
 

 

 

 

 

 

日本記者クラブ 
シリーズ企画「３．１１大震災」 

 

第２ステップからは政府主体の工程表に 

細野豪志 国務大臣  

原子力発電所事故の収束及び再発防止担当 
２０１１年７月２７日 

 

鳩山由紀夫首相、小沢一郎代表、菅直人首相に重用される。当選４回、３９

歳。３・１１大震災直後から東電・福島第１原子力発電所事故の対応に首相

補佐官として当たり、海江田経産相を補佐した。内閣改造で６月２７日、原

発事故担当相に就任。第１ステップが終了し第２ステップに入るのに際して、

ロードマップ（改定版）を作成、その特徴などを説明した。報道ではこのロ

ードマップを単に「工程表」とする場合が多いが、正確には「事故の収束に

向けた道筋 当面の取り組みのロードマップ」となっている。「当面の取り組

み」が頭についている。中期的課題をこれから検討して本格的なロードマッ

プ作成という話になるのだろう。まだ先が長い。 

最悪シナリオを示し、それを改訂しながら例えば①当面②初期③中期③終期

などと区切ったロードマップを作る計画だということを公表したうえで、そ

れぞれの中で第１ステップ、第２ステップというような段取りを示し、進捗

状況を報告するのでなく、全体像や核心はだんだんに明かすとい形で、その

時々の詳細部分に焦点を当てた発表というやり方では安心感が伝わらないの

だが、試行錯誤が多いので積み上げ方式なのだろう。 

従って大臣にはなによりも、首相や政権が変わっても原発事故収束を担当す

る責任者やチームの引き継ぎが揺るぎないものであるような工夫をしてもら

いたい。

司会 日本記者クラブ企画委員 田﨑史郎（時事通信 解説委員） 

日本記者クラブ Youtube チャンネル  

http://www.youtube.com/user/jnpc#p/u/0/9_zReYFDHK0 

配布資料は末尾にあります。 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ
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細野原発事故担当相 5 月にこちらへ伺っ

たときは海江田大臣の随行で参りましたので、

陰に隠れておればよかったわけですが、きょう

は一人でお呼びいただきました。先ほどふと気

がついたのですけれども、大臣に就任したのが

ちょうど 1カ月前でございます。1カ月という

1つの区切りでもありますので、こういう機会

を日本記者クラブからいただいたこと自体光

栄なことでございます。できる限り率直なご報

告をさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

いろいろ迷いながら資料を配らせていただ

いたのですけれども、きょうはこういう場所で

すので、細かい話をするのはやめておこうと思

います。ただ、せっかく現場の皆さんの頑張り

によりましてロードマップのステップ 1 が終

了し、いよいよステップ 2に向けて作業を進め

るという段階でございますので、お手元の資料

（資料は末尾）をちょっと参照していただきな

がら、これまで取り組んできたことと、これか

らやらなければならないことについて、かいつ

まんで説明をさせていただきたいと思います。 

このロードマップですけれども、もともとは

4月 17 日に初めのものを作成しております。3

カ月でステップ 1終了と、当初から位置づけて

おりました。毎月、更新をしてまいりまして、

3回目の更新ということになったわけです。が、

今回から位置づけを変えました。これまでは東

京電力のロードマップということになってお

ったのですが、資料の右肩をみていただければ

おわかりいただけますとおり、今回からは、原

子力災害対策本部 政府・東京電力統合対策室、

こういう発表主体という形になっております。 

これはずうっと私自身が補佐官時代から感

じてきたところでございます。これだけの事故

が起こったわけですから、当然、東京電力には

大きな責任を負っていただかなければならな

いのです。が、事態への対処が長くなるに従っ

て、さらにはより長期的な視点に立った対策が

求められるという中にあって、やはり国家の関

与は強くならざるを得ないだろうというふう

にずうっと感じてまいりました。 

そして、いよいよステップ 1からステップ 2

に移行する、そういう状況になりましたので、

やはりここで切りかえをする機会ではないか

というふうに考えたわけです。今回は政府と東

京電力、いうならばそれぞれが同様の重み、も

しくは場合によっては政府のほうがより重い

役割を果たすというぐらいの気持ちで、このロ

ードマップをつくっております。したがいまし

て、このロードマップ自体、政府が主体となっ

てつくったというふうにご理解をいただけれ

ばと思います。 

当面の取り組みのロードマップ（改定版）の

それぞれの項目ですが、どうしてもⅠの「冷却」

やⅡの「抑制」のところが大きな項目となりま

す。が、私が皆さんにぜひ一番注目していただ

きたいと思いますのは、下から 2 番目のⅤの

「環境改善」のところです。私自身が何度も何

度も指摘してきたことですけれども、非常に厳

しい環境の中からステップ 1を始めました。 

 

現場の作業環境改善に力点 

 

5 月に一度、第一原発のほうに行って、７月

に大臣になってからもう一度現場に行ってま

いりました。格段に作業環境はよくなっていま

す。作業も進捗しています。3カ月でこれだけ

の成果を出した最大の功労者は、間違いなく作

業員の皆さんです。米国は、彼らを盛んに“ヒ

ーロー”と呼びます。私も心情的にはそう呼び

たいと思います。ただ、被災者の皆さんの気持

ちを思うと・・・というところがあって、なか

なか“ヒーロー”と呼びがたいということがい

われてまいりました。が、ここだけはぜひ強調

して申しあげたい。彼らの頑張りがなければ、

ここまで来ませんでした。彼らはもっと称賛を

されるべきだし、もっと大切にされるべきです。 

そこで、私が現在大臣として、何に一番力を

入れているかというふうにいわれれば、迷うこ

となく、この作業員の皆さんの環境の改善、医

療体制の整備、さらには放射線管理、この部分

です。 

ここでは明示的に書いてありませんけれど



 

