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一般社団法人 日本原子力学会 

第 60回 標準委員会 議事次第 

 

日 時  2015年 3月 13日（金） 13:30-19:55 

場 所  5東洋海事ビル A+B会議室 

議事内容: 

0.  出席者／資料/次回・次次回日程の確認 5min（13:30-13:35） 

 

1. 人事案件 

1.1 標準委員会 25min（13:35-14:00） 

(1）標準委員退任の確認(三枝，西岡，梅澤，西脇) 

(2) 専門部会長人事の承認（基盤・応用技術専門部会部会長，システム安全専門部会長） 

注 専門部会長は同時に標準委員会委員として選任されるが，理事会の承認が必要である。 

(3) 委員選任の決議（大鳥，清水，高橋） 

(4) 委員再任の確認（岡本） 

1.2 専門部会 

(1）専門部会部会長退任の確認(岡本) 

(2) 専門部会委員退任の確認(藤井，成宮，江頭) 

(3) 委員選任の承認（中田，西村，上野，上田） 

(4) 委員再任の確認（山岸，鈴木，新堀，高橋，藤田，山本，大久保，坂下，仙波） 

(5) 常時参加者登録の確認（成宮） 

(6) 常時参加者登録解除の確認（上田，西村） 

 

2. 前回議事録の確認・承認   5min（14:00-14:05） 

 

3. 審議事項 

（1） 【報告・審議】「原子力発電所の安全性向上のための定期的な評価に関する指針」コメント投稿

結果及びその対応並びに公衆審査結果について 

担当：事務局，定期安全レビュー分科会 成宮幹事 

15min(14:05-14:20） 

 

（2） 【報告・審議】「シミュレーションの信頼性確保に関するガイドライン201X」標準委員会書面投

票結果及びその対応について 

担当：事務局，シミュレーションの信頼性分科会 中田主査，田中幹事，工藤常時参加者，笠

原常時参加者 

   30min（14:20-14:50） 

 

（3） 【報告・審議】「余裕深度処分対象廃棄体の製作要件及び検査方法：20XX（案）」標準委員会書

面投票結果及びその対応について 

担当: 事務局，ＬＬＷ廃棄体等製作・管理分科会，柏木委員、都筑委員   
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                           20分（14:50-15:10） 

 

（4） 【報告・審議】「原子力施設の廃止措置の実施」の附属書に関する記述の修正について 

担当：廃止措置分科会 田中幹事，田村委員候補 

20min（15：10～15:30） 

 

（5） 【本報告】「ＰＬＭ基準の追補１案」について 

担当：ＰＬＭ分科会 三山幹事，中川委員 

30分（15:30-16:00） 

 

 

【休憩】5分（16:00-16:05） 

 

 

（6） 【報告・審議】「標準委員会 運営内規（平成 26 年 12 月改正案）」標準委員会書面投票結果及

びその対応について 

担当: 事務局，宮野フェロー委員   

                      20分（16:05-16:25） 

 

（7） 【報告・審議】標準委員会運営について（標準委員会の活動基本方針（改定案），標準活動基本

戦略タスク 運営要領）標準委員会コメント投稿結果及びその対応について 

担当：事務局，宮野フェロー委員 

                                  30min（16:25-16:55） 

 

（8） 【報告・審議】標準策定スケジュールについて 

担当：事務局 

                                  10min（16:55-17:05） 

 

4. 報告事項                                                          

（1） 【報告】標準活動基準戦略タスク実施状況 について 

担当:伊藤委員(標準活動基本戦略タスク) 

 

20min（17:05-17:25） 

 

（2） 【中間報告】レベル2PRA標準改定 

担当: レベル2PRA分科会 中村幹事   

30min（17:25-17:55） 

 

（3） 【中間報告】「沸騰水型原子炉の水化学管理指針」及び「加圧水型原子炉一次系の水化学管
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理指針」について 

担当: 水化学管理分科会  北島幹事，都筑常時参加者） 

30min（17:55-18:25） 

 

（4） 【報告】「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施基準：2014」についての

質問及びその対応  

担当:事務局，成宮委員                    10min（18:25～18:35） 

 

（5） 【報告】事務局関係(報告) 

担当:事務局 

20min（18:35-18:55） 

 

（6） 【報告】原子力安全検討会の実施状況について 

担当:原子力安全検討会  成宮幹事 

10min（18:55-19:05） 

 

（7） 【報告】深層防護ＷＳの実施状況について 

担当:深層防護ＷＳ実行委員会  河井幹事 

5min（19:05-19:10） 

 

（8） 【中間報告】安全性向上対策採用の考え方に関するタスクの実施状況 について 

担当: 標準活動基本戦略タスク  河井委員 

10min（19:10-19:20） 

 

（9）   【報告】3学協会及び標準活動検討タスクでのSA関連規格分掌の調整状況 

担当：標準活動検討タスク 河井幹事       

  5min（19:20-19:25） 

     

