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 先般の原子力行政懇談会の報告にもとづい

て、今国会に原子力基本法の改正案が提出さ

れている。国会で多少の修正があるかもしれ

ないが、この秋頃からは日本の原子力行政も

新しい体制に入ることになる。今日はもっぱ

ら原子力行政が今後どういうようになるか、

ということについて話をしてみたい。 

 原子力行政懇談会設置のきっかけは、原子

力船“むつ”の事件だった。昭和４９年だっ

たか、“むつ”はむつ港を出港し、太平洋上で

臨海試験を行った。臨海試験には成功したが、

臨海試験後原子炉を包んでいるベッセルスの

上の部分から放射線が漏れた。これは非常に

弱い放射線で、テレビの前にすわっている人

があびている程度の放射線なのだが、出るべ

からざるところから放射線が漏れたというこ

とで大変な問題になった。“むつ”はむつ港に

帰ることもできず、数十日にわたって太平洋

を漂流する、という事態になってしまった。 

 原子力船「むつ」の漂流 

 ずいぶん以前から原子力船の開発は進めら

れており、いつでも臨海試験ができる状況に

なっていたわけだが、地元の反対のためなか

なか試験が行えない、という背景があった。

それがいよいよ臨海試験をやってみると、放

射線が漏れたというので、ますます問題が大

きくなった。そのときに、原子力委員会も政

府もこの事件について、何らの声明も出さな

かった。現実に“むつ”が漂流しており、そ

れに対して政府も原子力委員会も何ら発言し

ない。一体、原子力の安全性については、だ

れが責任をもっているのか、という疑問が国

民のあいだに出てきたのは、当然だと私は思

う。 

 従来、原子力の開発と安全の双方を原子力

委員会が一手に引き受けてやっていた。が、

開発の推進と安全とを１つの機関で行うとい

うことは、そもそも安全を軽視することにな

るのではないか、という意見は以前からあっ

た。“むつ”問題が起きて、安全性に対する責

任体制の問題が一層表面に出てきたといえる。

“むつ”事件は、いまの鈴木農林大臣が現地

におもむいて地元と話し合った結果、いろい

ろ条件もついたが、一応むつ港に引き返すこ

とが決まった。制御棒を全部おろして、つま

り炉を停止して、それに封印して、アクティ

ブでない形にしたまま現在に至っている。そ

れで一応漂流していた“むつ”の事件はかた

づいたのだが、原子力の安全性に対する責任

体制の問題は依然として残った。 

 そこで責任体制の観点から、原子力行政を見

直す必要があるということで、昭和５０年３月

に原子力行政懇談会という委員会が設けられ

た。総理大臣の私設の諮問機関のような形で発

足した。この原子力行政懇は、合計３６回ほど

の会合をもち、昨年中間答申をし、今年の初め

に最終答申をだした。行政懇で、原子力の安全

性に対する責任体制をいかにして確立すべき

か、という問題を議論したところ、当然のこと

ながらいろいろな考え方がでてきた。 

 エネルギー省設置は検討外に 

 まずエネルギー省を設けて、原子力につい

ての開発および規制を一括して行うべきだ、

とう意見がかなり強くでてきた。しかしエネ

ルギー省をつくるということは、行政組織的

にも、その実現性という面からも、いろいろ

やっかいな問題をともなうことが明らかだ。 

 アメリカではカーター大統領のもとでエネ

ルギー省を設けて、シュレジンジャー氏が長

官になるという話もある。しかし、エネルギ
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ー関係の問題を全部一つの省に集めて、そこ

