
 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力委員会の在り方見直しのための有識者会議 
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原子力委員会の在り方見直しのための有識者会議（第７回） 

議事次第 

 
 

日 時 平成25年10月24日（木）10:00～11:58 

場 所 中央合同庁舎第４号館４階共用第４特別会議室 

 

 

議 題 

 １．原子力委員会の在り方の見直しについて 
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○森田座長 おはようございます。本日も御多忙の中、御参集頂き、まことにありがとう

ございます。ただいまから第７回の「原子力委員会の在り方見直しのための有識者会議」

を開催いたします。 

 本日、山本大臣が国会の予算委員会のため御欠席でございます。 

 まず、事務局から資料の確認をして頂きます。よろしくお願いします。 

○石井参事官 それでは、資料の確認をさせて頂きます。 

 議事次第に沿って確認させて頂きます。 

 資料１「原子力委員会改組の基本方向 原子力平和利用の徹底と核不拡散の強化（佐藤

委員資料）」でございます。 

 資料２－１「原子力委員会の今後の方向性についての論点整理（たたき台）（案）」。 

 ２－１と２－２がございまして、２－２が修正履歴つきのもので内容が少し見え消しの

部分が入ってございますが、基本的に同じ資料で２－１と２－２がございます。 

 資料３「合議制機関（委員会等）について（メモ）原子力委員会の今後の方向性につい

て（小幡委員資料）」でございます。 

 資料４「原子力委員会の組織等の議論に向けた整理（内閣府資料）」でございます。 

 参考資料１で原子力委員会設置法でございます。 

 以上でございます。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 本日の会議も公開で行います。また、本日も内閣府、外務省、文部科学省、経済産業省、

原子力規制庁に御出席いただいております。 

 関係府省の方は、基本的には質問にお答え頂くための御出席ということでございますの

で、よろしくお願いいたします。 

 では、最初の議題に入ります。 

 本日は、まず、佐藤委員から資料の御提出がございましたので、５分程度で御説明を頂

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○佐藤委員 冒頭にお断りしておかなければいけませんのは、私がこれを書きましたのは、

私が安全保障の世界で知っていることが一方と、もう一つは、原子力委員会のことについ

てここで伺った議論、資料をベースにして考えたことですので、原子力委員会あるいは規

制委員会の在り方について私自身の認識不足のことがあるかと思いますが、その点は是非

御指摘を頂きたいと思います。 

 これまでの議論を伺っておりまして、基本的には原子力委員会のこれまでの機能をベー

スにして、これまでにやられていたことを踏まえて今後どうするかということの議論が多

かったと思うのですが、私の視点は、日本の原子力政策を取り囲む国際情勢が変わってい

く中で、日本自身がこれから対応していかなければならない事態がいろいろ出てくるので

はないか。そのこととの関連で、原子力委員会の将来をどう考えたらいいかというのが私

の視点であります。 

3 

 



 この資料に即して申しますと「１ 基本的認識」のことは後で読んでいただければと思

いますし、２～３ページに書いてあります「２ 海外の懸念：最新の例」というのは、こ

の間、前回の会議で口頭で御紹介したこと、アメリカの論文を少し要点を拾って書いたも

のでございます。これをお読みになると、アメリカも含めて、安全保障もやっている一部

の識者の中で、日本の意図には関係なく、日本の持っている原子力に関するいろいろな技

術あるいはプルトニウムのものも含めて、そういうものの貯蔵量ということについて核兵

器を開発する可能性がある、核兵器開発に転換できるという視点から見られているという

ことがおわかりになるかと思います。 

 そういうことを踏まえまして、私はこれから原子力委員会の将来あるいは「改組」とい

う勝手な言葉を使いましたけれども、従来からの議論で不要な部分は落として幾つかの重

要なことに焦点を当てていくという視点から今の原子力委員会の在り方を考えるときに、

平和利用確保と核不拡散の点について焦点を当てて考えてみたらいかがかというのが私の

意見であります。 

 ４ページ以下を少しポイントだけ申し上げます。 

 １つは、プルトニウムの問題で、この点はここでも議論がされてきたところであります

けれども、今、国際社会で懸念が高まっていますのは、日本の保有するプルトニウムと福

島原発事故以降の日本のプルトニウム利用計画とのギャップの問題で、これが広がってい

くのではないか。したがって、これについては原子力委員会そのものも使わないプルトニ

ウムはつくらないという方針を従来から示しておられるわけでして、どこかの段階で、私

はかなり早い段階で日本のプルトニウムとこれからの利用計画というものについて、使わ

ないものはつくらないという方針に沿ったところで、どのように説明するのか、あるいは

計画そのものを再検討するのか、そういう課題に直面する、あるいは既に直面し始めてい

るのではないかと思います。この問題について、実は私の感じとしては原子力委員会がな

さるのが一番適当ではないかという感じがしています。 

 第２はウラン濃縮の件で、これまでの議論を伺っていて、これは私の誤解かもしません

が、ウラン濃縮について平和利用との関係での認識がこれまで薄かったのではないかとい

う感じがいたします。当然のことながら、日本自身は高濃縮ウランをつくるつもりはない

わけですから、我々の認識としては、ウラン濃縮は平和利用に限ってのものだということ

だと思うのですが、外から見ているとそうではない。 

 御承知のとおり、北朝鮮もイランもウラン濃縮が一つの核開発への道ということで、そ

れはどこでとめるかとか、やめさせるかとかということが国際政治の課題になっているわ

けでして、その意味では我々もウラン濃縮というものはそういう核兵器開発につながる技

術であるという認識を持って対応する必要があるのではなかろうかということで、ここが

私の認識が違っているのではないかと思うのは、５ページの最初のパラグラフの後ろの方

に書いてありますように、これまでにいただいた資料を見ますと、ウラン濃縮施設設備の

許可に当たって、規制委員会から原子力委員会に対して、平和目的以外に利用されるおそ
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れがないことについて、意見を聴取する、そういう仕組みの中に入っていないような気が

するのです。 

 原子炉貯蔵施設、再処理施設はそうなっていますけれども、濃縮施設はそこに入ってい

ないので、あるいはそれは入っていると読むのかもしれませんが、この点は日本の姿勢を

きちっとする上でも明確にした方がいいのではないか。言うなれば、ウラン濃縮施設とい

うのは、核兵器開発に転化される、利用される可能性がある施設であるという認識を持っ

て臨む必要があるのではないかと思います。 

 更に、この関連で言いますと、問題は結局濃縮に使う機材とか、それの製造技術とか、

あるいは極端に言うと、それについての知識を持っている人そのもの、そういうものが外

へ出ていかないようにする、海外流失を防ぐということが核不拡散の見地から非常に大事

ではないかと思います。 

 私はかつて六ケ所施設、再処理工場を主として見せていただいたのですが、そのときに

あそこにあるウラン濃縮の技術者の人たちがもし、嫌な話ですけれども、北朝鮮に拉致さ

れたらどうなるのかなという心配を持ちました。そういう意味で、日本にウラン濃縮につ

いてどういう知識があり、どういう技術がどこにありということをきちっと政府として認

識していくことが必要ではないか。これは原子力委員会の仕事ではないかなという感じが

いたします。 

 もう一つ難しいのが「両用技術」あるいは「汎用技術」で、ここまでがそうだと私自身

が言うだけの知識を持っておりませんが、「両用技術」あるいは「汎用技術」と言われる

ものが海外流失した場合に危険にさらされることが、会社の名前は出しませんけれども、

原子力以外の分野ではかつて日米関係を揺るがすような事件が起きたこともあるわけです

し、今は日米関係だけの問題ではないので、核不拡散問題についての知識を持った方が、

こういう技術は汎用として特に気をつける必要があるということを指定して、それの管理

を関係官庁がやるというような、省庁がやるというような仕組みができるといいのではな

いかと思います。 

 ６ページ、１行入れますと上から４つ目のパラグラフになるのですが、「例えば」と書

いてある。私は知識がないので、経産省の方にまた御説明いただけたらと思うのですが、

経産省が核不拡散の見地から輸出管理をなさっているときに、どういうものについて着目

するかという基準について、原子力委員会の意見を聞かれるような仕組みになっているの

かどうか。今までいただいた資料を読むとそうなっていないように読めたものですから、

ここに「仕組みになっていない（ように思われる）」と書いたのです。そうであるとすれ

ば、日本の平和利用政策あるいは不拡散政策の一貫性を保つために一箇所で処理する。な

さるのは経産省の所管の問題だとは思うのですが、こういう技術についてはどう考えるか

というような一定の基準をつくる過程で原子力委員会の御意見を聞くような形にされたら

どうかと思います。 

 最後の点ですが、６ページの一番下に書いてある「核燃料サイクル国際化の議論に対応」。
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私はこの問題を正面からやっているわけではないのですが、私がやっている核軍縮あるい

は核戦略の国際的な議論の中で、やはり核燃料サイクルそのものを国際化するという議論

がぷつぷつと出ております。翻って、いただいた資料その他を見ますと、高レベル廃棄物

の最終処理についても全て国内で完結するような形に。国としては当然、今のところは責

任感を持ってなさっているのだろうと思いますが、いずれ将来、特に高レベル廃棄物の最

終処理を国際的にどうかするか、あるいはそれとの関連で、例えば再処理工場の問題につ

いても、国際化をした方がいいのではないかという議論が外から出てきたときに、日本と

してそれにどう対応するか。これはもちろん関係省庁が中心でしょうけれども、そういう

ことの意見の取りまとめについても将来の原子力委員会が総覧的な立場から臨むのが望ま

しいのではないかという感じをいたしております。 

 以上のことを踏まえまして「５ 原子力委員会改組の基本的方向」と書きましたのは、

勝手に若干僭越だったのですが、今後、私の立場から見ますと、原子力平和利用の確保と、

これまで余りはっきりしていなかったような気がするのですが、核不拡散政策の２つにつ

いて、原子力委員会の後継組織が総覧的な立場から見る。実施官庁はそれぞれの専門諸官

庁があっていいと思いますが、総括的に総覧して見ることが大事なのではないかという感

じがしております。そういう意味でこれを書かせていただいたのですが、お読みいただい

て御質問いただければありがたいと思います。 

○森田座長 どうもありがとうございました。 

 大変重要な御指摘だと思いますが、ただいまの御説明につきまして御質問がありました

ら、どうぞ御発言頂きたいと思います。御意見もあろうかと思いますけれども、また後ほ

ど原子力委員会の機能を整理するところでもこのたぐいのことについて御意見を伺いたい

と思いますので、主として御質問の中心に。 

 吉岡委員、どうぞ。 

○吉岡委員 発表して頂き、ありがとうございます。 

 私から見ると、どういう読み方を私がしたかというと、何が書いていないという、もっ

と書くこと、アイテムがあるのではないかというような気がいたしましたので、その観点

から幾つかの技術についてお聞きしたいのです。 

 原子炉の中でも高速増殖炉あるいは高速炉というのは、運用の仕方によっては兵器用核

物質を非常に効率よくつくれる技術だと思うのです。それもここに入っていてしかるべき

なのではないかと思いますし、あるいは高速炉用の再処理というのも入るのではないか。

更に、どういう使い方をすればいいのかわかりませんが、技術的な詳細はわかりませんけ

れども、分離変換技術というのも恐らくは入ってくるのであろうと。使用済核燃料の分離

変換技術です。 

 昔、私が若いころに大阪大学などに複数回行ったのですが、いわゆるレーザーフュージ

ョン、当時はフュージョンと言うと軍事研究だと思われるので、レーザーエンジニアリン

グと呼ばれていた。そのセンターの名前は、レーザーフュージョン、レーザーエンジニア
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リングだったわけですけれども、そういうものとか、もう一つは、プルトニウムが四十何