3 
 

も、詳しいロードマップでは放射線管理につい

ては、原子力安全・保安院が直接やるという体

制に今回から切りかえております。手足として、

具体的にやっていただくのは、東京電力の皆さ

んであったりとか、または関連会社の皆さんで

あったりしていいと思います。しかし、あくま

で放射線管理そのものの責任は保安院がとる

べきであると考えまして、海江田大臣にもそこ

はご了解をいただいて、現在はそういう体制に

なっております。そうした生活環境であるとか、

さらには放射線管理、医療、そういったことに

ついて、国が責任を持ってやる体制が整いつつ

あるというふうにお考えください。 

次にこれまで取り組んできた中で、これから

目指すべき方向ということで、冷却について、

若干ご説明申しあげます。 

 

放射線量約２００万分の１に低減 

 

まず、原子炉のほうの冷却。プールのほうは

比較的順調にいきましたが、苦労したのは原子

炉のほうでございまして、これについてご説明

申しあげます。 

さまざまなことを検討してきた中で、最終的

に私どもが行き着いたやり方というのは、循環

注水冷却というものでした。この冷却が安定し

てくるということは、とりもなおさず放射能の

外への飛散がとまるということです。この原子

炉の冷却というのは非常に大きなかぎを握っ

ていたと考えています。 

まだ完全に確立したわけではありませんけ

れども、キュリオンとアレバの仕組みがそこそ

この稼働率で動くようになり、間もなく東芝の

システムも稼働しますので、それを増強いたし

ます。 

そして、そのことによってⅡの抑制の部分の

ところになるわけですけれども、大気への放射

能の拡散を抑える。現段階で限界的な放射能の

空気中への排出、過去出たものを取り除いて、

日々いま出ているものが 1 年間出続けるとい

う仮定をいたしますと、多めに見積もって 1.7

ミリシーベルト/年、そういう数字を出してお

ります。これは 3 月 11 日直後に出ていた放射

線量と比較すると、約 200 万分の 1ということ

で、大幅に低減していることがおわかりになろ

うかと思います。 

ただ、この 1.7 ミリシーベルト/年という数

字も、決してまだまだ十分な数字だとは考えて

おりません。そこで、この原子炉の冷却がこの

まま行われステップ 2 の冷温停止状態とが達

成される場合、これは 100℃以下まで原子炉底

部が下がっているということが前提になりま

すが、この放射能の飛散についても 1ミリシー

ベルト/年以下にしたい。したいというよりは、

しなければならないと考えています。 

この 1 ミリシーベルト/年という数字は、ど

ういう数字なのかというと、通常の状態の発電

所が周辺に出すことが許されている上限値で

す。つまり、激しく破壊された福島第一原発で

ありますけれども、冷温停止状態になったとき

には、通常の原子力発電所と少なくとも空気中

への飛散という意味では、同様の状態にまで持

っていきたいと思っています。逆にいうならば、

そこまで持っていかなければ、世界に対して、

この事故が収束しましたということができな

い。ましてや、避難をされている皆さんに、「ど

うぞ帰ってきてください」ということができな

いと考えております。それが次の大きな目標と

なってまいります。 

この目標の期限ですけれども、ステップ 1

が終了してから3カ月から6カ月という目標は

変えませんでした。これについては、いろんな

ご意見がありました。もっと早く達成できない

のか、前倒しすべきではないか、目標の期限を

明確にすべきではないか、そういう声を国民の

皆さんからも、さらには福島の皆さんからもい

ただいております。 

もちろん、できる限り早く事故を収束するこ

とが私どもの当初からの目標ですから、前倒し

をしたいという思いは本当に強く持っており

ます。その思いは、私もだれよりも強い人間の

一人です。ただ、前倒しをすることを、今回、

いたしませんでした。楽観論に立つべきではな

いというふうに考えたからです。これまでも何

度も、いろんな予定を立て、計画をして、準備
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をしてもなかなかうまくいかないという経験

をしてまいりました。 

この 4カ月の間で私が得た教訓は、全体をみ

たときに、絶対に楽観論に立たないほうがいい

というものです。悲観的な状況を想定しても、

常に達成し得る状況をつくるというのが、これ

がいま我々に求められていることであるとい

うふうに考えております。10 月半ばから 2012

年の 1月半ばまでに、いま申しあげた冷温停止

状態を達成する、この目標自体は変えておりま

せん。 

いくつか、先月までは中期的な課題に位置づ

けていたものの中で、今回、前倒しをしたもの

を紹介したいと思います。その 1つは、ロード

マップⅡ「抑制」の（3）に書いてあります本

格的な水処理施設の検討というものです。先ほ

ど、キュリオン、アレバ、東芝まではご紹介い

たしましたが、これはいずれも一時的な施設で

ございます。恒久的に稼働を続けることができ

る設備ではありません。 

 

恒久的な汚水処理施設と地下水の遮蔽壁 

 