で行政を行っていくということになると、い

ろいろな問題が表面化するようだ。現に内務

省との間の問題がとりざたされている。米国

の場合、内務省が国有地に関する行政権を持

っている。エネルギー省ができても国有地を

自由に使えるこということでないと、十分な

エネルギー開発は推進できないであろう。そ

の権限を内務省から新設予定のエネルギー省

に移すべきだ、という意見もあるが、この問

題での両省のあいだの調整はなかなか困難な

ようだ。アメリカは比較的縦割り行政なのだ

そうだが、それでも横割りの制度もあること

はある。日本の場合は横割りの制度がまった

くなく、縦割り一本になっている。 

 その縦割りの行政組織の中に、エネルギー

省を設けて、各省庁が有していたいろいろな

権限を集中させるということは、事実上不可

能に近い。その権限が本当にエネルギー省に

のみ専属すべきものなのか、技術的にも非常

に難しい問題だと思う。エネルギー省に開発

目標と安全の責任体制を集中すれば、形の上

からいえば大変すっきりしたものになる。が、

これはどうもかなり観念的な考え方のようだ。

何もない白紙に１つの絵を描くということで

あれば、あるいはできるかもしれない。しか

し、そうでない今日ではなかなかむずかしい。

エネルギー省の設置は、将来の問題としては

あるかもしれないが、当面の問題としては取

り上げることはできないということになり、

エネルギー省設置問題は、われわれの検討か

らはずされた。 

 今日、原子力基本法に基づいて原子力委員

会が存在し、ここが整合性のある原子力の平

和利用を正しく進めるための計画を立案して

いる。が、現在の原子力委員会では、原子力

の平和利用を推進するほうに重点が置かれ過

ぎるのではないか、という批判がある。たま

たま“むつ”の事件で、肝腎なときに原子力

委員会が発言しなかったということもあって、

どうも原子力委員会だけでは重点が開発のほ

うに置かれて安全性のほうがおろそかになる

のではないだろうか、ということも私どもの

議論の中ででてきた。 

 これが次にでてきた問題であった。ただし

実際は必ずしもそうではなく、原子力委員会

が開発を進める場合にはその計画で安全性が

十分に確保されているかどうかを十分検討し

て進めるわけなのだが…。しかし、“むつ”の

場合は必ずしもそうではなかったのではない

か、とう疑念を持たれたのはやむを得ない。 

 原子力委員会と安全委員会に 

 ともかく原子力委員会が中心になって開発

と安全の双方を進めている体制はどうかとい

うことになり、いろいろ議論した結果、むし

ろ安全と開発は分離すべきであろう、という

考え方が強くなった。アメリカの原子力委員

会が、ＥＲＤＡ（アメリカ・エネルギー研究

開発局）とＮＲＣ（原子力規制委員会）の二

つに分かれたように、日本の場合も、ここま

で原子力の平和利用が発達した段階では二つ

に分けるべきだ、というわけである。一方を

新しい原子力委員会に、他方を安全委員会に

する考え方である。 

 委員会というのは、いまの原子力委員会も

そうだが、法律的にはいわゆる八条機関とい

うか、諮問機関である。従って法律的な性格

からいえば、ほかのいろいろな審議会と違い

はない。ただ原子力委員会の場合は、原子力

委員会設置法で、その決定は内閣総理大臣が

これを尊重しなければならない、というよう

に法律的に尊重義務を総理に課している。総

理大臣というのは、総理府の長官としての総
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理大臣と政府の長としての総理大臣の双方の