トンあるわけですけれども、それをいかに使うというのも１つの考えですけれども、使わ

ずに賢く捨てるというのも１つのアイデアだと思いますので、そういうことの研究という

ことも、つまり、余剰プルトニウムを捨てる技術開発とか、そういうようなことも書いて

もいいのではないかと思った次第です。 

 以上のような技術が余り書かれていないので、それを書くと更に充実するのではないか

と思います。 

 以上です。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 では、ほかに御質問がございましたら、御意見とか。 

 城山委員、どうぞ。 

○城山委員 いただいた資料の６ページの上の方で、規制委員会との役割分担の話も実質

的には多分平和利用の確保だとかについては、原子力委員会と規制委員会の役割分担があ

るという御認識なのでいいのだと思うのですけれども、規制委員会は原子力安全に関して

専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者、確かにそう書いてある、そのとおりです

が、ただ、所掌事務でいうと、所掌事務がばっと並んでいるうちの１つ目がこれなのです。

だから、ある意味で所掌事務の最初のものを代表例的に引いているというだけであって、

本来は、少なくとも今回、原子力規制委員会の方の話になりますけれども、保障措置も含

めて一体運用するという形で制度設計をしたので、実は規制委員会の中に本来的にはこう

いうことも含めた一定の知識がある人がいるべきだというのが恐らく本筋なのだろうと。

ただし、その上でおっしゃるように、全体の方向性の議論と、規制として見る観点の役割

分担があるのですけれども、これだけ見てしまうと、規制委員会は安全だけでいいと見ら

れてしまうと逆にまずいので、その点は少し配慮しておいた方がいいのかなという感じが

いたしました。 

○森田座長 ほかにいかがでしょうか。 

 佐藤委員、何かコメントをお願いします。 

○佐藤委員 吉岡先生がおっしゃったことは全くおっしゃるとおりです。日本の政府が例

えばFBRの問題一つとっても、原子力政策として考えるべきことの中まで踏み込んで議論す

るだけの知識も自信もなかったものですから。 

 もう一度、繰り返しますと、吉岡先生がおっしゃったとおりですけれども、私自身は原

子力政策、高速増殖炉の問題あるいはレーザー、当時のフュージョンの問題。私は当時ち

ょうど科学技術庁担当の主査をやっておりまして、大蔵省で大阪大学の先生の話を伺った

ことがあるのです。ちょうど第２期核融合計画をつくろうというころでしたので。いろい

ろ議論していくと入れるべきことは多々あると思うのです。ただ、今回はそこまで踏み込

む自信もございませんでしたので、ここだけにとめたのです。補足していただければ、充

実したものにしていただければありがたいと思います。 
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 今、城山先生がおっしゃった点はそうなのです。私は冒頭に申し上げましたように、い

ただいた資料、文字面を読んで、規制委員会についても核不拡散政策あるいはそれについ

ての国際論議についての知見を持った人も入れるようになるのが望ましいと思うのです。

ただ、わざわざあそこにあれだけ書いてあるということで気になったものですから、そこ

のところを提起して注目していただいてありがたいと思います。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 いずれにしましても佐藤先生の御意見ということですので、これを踏まえて更にこちら

の有識者会議としてのペーパーに反映させていくということだと思いますので、御議論頂

きたいと思います。 

 ところで、私自身も気になったのですが、６ページのところで先ほど佐藤委員が触れら

れたことですけれども、「経産省が不拡散に係わる輸出管理上の判断基準を策定するに当

たって」云々というところがあります。この辺に関しまして、経産省の方からコメントを

いただけますか。 

○畠山原子力政策課長 済みません、確認をさせて頂きます。 

○森田座長 ６ページの上から、１行入れたら４番目のパラグラフで「例えば」というと

ころです。 

○畠山原子力政策課長 要するに基準をつくって例えば対象の物品を指定したりするとき

に、どういうものについて対象にするのか決めるときに、原子力委員会とどういうやりと

りをしていたのかということについて、確認をさせて頂きたいと思います。 

○森田座長 わかりました。 

 それでは、また後で情報を提供して頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

失礼いたしました。この件はよろしいでしょうか。 

 本日もいろいろ議題がございますので、次に進めさせて頂きたいと思います。 

 前回の会議におきましては、第４回及び第５回の議論の積み残しとして残っておりまし

た機能について議論して頂きました。その内容は、城山先生と増田先生で御相談して方向

性をまとめるということでお願いしておいたわけでございますが、おまとめいただいたも

のが出ておりますので、その資料につきましては、事前に委員にお送りさせていただいて

おりましたのでごらんいただいたことと思いますけれども、その資料について、更に城山

委員、増田委員から御説明をお願いできればと思います。 

 城山委員、お願いいたします。 

○城山委員 見え消し版の方が、どこが変わったかがわかりやすいと思いますので、資料

２－２をごらんいただければと思います。 

 前回の議論について私は欠席させていただいたのですが、議論を伺い、それから増田委

員と御相談させていただいて、論点整理を以下のように修正しているというのが原案であ

ります。 

 まず、２ページ目、基本政策にかかわるところですけれども、１つは、原子力大綱につ
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いては必要性が乏しいというところはかなり意見が共通だったということと伺いましたの

で、作成しないと明示的に書いています。 

 他方、エネルギー政策としての原子力政策については、原子力委員会ではなくて、むし

ろエネルギー基本計画というところに基本的な方向性の議論は投げるということを明示的

に書いたというのが２ページ目の上の部分でございます。 

 「②バックエンドを中心とした核燃料サイクル政策関連」であります。要するに主とし

た対象がバックエンドであるということは共通認識としてあったと伺っていますが、当初

の表現、論点のところが、バックエンドを含めた核燃料サイクルということになっていた

ので、核燃料サイクル自身をここで議論するのではないか、ここの後継組織で議論するの

ではないかとも読み取れるという危惧が示されたということですので、これは表題と合わ

せて、あくまでもバックエンドを中心とした核燃料サイクルの話に焦点を当てることを明

示するということが一つであります。 

 その後に放射性廃棄物については特にということで、これが主たる対象であるというこ

とが明示されたということであります。ここは先ほど佐藤委員がおっしゃられた国際管理

みたいなこともこういうところで読むのか、あるいは国際協力で読む可能性を見るのか、

平和利用の担保で見るのか、そのあたりは先ほどの御報告に基づいて若干検討する必要が

あるのかなと思います。 

 その点もある意味では再確認になりますけれども、最後、文章を足したのは、要は核燃

料サイクル自身をどうするか、少なくともエネルギー政策としては、基本はエネルギー基

本計画の方で議論すべきだろうということになります。そうすると、核燃料サイクルの国

際化みたいな話はエネルギー政策だけではなくて安全保障あるいは平和利用の担保という

側面も出てきますので、そういうところで何らかの役割をこことして果たすかどうかとい

うところは、ここにはまだ書き込んでいないという整理になろうかと思います。 

 大きなこれまでの論点だったと理解していますが、３ページの「③平和利用」について

は、特に御意見はなかったと関係省庁も含めて伺っていますので、基本的にはこれはその

まま維持をしております。 

 一応確認をさせて頂くと、【論点】のところに平和利用の担保に関しては原子力委員会

あるいは後継組織が一定の役割を担う。ただし、規制委員会も保障措置の部分は一定の役

割を新しい体制も持っているので、そこは連関して考えるということも含めて論点として

引き続き入っているということであります。ここは修正していません。 

 ４ページ「⑤国際協力、国際関連」のところです。 

 ここは初めて追加させていただいた部分なので、こういうニュアンスでいいのかという

あたりは皆様から御意見をいただければと思います。 

 指摘事項は、これこれこういう御指摘があったということであります。基本的な論点の

ところで書いているのは、FNCAというアジア原子力協力フォーラムを特出ししていますが、

これはあくまでも例示でありまして、個別事業は基本的にはかなり各省のところに来るだ
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ろうと。ただし、対外的な説明の機能というのは原子力委員会あるいは後継の組織に残る

だろうということであります。 

 この対外的説明をただ行うのではなくて、ちゃんと説得力を持って行うためにどれだけ

のある意味では事務局サポートも含めて担保が要るのかあたりは多分今後の指摘かと思い

ますし、恐らく佐藤委員の先ほどの御発言もこのあたりとも絡んでくるかなと思っていま

す。 

 「⑥福島事故関連」という書き方をさせて頂きましたが、この関連でいろんな課題が出

てくるだろうということはこれまで幅広く議論されてきたことでありますので、それはき

ちっと受けとめられるようにすべきだというのは基本的なポイントであります。 

 ５ページ目の論点の整理の仕方ですが、恐らく政策にかかわるものということと、第８

号に規定されています原子力利用に係る重要事項にかかわってくると思いますので、こう

いうところはある意味では新しい原子力委員会あるいはその後継組織はきちっと対応でき

るようにする。めり張りで言うと、こういうところは形式的な大綱をつくるだとか、予算

に関する関与は整備をしますけれども、こういうことはきちっと対応できるような体制に

すべきだというのが皆様の御意見だったのではないかということで、一応福島事故関連の

ところはこういう形で整理しているということであります。それ以降の部分については、

特に変更はない。 

 以上で、どこを修正させていただいたかということの概略の紹介でございます。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 続きまして、増田委員、お願いいたします。 

○増田委員 今、城山委員からお話があったとおりの整理ですが、ここでやっております

のは、機能論というか機能の整理ということでありますので、実施体制と結びつけてやっ

ているわけではありませんが、ある程度これまでの経験値というものがありますので、そ

れが全くそこで切り離してというよりは、大臣もこの間おっしゃっていましたけれども、

そういう大臣のお話も含めて、今、実効がきちんと上がる形のものを追求していくという

のが基本の考え方であると私は思っています。 

 あと議論していなかったものは今、城山委員からお話があったとおり、「⑤国際協力、

国際関連」と「⑥福島事故関連」と２つ新たに付け加えているわけですが、恐らく福島事

故関連は、今のところ、こういう便宜的な名前をつけて整理するのが一番いいだろうと思

っておりますが、今後は、より具体的な問題が全てほかの機能論のところに全部整理して

いかれるべき性格だと思います。ただ、それがどういう問題が新たに出てくるかというの

が現時点でなかなか予測できないということがございますので、福島事故関連という形で

整理しておくのがいいかと思いますが、これは今後やはり最終的に原子力委員会ないしは

その後継組織が決まるときには、必ずどこかの機能のところで読み取れるという形での整

理だと思っております。 

 以上であります。 
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○森田座長 ありがとうございました。 