この水の問題は、循環注水冷却というやり方

をとる以上、長期間にわたりまして我々は対処

していかなければならない課題です。そこで、

いまの 3つの設備とは別に、恒久的な水処理施

設の検討を始めております。できるだけ早い段

階で検討を終えて、設備の設計、さらには建設

に着手したいと思っております。これをステッ

プ 2の間に検討する、そして中期的な課題とし

てすぐに取り組むというところに前倒しをい

たしました。 

もう 1つ、前倒しをいたしましたのが、Ⅱの

「抑制」のところの（４）「地下水」のところ。

地下水の遮水壁の設計、着手です。これも従来

は中期的な課題でしたが、これは大いに世界を

心配させてきた問題ですし、国際的にも大きな

責任がある私どもとしては、中期的な課題とし

て先延ばしをすることは許されないだろう、と

いうことで前倒ししました。 

検討しておったときは、当初は、8月中ぐら

いに検討して、秋ごろから何とか設計に入れば

と思っておりました。が、さらに私のほうで前

倒しを指示いたしまして、来週のどこかの段階

で、おおよその考え方、地下水が海に流れない

ような遮水をする方法について、皆さんにお知

らせができるのではないかと考えております。 

念のため申しあげますが、汚水処理の仕組み

はだいぶできてまいりましたので、上から水が

大量に海に流れ出るというような心配はなく

なりました。さらには地下水についても、外に

は出ていないか、相当のモニタリングをしてい

ますから、基本的にはいま地下水を通じて汚染

水が大量に流れ出ているという状況ではない

というふうに考えています。ただ、万が一にも、

少量であっても汚染水が地下水を通じて海に

流れ出て、海洋を汚染するということかあって

はなりませんので、その予防的な意味も含めて、

政府としての強い決意で、この問題には臨みた

いと思っております。 

もう一点、これは前倒しということではない

のですが、中期的な課題も踏まえて変更した点

があります。それは同じく「抑制」の中の（5）

「大気・土壌」のところでございます。3号機、

4号機の原子炉建屋のカバーの設置を、逆にス

テップ 2の課題から中期的な課題に、こちらは

先に延ばしている形になっています。 

この先延ばしというのは、決してこの課題が

難しいので先延ばしをしたということではな

いのです。このカバーの設置を先に延ばすこと

によって、より優先的にやらなければならない

課題があるだろうと考えています。それは 3

号機、4号機の上部のがれき撤去です。これを

撤去することによって、私どもができるだけ急

ぎたいと思っておりますのが、こちらはまさに

中期的な課題のほうになるわけですけれども、

燃料プールの燃料の取り出しにできるだけ早

く着手をしたいと考えています。回収をしたい

と考えております。 

燃料の取り出しには 2種類あります。このプ

ールから燃料を取り出すものと、一方で、原子

炉から燃料を取り出すものがあるのです。原子

炉の中の燃料は、これは皆さんもご存じのとお

り、相当の程度溶融をしておりますから、これ
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は国際的にもだれも経験したことのない極め

て困難な作業になります。 

一方で、プールの燃料というのは、これはキ

リンなどを使って、画像も皆さんに提供させて

いただいておりますが、健全な状態にあります。 

少し横道にそれますけれども、4号機のプー

ルが健全な状況で残っていたというのは、我が

国にとっては極めて幸運な出来事でした。もち

ろん我々も万全を尽くしましたけれども、水が

干上がっていたら、これはもう本当にまた違っ

た意味でダメージでした。そうではなかったの

は幸運でしたが、この燃料のプールからの取り

出しというのは、できるだけ早く実施したいと

思っております。 

もちろん、4号機のプールについては、この

間補強にも努めてまいりましたので、耐震性の

面では、3 月、4 月と比較をすると、格段に改

善をしています。これは馬淵補佐官が最も力を

入れてやってくれたプロジェクトの一つです。

本当に想定をしたよりもはるかに早く効果を

出すことができました。 

健全性の面でも、燃料のいまの安定的な冷却

の面でも、相当の対応はしてまいりましたけれ

ども、それでもあの場所にあれだけ過酷な環境

の、あの高い位置に使用済み燃料が大量にある

というのは、決して気持ちのいいものではあり

ません。ですから、できるだけ早い段階で取り

出しに着手したいということです。こういう作

業組みの変更があったということをご報告申

しあげたいと思います。 

 

地域との役割分担で「除染」作業を 

 

工程表について、最後に私が強調したいと思

いますのはⅢの「モニタリング除染」のところ

です。モニタリングが非常に重要であるという

ことは、これまでも繰り返し、繰り返し指摘を

してまいりました。そのために関係者は最大限

の努力をしてまいりました。もちろん、モニタ

リングの重要性は、これまで以上にこれからも

重要なものであると思っています。しかし、そ

れと同時に、もしくはそれ以上に現在大事なの

は除染だというふうに考えています。 

すでに，それこそ 20km、30km より外側、福

島市であるとか伊達市であるとか、そういった

ところで地域住民の皆さんにも参加をしてい

ただいて、相当の地域で除染活動が進められて

おります。これは非常にありがたいことです。

もちろん安全の確保については、やり方を国家

がしっかり示す必要がありますし、やっており

ます。また財政的な面でも、除染については全

面的なバックアップを政府はいたしますけれ

ども、それと同時に地域の皆さんにも参加して

いただけるのは大変ありがたいことです。 

ですから、危険を伴ういろんな作業について

は、政府として直接やるということが必要なと

ころもある。ただ危険性がないところについて

は、地域の皆さんに、安全を確保するという意

味でお手伝いいただけるところはぜひお願い

をしたい。その役割分担をできる限りしっかり

として、地域の除染をやっていきたい。 

難しいのは 20km 以内です。モニタリングを

かなりの精度でできるようになってまいりま

したので、徐々に、どこが、どの程度の放射線

量であるのかということはわかってまいりま

した。そして、それを受けて、第 2ステップが

終わった時点で、できる限り多くの皆さんに帰

っていただけるような環境を整えたいと思っ

ております。そのためのカギとなるのが除染作

業だというふうに考えています。 

東京電力福島原発の事故の収束に向けた、全

体の作業自体は、もちろんこれはもう国家プロ

ジェクトそのものに位置づけられるべきもの

だと思います。それと同時に、この除染作業も

国家的プロジェクトと位置づけられるもので

はないかと考えます。そのことによって、福島

の皆さんにしっかり政府が寄り添っている、そ

の形を明確に示すことかできます。福島の皆さ

んに希望を持っていただくことができます。 

これだけの事故を起こした以上、これは政府

の大きな責任ではないかと思っております。で

すから作業環境改善に加えて、もう 1つ私がい

ま何に力を入れていますかと聞かれれば、この

作業が円滑にいくような、そういう努力に最大
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限のエネルギーを注入しているということを