性格を有するわけだが、この場合はどうも総理

府長官としての総理大臣のようだ。従ってほか

の省庁の大臣や長官に指示を与えることはで

きないのではないか、という問題はある。しか

し、いまの原子力委員会でも、総理大臣の尊重

義務を有するほかに、各省庁の大臣に対しても

勧告権を持っている。原子力委員会は法律的に

は八条機関だが、その尊重義務あるいは勧告

権を十分に生かして活動するならば、相当強

力な活動ができる、と私は思っている。 

 私もかなり長期にわたって原子力委員会を

やったが、その間いろいろな問題があった。

その中で最も印象的なのは、原子力潜水艦の

佐世保入港を一時停止したことだ。原潜が

入・出港する際探知器で、放射能を出してい

るのではないか、というモニタリングをやる。

たまたまある潜水艦が出港するときに、かな

り強い放射能を探知した。これが地元で大変

な問題になり、政府内部にまで問題が波及し

てしまった。むろん原子力委員会でも問題に

なった。普通ならあり得ないことが起こった

わけだから、どうしてそうなったかというこ

とについてはなかなか判明しない。とりあえ

ず原子力委員会としては、この事件が解明さ

れて、あとの措置が十分整うまでは、アメリ

カの原子力船の佐世保入港は差し止めてもら

いたい、と総理大臣に申し入れた。その結果、

外務大臣がこれを受けて、原子力船の佐世保

入港を７，８ヶ月くらい差し止めをすること

になった。その間にいろいろ調査を行う一方

で、モニタリングその他の探知施設も十分整

えるということをしたのち、入港を再開させ

たわけである。 

 原子力委員会はたんなる八条機関にすぎな

いが、やり方によっては相当のことができる。

政府を動かして、自分たちが正しいと思う方

針を実行させることができないわけではない。

が、行政懇の席では、やはり、本来安全性の

確保と開発とは違った機能だからきちんと２

つに分けて、それぞれが機能するような委員

会を設けるのがよいのではないかということ

になり、開発にあたる原子力委員会と安全、

規制にあたる安全委員会の二本立にしよう、

ということになった。 

 「平和利用」担保と八条機関 

 二本立にしても、従来の八条機関のような

審議会でよいかどうかという問題は残る。む

しろ行政委員会にして、公取などのように権

限を持った委員会にすべきではないか、とい

う意見もあった。しかし、原子力委員会の最

大の目的は何かというと、法律に示されてい

るように原子力の平和利用の担保にある。平

和利用の担保者が原子力委員会である。従っ

てこれは今でもやっていることだが、原子力

委員会は各省庁から出てくる原子力に関する

予算を全部チェックすることにより、軍事利

用のための開発が行われていないかどうかと

うことも確認している。 

 平和利用を担保する場合、行政委員会とい

う政府機関が果たして政府自身を規制するこ

とが可能かどうか。平和利用の担保機関は政

府の外にあって、はじめて担保機能を発揮で

きるのではないだろうか。政府内部にあって、

それを担保しようなどということは、政府が

自己規制をするというだけのことで、信用で

きないではないか、という議論があった。以

上の点から原子力委員会を行政委員会にする

ことはまずい、という結論となり、従来どお

り原子力委員会は八条機関という形になった。 

 安全委員会は、平和担保機能を有していない。

実際には平和の担保もしなければいけないが、

それを任務とするわけではない。従って、安全
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委員会のほうは行政委員会でよいのではない