 それでは、これからこの論点整理、たたき台について御議論いただいて、修正点に関し

て御質問、御意見等を伺いたいと思っております。 

 まず、確認をさせて頂きますと、ここで議論しておりますのは、これまで原子力委員会

が担っていた機能、あるいはこれからも必要と思われるような機能というものについて列

挙して頂きまして、そして、整理の仕方としては、そもそも機能として不要であるという

ものと、機能しては重要であるけれども、これは次のステップになりますが、原子力委員

会として行うべきか、ほかの機関が十分担い得るものかという整理もあると思いますし、

最後に残ったものにつきましては、原子力委員会か、形を変えた後継機関がきちっと担っ

ていかなければいけないのではないか。 

 最後のところで、後継機関あるいは原子力委員会がこれから担っていくという場合には、

どのような形の組織の形態がそれにふさわしいのか。これは本日の後半か、あるいは次回

以降の論点になりますけれども、そうした形で議論を進めていきたいと思っておりますの

で、そうした観点から御発言をいただければと思います。 

 なお、もう一言言っておきますと、最後の原子力委員会に残すべき機能といいますのは、

組織の在り方とある意味でいいますと連携しておりまして、十分機能を担い得るだけの組

織というものがつくることができなければ意味がないということになりかねませんので、

その辺は必ずしも論理的に順番というわけにはいかないのかもしれませんけれども、そう

した文脈でこの問題を考えていただければと思います。 

 それでは、委員の方から順番に伺って、その後、各省にも御意見を伺いたいと思います。

前回、御欠席の委員もいらっしゃると思いますので、その修正点のほかにも御意見がござ

いましたら、どうぞ御発言頂きたいと思います。これは城山委員と増田委員を除いて全員

伺いたいと思いますので、順番によろしいでしょうか。それともどなたか手を挙げられた

方から。 

 小幡委員か、吉岡委員か、どちらかでございますけれども、小幡委員、よろしいですか。

では、お願いいたします。 

○小幡委員 前回欠席しておりまして申し訳ありません。今、佐藤委員からの御発言もあ

りましたが、私も平和利用のところと国際協力といいますか、少なくとも国際的に発信す

る民主的な原子力にかかわる元締として発信していくというのは、機能としてあった方が

よいのではないかという感じは持っています。そうすると、③とか⑤のあたりの必要性と

いうことです。 

 それ以外の「②バックエンドを中心とした核燃料サイクル政策関連」でございますが、

ここも非常に大きなところというのは、エネルギー基本計画か、どこで決めるものなのか

が私もはっきりしないのですが、基本的に大きなところは、必ずしも原子力委員会だけで

決めることではないと思うのですが、ある程度の方向性が決まった後で、現実にバックエ

ンドをやっていく上で様々な政策を束ねて、現在ある廃棄物を統一的に把握し、確実に進
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めていくという、いわば推進、監視していく役割というのを原子力委員会が担うというこ

とが一つはあると思っています。 

 あとは、それ以外のところというのは、例えば経費の見積り配分計画でありますとか、

事務調整でありますとか、そこは必ずしも原子力委員会という形でやらなくてもよいとい

う感じを持っておりまして、６ページの（６）、研究者、技術者の養成訓練というのは非

常に大事だと思うのですが、現実に、ここの原子力委員会でそれがそもそも本当にできる

かというような感触を持っておりまして、ここは一方で、国として真剣に考えるべきとこ

ろだとは思いますが、さて、原子力委員会にここの任務を担わせたからといって、これが

確実に進むかが疑問でして、そういうミッションを担わせるには必ずしもふさわしくない

のではないかという感じを持っています。とりあえず。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 これから御意見を伺いたいと思いますけれども、一応、たたき台の方の論点の部分には、

存続すべきとか、廃止すべきとか、ある程度明確に書かれているところもございますし、

それ以外については、ほかの組織に移してはどうかということも書かれているところでご

ざいますので、○か×かというところを手掛かりに御発言頂きたいと思いますし、ほかの

省へ移した方がいいのではないか、ほかの機関に移した方がいいのではないかということ

は、後ほどそれぞれの関係府省の方からも御意見を伺いますけれども、そちらの方が受け

たくないと言われると、また議論しなければいけませんので、その辺も含めて、そういう

フレームで御発言いただければ整理がしやすいかなと思います。 

 それでは、続きまして、橘川委員、お願いします。 

○橘川委員 資料２の論点整理自体は非常によくできていると思いますし、大きな異論は

ありません。ただ、２つばかり気になっている点です。 

 一番私が言いたいのは、１～２ページ目に紹介されておりますけれども、推進と規制と

いうことで分離できない業務があって、そこを原子力委員会が担うべきではないかという

考え方からです。そこで平和利用の話ですとかバックエンドの話に光が当たってくる。こ

れは当然だと思うのです。そのときに平和利用なりバックエンドなりが独立して切り出せ

るかどうかという推進とかかわる尻尾みたいなところが残るところがあって、そこのとこ

ろをもう少し詰めておいた方がいいのではないかと思います。 

 例えば平和利用で濃縮のことを考えますと、今後、平和利用という枠組みからも１つの

案として、濃縮を非核保有国のアジアの諸国が日本の六ケ所の施設を利用するなどという

ことも選択肢としてあり得るわけです。そうすると、それは平和利用でもありますけれど

も、一方では、日本の原子力輸出にとっては１つの大きなセールスポイントになる可能性

もあるわけでありまして、そういう意味では推進につながってくるような面もあります。 

 バックエンドの問題でいきますと、ここのところは結構現実性が出てきました、例えば

オンサイトでの暫定保管などということを考えていきますと、原発の現在の立地の意味が

更に増してくるわけです。それと例えばリプレイスとの関係とかというのは全く関係がな
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いとは思いませんので、平和利用だとかバックエンドだとかを純然と切り出し得るのかど

うかというところを少し考えてみた方がいいのではないかというのが１点の論点です。 

 ２つ目は、足された４ページの⑤の国際的なところですけれども、いろいろな業務を各

省庁がやるのは問題ないと思うのですが、例えば国際原子力機関やそれらのことをみんな

向こうはいろんな多機能を持ってやっているわけです。それに対して、日本サイドでワン

ストップ的に対応する機関がなくていいのかどうかということを感じます。 

 というのは、IAEAに行くと、非常にトップを日本が押さえているにもかかわらず、実際

のプロパーの職員などは日本勢は非常に後退していて、日本より設備が小さい中国や韓国

の方がプロパーのメンバーが影響力を増しているというような現実の状況があって、それ

はなぜかというと、各省庁がばらばらに対応しているから、対IAEA戦略といいますか、対

IAEAとの対応についての国策が見えていないところがあります。そういうところのワンス

トップ的な機能というのは原子力委員会に残るのではないか、その辺のところも考えた方

がいいのではないかと思います。 

 以上、２点です。 

○森田座長 ありがとうございます。 

 最初の論点は、佐藤委員が最初のペーパーで御指摘されたところとかなり関係している

テーマだと思います。 

 それでは、古城委員、お願いします。 

○古城委員 私も前回申しましたように、この論点の整理に大枠では異存はありません。

その上で、きょう、新たにつけ加えられました国際協力のところで意見を述べたいと思う

のです。そこに私の意見も書いてあるのですが、佐藤委員の意見と対立しているような形

で読み取れるかと思うのです。ここでの私の趣旨は、各省庁の御説明を聞いておりました

ら、各省庁で説明できるのであれば、わざわざ原子力委員会が説明しなくてもいいのでは

ないか。いわゆる他省庁ができるものはわざわざやらなくてもいいのではないかという問

題提起をしたわけです。現在では、福島事故がその下の関連とか、あるいは先ほどのプル

トニウムバランスについてどういうように日本が考えているかとか、平和利用のところに

かかわるわけですけれども、そういう問題が非常に重要な問題として浮上してきています

ので、そのようなことについては、やはり長期的にどこか責任のあるところが日本として

の政策方針としてきちんと述べる必要性があるのではないかと思います。 

 ですので、これまではそれはどのようになされてきたかが不明ですが、福島事故の後は、

そういうものについての重要性は出てきているのではないかと思います。 

 もう一つ、それにもかかわることですけれども、専門性という問題だと思うのです。恐

らく原子力委員会というのは専門的な知識を持たれた有識者の方が主として構成している

委員会ということになると思うのですが、その専門性をどういうように生かしていくのか

ということについて、これまで省庁でも専門性のある、例えば審議会とかそういうところ

で話し合われていて、原子力委員会の専門性をどこで生かすのかということについて、も
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う一つはっきりわからなかったように私は思いますので、それを今度の機能ときちんと結

びつけるような形で、その専門性が大局として生かされるような形で詰めて頂くのが必要

ではないかと思っています。 

 例えば先ほど小幡委員の方から出されました原子力の人材の養成というところですけれ

ども、これも非常に重要だというのはどなたも意見が一致するところだと思うのです。ど

のような人材が必要かといったときに非常に多様な人材が出てくるわけですけれども、限

られたリソースの中でそれをどういうように配分するかというところは、やはり専門的な

知識が必要になってくると思いますので、例えばですけれども、そういうことに結びつけ

たような形で中立的な専門性が発揮できるような機能が必要ではないかと思います。 

 以上です。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 それでは、佐藤委員、お願いいたします。 

○佐藤委員 大きく分けて２つ、私の意見を申し上げたいのです。 

 １つ、先ほど申し上げたことに重なるのですが、２ページの「②バックエンドを中心と

した核燃料サイクル政策関連」の論点に関連して３点ほど。バックエンドという言葉はよ

くわからない。先ほど橘川さんがおっしゃったように切れないところがあるのではないか。

ウラン濃縮がここに入っているのかどうかということで、私はウラン濃縮も含めた核燃料

サイクル政策全体として捉える必要があるのではないかということが１点。 

 最初のパラグラフの各省との役割分担のもとでという話ですが、私は原子力委員会なり、

その後継組織なりも、各省と横並びの組織であるべきではないと思います。実際実行する

のは関係省庁でしょうけれども、総覧する立場にあれば、上に立つと言うと語弊があるの

かもしれませんが、異なる立場でということの方がよろしいのかもしれませんが、役割分

担のもとでというのが原子力委員会も含めて各省と役割分担をするというような意味だと

すると、私は若干私の意見は異なっています。 

 ３番目に、これに関連するのですが、最後のパラグラフです。今回つけ加えられたとこ

ろですが、エネルギー計画に示された方向性のもとで、要請に応じた検討に限って取り組

むべきだということで、そういうことなのかなという感じが私はするのですけれども、他

方で、エネルギー基本計画をつくるときに原子力の問題については、原子力独特の様々な

問題も踏まえた上で考えないと、考えられないことがあるのではないかという気がします。 

 したがって、どちらが先なのか。あるいは基本計画が原子力のところをちょっと空白に

して、ここをまず原子力委員会で考えてくださいという格好なら、それはそれでいいのか

もしれませんけれども、ただ、そこは原子力のエネルギーといろんなことが絡んできます

ので、このところはこのままでいいのかどうか、もう少し原子力の問題というのは特殊な

問題ではないかという気がします。 

 国際関係あるいは今お話のあった専門家の養成のことについて１つつけますと、私は

IAEAに対応する機関というか、橘川さんの意見は全く賛成です。やはり相対的にIAEAと正
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面から向き合うということが大事ではないかと思います。 