申しあげておきたいと思います。 

最後に、時間もあと 5分ほどになりましたの

で、秋へ向けて私が考えていることを少しだけ

話させていただいて発言を終わりたいと思い

ます。 

秋に向けて、私が発言する資格があるのかど

うかというのがちょっとあるわけですが、私に

与えられた期間というのは、菅政権があって、

総理のもとで指名されている範囲です。それで

も秋に向かって私自身が少なくともこの方向

で、少なくともレールだけは引いておきたいと

いうことの思いも含めて、こういった課題があ

るだろうとい話ですので、そういう趣旨で、ぜ

ひお受けとめいただきたいと思います。 

おそらく秋に向けては、この原発事故の収束

以外の部分で 3 つぐらいのテーマが大きな国

民的な議論に付されなければならないのでは

ないかと考えています。 

 

規制機関改革とエネルギー基本計画見直し 

 

その 1つは、原子力の規制機関のあり方につ

いてです。何回か私、この件についてはマスコ

ミの皆さんの前でも話をさせていただいてお

ります。8月上旬、できるだけ早い段階でその

青写真を示したいと思っています。現在ストレ

ステストなどで最大限の安全性を確保しよう

ということで、政府は全力で努力をしています。

が、この実施をもって、国民に本当の意味での

安心・安全をもたらし得るかというと、私はそ

こは十分ではないだろうと思っています。 

むしろ本当の意味での安心・安全というのは、

新しい規制機関が、強い権限と強い独立性を持

って誕生し、その中で、例えばいま議論が開始

されました原子炉の安全設計審査指針である

とか、さらには耐震指針、電源喪失などが想定

をされていなかったという問題があったわけ

ですが、そういったことについての指針が明確

に示される。ここが 1つの区切りになるだろう

と思っています。 

ですから、いま行っておりますストレステス

トは、そういった根本的な対応がなされるまで

の過渡的な状況の中で、最大限の努力をし、国

民の皆さんに安心・安全をお届けする。そうい

う過渡的な対応だと考えています。逆にいうな

らば、この過渡的な対応というのを、国民の皆

さんにご理解いただいて、再稼働を認めていた

だくためには、近い将来にこういう状況になる

んだということを、しっかりお示しをする必要

があると思うのです。だからこそ、私は限られ

た任期の中で、この作業を急いでいます。 

もちろん法案もありますし、当然、議会の理

解が得られなければなりません。明確な目標を

設けるのは若干僣越だという思いはありなが

らも、世界が日本をみる目であるとか、国民が

いま原発をみている厳しい視線を考えれば、や

はり来年の 4 月ぐらいを目標にして作業を進

めるべきではないかと思っております。まさに

ことしの夏から秋以降、この問題について国民

的なさまざまなご議論をいただくことを期待

するところです。 

2 つ目に、国民的な議論をしなければならな

いのは、これは明らかですけれども、エネルギ

ー政策です。エネルギー基本計画の見直しにつ

いては、総理自身も明言をされています。総合

エネルギー調査会での議論がおそらく再び始

まることになろうかと思います。また、並行し

て、いま国家戦略室のほうにできておりますエ

ネルギー環境会議、これは私も閣僚としてのメ

ンバーになっておりますが、そこも並行した議

論の場所になろうかと思います。まさにここは、

今回の事故を受けて、どういったエネルギーの

ベストミックスを考えていくのか、それを考え

る場所でございますので、国民的な議論が必要

であると思います。 

私の役割は何かということを考えるわけで

すが、1つは、原子力委員会を所掌しておりま

すので、このエネルギー基本計画とあわせて、

原子力政策大綱自身の見直しもやらなければ

ならないだろうと思っています。そして、その

中には当然、これまで推し進めてきた政策、そ

れ自体は現段階では変更はないわけですけれ

ども、議論はしていかなければならない。つま

り、それは原子力発電そのもののあり方であり、
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さらには六ヶ所の議論であり、再処理の議論で

あり、高速増殖炉の議論です。これは総理も明

言されているとおり、誤解なきように申しあげ

ると現段階で我が国の政策に変更はありませ

ん。変更はありませんが、その政策大綱の話を

する中では、当然、議論の対象にはなり得るだ

ろうと思っています。 

 

発送電分離など電力業界の在り方も 

 

そして、最後に、もう 1つ、国民的な議論に

これからなってくるだろうと思いますのは、や

はり電力業界のあり方そのもの。これもおそら

くこの秋からは議論していかなければならな

いのではないかと思います。 

発送電の分離など、さまざまな議論はすでに

さまざまなところで行われております。きょう

私がここで私見を申しあげることはいたしま

せん。どうすれば我が国で電力を安定的に、そ

して安価に供給できるのか。エネルギー全体の

供給のあり方、どういうエネルギーを供給して

いくのか、そういう絵をかく中で、やはりここ

も議論の俎上にしっかりのせていかなければ

ならないだろうと思っています。 

いま私が申しあげた 4つのテーマ、すなわち、

どうやって東京電力福島原発の問題の収束を

していくのか。東京電力の責任をどこまで考え、

そして国家がどう関与していくのか、これが第

一のテーマ。そして、第 2は原子力の規制機関

の改革の問題、第３はエネルギー政策、第４は

電力業界のあり方、電力改革といってもいいか

もしれません。この 4つは相互に、極めて密接

にかかわっておりますし、いずれも優劣をつけ

がたいぐらい重要な問題だと考えます。 

ですから、そういった意味では、いよいよこ

の秋からは、エネルギーをめぐる非常に根本的

な、重要な 4つの議題の議論がまさにスタート

し、それに対して政治がどういう答えを出して

いくのかというのが求められてくると考えて

おります。 

私は今回、こういう形でこの問題にかかわり

ましたので、閣僚としてやるのは、この菅政権

の中でというふうに考えておりますが、その後

も含めて、こうした問題にしっかりと議論をし

ていかなければならないという責任は感じて

おります。その責任は自覚しながら、残された

時間がどれぐらいあるか、ちょっと私にはわか

りません。きょうは政局についてお聞きになっ

ても答えられません。答えられませんが、とに

かく短距離走だと思って、この短距離走を走り

抜けて、できるだけの成果を上げたいと思って

おります。ご清聴ありがとうございました。 

 

