
平成26年7⽉18⽇

会議映像  YouTube

平成26年4⽉7⽇、8⽇

平成26年2⽉6⽇、7⽇

平成25年11⽉25⽇

会議映像  YouTube

平成25年10⽉7⽇

会議映像  YouTube

平成25年8⽉30⽇

会議映像  YouTube

平成25年8⽉6⽇、7⽇

平成25年7⽉10⽇〜12⽇

平成25年6⽉17⽇

会議映像  YouTube

平成25年5⽉30⽇、31⽇

⾼所カメラ －YouTube

⾼所カメラ －niconico YouTube ニコニコ動画

平成25年5⽉1⽇

会議映像  YouTube

詳細

平成26年09⽉11⽇

平成26年07⽉30⽇

第6回  開催案内  会議資料  議事録【PDF：342KB】

現地調査

（第5回）

 画像

現地調査

（第4回）

 画像

第5回  開催案内  会議資料  議事録【PDF：312KB】

第4回  開催案内  会議資料  議事録【PDF：381KB】

第3回  開催案内  会議資料  議事録【PDF：369KB】

現地調査

（第3回）

 画像

現地調査

（第2回）

 画像

第2回  開催案内  会議資料  議事録【PDF：386KB】

現地調査

（第1回）

 画像  ⼿持ち撮影 －YouTube

⼿持ち撮影 －niconico

YouTube ニコニコ動画

第1回  開催案内  会議資料  議事録【PDF：358KB】

※有識者⾃⼰申告⼀覧

橘⾼ 義典【PDF：81KB】

⾼⽥ 毅⼠【PDF：113KB】

丸⼭ 結【PDF：83KB】

 久⽊⽥ 豊【PDF：81KB】

奈良林 直【PDF：142KB】※1

⻤沢 邦雄【PDF：84KB】

 ⾼⽊ 郁⼆【PDF：131KB】

渡邉 憲夫【PDF：83KB】

与能本 泰介【PDF：82KB】

※原⼦⼒規制委員会では「 原⼦⼒規制委員会が、電気事業者等に対する原⼦⼒安全規制等に関する決定を⾏うに当たり、参考として、

外部有識者から意⾒を聴くにあたっての透明性・中⽴性を確保するための要件等について【PDF：114KB】 」で定めたとおり、外部

有識者の電気事業者等との関係に関する情報の公開を⾏うこととしております。

※⾃⼰申告書の直筆サインと印影については、個⼈情報の保護に関する法律 等に基づき、個⼈の権利利益の⼀層の保護を図るとの観点

から塗りつぶしております。

※1 ⾃⼰申告書に⼀部修正がありましたので差し替えをしております。

現地調査（第9回）

現地調査（第８回）

現在位置

緊 急 情 報 緊急時ホームページ／メール登録

ホーム 会議・⾯談等 会議 原⼦⼒規制委員会 検討チーム等 特定の調査・検討会 東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所における事故の分析に係る検討会