 それとの関連で、当然また専門性のある人の育成が必要になってくるのだろうと思うの

ですが、関係省庁で特に行政に携わる人たちの中の専門知識、逆に言うと、専門知識を持

った人で行政に入れる人を今後とも継続的に育成していくことが大事ではないかと私は思

います。 

 以上です。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 では、寺島委員、お願いいたします。 

○寺島委員 私の意見を明確にしていきたいと思うのですけれども、１つは、今回の方向

づけの中で出ている他の省庁に移した方がいいのではないかというものの判断については、

おおむねそのとおりだろうなと思います。 

 ただし、その中で、今、期待されている原子力行政は何だろうということを考えてみる

と、大きな流れとして、国の原子力に対する関与というものをより明確にする流れをどう

やって担保するのか。それを組織論としてどうやって明確に国民に対して見せるのかとい

うのは我々に問われているテーマだと思うのです。 

 具体的には、例えば汚染水の問題だとか、除染、つまり、国際基準に準拠したあるべき

除染というのはどういうレベルなのかとか、廃炉の話とか、最近非常に話題になっている

使用済の燃料の最終処理の問題だとか、きょう、佐藤さんが提起された、例えば核装備の

可能性などという論点まで含めて、国というものが原子力に対する関与するスタンス、ど

ういう組織論において明確化するのがいいのかということを我々は今考えなければいけな

いのだろうと思うのです。 

 その際、原子力委員会の在り方を見直す議論とここが絡まってくる。私は、原子力のオ

ペレーションの在り方も民間の９つの電力会社に分散していくのではなくて、殊、原子力

だけは電力会社から切り離してでも１つのディビジョンにしてでも、統合会社にしてでも

マネジメントすべきだということを実は総合エネルギー調査会でも発言しているわけです。

それと相関する形で、原子力行政においても、戦略的統括というのが必要になってきてい

るのではないかと。 

 そこで極めて明快なイメージができるのが、今、佐藤さんと橘川さんが発言されたとお

りで、私は冒頭からこだわっていたIAEAと日本はどう向き合っているのかということをよ

く検証しましょうという話の問題意識の先にあるのが、つまり、ワンストップでIAEAに対

応する日本としての統括的責任体制がどうなっているのかということなのです。IAEAは、

原子力の平和利用の分野だけではなく、当然のことながら、核管理、核不拡散の問題をも

う一つの柱としてやっています。ですから、例えば日本を代表してIAEAに出ていったとし

て、原子力の安全とかオペレーションの話だけしていたのではだめで、例えばイランの核

装備だとか、北朝鮮の核装備の問題について、どういうスタンスでもって日本が構えるの

かということまで絡んでいきます。 
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 それは外務省でやっているのですよという責任分担論というのは限界に来ていて、やは

り内閣総理大臣のもとに、日本の原子力戦略が統括されているという部分をしっかり見せ

る必要がある。国際協力、国際関連を考えれば考えるほど、要するに責任体制の、つまり、

分担ということでやっていますよというだけではなくて、この局面で国の原子力への関与

を深めるならば、こういう組織で内閣総理大臣のもとにやっていますということを他の省

庁に移した方がいいものはどんどん移して構わないけれども、ここで例えば御意見が出て

いる３条委員会化すべきだという意見とか、行政機関として大臣が見るような機関にすべ

きだとかという意見がいろいろあると思いますが、いずれにしても問題意識の方向づけは、

そういう組織論をにらんだ方向感で行くべきではないかというのが私の意見です。 

 以上です。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 では、山地委員、お願いします。 

○山地委員 ありがとうございます。少し全体について割り切った話をしてみたいと思い

ます。 

 資料２－２を見ていますけれども、まず、①基本的政策のところは、２ページ目の上に

書いてあるとおりで結構と思います。エネルギー基本計画の方にまとめていく。 

 バックエンドですけれども、ここは２ページの下の方の論点として、例えば「実施に責

任を持つ省庁とは異なる立場」という記述、それ評価を行う意義はあるというわけですけ

れども、これは基本的には実施に責任を持つ省庁でやっていただければいいのではないか。

ただ、その次の「特に」と書いてある放射性廃棄物問題は、後で出てくる福島対応の問題

とか、原子力損害賠償の在り方とかかかわりますから、いわゆる８号業務的に取りまとめ

て対応する。これがどういう組織形態になるかは考えた方がいいですが、私の頭の中にあ

るのは、イギリスのNDAの形のようなものを設置してはどうかと思っております。 

 平和利用ですけれども、ここは先ほど佐藤委員が御指摘のことに私も非常に同意すると

ころで、プルトニウムの管理というだけではない、保障措置だけでもないわけで、レーザ

ー核融合の話も出ましたし、そういう原子力の平和利用に限って推進するということをも

っと強力に一元的に推進する機関が必要だと思っております。 

 だから、原子力委員会に今まである意味象徴的に言われていたのだけれども、実はダブ

ルチェックぐらいしかしていないということだったわけですが、ここをもっと機能強化を

して、むしろ、原子力平和利用委員会とでも言うような形で、先ほど３条委員会とか、あ

るいは閣僚が代表する組織とか、組織形態は余り実は知見がないものですから深く立ち入

って申し上げられませんが、そういう強力な組織として、これは原子力委員会後継組織の

核になるところではないかと思います。 

 あと科学技術にかかわるものというのは、ここに書いてあるところで文科省、総合科学

技術会議が担当。 

 国際協力、国際関連も、ここもやはり平和利用に限って推進するという立場から、例え
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ば先ほどからIAEAに対応する日本の窓口とか、そういうのが必要だと思います。それは先

ほど言った組織、原子力平和利用委員会でも、単に私は思いつきで名前を言っているだけ

です。そういう形で対応していく。 

 福島事故関連は、バックエンド問題、高レベル放射性廃棄物問題と非常にかかわるとこ

でありまして、そこと１つにまとめて対応していく。いわゆる８号的な位置づけかと思い

ます。 

 あとは、２号業務とかは整備していくということですし、３号のところも廃止するし、

４号についても、ここはダブルチェックという話のところより、先ほど出たもっとポジテ

ィブな平和利用をきちんと監視していくという役割で統合できるのではないか。 

 指定研究助成、第５号は廃止ですね。 

 技術者養成のところですが、大事ではあるけれども、これは先ほど来議論があったとこ

ろで、原子力委員会というところでやっても本当にどうなのか。そぐわないので、大事だ

けれども、多分いろいろな省庁で分担できるのではないか。 

 ７については、基本的には廃止ということ。 

 ８号については、先ほど申し上げたように、高レベル放射性廃棄物の問題あるいは原子

力損害賠償、先ほどの福島事故対応というようなところをまとめていく。これは平和利用

を担保するのと違ってもう少し自立的な業務がありますので、それができるような組織形

態を考えたらいいのではないかと思います。 

 以上です。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 それでは、吉岡委員、お願いいたします。 

○吉岡委員 ありがとうございます。前回申しましたように、総論的にはこのような方向

でよろしいと申しましたが、それは変わりありません。 

 主に言いたいことは２つぐらいありまして、１つは、私が出始めたころから言っている

のですけれども、これからの原子力政策の中心、主力になるのは、原子力事業の廃止であ

るとか、廃棄物処分あるいは福島事故の収束、それと事故廃棄物の処理処分、語弊が非常

にあると思うのですけれども、保健医療政策に例えれば、高齢者、障害者対策、これがこ

れからの原子力政策の主力になる。ほかは大したことはないだろうという、原子力を全部

やめるにせよ、大幅スリム化するにせよ、スリム化して残すにせよ、この政策分野が大き

な役割を果たすようになるであろう。 

 その場合に、これをエネ庁がやっていただけるのかというような、エネ庁に全部やって

頂くのも一つのやり方かもしれませんけれども、これだけの大事ですから、政府として一

元的にと私はそういう方向に考えるわけで、そうだとすると、この機能を中心に原子力委

員会をある種、単にダブルチェックではなくて、企画立案から総合調整というのは山本大

臣が２回ほど、それは困るという発言をされたようで、ここから赤字で消えているのです

けれども、総合調整もこの領域でこそやらなければいけないのではないだろうか。それが
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主たる報告、この草案との相違点というか、明らかに矛盾はしないのだけれども、例えば

２ページなどを見てみると、いかにもダブルチェック的な今年か書いていないような気が

いたしますので、もっと果たすべき役割は、山地先生が言ったような方法もよろしいかも

しれないですけれども、私の言ったような方法についてももっと主体的な取組があってい

いのではないかということです。 

 それと、やはり２ページですけれども、エネルギー基本計画との関係が何なのかという

ようなことで、方向性に沿ってとか、方向性のもとでとか言われているのですけれども、

そのように限定する必要はないのではないだろうか。つまり、第三者性というか、独立性

というのを重視するならば、ダブルチェックということを言うにしても、独立性とか第三

者性ということを目指すのであれば、独立でエネルギー基本計画は、それはそれとして、

それを踏まえてこちらの案を出して、それを総理がそれこそ両方に基づいて決断されると

か、そのようなことで基本計画に従ってとか、そういう方向まで書くのは強過ぎるのでは

ないかと思いました。 

 以上です。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 それでは、続いて、各府省の方から簡単にコメントをいただけますでしょうか。順番は