か、という議論が最後まで残った。どうも法律

上の権限がないと何事もできなのだ、という考

え方が日本人にはあるようだ。しかし、法律上

の権限を与えるとなれば、当然きわめて明確な

限定がなされることになる。その限定された範

囲内においては、権限を有するのでどんなこと

でもやれる。しかし、権限外のことは何一つや

れない。そこで、もし安全委員会を行政委員会

とすると、権限の規定が問題になる。権限規定

を非常に広く規定しないと、安全性に関する問

題がこぼれ落ちる。つまり、空白の部分が出て

くる恐れが生じる。 

 ほかの省庁の権限と安全委員会の権限とが

オーバーラップするようなことにもなってく

る。二元行政というか、権限が重複した形に

なって、権限を施行される国民のほうからい

えば、どっちのいうことを聞いてよいのかわ

からない、というような問題も出てくる。二

元行政は法治国のもとでは、もっとも避ける

べき問題だと私は思う。従って安全委員会を

行政委員会にするということも、実はなかな

かそう簡単ではない。かなり弊害をともなう

面も出てくる。また、この安全委員会を行政

委員会にするか否かという問題は、各省庁の

原子力開発とか、原子力の安全性についての

責任がどうなるか、ということと当然関わっ

てくる。 

 行政責任は通産省に一元化 

 そこで私どもの議論は現在の各省庁の原子

力に関する行政責任の一元化を徹底的にはか

るべきであろう、という結論に至った。原子

力の開発およびその安全に関して、行政責任

の一元化をはかるため、たとえば原子炉につ

いても実用化の段階に入っているものとまだ

開発・研究の段階にあるものの２つに区別す

ることが好ましい。実用化の段階にある原子

炉については、通産相がすべて責任を持ち、

研究段階にあるものは科学技術庁長官が責任

を持ち、舶用炉については運輸相に責任を集

中する、ということを考えた。 

 実用段階にあるものと研究段階にあるもの

をどうして判断するか、ということが問題に

なるが、その区別については原子力委員会と

安全委員会双方の意見を聞いて、法律でこれ

を決める。実際には政令で決めるとなってい

る。研究炉の場合も同様だが、実用段階にあ

る場合の炉については、通産相が全責任を負

うので、これについての安全審査報告の作成

も通産省がやる。原子力発電会社から設計そ

の他発電施設の安全性を証明するためのいろ

いろな書類が出てくるわけだが、それを通産

省が調査して、安全性に関する報告書を作成

する。これが公表され、あわせて電調審（電

源開発調整審議会）に提出される。電調審の

審議の材料にされる、ということになる。 

さらに、この安全審議報告書は、安全委員会

と原子力委員会の双方に提出される。原子力

委員会は、その発電所が軍事目的に使用され

るものであるか否か、あるいは技術的にも財

政的にも運営能力が十分か否かを審議して、

判定をくだす。一方、安全委員会はその原子

炉が工学的、環境的側面からみても十分安全

であるかどうかなどを基準にして、判定をく

だす。このように両委員会によって「ダブル・

チェック」を受けることになる。原発の場合

は責任は通産省に存在するが、両委員会の、

「ダブル・チェック」を受けることになる。

そして、安全委員会の許可を得たことにもと

づいて、通産大臣が発電所の認可を与える。

そのとき内閣総理大臣の同意を得ることにな

っているが、主な責任は通産大臣が持つ。 

 電調審にかかる前に公表すると述べたがそ
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こをもう少しくわしく説明すると、まず「ヒ