≪質疑応答≫ 

 

司会 日本記者クラブ企画委員 田崎史

郎（時事通信 解説委員） どうもありがと

うございました。それでは、さっそく皆さんか

らの質問をお受けしたいと思います。 

 

質問 福島第一原発事故の検証と、ストレ

ステスト及び再稼働との関係について、大臣の

お考えをお伺いしたい。きのう、新潟県の泉田

知事が、事故の検証なしのストレステストは気

休めにしかならないではないかとか、あるいは

そういった事故の検証なしには再稼働という

のはあり得ないという趣旨のことをおっしゃ

っています。これについての回答も含めて、お

考えをお聞かせください。 

 

細野原発事故担当相 新潟県知事のご発言

は、自治体の皆さんの声の 1つとして、非常に

重要だと思いますし、そういった地域住民の皆

さんの声もあるということも十分理解できい

ます。 

ただ、その一方で、原子力の安全の問題につ

いて責任を持って政府が判断をし、エネルギー

を供給していくというのも、一方で非常に重要

なことなんですね。ですから、そこはこれから

のストレステストをやっていくプロセス、これ

はすべて基本的に原子力安全委員会のほうで

議論することになりますので、この原子力安全

委員会のいいところはすべてオープンですか

ら、皆さんにみていただくことができます。そ
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の中で最大限の努力をしていくということだ

と思います。 

私は、しっかりと現段階でやれるだけのこと

をやって、国際社会の理解も得て、再稼働は必

要だという考え方をとっておりますので、そう

いう方向での努力をしていきたいと思ってお

ります。 

 

質問 2 つの点で質問があります。1 つは、

事故収束のところです。先ほど、遮水壁の設置

の前倒しを検討して、来週中にも青写真を示せ

るかもしれないという発言がありました。 

遮水壁の問題は、6月ごろから馬淵さんのと

ころで検討が始まっていたのではないかと思

われます。当時、1,000 億超の設備投資がかか

るので、東電の財務状況がより悪化しそうなの

で、債務超過のおそれがあるなどという話もあ

って、ずっと先送りされてきたのではないかと

思うのです。この段になって前倒しして行うと

いうのは、東電の財務状況がある程度改善した

のか、あるいはいま国会で東電の賠償をめぐる

法案が可決の見通しが立ったとか、そういうこ

とで前倒しになる部分があるんでしょうか。そ

れが 1点。 

また、使用済み燃料の移設ですが、使用済み

燃料を共用プールのほうに移設して、共用プー

ルのほうもどこかに移設するのか。玉突きにな

るのか。その計画をお聞かせください。 

以上までが事故の収束に関することで、あと

は原発のさまざまな規制機関のあり方の見直

しなどに関連した質問です。この秋までに示し

たい 3 つのテーマがあると言及されましたけ

れども、その 2つは、細野さんのところで練っ

ていくのでしょうか。あるいは、どういうメン

バーが細野さんの補佐役をやっていくのか。 

というのは、細野さんはかなり経産省に乗っ

かっているのではないかとか、経産省の意見に

丸乗りなのではないかというような批判も一

部にあるようなのですが、自前のスタッフをつ

くるなり、オルタナティブな、経産省以外の頼

れるスタッフを身内に置くのかどうか。その辺

をちょっとお聞かせください。 

 

細野原発事故担当相 質問の問題意識はよ

く理解をいたしますが、ちょっと経緯も含めて、

すべてお話をするということが……私も十分

すべての経緯を知らないということも含めて

ありますので、1つだけ申しあげると、遮水壁

については、私は、東京電力にはこういう言い

方をしました。 

この問題は、例えばコストベネフィットみた

いな問題ではない。コストベネフィットという

ことを考慮に入れるべき問題ではない。社会的

責任としてやるべき問題だということを申し

あげました。東京電力は、私の知る限り、それ

については納得をして、検討を急いで、そして

来週中ぐらいにはおおよその方向性を示せる

のではないかと考えております。 

次にプールの燃料ですが、おっしゃった共用

プールに移動するというのは、1つのオプショ

ンではあると思います。そうですね……。が、

いま私の頭の中にあることを申しあげるのは

やめておきます。生煮えで出して、いろいろ無

責任なことになってもいけないので……。 

配った資料の中にありますが、原子力委員会

に中長期措置の検討専門部会というのが立ち

上がりましたので、ここで検討します。これは、

私がステップ1からステップ2に移行するに当

たりまして、中期的な問題について、しっかり

政府として検討すべきであろうと考えまして、

近藤委員長にお願いをしてつくってもらった

専門部会です。 

プールの燃料の取り出し方、取り出し先、さ

らには高レベルの廃棄物の処理の方法、そして

炉からの燃料の取り出し、そしていよいよ廃炉

と、そういったことについての長期的なロード

マップのおおよその方向性は、これはできれば

ステップ 2が終わるあたりで出したい。その時

点で、明確なロードマップを示すことは、ちょ

っとまだ難しいかもしれません。大作業ですか

ら。ただ、おおよその課題ぐらいは、次のロー

ドマップとして出さないと、次の方向性として

出さないといかんのではないかなと思ってい

ます。 
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さっき私が申しあげたようなエネルギー政

策とか、電力の改革の問題とかを、すべて例え

ばことしの秋とか冬までに全部検討し終わる

という趣旨で申しあげたのではありません。ま

さにそこから議論が始まるということです。で

すから、そこは、そんなに簡単に結論はおそら

く出ません。出すべきではないだろうと思って

います。国民生活にも非常に明確にかかわるし、

日本経済そのもののあり方にも深くかかわり

ますので、徹底的に議論して、方向性を見出す

べきものだと思っています。 

私が経産省に、何とおっしゃいましたっけ。 

 