本⽂へ サイトマップ 新着履歴 English

検索 詳細検索 ⽂字サイズ変更

ご意⾒・ご質問

標準 ⼤ 最⼤

ホーム 組織について 政策について 会議・⾯談等 原⼦⼒規制事務所 法令・基準 ⼿続き・申請

現在、緊急情報はありません。

東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所における事故の分析に係る検討会

開催⼀覧

その他（現地調査等）

特定の調査・検討会

敦賀発電所敷地内破砕帯に係

る⽇本原⼦⼒発電からの追加

調査報告（平成２５年７⽉１

１⽇付け）に関する検討会合

⼤飯発電所３・４号機の現状

に関する評価会合

核セキュリティに関する検討

会

輸送における核セキュリティ

に関するワーキンググループ

個⼈の信頼性確認制度に関す

るワーキンググループ

放射性同位元素に係る核セキ

ュリティに関するワーキング

グループ

特定原⼦⼒施設監視・評価検

討会

特定原⼦⼒施設放射性廃棄物

規制検討会

汚染⽔対策検討ワーキンググ

ループ

海洋モニタリングに関する検

討会

東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電

所における事故の分析に係る

検討会

独⽴⾏政法⼈⽇本原⼦⼒研究

開発機構再処理施設における

潜在的ハザードの実態把握に

かかるヒアリング

浜岡原⼦⼒発電所5号機の海

⽔流⼊事象に関する監視・評

価検討会

原⼦⼒発電所の⾼経年化技術

評価等に係る審査会合

実⽤発電⽤原⼦炉の運転期間

延⻑等に係る審査

技術情報検討会

http://www.youtube.com/watch?v=Quu-KmYkrSI
http://www.youtube.com/watch?v=20Z820NABa0
http://www.youtube.com/watch?v=nv1nzhGH65g
http://www.youtube.com/watch?v=JKh5eJK6lFA
http://www.youtube.com/watch?v=aJDsQdkcolE
http://www.youtube.com/watch?v=HoSLiBj0m7U
http://www.nicovideo.jp/watch/1382436688
http://www.youtube.com/watch?v=ls-vOsSVgwY
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20140911.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20140718kaisai.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20140718.html
http://www.nsr.go.jp/data/000048803.pdf
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20140407genchi.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20140206genchi.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20131125kaisai_bunseki.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20131125.html
http://www.nsr.go.jp/data/000048802.pdf
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20131007kaisai_bunseki.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20131007.html
http://www.nsr.go.jp/data/000048801.pdf
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20130830kaisai_bunseki.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20130830.html
http://www.nsr.go.jp/data/000048800.pdf
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20130806genchi.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20130710genchi.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20130617kaisai_bunseki.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20130617.html
http://www.nsr.go.jp/data/000048799.pdf
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20130530genchi.html
http://www.youtube.com/watch?v=stJR_Srr8TY
http://www.nicovideo.jp/watch/1382497141
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20130501kaisai_bunseki.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20130501.html
http://www.nsr.go.jp/data/000048798.pdf
http://www.nsr.go.jp/data/000048804.pdf
http://www.nsr.go.jp/data/000048809.pdf
http://www.nsr.go.jp/data/000048806.pdf
http://www.nsr.go.jp/data/000048805.pdf
http://www.nsr.go.jp/data/000048807.pdf
http://www.nsr.go.jp/data/000048808.pdf
http://www.nsr.go.jp/data/000048810.pdf
http://www.nsr.go.jp/data/000048811.pdf
http://www.nsr.go.jp/data/000048812.pdf
http://www.nsr.go.jp/data/000048341.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/
http://kinkyu.nsr.go.jp/
http://www.nsr.go.jp/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tokutei.html
http://www.nsr.go.jp/nra/site/sitemap.html
http://www.nsr.go.jp/news/index.html
http://www.nsr.go.jp/english/index.html
http://www.nsr.go.jp/search_ex.html
https://www.nsr.go.jp/ssl/contact/
http://www.nsr.go.jp/index.html
http://www.nsr.go.jp/index.html
http://www.nsr.go.jp/nra/index.html
http://www.nsr.go.jp/activity/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/index.html
http://www.nsr.go.jp/jimusho/index.html
http://www.nsr.go.jp/law_kijyun/index.html
http://www.nsr.go.jp/procedure/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tokutei.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tsuruga_hasaitai_tuika/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/ooi_genjyou/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/nuclear_security/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/nuclear_security_wg/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/shinraisei_wg/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/nuclear_security_wg_doui/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tokutei_haiki/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/tokutei_kanshi_wg/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/kaiyou_monitoring/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jaea_hearing/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/hamaoka_5/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/keinenka/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/untenkikanencho/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/gijyutu_jyouhou/index.html


詳細

詳細

詳細

平成26年06⽉05⽇

平成26年05⽉15⽇

現地調査（第7回）

現地調査（第6回）

東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所における事故の分析関連の報告書は委員会決定⼀覧に掲載されています。

利⽤規約 プライバシーポリシー アクセシビリティについて

原⼦⼒規制委員会（法⼈番号 9000012110002）
〒106-8450 東京都港区六本⽊1丁⽬9番9号 TEL：03-3581-3352（代表）

Copyright © Nuclear Regulation Authority. All Rights Reserved.

報告書

東京電⼒福島原⼦⼒発電所事

故に関し国会及び政府に設け

られた委員会の提⾔のフォロ

ーアップに関する有識者会議

原⼦炉制御室の居住性に係る

有毒ガス影響評価に関する検

討会

ページトップへ

原⼦⼒に関するお問い合わせは

こちら

03-5114-2190
地図・アクセス

http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20140730genchi.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20140605.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/jiko_bunseki/20140515.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/kettei/04/04_01.html
http://www.nsr.go.jp/nra/site/copyright.html
http://www.nsr.go.jp/nra/site/privacypolicy.html
http://www.nsr.go.jp/nra/site/accessibility.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/gijyutu_jyouhou/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/investigation_fu/index.html
http://www.nsr.go.jp/disclosure/committee/yuushikisya/controlroom_doku/index.html
http://www.nsr.go.jp/nra/gaiyou/map.html