ヤリング」、公開の聴聞が通産省主催で行われ

る。通産省が「ヒヤリング」でいろいろな意

見を聞き、安全審査書もさらに検討して、で

きたものを公表して、それを電調審に提出す

る。一方、原子力委員会と安全委員会からは

「ダブル・チェック」を受ける。その後基本

設計にもとづいて詳細設計に移り、工事の認

可が行われる。原発の場合、これは通産大臣

の責任で行われる。 

 しかし、安全委員会は、つねにその資料を

通産省から提出をしてもらうことができる。

その資料にもとづいて、工事の進捗にあわせ

ていろいろの問題をチェックしていく。もし、

事故が起こったときには、事故についての報

告をする。場合によっては現場に立ち入り調

査をして、その問題を検討し、事故が十分解

明されて、事故要因が取り除かれるまで稼働

停止させることもできる。このような強い権

限を安全委員会は持つことになる。いま国会

に提出されている法案は大体以上のような内

容になっている。 

 安全委員会も一応科学技術庁に 

 いままでは原子力委員会が内閣総理大臣の

諮問機関なので、本来、総理府がふさわしいの

だろうが、実際には科学技術庁の原子力局が行

政局であると同時に、原子力委員会の事務局を

務めていた。これをこんどどうするかという問

題もあった。科学技術庁の長官が原子力委員会

の委員長なので、原子力委員会が科学技術庁に

あるのはやむを得ないかもしれないが、安全委

員会を科学技術庁に置くというのはどうもお

かしい。総理府に置くべきだという意見がか

なり強く主張された。たしかに筋道からいえ

ば、総理府に置くべきものと思うが、総理府

に置くと安全委員会の面倒を見てくれる責任

者が誰になるのか、ということがある。総理

府は多種多様ないくつもの委員会の面倒をみ

ているので、行政組織に詳しい人からいわせ

ると、あんなところに置いたら捨て子になる

ということになる。こういう問題になると私

どものように行政の内部に詳しくない者にと

っては、なかなか判断がつかない。そうこう

しているうちに、科学技術庁に新しく安全局

が設置された。そこで差し当たっては安全局

のある科学技術庁に置くのもやむを得ないと

いうことになり、一応、科学技術庁に安全委

員会が置かれることになっている。 

 原子力委員会の場合もそうなのだが、安全

委員会にとっても、まず自分のスタッフを持

つことが重要だ。原子力局あるいは安全局は、

科学技術庁の行政を行っているのだが、その

うえ委員会の事務をやるということになると、

どうも委員会にとって本当にためになる仕事

をやれるかどうか。 

 安全委員会はとくに専門のスタッフを持た

なくてはならない、ということを私どもの答

申はうたっているのだが、こんどの予算では

数名のスタッフ程度ということになっている。

私どもから見るとはなはだ不満なのだが、当

局によると５３年度の予算ではもっとふやし

ていくつもりだ、という説明だった。いろい

ろほかにもまだ問題はあるが、今回の原子力

行政の改革の概要は、だいたい以上のとおり

になっており、この１０月には新しい体制が

スタートすることになる。 

 “むつ”事件以降ずっと国民が関心を払っ

てきた問題だったわけだが、この程度のこと

をすればある程度国民に納得してもらえるの

ではないか、と私は考えている。あとは原子

力委員会と安全委員会の委員（両方とも５名

ずつ）にどういう人が選ばれるのか、という

ことが最後に残る問題ではないだろうか。行
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政の体制としてはこれで一応固まるのではな

いかと思う。原子力には技術的にも非常にむ

ずかしい問題をたくさんかかえている上に、

原子力が当面する問題は非常に広い外交、環

境などの問題にも接している。それだけにこ

の問題を取り扱って、安全を確保していくと

いうことは容易ではない。今後ともいろいろ

な研究や開発を進めなければならないだろう。 

 温排水の問題ひとつを例にとっても、原子

力発電では火力発電の３倍から４倍くらいの

温排水が行われる。それが海洋をどのように

汚染するかはっきりしていない、というよう

な批判もある。が、これを究明するため海洋

生物の環境を調査する研究所もできた。 

 太平洋側と日本海側とにそれぞれ研究所が

つくられ、温排水の影響を調査することになっ

ている。燃料の問題、バブルの問題などの工学

的か課題についてとり組むため、原子力工学試

験センターも設立された。また、現在低レベル

の廃棄物が原子力発電所にかなりたまってい

るが、これの処理についても原子力環境整備セ

ンターができ、安全にどう処理し得るかとい

うことについての研究・調査を始めている。

むろん、原研や動燃においても安全性に対す

る研究が従来どおり進められている。最近は

これらの研究費も非常にふえてきており、か

なり内容のあるよい研究が進められている。 

 また新しい問題が起こってくるかもしれた

いが、安全性についての構えは相当でき上が

ってきたと、私は思っている。 

 核拡散防止と廃棄物処理 

 現に最近、アメリカのカーター現大統領が

提唱しているように、世界における核拡散防

止の新しい体制をどうするか、というハイ・

ポリシーの問題が表面化してきている。一方、

西ドイツあたりでも問題になっているようだ

が、使用済み燃料を再処理して、その中から

プルトニウムだとか劣化ウランを取り出した

残りの廃棄物の処理の問題もでてきている。

廃棄物の中にもいろいろな種類のものがある。

非常に放射能の高い、いわゆるハイ・レベル

廃棄物といわれているものの処理は、今は差

し当たって急ぐ問題でないにしても、１０年

から１５年後には当然、これが現実の問題と

なる。これは非常に放射能が高く、半減期が

長いために、いまからこの問題に取り組んで、

将来どう処理し得るかという問題について相

当はっきりした見通しをたてておく必要があ

る。原子力発電をやたらに進めて、あとでハ

イ・レベルの廃棄物の始末がつかないという

のでは、後世の人々に対しても、現代の人々

に対しても申しわけがない。ハイ・ポリシー

の問題とハイ・レベル廃棄物処理の問題が今

のところ最大の課題だと、私は考えている。 

 現在、核拡散を防止するために国際原子力

機関（ＩＡＥＡ）と核拡散防止条約が機能し

ている。しかし、インドの地下実験等があっ

たためか、あるいは一般的な意味で将来の平

和を心配してのことか、アメリカは核拡散の

恐れを懸念している。アメリカのハイ・ポリ

シーの最大限目はプルトニウムである。 

 軽水炉の運転後にできる使用済み燃料を再

処理すると、プルトニウムと劣化ウランがで

きる。そのプルトニウムと劣化ウランが、普

通、高速増殖炉の燃料に使われる。わが国の

場合もＡＴＲの燃料として、プルトニウムと

劣化ウランを混ぜて使う。わが国の場合ウラ

ン資源がとぼしく、またウラン資源を獲得す

ることも今日なかなか容易ではない。そのた

めどうしてもウランの需要をなるべく節約す

る必要がある。プルトニウムと劣化ウランを

燃料として原子炉を動かすという方法を取ら

ざるを得ない。これが今、考えられているわ
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が国の核燃料サイクルである。 