質問 乗っかっている。 

 

細野原発事故担当相 乗っかっているとい

う言い方なんですけれども、どういう表現をし

たらよろしいですかね……。率直にいうと、私、

経産省の中で、この間につき合った人の数とい

うのはかなりに上ります。で、何か経産省が本

当に一枚岩で、それこそ極端な話、いろんな陰

謀をめぐらし政治家をおとしめ、自分たちの思

っている方向だけに物事を持っていこうとい

う感覚は、全く私的にはないです。 

私がつき合ってきた経産省の官僚の中で、い

かにも保守的で、現状維持派で、これはだめだ

という人もたくさんいます。ただ、一方で、現

状を変えなければならないと努力をして、私と

もそれこそ激しい議論を闘わせながら、あるべ

き方向を模索している人もいます。ですから、

私は、経産省善玉、悪玉論には立つ気はないし、

個々人がどういうことを考えているかという

ことで判断しています。 

もちろん、経産省以外のさまざまな意見は聞

いています。おそらく私が参考意見として聞い

ているのは、経産省の人よりも、経産省以外の

人が多い。私がいま大臣として所掌している原

子力委員会や原子力安全委員会とはもちろん、

日々コミュニケーションをとっています。それ

以外の民間の学者の皆さん、専門家の皆さん、

ＯＢの皆さん、そういう方とも日々接触をして

いますから、そちらのほうがむしろ聞いている

量としては多いと思いますね。 

ですから、私はそういう非常に数多くの皆さ

んからいろんな意見を聞くことができる立場

にありますから、そういうさまざまな意見を聞

いたうえで、まさに政治家として、原子力のあ

るべき姿、エネルギー政策のあるべき姿、規制

機関のあるべき姿を、自分の、そこはまさに最

後は自分の良識、見識、それに基づいて判断す

るしかないですね。 

 

質問 いまごろいってもちょっと遅い話な

んですけれども、原子炉事故のような、時々

刻々動いていく事故の処理をするには、だれか

一人技術のわかる人に全権を集中して、いわゆ

る司令塔をつくって対処するのがよかったの

ではないか。スリーマイル島事故なんかでも、

そういう人がいたわけですね。今回、全くそう

いう人がみえないのですけれども、これは我々

のみえないところで、実はそういう人がいたの

か。それとも、集団指導制で全部やってきたの

か。後者なら、そういうことが何か弊害になっ

ている部分はなかったのかどうか、ということ

をお聞きしたい。 

 

細野原発事故担当相 そのことを、私も

時々考えます。例えばイギリスやアメリカには、

技術顧問的な人がいて、技術的な問題について

総括をされていたり、また大統領補佐官がそう

いう役割を果たしていたり、そういう国があり

ます。 

日本の場合には、技術がわかる人で、専門家

で、行政を仕切れるような立場の人がいまいる

かといわれれば、いないわけです。今回の原発

事故でもって、だれかがそのポジションにバッ

と入って、動かせるような、そういう状況だっ

たか。そういうアドバイスをされる方がいらっ

しゃるものなら、そのことも考えましたけれど

も、現実的には、そういう人がいらしたのかも

しれないんですが、なかなかイメージしにくい

んですね。行政組織上も、実際に有能な方はた

くさんいるんですよ。たくさんいるんですけれ

ども、では、この人に任せればすべてうまくい
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くというような人がいたかといわれれば、そこ

は、ちょっと私もまだ判断しきれてないところ

があります。 

結果として、もちろん最終責任者は菅総理で

すけれども、さまざまな要所要所の判断は海江

田大臣と、補佐官であったとき私がサポートを

して、そういうラインでやってきました。私は

どうやって判断したのかということですが、ず

いぶんいろんな人から話を聞きましたけれど

も、本当の意味で、技術的にしっかり判断がで

きて、最終的に人物としても信頼できると考え

た人は、それほど数多くおりません。いろいろ

すばらしい方に出会いましたよ。ですから、い

ろんな意見を聞いて、方向性をみたうえで、こ

の人、この人に聞いて、最後に判断する、とい

うことをやっていました。 

ですから、それがいまの時点の日本の行政の

体制です。歴史が検証したらいいと思います。

間違いがあったら、それは私も責任をとります。

その覚悟はできていますが、いまの時点で、ど

ういうやり方が正しかったかといわれれば、本

当に信頼できる技術者を何人か、自分の周りに

置いておいて、現場もわかっていて、原子力と

いう技術もものすごく詳しくて、ある程度行政

もわかっていないと、なかなかできませんから、

そういう人物を何人か自分の近くに置いてお

いて、常にそこと意見をやりとりしながら妥当

な判断を見出していく。そして最後は総理にそ

れを決裁してもらう、このやり方が、現時点で

私が判断しているところでは、ベストだったか

どうかわかりませんが、とり得る選択肢だった

のではないかと思っています。 

 

質問 ステップ 2 以降、政府がかなりロー

ドマップにコミットしてくるわけですね。その

中で、ロードマップの前に立ちはだかるリスク

をどういうふうに認識しておられるのか。その

リスクを顕在化させないためにどういうふう

なことをお考えになっているか。 

例えば余震とか自然災害もありますし、マネ

ジメントのミスとか、ヒューマンエラーとか、

たくさんありますけれども、どういったリスク

か一番大きいと政府は考えているのか。 

 

