そういうものも、今後、出てくるということですか。 

○佐藤課長 まさに、委員の御指摘のとおりでございまして、今回は国内外の事故・トラ

ブル及び海外の規制の動向でございますけれども、調査審議事項は、今後、追加されるこ

ともございますので、その際の候補として、今、この参考資料2では四つほど挙げてござ

いますけれども、こうしたものも含めて、また追加的に調査審議事項が追加されましたら、

また、こちらのほうに助言を求めるということになるというふうに考えております。 

○高田審査委員 そうしますと、「今回」というのは本日で終わりということで、これは

何回も続くわけですね。このトラブル関係で、そういうことですね。 
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○佐藤課長 はい。 

○高田審査委員 わかりました。ありがとうございました。 

○代谷会長 よろしゅうございますでしょうか。 

 今のは、原子力規制委員会のほうの2月5日の日に「今回」ということですよね、恐らく。

ですから、それから後のまた原子力規制委員会があれば、今回とはまた違う調査審議の項

目が出てくるのかなというふうに思うんですけど、よろしゅうございますでしょうか。 

 これ、原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会といいますと、私のように古い人

間から見ますと、今までの同一の名前のものがあったというように思うんですね。そうす

ると、それとはかなり性格を異にしたものになっていると。現実にその安全の審査そのも

のを行うということではなくて、安全に関する専門的な調査審議を行うと、そういう場に

なったということ、そういう理解でよろしいんですね。 

 そのほか、御意見ございませんでしょうか。 

○田中会長 事務的な感じがわからないんだけども、定期的にと、先ほど誰かおっしゃっ

たかと思うんですけど、これは大体どのぐらいの頻度でこの開催を今後考えるんでしょう

か。 

○佐藤課長 大体、四半期に一度、そういう意味では、3カ月に一度の頻度でお集まりい

ただいて、御助言をいただきたいというふうに考えております。 

○代谷会長 よろしゅうございますでしょうか。 

 頻度については、その程度と。最初は3カ月に一度で、だんだん増えると。以前よくあ

ったようなお話がございますけども、それはそのときの調査審議する内容によって決まる

んだろうと思うんですけど、よろしゅうございますでしょうか。 

 特にございませんようでしたら、どうもありがとうございました。 

 それでは、今後、原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会では、この調査審議

指示事項を踏まえまして、議論を進めていくということとともに、今後、資料6の進め方

で、国内外の事故・トラブル及び海外の規制動向に係る情報の収集・分析を行って、調査

審議を進めていくということになりますので、皆様、よろしくお願いいたします。 

 それでは、特にその他なければ、以上で本日の議事は全て終了いたしましたので、これ

で合同審査会を終わりたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

○山本審議官 それでは、次回の日程につきましては、先ほど申しましたように、大体四
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半期に一度ぐらいの頻度で開催したいと思ってございますので、改めて、その開催日時に

ついては、事務局から御連絡を申し上げたいと思います。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

以上 