内閣府の方からお願いできますか。 

○板倉参事官 先ほど来御議論がありました国際対応の件でございます。特にIAEAと向き

合うに当たっての窓口対応という御意見も多々ございました。この点について若干御説明

したいと思いますけれども、例えば国際原子力機関の総会が年に１回ございますが、こち

らにつきましては、政府代表としては、今回、山本大臣が出席されました。これは原子力

委員会だけを代表するというよりも、政府全体を代表するという立場で閣僚級ということ

で出席しておりますが、それをサポートする形で原子力委員会委員長も出席し、実際バイ

の会談なども対応してございます。 

 こういう閣僚級の代表を必要とするような場合には、やはり原子力委員会だけで対応す

るということは非常に難しいという状況にございまして、専門性を有する原子力委員会と

閣僚級が両方協力しながら対応するということをしているところでございます。 

 また、窓口ということにつきまして、後ほど外務省から御意見があるかと思いますけれ

ども、様々な日常的な情報の窓口は外交ルートを通じて外務省が行っているという実態が

ございます。そういう中で、政府全体としてもワンボイスをどういうようにするかという

のは、一原子力委員会の機能のみならず、政府全体の構造として考えるべきだと考えてい

る次第でございます。 

 また、国際原子力機関につきましては、核不拡散のみならず安全確保、あとは保障措置

も含めると、現在、原子力規制委員会の所掌となっている部分が非常に多くございますの

で、そういった部分につきましても整理が必要かと考えてございます。 

 以上です。 
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○森田座長 ありがとうございました。 

 続きまして、外務省からお願いいたします。 

○羽鳥不拡散科学原子力課長 IAEAと対応する機関が独立して必要ではないかとか、窓口

をどこか別につくる必要があるのではないかということにつきまして、国際機関というの

はIAEAのみならず国連もございますし、そのほかいろんな機関があるわけでございますけ

れども、そういうところとの連絡は、必要なところにおきましては大使館のような代表部

を現地に派遣しまして、そこで外務省がもちろん代表部を支えているわけですけれども、

関係省庁からも人を派遣して、いろんな分野の対応をしているというところでございまし

て、ある意味、窓口という連絡係であれば外務省が担っているというのが普通の形だと思

います。 

 恐らく、もう少しIAEAの対応を戦略的に考えた方がいいのではないかということについ

て、それは外務省が窓口をして連絡係をしている中で、いろんなIAEAで起こる問題あるい

はIAEAとの関係をどうするかということについて政府内できちっと連携がとれて対応でき

るのであろうかという問題意識があって、もしそれができないのであれば、それを束ねる

ような、あるいは独自にというか、そういう戦略を立てるような機関として原子力委員会

のような機関をつくってはどうかという御意見ではないかと思うのです。そこは福島の原

発事故以降、我々がやってきたこと、我々というのは外務省だけではなくて政府の関係機

関とも連携してIAEAとの関係を対応してきたことが適切であったかどうか、今の体制で十

分かどうかという御議論だと思います。 

 IAEAの中にもいろんな分野があって、例えば福島の関係でいえば、まさに原子力安全、

IAEAは、その世界におきまして、基本的にIAEAというのは加盟国の集団とお考えいただけ

ればいいのですけれども、加盟国が福島で事故が起こって原子力発電というのは本当に大

丈夫なのかということ、あるいは是非進めたい国々としては、原子力は大丈夫なのに、こ

の福島の事故で影響があるのではないかと、そういうようないろんな意見があって、これ

はIAEAの場で累次にわたり、閣僚級あるいは事務的な政府の関係者のレベルでいろんな会

議が行われました。 

 私ども外務省としましては、国内の当時は保安院でございましたけれども、それから経

産省あるいは文科省さん、昨年からは原子力規制庁さんと連携しながら、一体、日本が起

こした事故についてどう説明するのか、どう懸念を払拭するのか、あるいは事故の処理を

する過程でIAEAの知見をどう活用するのかということについてはいろんなやりとりをIAEA

とし、IAEAから安全だけではございませんけれども、例えば廃炉の問題、除染の問題につ

きましても、専門のミッションを派遣して頂くということで、それを関係省庁とみんなで

集まってお相手をして、では、そういうIAEAの知見をどう取り込もうかということ、ある

いは日本の政策をどう説明しようかということを相談してきてやってきたわけでございま

す。 

 平和利用とか不拡散につきましては、平和利用は御存じのようにNPT体制ということで５
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か国が核兵器を持っている。これ以上の国に核を拡散させないためにどうしようかという

ことで、ある意味それを実施するためにつくられたのがIAEAでございます。これはいろん

な国にIAEAの方から査察を出して、各国が原子力を利用する上で、きちっとそれを平和利

用に限定してやっているかどうかという形で、査察を中心とする保障措置というのをやっ

ております。 

 これは日本ではどういうことになりますかというと、査察というのも行われますが、今、

国内では原子力規制庁の方で保障措置についてはまとめてやることになりましたので、私

ども外務省を通じて代表部に連絡が来たりするものですから、代表部から外務省を通じて

すぐに規制庁とも御連絡をしながら、そういう査察保障措置については対応しているとい

うことでございますし、また、将来の保障措置の在り方についても、原子力規制庁の方に

専門の部署がございますので、そこと議論しながら戦略を立てていくということだと思い

ます。 

 あと不拡散につきましては、１つは、輸出管理、まさに拡散させないためにどういう措

置をとるかということで、我が国の場合は輸出管理ということでございますが、これは専

門的に先ほどもどういう物品を対象にするかということなど専門性もございますので、経

産省の方で判断をし、これも我々外務省が連携して対応しているということでございます。 

 北朝鮮、イランの核問題につきましては、外交上の交渉の問題でございますので余り詳

しくは御紹介できませんが、こちらは関係国あるいはIAEAともいろいろ連携し、基本的に

は外務大臣の判断を仰いで日本政府としてどういう対応をするかということで対応してい

ることでございます。 

 というように、我々外務省がやっていますからもう御心配頂く必要はないということを

言いたいわけではないのですけれども、日本政府は一応国際機関での対応をどのようにす

るかということは態勢をとり、外務省だけで専門性はないので、そういう場合には、関係

の国内省庁といろんな連絡をとってそれで方針を決めて、場合によっては重要なものにつ

いては閣議に上げ、そうでないものは大臣の御判断を仰ぎ対応しているということでござ

いますので、これに加えて、新たにIAEAと対応する何か別の組織をつくられるということ

が本当に適切なのかどうか。 

 あと、いろんな業務が行政府の中でうまくできないということの１つの理由は、それを

担う人員が足りないということが結構多うございまして、それはこういうことを言うとあ

れでございますけれども、公務員の数をどんどん減らしていけと、それはもちろん国民の

大切な税金を使うわけですから、そういう税金をできるだけ節約して使うという意味で無

駄な公務員を減らしていくということはあると思うのですけれども、もし必要な業務をや

るだけの人員が足りていないのであれば、そういう組織を強化していくという形でのやり

方もあると思いますので、原子力委員会をつくってそういうことをやらせる必要があるの

かどうかということについては、十分お考えいただければと思います。 

 以上でございます。 
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○森田座長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、文部科学省、お願いします。 

○増子原子力課長 端的に２点ほどお話しさせて頂きたいのですが、国際協力の論点、例

示で例えばFNCAと書かれていますけれども、このプロジェクトについては放射線利用とか

人材育成とか基盤技術とか、かなりのプロジェクトについては文科省が関与させていただ

いて、原子力委員会がどういう形になろうと、それについては責任を持ってやらせて頂き

たいと思っていますが、ただ、論点としてFNCAでも、閣僚級の意見交換の場というのがあ

って、原子力委員会と内閣府が主催になっているので、仮に原子力委員会がなくなって、

例えば内閣府あるいは担当大臣が責任を持って運営しないと、東アジア諸国中心に閣僚級

が集まってやっている会議なので、簡単に各省任せになると空中分解になってしまうおそ

れもあるので、やはり責任省庁は明確にする。仮に内閣府が嫌だといった場合、外務省が

やるとかやらないと、原子力エネルギー全体にまたがっている研究開発だけではなくて利

用とか、そういうのがあるので、それはよくお考えになって整理しないと、個々のプロジ

ェクトだけでも、相当大変な課題を抱えているかなという気がしております。 

 もう一点は、これまで何度かお話しさせていただいていた原子力委員会の重要事項の原

子力損害賠償の検討のところについては、是非先ほど寺島先生からお話がありました原子

力事業体制の在り方を含めて、まさに原子力事業者の責任の在り方あるいは国の責任の在

り方等を検討するということが重要になりますので、まさに原子力委員会あるいは後継組

織で、そういう点も含めて是非御議論できるような形にお願いできればと考えております。 

 以上です。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 続きまして、経済産業省、お願いします。 

○畠山原子力政策課長 それでは、大きく２点ぐらいですが、まず、国際関係のところで

ございまして、ここはこの場でも私の方からは原子力委員会若しくは後継の組織に原子力

利用の全体像ですとか、あるいは中長期的な見通し、核不拡散の取組、こういうものを国

内外の専門家に対して技術的、科学的な視点から情報発信をして頂き、更に相手方の担当

者あるいは責任者と信頼関係を持って意見交換をする。要するに単に発信するだけではな

くて、むしろ受け手となり意見交換をするということが大事だということを申し上げてき

たことがございます。 

 まさにそうした視点から言うと、４ページの国際関係のところで指摘事項の２つ目にも

そのようなことが少し書いてあるわけですけれども、【論点】の最後ですが、国際会議の

場においては、必要に応じ、対外的な説明を行うということがございますけれども、むし

ろ信頼関係を持って長期的、継続的に意見交換をするということが大事だとは思っており

まして、そういう意味で言うと、必要に応じて必要なときに説明しますよというよりは、

むしろ長期的に専門性を持った立場でしっかり信頼関係を持って意見交換をするというこ

とがすごく大事なので、その点、御指摘をさせて頂きたいと思います。 
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 バックエンドのところの話がございました。まさに山地先生からNDA的に、これはイギリ

スの組織ですけれども、廃炉について実際発注者になって自分で施設も持ってやるわけで

すけれども、こういうことにしてはどうかという御意見があった。この場でこれまでも御

議論があったことも認識した上で、むしろ原子力委員会、原子力委員会の後継組織につい

ては、長期的あるいは専門的な視点から、大きな枠組みの在り方を見て頂く、あるいは御

議論頂くというのが大事だと思っておりまして、そういう意味では、寺島先生がおっしゃ

ったように、国が原子力の分野にどうかかわるのかとか、今、御指摘のあった原子力賠償

も含めてそうなのかもしれませんが、そういうことについて検討、検証頂くというのが大

事だと思っております。 

 一方で、NDA的な組織というのは、まさに実業でございますので、それが本当に委員会方

式のこういう組織にそぐうのかどうかというところは、なお検証を頂く必要があるのかな

と思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 それでは、規制庁、お願いいたします。 

○細川企画調査官 ありがとうございます。私からは１点、御報告させて頂きたいと思い

ます。 

 今までの御議論の中でも、平和的利用に関する部分について、それを推進していく組織

というのは必要ではないかというのがいろんな委員の方から御意見が出ていたと思います。

前回も申し上げたところですけれども、原子力規制委員会としては、平和的利用に関する

規制に関することというのが所掌事務の中に書かれておりますので、当然、平和的利用を

どう担保していくかということを政府全体で考えていく中で一端を担うことになると思い

ます。 

 やはり我が国として平和的利用をどういうように担保するのかというについて、全体的

なメカニズムというか仕組みというか、そういったものをどういう形でつくっていくかと

いうところの議論がまず必要かなと思っております。その中で、規制的手法によるべきと

ころはどこなのだろうというところで位置づけを整理して頂く必要があるのではないかと

思います。 

 特に、今回論点のところで御指摘いただいている中で、個別の論点としては３ページの

ところにありますように、海外プルトニウムの保管量の確認というところがあると思うの

ですけれども、これまでは御存じのとおり、規制的な手法にはよらずにやってきていただ

いたところではあるのですが、これをなぜ今後規制的手法による必要があるのかというと

ころは、先ほどの規制の全体像の整備も含めて御議論いただければと考えております。 

 以上です。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 一通り御意見を伺いましたので、これからディスカッションをして頂きたいと思います。
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大きな論点になっておりますのは、国際協力の点でワンストップの窓口一元化と、実質的