細野原発事故担当相 ステップ 1 の段階で

の一番の大きなリスクは、やはり余震と津波だ

ったと思うんです。そのリスクはまだみておか

なければならないと思いますね。 

ただ、ステップ 1の状況と比較をすると、ス

テップ 2に入る中で、補強もずいぶん進みまし

たし、津波の対策も、多重性という意味でかな

り進んできましたので、そのリスクはかなり下

がってきたと思います。ただ、依然、それはリ

スクですね。ですから、さらにどういう多重的

な対応をし得るのかということは、いろんな方

法を考えていくべきだと思っています。数日前

に電源が数時間とまりましたけれども、ああい

うこともあってはならんことですね。いろいろ

条件があって、深刻な事態に陥らないという状

況の中での事態だったということではあるん

ですが、私はあってはならんと思うんですね。 

ですから、どういった事態になっても対応し

得るような多重性をどう確保するか、多様性を

どう確保するのか、そのことの重要性について

は、先日ああいうことがありましたので、強く

指摘をしてあります。 

その一方で、もう 1つ、私がいまの時点での

最大のリスクは何かといわれれば、こっちがむ

しろ最大だと思っているんです。それはこの夏

の作業員の皆さんの健康だと思っています。幸

い、ここ数日は暑さが若干和らいでいまして、

熱中症の方があまり出ていませんので、ほっと

しているんです。けれども、全面マスクでの作

業というのは、依然として極めて過酷なんです

ね。私も現地に行って全面マスクを何度かつけ

ましたけれども、やっぱり我々の年齢でもかな

り大変です。そういう中で、熱中症で本当に重

篤な状態になる方というのが出てきたときに、

現場の作業員の皆さんの、それこそ気力である

とか体力であるとか、そういったものに、それ

こそいろんな形で影響してくることも考えら

れます。それが最大のリスクだと思っています。 

ですから、きょう、最初に申しあげたわけで

す。医療の問題、放射線管理の問題、場合によ
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っては、生活環境という意味では食事とか寝る

場所とか、そういうことも含めて、私は必要だ

と思えば介入します。介入もしてきました。そ

れにしっかりとした対応をすることによって、

作業員の皆さんがダメージをこうむるリスク

を少なくする。それによる悪影響をできるだけ

小さくするということが、この夏ということに

関していうと、最大のリスク管理ではないかと

思っています。 

 

質問 ストレステストについて二点おたず

ねします。 

先ほど、大臣は、ストレステストは安全指針

類ができるまでの過渡期の対応、というふうに

おっしゃったと思うんです。いま安全委員会で、

指針類の見直しは、来週に論点整理が終わって、

さらに 2年から 3年ぐらい、指針見直しにかか

るというふうに聞いております。ということは、

その間は過渡期の対応で済ませられるのか、あ

るいは指針類の見直しをもうちょっと早く、急

いでやるようにというようなお考えなのか。 

もう一点は、ストレステストは安全の裕度を

みるテストで、安全委員会では、再稼働の判断

とは関係ないというふうに、斑目委員長もおっ

しゃっていると思うんです。その場合、政治家

がそのテストの結果を受けて再稼働の判断を

するのは、どういう根拠でやられるのか。1.2

倍の裕度だったらだめで 1.5 倍だったらオー

ケーで、2倍ならオーケーとか、そういったこ

とはどうやって決められるんでしょうか。 

 

細野原発事故担当相 ストレステストは過

渡的なもので、来年になったらもうやりません、

という意味で申しあげたのではないんです。す

みません、そこはもしかしたら誤解があったか

もしれません。ストレステストのやり方自体は、

恐らくこれを機会に日本で定着することにな

ると思いますので、それはこれからも必要だと、

そう思っています。 

ただ、ストレステストをやる主体、例えば保

安院が実際にテスト項目をつくり、安全委員会

の評価を受けるとしても、実際のチェックもや

っていく。このこと自体が、十分国民の皆さん

にまだ納得をいただいていない面があるでし

ょうから、そこは来年の 4 月を 1 つの目標に、

新しい組織を立ち上げることで、本当の意味で

の安全・安心を提供したいということで、申し

あげました。 

ご質問の、安全設計審査指針であるとか、耐

震指針は、確かに今年度中をめどに安全委員会

で検討されることになっていまして、それと、

いま私が申しあげたことをどう連続していく

のかというのは、これはまだ整理ができていま

せん。 

ただ、ストレステストをまさにいまやらなけ

ればならないのと全く同じように、この指針の

見直しについても、できるだけ現体制でやれる

ところまではやらなければならないというの

は紛れもない事実だと思うんです。ですから、

その作業は、安全委員長も非常にスピードを上

げてやりたいとおっしゃっていますので、それ

はぜひお願いをしたいと思っています。どこま

で検討が来年の 3 月まで行われるのかという

ことによって、その後どうそのバトンをうまく

引き継いで、できるだけ早い段階で新しい指針

をつくることができるかどうかが決まってく

るということになると思います。 

ですから、新しい機関が立ち上がらないと何

も始まらないでは、これは話になりませんから、

それまでもストレステストもそうだし、指針の

見直しも含めて、現体制でやるところまでやる

わけです。うまく新しい組織が早い段階で立ち

上げれば、そこで本当の意味での安心を国民に

与えることができるような、しっかりしたもの

ができてくるというのが一番望ましいと思い

ます。 

 

質問 菅政権の中で何ができて、残された

時間はどのくらいあるのか。短距離走の中でで

きる限りのことを頑張っていきたいというお

話があったんですけれども、原発問題という非

常に国家的大きな問題に取り組まれていて、は

っきりいって、短距離走でやれる問題ではない

と思いますね。 
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そういう中で、政局的というか、政治ジャー