（10） 【報告】2015年春の年会 標準委員会企画セッションの予定    

担当：システム安全専門部会幹事、リスク専門部会幹事  

                                                                  5min （19:25-19:30） 

 

（11） 【報告】地震工学会耐津波工学体系化委員会報告書発行と報告会 

担当：外的事象ＰＲＡ分科会 成宮委員 

  10min（19:30-19:40） 

（12） 専門部会活動状況報告    

                                                       2min（19:40-19:42） 

 

（13） 標準委員会の活動状況 
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                                                       3min（19:42-19:45） 

 

（14） ASME の PRA スタンダードについて 

担当：リスク専門部会 成宮幹事 

5min（19:45-19:50） 

5. その他  

（1） 次回日程 

                                                         5min（19:50-19:55）  

 

配布資料: 

SC60-0 第 60回標準委員会議事次第（案） 

SC60-1-1 第 59回標準委員会議事録（案） 

SC60-2-1 人事について（標準委員会） 

SC60-2-2 人事について（専門部会） 

SC60-2-2-1  外的事象PRA分科会名簿 

SC60-2-2-2  廃止分科会委員名簿 

SC60-3-1 「原子力発電所の安全性向上のための定期的な評価に関する指針:201*」コメント投稿結果 

SC60-3-2   「原子力発電所の安全性向上のための定期的な評価に関する指針:201X」新旧比較表（抜

粋） 

SC60-3-3   「原子力発電所の安全性向上のための定期的な評価に関する指針:201*」公衆審査結果 

SC60-4-1  「シミュレーションの信頼性確保に関するガイドライン201X」標準委員会書面投票結果 

SC60-4-2  「シミュレーションの信頼性確保に関するガイドライン201X」標準委員会書面投票意見 

対応について 

SC60-5-1  「余裕深度処分対象廃棄体の製作要件及び検査方法(案)」標準委員会書面投票結果 

SC60-5-2  「余裕深度処分対象廃棄体の製作要件及び検査方法(案)」標準委員会書面投票意見対応に

ついて 

SC60-6-1   日本原子力学会標準「原子力施設の廃止措置の実施:200X」の附属書に関する記述の修正

について 

SC60-6-2 （旧）文献引用箇所対照表 

SC60-6-3 （新）文献引用箇所対照表 (1/2)、(2/2) 

SC60-7    「原子力発電所の高経年化対策実施基準の改定（追補1）」（本報告）について 

SC60-8-1  「標準委員会 運営内規（平成26年 12月改正案）」標準委員会書面投票結果 

SC60-8-2  「標準委員会 運営内規（平成26年 12月改正案）」 

SC60-9-1  「標準委員会の活動基本方針（改定案）」コメント投稿結果 

SC60-9-2  「標準委員会の活動基本方針（改定案）」 

SC60-9-3  「標準活動基本戦略タスク 運営要領」コメント投稿結果 

SC60-9-4  「標準活動基本戦略タスク 運営要領」 

SC60-10   標準策定スケジュール 

SC60-11     標準活動基準戦略タスク実施状況 について 
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SC60-12  【中間報告】レベル2PRA標準改定 

SC60-13-1  「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施基準：2014」についての質問 

SC60-13-2 「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施基準：2014」についての質問

対応 

SC60-14   深層防護ＷＳの実施状況について 

SC60-15-1-1第 26-5回理事会議事録20141128 

SC60-15-1-2標準活動運営委員会規程 

SC60-15-1-3標準委員会規程 

SC60-15-1-4標準委員会規程の見直しについて（案） 

SC60-15-1-5標準委員会人事  

SC60-15-2   第 26-6回理事会議事録20150130 

SC60-15-3   2014年度活動実績及び2015年度活動計画 

SC60-15-4   原子力学会ホームページの大幅な変更に伴う標準価格の改定について  

SC60-16   安全性向上対策採用の考え方に関するタスクの実施状況 について 

SC60-17     3学協会及び標準活動検討タスクでのSA関連規格分掌の調整状況（その12） 

SC60-18     2015年春の年会 標準委員会企画セッション実施予定 

SC60-19     専門部会活動状況報告 

SC60-20     標準委員会の活動状況  

SC60-21     ASME の PRA スタンダードについて 

SC60-22-1 「沸騰水型原子炉の水化学管理指針」(中間報告)について 

SC60-22-2 「加圧水型原子炉一次系の水化学管理指針」(中間報告)について 

SC60-22-3 中間報告(概要)「沸騰水型原子炉の水化学管理指針」及び「加圧水型原子炉一次系の水化

学管理指針」 

SC60-23-1 耐津波工学委シンポ案内 

SC60-23-2 耐津波工学報告書発刊案内 

SC60-24   原子力安全検討会の実施状況について 

         

参考資料 

 SC60-参考1 標準委員会委員名簿 

 SC60-参考2 標準委員会開催スケジュールについて（案） 

 

以 上 