に国際的な交渉なり何なりの担い手がどうかというところです。どうぞ委員の皆様、御発

言頂きたいと思います。ここは各省も含めてディスカッションして頂きたいと思います。

いかがでしょう。 

 それでは、佐藤委員からお願いします。 

○佐藤委員 論点というか、議論する角度の問題ですけれども、会議のときに誰がどこを

代表するということも大事でしょうけれども、恒常的に日ごろの情報交換をしていくとい

うことが大事だと思うのです。先生が心配されておられるのも、会議の場でどうだこうだ

というよりも、日ごろのIAEAの事務当局との総合的な意見交換の場で、誰か全体を見回し

て議論できる人が必要だという意味で私は、対応すべきグループがこちらにあるというこ

とは大事だと思うのです。 

 もう一つは、IAEAにもっと人を送り込む、これは人材養成とも関係すると思うのですが、

先ほど橘川さんがおっしゃったような、行ってみて余りだんだん下の方に、私は行ったこ

とはないのですが、私が長年おりました国連の例を見ても、どんどん日本人が減っていく。

お金を出しているのに見合っただけの人が出せない。結局、向こうも一つの生き物になっ

てしまうわけで、そういうIAEAの組織にもっと人を出していく。そういう視点も考えなが

ら、総合的な人材養成をして考えていくことが大事ではないかと思います。 

○森田座長 では、城山委員、どうぞ。 

○城山委員 私、前回、欠席させていただいて議論されたかどうかわからないのと、多分

これからの議論につながると思うのです。 

 ある種の総覧性の確保みたいな意味で言うと、先ほど内閣府の話にもありましたけれど

も、ちゃんと担当大臣がいるというのは一番大事なことなのかなと。つまり、確かにIAEA

の全体像を見ていたりとか、多分いろんなネットワーク、情報共有をしていくことが大事

だというのはまさにおっしゃるとおりなのですけれども、それは組織をつくればできると

いう話の性格ではなくて、恐らくIAEAの話というのは不拡散の話、保障措置の話もあれば

安全の話もあるので、あるいは途上国、エマージングカントリーへのシステム輸出にかか

わるようなところもあります。そうすると、国内の省庁ですと、かなり各省にまたがるよ

うな話なので、多分、そこを組織でやるというよりかは、むしろ担当大臣をきちっと置く。

ある意味では、ここの規制委員会の後継なり組織の委員長というのは、それに対するある

種のサイエンスアドバイザー的な役割を果たすのだと思うのです。 

 だから、そういうきちっとした体制をつくるというのは一番大事で、その上で、非公式

な情報共有も含めてどういうようにやったらいいのか、そこはまさに運用の工夫なのだと

思うのです。そういう意味で言うと、今の文章で言うと最後の８ページ「２．今後の議論

に向けて」というところでしか書けていないのです。 

 現在、たまたま山本大臣という方がいらっしゃるわけですが、これは別にたまたまであ

って保証されている話ではないわけですけれども、原子力担当大臣というのがきちっとい

23 

 



るというのが、多分組織の話と同時にかなり大事なことなので、そこの位置づけのような

ことを今後の組織論のときには考えていくということが一つの核になるのではないかとい

うのが１点です。 

 あともう一点は、確かに間が切れないところがあって、尻尾のところをどうするかとい

うのはおっしゃるように問題で、だからといって、尻尾も含めてなかなか全部を取り込む

というわけにもいかないだろうということなのだと思うのです。そのときに、ここでの切

り取り方は、１つあり得るのは、燃料サイクルにおけるバックエンドのところはかなり限

定してここは切り出しています。他方、平和利用だとか国際協力というのはかなり広いも

のが入り得ることになっていて、多分そこの国際協力とか平和利用のところで多少いろい

ろつながってくるところは拾うぐらいの距離感の整理になっているのかなというのが私の

理解です。 

 例えばこれは佐藤委員もおっしゃいましたけれども、国際管理とか六ケ所をどう使うか

というは多分いろんな議論が今後ともあり得る話で、それは必ずしもサイクルの話という

ことではなくて、むしろ国際的な協力だとか、平和利用の確保という文脈の中でそういう

のを少し幅広に議論するという可能性を残しておくというところである程度拾えるのかな

という感じがしています。あるいはウランの話というのも技術的なところは詳細を存じ上

げないところですけれども、そこも多分恐らく重要になってくるのは、サイクル政策とし

てどうかというよりかは、多分国際的な協力だとか配慮だとか平和利用の担保というとこ

ろの絡みで重要になるので、そこをどういう形で切り取るかというところをうまく設定す

れば、おっしゃっていたようなこともうまく扱えるのではないかという感じを持っていま

す。 

○橘川委員 今、城山先生の説明を聞いて大体すっきりしたところがあって、そういう説

明を聞きたかったので意見を言ったところもあります。 

 平和利用を幅広にして、バックエンドを割と狭めにとる。その辺の線引きは厳格には難

しいと思うのですけれども、そうだと思います。ただ、その話と実は国際的な話は関係し

ていると思っていまして、今、六ケ所の話が出ましたけれども、例えばもんじゅなどでも、

ナトリウム冷却炉が2025年にインド、ロシア、中国あたりでかなり実用性が高いものが出

てくる。それに対して、国際的に安全面でチェックするとかという仕組みはどうも結構も

んじゅに期待される側面はあるのではないかと思うのです。あるいは廃棄物の減容のため

にもんじゅを見るという新しい位置づけなども出てきまして、いわゆる推進的なものとは

違う形で位置づけている。そうすると、多分国際的な観点が必要になるので、私はガバナ

ンス的に機構というやり方だともんじゅはだめだと思っていますので、IAEA的なものがか

なり入ってくる、IAEAがある程度関与してくる、若しくは福井か青森にIAEAのアジアの国

際出張機関みたいなものを設けてもらうとか、そういうような話にもなってきたりすると

思うので、その話と国際的な機関が連携してくる、そのときにややワンストップ的な議論

が必要なのではないかと思います。 
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 外務省の方が言われる話は非常によくわかりまして、別にワンストップがなくてもでき

るという可能性は十分にあると思います。現に、トップを天野さんがとったわけですけれ

ども、やはり外務省の努力を非常に多とします。なかなか大変だったと思うのです。まさ

に言われたように、今、予算を切られていて、公務員の数が減っている。 

 これは原子力委員会も同じですけれども、そこに非常に大きな問題があって、やや踏み

込んだ発言で問題なのですけれども、私は例えば推進の方はエネルギー基本計画でと書い

てあるのですけれども、そのエネルギー基本計画の方向性に沿ってという話なのだけれど

も、現状、去年33回やって、今年はもう10回以上やっているけれども、本当に原子力につ

いて明確な位置づけが出てくる基本計画が出てくるのかどうか。原子力課長に聞くよりも

後藤さんの方に聞いた方がいい話ですけれども、そこのところは非常に違うのではないか

と思っているのです。なぜかというと、政治の影響が物すごくあって、民主党か自民党か

というのは関係なくて、政治的な影響でこういう基本計画のところが曖昧になってくるよ

うな構造が一方にある。そうだとすると、省庁が頑張って何とか対応できるという省庁が

何でもできる時代は終わっていて、しかも予算で制約されているという状況の中で、その

辺のリアルな状況をカウントすると、やはりある部分はワンストップ的なものを原子力委

員会に期待する、それもできるかどうかわからないですけれども、リアルなところを入れ

ると、落としどころとしてはそちらの方がいいのではないかというのが私の判断です。 

○森田座長 では、寺島委員、どうぞ。 

○寺島委員 一言追加しておきたいのですけれども、まず屋上屋を重ねるような方向性と

いうものを目指しているのではなくて、IAEAですけれども、この間、私も行ってきて、IAEA

の日本の代表でかかわっている人ではなくて、IAEAにかかわっている外国人が、例えば去

年の９月の総会、日本から外務省かどこかの副大臣か政務官か何か出ていって話をしたと

いうのに対して、物すごく失望したという話を受けた。要するに、御本人が原子力を一切

わかっていないし、わけのわからない話を聞かされた方が余計またわけがわからなくって、

日本は一体何を考えているのだということが私みたいな立場の人間にも言われてくる。 

 今年は、まさに城山さんおっしゃったように、大臣が一応日本の原子力政策を統括する

役割だというイメージで話されているから、聞いている方もそういうようにきちっと構え

ているし、責任ある説明をしているのだと受けとめるから、それなりのポジティブな反応

を同じ者が語るわけです。私が言っているのはそういうことで、つまり、内閣総理大臣に

対して、専門性の高い知見のある情報を集約して、いわゆる核不拡散から平和利用まで、

日本の総合原子力政策が絶えずフィードバックしてコンティニュアスリーに、つまり、継

続的に統括されているという体制が見えないとだめだという意味のことを言っているわけ

で、それがワンストップに対する対応という意見につながっていくのだというイメージの

ことだということだけ発言させて頂きます。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 吉岡委員、どうぞ。 
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○吉岡委員 国際関係ということでIAEAに関する議論がいろいろ出ているわけですけれど

も、安全化規制ということに関して言えば、IAEAのいろいろ基準が改定されて、安全度が

それなりに高まっていたところ、日本ではそれを必ずしも先取的に対応したわけではなか

ったという、それが事故の一つの原因だと指摘されているわけです。 

 分析が余りないわけです。２つの事故調は余りそれに突っ込まないで避けて通ってしま

ったけれども、IAEAとの関係を密にして、そのコミュニティーに、それが一つのとうが立

ってくるぐらいのもんじゅかもしれませんけれども、そこで国際社会をリードしていく、

あるいは先導していくという点から言うと、特に規制の方が重要であろうという認識はあ

るのですけれども、その際に、改組されてできるかもしれない原子力委員会と規制委員会

との関係というのをどのように整備すればいいのかということは、点でばらばらではまず

いわけですが、考えなければいけない。今、具体的なアイデアはないのですけれども、い

ずれは近いうちに考えなければいけない。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 増田委員、どうぞ。 

○増田委員 今までの議論をお聞きしていて、大変示唆に富んだのが多かったと思ってお

りますが、いずれにしても、その後の組織論の議論と絡んでいるというか、むしろ組織論

に踏み込んでいかないと、答え、解が出てこないものが多いと思います。 

 １つだけ申し上げておきたいのは、やはり城山委員がおっしゃったような担当大臣がき

ちんと明示的に決められているということが今の国際会議等あるいは国際機関と向き合う

上でも非常に重要なことであって、内閣の分担管理原則で全部隙間なく必要な業務はどこ

かが必ずやっていると思いますが、内閣府の特命担当大臣であれば必ず事務局ができます

ので、私はパーマネントに組織を切り出すと、常にその人をどこに持っていくのか、それ

だけの能力があるかとか、そういうことの非常に重たいものをつくるということは基本的

には極めて難しいと思っていますので、後ほどの議論になりますが、担当大臣が機能的に

役割を果たしていくということをいろんな分野で今後考えていく必要があると思います。 

 もう一つ、バックエンドの方の話ですが、要は原子力委員会の性格ですけれども、やは

り、ほかと違うものは、中立的であり、公平性があって、第三者性というか、独立性があ

るというのが原子力委員会の一番大きな特徴だろうと思いますので、それになじむ機能と

いうもので今後の原子力政策の中でそこを重視したいというものを見つけ出していって、

そこに合わせていくというのが今我々のやっていかなければいけない作業だと思うのです。

ですから、核燃サイクル全体ではなくて、意識してバックエンドを明示的に限定的に切り

出すということをしているわけですが、例えば今、巷間言われて最近話題になってきまし

た地層処分、そういったものについての安全性などについて、技術オプションについてき

ちんと評価するとか、そんなことは考えられるのではないかと思います。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 大分時間が押してまいりましたので、今、増田委員にかなり整理をしていただいたと思
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いますけれども、少し組織の方の話に移っていきたいと思います。ただ、その前に機能で