ナリスト的には、菅さんが一体いつまでやるの

か、いつやめるのかという問題が大変大きなテ

ーマになっているわけです。細野さんは、菅さ

んと一緒に運命共同体的に行動されようとし

て、短距離走で頑張ろうとされているのか。い

まの菅政権、一体いつまで、8月いっぱいとか

といわれていますけれども、その辺の覚悟が果

たしてどのくらいあるのか。短距離走で取り組

めるような問題ではないと思いますので、その

辺について、どうお考えでしょうか。 

 

細野原発事故担当相 政局的なことには、

予防線をさんざん張ったつもりだったんです

けれども。そこを、私なりに短距離走と長距離

的でやらなければならないところを区別して

話をしたつもりだったんですけれども……。こ

ういう原子力とかエネルギーとか、そういった

テーマについては、私自身は、政治家細野豪志

としてはずうっとかかわっていこうと思って

います。 

ただ、閣僚としてやれる期間というのは、も

う短距離走のつもりでやらなければならない。

その短距離走の中で、これは菅総理のためとか、

延命がどうこうとか、そんなことは全く関係あ

りません。私の頭には一切ありません。そうい

うことではなくて、自分が責任ある立場のとき

に、この方向が正しいと思うのであれば、そこ

はその方向に行くように、しっかりと方向性を

出しておくことが大事ではないかと思ってい

るんです。 

ですから、例えばこのロードマップをつくる

ときの国の関与の仕方をより強めたし、さらに

は原子力の規制機関のあり方についても早い

段階でできるだけ青写真を示すことをやって

いきたい、そういう趣旨で申しあげました。 

ですから、短期的に問題が解決できるとは全

く思っていないし、これで終わりで、私は全然

かかわりませんとも思ってもいない。そこは、

大事な問題だけに、政治家としてはしっかりや

っていかなければならない、というふうには思

っております。 

 

司会 では、最後の一問ということで、お

願いします。 

 

質問 冒頭の話の中で、海外の視点ですと

か、地元の方を早く帰したいということをおっ

しゃった。が、事故後 4カ月以上たっているの

に東電からも、保安院からも、第一原発からど

れぐらいの総量の放射性物質が出たかという

ことがまだ発表されていない。細野さんも何度

か催促されたということなんですが、これはい

つごろになったら出されるんでしょうか。ステ

ップ 2 の終わりまでには出されるご予定なん

でしょうか。 

 

細野原発事故担当相 いま、総量とおっし

ゃいました？ 

 

質問 そうです。 

 

細野原発事故担当相 総量は、原子力安全

保安院と、安全委員会のほうで、何度か出して

はいるんですね。 

 

質問 出されているのは、4月の冒頭のもの

と、あと先日東電さんから出された、4カ月後

たったいま現在、毎時どれぐらい出ているかと

いうものです。いままで 4カ月間にどれだけの

総量が出たかということに関しては、トータル

の数字はまだ出ていないと思うんですが。 

 

細野原発事故担当相 6 月のＩＡＥＡの閣

僚会議に数字を出しているんですけれども、そ

こには、そこまでの積算線量を出しているんで

すね。いつまでだったか、すみません、正確に

はいま手元にデータがないので、ちょっと答え

られませんけれども。3 月 11 日から、おそら

くＩＡＥＡの総会に出していますので、5月の

ある時点までということになるんですが、そこ

までの総量は出しているんです。 

その後どうかということになってくると、5



 

13 
 

月の時点からは、出ている日々の量というのは

本当に限定されているので、おそらくそこに追

加をして数字が変わるレベルではないという

ふうに思うんですね。ですから、その数字をも

って、現段階では、日本政府としては大体これ

くらいという数字として世界にお示しをして

いるものとお考えをいただければと思うんで

すが。 

 

質問 まだ 10億ベクレル毎時出ているとい

うことで、今後もふえ続けると思うんですけれ

ども、累積の総量について、何かしらの新しい

アップデートとか、そういったようなものは出

されるご予定はないということでよろしいん

ですか。 

 

細野原発事故担当相 アップデートは、必

要があればやるということでいいと思います

けどね。ただ、そのとき出ている量と、いま出

ている量というのは、先ほど申しあげたように

けたが 200万分の 1ぐらい違うので、足しても

ほとんど数字が変わらないんですよね。そのこ

とにどれぐらい意味があるかということも含

めて、いろいろご要望があれば、それにはお答

えしたいと思います。出すことに意味があれば、

もちろんそれはお出しする、そういうことです

ね。 

 

質問 わかりました。ありがとうございま

す。 

 

司会 それではこれで会見を終わります。

本日、クラブのゲストブックに、細野さんには

「振気」という字を揮毫されました。ちょっと

説明していただけますか。 

細野原発事故担当相 この間、海江田大臣

と来たとき、何が得したかというと、海江田大

臣が字を書いて、私は書かずに済んだのです。

得したと思って帰ったんですけれども、きょう

は逃げられなくて、下手くそな字を書いたんで

す。「振気」というのは、橋本左内ってご存じ

ですか、幕末の志士で若くして亡くなった人な

んですけど、彼は『啓発録』という本を書いて

います。本当に若いときに書いた本なんですけ

ど、その中で自分が心がけたことの 1つが「振

気」なんですね。 

極めて単純な話でして、「振気」というのは、

震えるぐらいの気合いでやれば、やれないこと

は何もないというような意味。ほんとに震える

ぐらいの気合いで何か取り組んだときに、多分

この時代ですから、それこそ死ぬ気でやったと

いうことなんでしょうけれども、こういう言葉

なんですね。 

私もこれまで、そうですね、死ぬ気でやった

ことは何かあるか、本当に震えるぐらいの気合

いでやったことがあるかというと、本当に数え

るほどしかありません。けれども、今回はもう、

本当にぶっ倒れるかと思うぐらいの気合いで

やりました。その気持ちがあれば、必ず道は開

けるということでいまもやっておるというこ

とでございます。 

 

司会 どうもありがとうございました。（拍

手） 

 

 

 

（文責・編集部） 