 ご承知のように現在フランスのサンゴバン

の技術を導入して東海村に規模は小さいが再

処理工場（１．７ｔ/Ｄ、年間２００ｔ）を建

設し、この７月にはホット・ラン（ハイ・レ

ベルの使用済み燃料を入れて試験をする）を

行うというところまできている。これがいま

カーター大統領の新核エネルギー政策によっ

て運転ができないとう状況にある。 

 アメリカは、プルトニウムから原子爆弾を

つくろうと思ったら、簡単にすぐできるとい

う。濃縮ウランから原子爆弾を作る場合は非

常に濃度の高い、ハイ・リッチのウラニウム

が必要である。しかし、ハイ・リッチのもの

はなかなかかんたんにはできない。それに比

してプルトニウムからは原子爆弾がすぐにで

きる。従ってやたらあちこちに再処理工場が

建設され、その結果としてプルトニウムが拡

散すると、核兵器がつくられるチャンスが容

易に出てくる。アメリカはそれを懸念してい

る。それからもうひとつプルトニウムのハイ

ジャックということを心配している。プルト

ニウムが奪われて、これを楯に脅迫されると、

何とも手の打ちようがない。 

 フィジカル・プロテクション（物理的にど

うプロテクトするかということ）と核拡散防

止という２つの面から考えると、プルトニウ

ムをうみ出す核燃料サイクルの開発というの

は、アメリカの誤りであったとさえ、かれら

はいう。 

 １年半前までは、日本がアメリカから核燃

料を輸入する場合、使用済み燃料の再処理を

しなければ渡しませんよ、とかれらはいった。

ところがこんどはまるで反対に、再処理はや

めよう、そのかわり燃料は供給する、という

ことなのだからまったくあべこべになってい

る。 

 ともかくかれらは再処理は当分のあいだや

めるという。「当分のあいだ」というのはまっ

たく困るので、「当分」というのはどういう意

味だ、と聞いてみたが、それは、その間に使

用済み燃料を何とか使える方法を研究・開発

したいということらしい。日本でも動力炉・

核 燃 料 開 発 事 業 団 で Ａ Ｔ Ｒ （ Advanced 

Thermal Reactor）を開発している。ＡＴＲは

必ずしもプルトニウムを必要としない。この

研究開発がほとんど完成に近づいている。そ

ういうこともあるので、アメリカとしては当

分のあいだは使用済み燃料をポンドに入れて

貯蔵しておき、その間にほかの使い方ができ

る道を研究しようということのようだ。そし

て、そのあいだ必要な濃縮ウランは、アメリ

カが供給する、といういい方になっている。 

 このアメリカの考え方が実行に移されると、

現在の日本の核燃料サイクルは無効になって

しまう。ただ、前述のように使用済み核燃料

を使える道が考えられるので、その点が１つ

の救いといえば救い。しかし、そうなると、

いま日本では軽水炉が建設されているが、そ

れにかえてＡＴＲを開発しなくてはいけなく

なる。つまり、炉の型が一変してくるという

ことになる。 

 このあいだの原子力産業会議の年次会議に

は、アメリカからは規制委員会のギリンスキ

ー委員と国務省のエネルギー担当官のシャイ

マン氏が出席したが、フランス、ドイツ、イ

ギリス、イタリーなどの代表をまじえてのデ

ィスカッションの中でも、アメリカのお二人

はいま申しあげたような線を主張した。一方、

ヨーロッパ代表は、全部再処理を止めるとい

うようなことはとうてい認められない、とい

う主張だった。 

（文責・編集部） 