すけれども、このままやりますとまた混乱するかもしれませんので、少し整理させて頂き

たいと思います。 

 ただいま意見がいろいろございました。最終的には、また、城山委員長代理、増田委員

にもう一度御整理頂きたいと思いますけれども、順番に見てまいりますと、例えば最初の

基本政策については御意見ございませんでしたけれども、これは作成しないということで、

これについては御異論ございませんね。 

 ２番目のバックエンドを中心としたということについては、幾つか御意見があったと思

います。平和利用に関しても、特に重要性の御指摘はございましたし、IAEAとの関係での

御議論はございましたけれども、ここは３ページの論点の書き方としては、原子力委員会

又は後継組織が担う意義があるということで、これについては要らないという御意見はな

かったかと思います。 

 ただ、関連しまして、その後にありますけれども、プルトニウムの保管量の確認である

とか、そうした確認事項については規制委員会にやってもらう方がいいのではないかとい

うことがここには書かれているわけでございますけれども、これにつきましては規制委員

会の方も特段御指摘はなかったかなと思います。そのような理解でよろしいですか。 

○細川企画調査官 位置づけです。私どもはこれから対外的に、もし規制委員会でやるこ

とになった場合には位置づけについて説明していく責任を有しておりますので、これまで

規制的手法でやってこなかった部分を仮に規制的なやり方でやっていくということになっ

た場合には、まず、この部分については、規制的な手法でやった方がよいのかということ

を整理頂きたいということが先ほど申し上げた趣旨でございます。 

○森田座長 ありがとうございます。そういう趣旨だと。 

 次の４ページの⑤国際協力につきましては、一番御議論があったところだと思います。

これは前回御議論いただいたものを今回こういう形で整理して頂きましたし、前回は城山

委員が御欠席だったということもございますので、これにつきましては、また御検討頂き

たいと思います。 

 福島関連事故につきましては、先ほど増田委員もございましたけれども、このケースに

ついて特殊性ですが、ここで出てくる論点については、長期的に見た場合、ほかの機能の

中に分散され得るだろうと。そして、ここでは第８号の原子力利用に関する重要事項に係

る業務として、その中に包含することができるのではないかという御意見だったと思いま

す。これについても、特段、きょうのところは御意見なかったかなと思っております。 

 その後の（２）（３）につきましては、それぞれ廃止するという論点のところで文言が

並んでおります。これについては御異論なかったということで、そういう方向で整理させ

ていただいてよろしいでしょうかということでございますし、「（４）核燃料物質及び原

子炉に関する規制に関すること（第４号）」につきましても、ダブルチェックの必要性に

ついて少し御発言がありましたけれども、余り詰めた議論がなかったかなと思います。こ
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れにつきましては、実質的にできるかどうかということも含めて、多分組織の問題と絡ん

でくるかなと思います。そういう形の整理でよろしいでしょうか。 

 そして、その後、試験研究、助成は廃止する、また人材につきましては先ほどございま

したように、それが非常に重要であるということですけれども、これも原子力委員会が主

として担うべきかどうかということについては、必ずしも積極な御意見はなかったように

思います。ただ、これはどこも担い手がなかった場合どうするかという話は出てくるとい

うことでございます。 

 ７番目の資料収集、統計は、上の方の白書は作成する意義があるけれども、統計は不要

であるという論点の整理になっております。よろしいでしょうか。 

 最後の８ページのところにつきましては、そこに書いておりましたように、法律に基づ

き原子力委員会に属せられた事務については、（１）の原子力利用に関する政策の整理を

踏まえて、原子力委員会又は後継機関が継続する。これは残るということですけれども、

そうした形で整理されております。私、御意見を伺っていてやや強引に整理した感がある

かと思います。その整理について、ここはおかしいとかという御意見はございますか。 

 ややペンディングになっているところにつきましては、もう一度、きょうの議論を踏ま

えて城山委員、増田委員に御整理頂きたいと思います。いずれにしましても、そこを考え

る場合には、組織がどのようなものであるか、組織についてどう考えるかということを一

度御議論頂く必要があろうかと思っております。 

 どうぞ。 

○山地委員 確認のつもりなのですけれども、私、バックエンド、特に放射性廃棄物処分

のところと福島事故対応あるいは原子力損害賠償の整備、これらは８号業務のところとい

うことですが、それにまとめてNDAの組織と申し上げたのは、必ずしも原子力委員会ないし

はその後継組織という意味ではなくて、そういう組織を新たにつくって、そこへ移管とい

うつもりでありますので、原子力委員会の業務をどこかに後継としてやるというのとは違

いますので、そこは御留意いただければと思います。 

○森田座長 わかりました。ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○佐藤委員 おっしゃったことに異論があるというわけではないのですけれども、確認ま

でですが、６ページの「（４）核燃料物質及び原子炉に関する規制に関すること（第４号）」

の【論点】のところで、一方で、平和目的をダブルチェックする必要は乏しくなっている、

その他方で、平和利用に関する業務に関して規制委員会から必要な報告を受けるようにす

べきである。ここのところは、もう少し後ほどの組織論との関係で詰める必要があるので

はないかと私は個人的には思っているのです。 

 もう一つは、保障措置という言葉ですが、私、きょうは紙でも核不拡散の視点に対する

日本の責任ということを申し上げて、保障措置と核不拡散との間には、同心円を書くと若

干違いがあるので、その辺も今後組織論との絡みで議論させて頂きたいと思います。 
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○森田座長 御注意、ありがとうございます。 

 私の整理の仕方は、どちらかといいますと廃止するものの確認でございまして、それ以

外のものについては、機能としては残すということで、それは多分組織の在り方との関連

で決まってくるのではないかと思います。 

 一般的に行政の事務はそうだと思いますけれども、関連しておりますから、総合的にや

ろうとすればそれほど大きな組織は全部取り込むというのがいいということになるわけで

すけれども、現実それが不可能である。その場合に、重要な事項はそれぞれの各府省に残

してどうやって統合するかという話になろうかと思っております。やはり関連性を持って

どうやって統合するかというときに、佐藤委員もおっしゃいましたし、城山委員も指摘さ

れましたけれども、大臣なり、上から総覧するといいましょうか、そういうような組織上

の位置づけができるかどうか。そうでなければ、組織の内部に取り込むということになる

と思いますし、内部に取り込む場合には、現在、担当している府省の機能を場合によって

は人員も含めて移すというようなことも選択の可能性があると思います。これにつきまし

ては、現実にはなかなか難しい話だと思いますので、かなり厳しい制約の中で何が可能で

あろうかという観点から、この組織のことを考えて頂きたいと思います。 

 特に今御議論を聞いていて感じましたのは、国際関係において、要するに一元的な窓口、

単なる連絡係の窓口ではなくて、実質的な国を代表するような、意見を統合するような部

署、部門をどうするかということだと思いますので、そうでありませんと、皆さんワンス

トップの窓口には賛成されますけれども、各省ごとにワンストップの窓口を置くというこ

とになっては余り意味がないわけでございますので、そうした観点から組織について少し

議論を進めていきたいと思います。 

 本日は、御専門の小幡委員からペーパーが提出されておりますので、まず、それについ

て御説明をお願いできればと思います。 

 あと、これまでの原子力委員会の経緯について、内閣府の方からもペーパーが出ており

ますけれども、これは時間の関係でそこまで議論ができない場合には、次回、多分大臣も

御出席になると思いますので、そこで組織の議論をじっくりやりたいと思いますので、き

ょうのところは、まず組織について御専門の方から、どういうことかということを勉強す

るという感じでよろしくお願いいたします。 

 簡潔にどうぞ。 

○小幡委員 行政法が専門ということで、別に組織について私が特に詳しいというわけで

はないのですが、一般的な行政法の見地から、組織として、主に３条機関と８条機関とよ

く議論が出ますので、それについて５分程度、お話をさせて頂きます。 

 ペーパーは資料３でございますが、今、国家行政組織法は３条機関、８条機関、内閣府

の方で設置法58条、37条ということになってございますが、通常、よく言われるのは、３

条委員会か、いわゆる８条の審議会なのかという議論でございます。先ほど佐藤委員から

も３条委員会にすべきだという御議論がございましたが、基本的に結論的に申してしまい
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ますが、今、３条委員会と８条の審議会というのは実質的にほとんど差がないと言っても

よいと思います。というよりも、例外が多すぎて、きれいに分けられないということでご

ざいます。 

 原則としての差異というのは、そこにございますように、審議会というのは、普通は諮

問機関で、自らの名で外部に国家意思を表示することができないのに対して、行政委員会

は、それ自体として国家意思を決定し、外部に表示するのだという、ここが大きく違うと

言われております。事務局職員の人事権も行政委員会では委員長が有しますし、行政委員

会は、固有の事務局を有し、更に規則制定権、告示制定権が付与されると通常言われてい

ます。当初、委員会という名称は３条機関で用いると言われていたようでございますが、

もう既に原子力委員会が形式的に３条機関ではございませんので、このメルクマールは早

くも消滅したということが言えると思います。 

 ただ、今、申しましたような差異については例外も多いということで、一律ではござい

ません。例えば審議会であっても、例外として行政庁、つまり行政庁というのは、まさに

直ちに国会意思として外部に表示し、それが法的拘束力を有するものというのでございま

す。社会保障審議会の裁決でありますとか、土地鑑定委員会や地価の公示を自らの名で行

う、これも法律上書いてございますが、こういうものはそもそも審議会ですが、対外的に

も行政庁であるというものがございます。 

 今、諮問を受けて審議すると申しましたが、これは原則でありまして、諮問なしに審議

し、建議する機能、これは現実に、いわば原子力委員会設置法、今の現行の設置法が例に

引かれますが、企画し、審議し、決定する。「企画し」というのは、自らやるわけでござ

いまして、諮問によらないので建議するという機能の存在を所与としております。 

 更に今の原子力委員会設置法にございますような勧告権、報告徴収権も規定されていて、

これは原子力委員会に限らず消費者委員会等々、ほかにも例がございます。 

 審議会の意見に政府は法的に拘束されるかということですが、通常は、法的には拘束さ

れないと説明されますが、これも個別の法律の仕組みで決めるべきで、一概には言えませ

ん。答申の尊重規定が置かれている例というのもございます。 

 更に言うと、自ら諮問しておきながら、それに従わないというのはむしろおかしいわけ

でございまして、通常は、それを尊重することは当然のことであって、もし違う決定を行

う場合には、合理的な理由を国民に説明する責務が生ずると考えられております。 

 先ほど申しましたように、そもそも法的拘束力のあるような決定が行える審議会につい

ては、いまのように拘束力云々のことを論じる必要がないわけでございます。それから、

審議会にも固有の事務局は置かれております。1950年に社会保障制度審議会へ事務局が設

置されましたし、今ではたくさん消費者委員会でありますとか食品安全委員会、情報公開・

個人情報保護審査会にも事務局が置かれております。ただ、審議会等整理合理化計画とい

うのがございまして、ここでは所管府省内の部局において事務局を行うのが原則であると

は言われておりますが、例外はあるということでございます。 
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 次のページ、審議会であっても、結局いろいろな名前が付されておりまして、行政委員

会自身も様々な組織的対応がございますので、この境界は非常に曖昧化していると言われ

ております。 

 次の２番になりますと、行政委員会と審議会の現状でございますが、行政委員会という

のは言うまでもなく、戦後、アメリカから導入されました。当初は、行政の民主化、官僚

制の打破ということが強調されました。ただ、設置根拠は様々でございまして、政治的中

立性であったり、専門技術的判断の必要であったり、複数当事者の利害調整あるいは準司

法的手続等です。様々な行政委員会について、この設置根拠がいろいろ多様でございます。

次第に日本の社会では実際には適合しないのではないか、責任の明確性に欠けるのではな

いかということで、多くの行政委員会が諮問機関としての審議会に改組されております。

現在、内閣府には、公正取引委員会、国家公安委員会のみ、国家行政組織法には公害等調

整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会、原子力規制委員会、これ

のみがいわゆる３条の委員会でございます。 

 ただ、当初、行政委員会自身には、責任の所在が明確でなくなるなどという若干違憲論

もあったのですが、これは下火になっておりまして、必要なものであれば、行政委員会を

活用してもよいのではないかというのは1997年の行政改革会議の最終報告にもあるところ

でありまして、最近は内閣府の外局に今回マイナンバー等で個人番号情報保護委員会が設

置される予定、原子力規制委員会が３条委員会で設置されると、少しずつまた出てきてい

るということがございます。 

 他方、審議会はそこにございますように、３つぐらい大体類型があると言われています。

審議会の一般論でございますが、合議制の機関であり、その構成員は学識経験者であって、

官僚に比べますと、要するに短期、短い期間の任期でございます。通常の国家意思決定過

程あるいは官僚組織では得難い知識経験を決定過程に導入すべきである。ただ、一番問題

になるのが委員の人選方法、運営の方法等の問題がございまして、政府の隠れ蓑問題とい

うのが通常の審議会であればいつも議論になることでございます。 

 ということでざっとお話しましたが、簡単に言いますと、行政委員会にも様々なものが

あり、行政委員会であっても事務局は設置していないものもあれば、公安審査委員会など

は全員非常勤でございます。様々な行政委員会、３条委員会といっても、それほど非常に

強力というような雰囲気でもない。他方で、８条の審議会、いろいろな委員会という名前

もついておりますが、これにおいて固有の事務局を持って勧告権などを有して、比較的強

力と思われるようなものも８条の審議会の中にあるというような状況だということでござ

います。 

 もう終わりにしますが、最後に、原子力委員会の役割です。先ほどから議論がございま

したので、これは私の私見なので、同じことは繰り返しませんが、組織としては、そもそ

も今も８条の審議会であるのですが、委員会という名前をつけていて、３条委員会に近い

ものを企図していたというのはわかります。単なる諮問的な審議会ではなくて、もっと強
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力にしたい。これは原子力という重要性に鑑み、強力な組織によって原子力利用を総合的

に企画・審議する。同時に、これを合議制機関とすることによる民主的な運営をする。専

門性、民主性、国際的な信頼を得るということであったかと思います。 

 ただ、その後いろいろ変遷がございまして、まず1978年に原子力安全委員会が分離しま

す。2012年、３条機関（行政委員会）として原子力規制委員会が創設されます。そういう

状況下で原子力委員会というものがどのような役割を果たすべきかは、先ほど来議論があ

ったところでございまして、今、既に３条委員会ではない８条という形でやられていたと

いう中で、今後、後継する機関をまた本当に３条にすべきかについては、私自身は若干疑

問とするところでございます。 

 以上です。 

○森田座長 ありがとうございました。 

 行政組織法講義だったかもしれませんけれども、これにつきまして何か御質問はござい

ますか。きょうのところは余り時間がございませんし、更に次回以降、十分な時間をとっ

て議論したいと思います。 

 若干、私も行政学で組織をやっているものですから、少しコメントといいますか、印象

を述べさせて頂きますと、３条か８条かというのは国家行政組織法上の規定ですけれども、

基本的に国家の意思の決定権があるかどうかという区別で、３条は別に委員会でなくても、

各府省は全部３条機関に当たります。それ以外の諮問機関は８条という形で法律上位置づ

けているということでございますけれども、現実には、この両者の類型というのはかなり

粗いものでございまして、今、境界が非常に不明確になっているということをおっしゃい

ましたけれども、もう一つ、私自身、最近特にふえているこの種の会議体、合議体で類型

として言えるのは、決定権者である大臣そのものが議長であったり委員長であったり、あ

るいは参加されるという、そうしたタイプの会議がかなりふえてきていると思います。こ

れは新しい類型で、私自身は御前会議と名づけていいのではないかと思っておりますけれ

ども、決定権者が諮問機関の議事をする。その場合には、答申を尊重しないということは

論理的にどういうことなのかよくわかりませんけれども、もともとはこの改革を始めまし

た行政改革会議は橋本総理が委員長を務められましたし、その後、そこでつくられました

経済財政諮問会議、総合科学技術会議もそうでございます。 

 もっとさかのぼりますと、国家公安委員会もそれに近い形態だと思いまして、このカテ

ゴリーのものをどう考えるか。何を申し上げたいかといいますと、原子力委員会もかなり

それに近いものが元の姿ではなかったかなと思っておりまして、現在の原子力委員会の場

合には、したがって、その後、大臣がトップから外れることになったわけですけれども、

誰が諮問をして誰に答申するかということが必ずしも明確ではないような位置づけになっ

ているかと思います。 

 その意味でいいますと、これからの組織を議論する場合にお考え頂きたいのは、現在の

原子力委員会の組織の性格は非常にいろんな要素が入っていて、必ずしもきちっと論理的
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に説明できるような形ではないということで、このことは、更に申し上げますと、これか

ら組織を考えるときに、名称で継承されるのか、後継機関に位置づけるのか、これはそれ

ぞれの議論の仕方によるかと思いますけれども、基本的に新しい形できちっと機能が果た

せるような組織体というものをうまく設計していかなければならないのではないかという

気がしております。 

 更に、それが組織の規模も含めて何ができるのか、どういう権限を持つのか。その辺に

ついて、今度は、次回は内閣府の方から原子力委員会のこれまで形成されてきた経緯を含

めて御報告頂きたいと思いますし、その場合、今、余計なことを申し上げましたけれども、

どういうことをしてきたのか、どういう経緯でそれが変わってきたかというようなことに

ついて、例えば具体的に日々の活動として常勤委員と非常勤委員とおられますけれども、

どういう役割を果たしてどういうように活動に関与されているのかとか、定例会でどうい

う議題を扱っているのか、そして、それ以外でも組織体として委員はどのような役割で仕

事をされているのか、委員の間でどのように役割分担がなされているのかとか、事務局体

制の分担とか、事務局の規模が小さくてなかなか機能しないと言われているわけですけれ

ども、その辺についてどうなのか。 

 今、申し上げた点ですけれども、後継組織としては、したがって、きちんと機能を果た

すためにはどのような形が望ましいのか。これは機構とか定員にはもちろん制約がありま

すし、先ほども公務員が減らされているからなかなかできないというお話がございまして、

それはそのとおりだと思いますけれども、その制約自体は現実のものですので、その中で

可能な限り何ができるのか。いろいろ注文をつけましたが、そうしたことについて是非触

れていただければと思っております。 

 ということで、ほぼ時間が参りましたけれども、あと何か御発言はございますか。 

 吉岡委員、どうぞ。 

○吉岡委員 30秒で。最初の原子力委員会、常勤、非常勤で分けられるというのは、ほか

の委員会とは随分違う異例のことだったと思うのですけれども、それは歴史屋が調べなけ

ればいけないのだけれども、わかる範囲で、なぜ非常勤というのができたのかお調べいた

だければ幸いです。 

 私の１つの説としては、湯川秀樹を蒸気機関車で通わせるのは大変だったからというの

も一つだと思います。よろしくお願いします。 

○森田座長 小幡先生も御存じないようですけれども、むしろ常勤の委員が置かれている

８条機関というのはどれくらいあるのかなという気がしますし、知っているところでは地

方財政審議会が。 

○小幡委員 常勤、非常勤自身は、それも３条と８条と関係なくて、３条委員会でも全員

非常勤というのもございます。８条機関では、常勤と非常勤が混ざっているのが結構ござ

います。原子力委員会についてどういう経緯だったのかというのは、また次回でもお願い

できればと思います。 
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○森田座長 いろいろと宿題を出して恐縮ですけれども、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

 増田委員、どうぞ。 

○増田委員 資料にもあるようなので、次回、説明をよくしてほしいなというのは、委員

の分野、構成ですね。どういう背景でこういう分野の中からこういう人が来ているのか、

わかる範囲でそのあたりとか、実際には最終的には政府の方で任命しているわけですけれ

ども、選ばれ方として、この分野の中で推薦をしてもらって、それでその人を選んでいる

のかとか、こちらの方で多分こういう分野で有識者だろうなと思って、それで選んだ方、

わかる範囲で結構ですけれども、できるだけ詳しく具体的に御説明いただければと思いま

す。 

○森田座長 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 それでは、特に御発言がなければ、本日はこれくらいにさせて頂きたいと思います。前

回までに議論を行いました事務ごとの整理、方向性につきましては、もちろん組織との関

連で幾つか更に詰めるべきものがございますけれども、廃止するものとかかなり整理でき

たのではないかと思いますし、この方向性につきまして、城山委員、増田委員、また御負

担をおかけしますが整理を続けて頂きたいと思いますけれども、基本的な方向性について

はかなり絞られてきたと思っております。 

 そして、次回はそれを踏まえて原子力委員会の組織の在り方について御議論するという

ことで、これは申し上げたとおりでございます。本日、大分時間が限られておりますけれ

ども、更に追加の御意見などございましたら、事務局宛に、本日の佐藤委員のように御提

出いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。その場合には、この場で時

間をとって御議論をさせて頂きたいと思っております。 

 それでは、最後になりますけれども、次回の日程について事務局からお願いいたします。 

○石井参事官 次回、第８回でございますが、１週間後、10月31日、木曜日、15～17時を

予定しております。 

 以上でございます。 

○森田座長 本日は、これで終わりでございます。どうもありがとうございました。 
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