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経 済 産 業 省 独 立 行 政 法 人 評 価 委 員 会  

原 子 力 安 全 基 盤 機 構 部 会 （ 第 25 回 ）  

議 事 次 第  

 

 

        日  時：平成 23 年 12 月 12 日（月）13:59 ～16:13 

        場  所：経済産業省別館 10 階 1012 会議室 

 

１．開 会 

 

２．議 題 

 （１）燃料体検査の要領書作成上の問題点等について 

（２）独立行政法人原子力安全基盤機構の中期目標期間終了時における 

組織・業務全般の見直しについて 

 （３）その他 

 

３．閉会
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○長谷部統括安全審査官 それでは、定刻より若干早いのですけれども、第 25 回の JNES

部会を始めさせていただきたいと思います。 

 皆様には、年末のお忙しいところ御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日御審議いただきます議題といたしましては、今後、JNES の第３期中期目標作成に当

たっての組織・業務全般の見直し方針についてでございます。 

この見直し方針につきましては、前回の部会で御審議いただいて、見直し当初案という

形でとりまとめていただいたところでございますけれども、その後、総務省におきまして

検討が行われて、12 月９日、先週の金曜日でございますけれども、見直し方針として考慮

すべき事項・内容についてとりまとめられ、公表されたところでございます。 

 本日は、この勧告の方向性の内容を踏まえまして、見直し当初案を修正させていただい

て、見直しの最終案として、御提示をさせていただき、御審議をいただきたいと考えてい

るところでございます。 

 また、前回部会以降、JNES の燃料体検査要領書作成上の問題に関する報道がございまし

たので、その点につきましても、審議に先立ちまして JNES の方から御報告をさせていただ

きたいと考えているところでございます。 

 それでは、大橋部会長、以降の進行よろしくお願いいたします。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 御参集ありがとうございます。それでは、今日、長谷部さんから御説明いただいたよう

なことでお進めいただければと思いますけれども、まず、事務局から定足数の確認と配付

資料の御説明をお願いします。 

○長谷部統括安全審査官 では、初めに定足数の確認でございますが、小笠原委員と山本

委員、所用がございまして、今日は御欠席でございますけれども、全５名中３名の御出席

をいただいてございますので、部会としては成立要件を満たしているということでござい

ます。 

 資料の確認でございますが、クリップを外していただきまして、議事次第がございます。

その後、資料１、資料２－１から資料の２－３、以上４点が資料でございます。 

 それから、参考資料といたしまして、参考資料１から参考資料７まで、７点ほど参考資

料を配付させていただいております。 

 不足等ございましたら、事務局の方に申し出ていただければと思います。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 早速ですけれども、議事に入りたいと思います。 

 議題１「燃料体検査の要領書作成上の問題点等について」、JNES 殿から御説明お願いで

きればと思います。よろしくお願いします。 

○佐藤（均）理事 それでは、資料１に従いまして、「燃料体検査の要領書作成上の問題等

について」を御説明いたします。 

 資料１ページをおめくりいただきたいと思います。 
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 これは、11 月２日の毎日新聞の１面と社会面で記載されたものの見出しを、ここに幾つ

か挙げさせていただきました。この内容について、事実関係を整理して御説明するという

ことで、２ページ目以降に記載いたしてございます。 

 この事案につきましては、平成 21 年２月９日に、GNF-J の燃料体検査の記録確認を実施

したところ、燃料体検査要領書の判定基準におきます燃料要素の「ペレット・スタック長

さ」の数値が、燃料体設計認可申請書の数値と異なる数値が記載されていたということで

ございまして、その異なる数値があったにもかかわらず検査を行って検査を良としたとい

う事案でございます。 

 事実関係を説明いたしますと、燃料体検査は御承知のように量産品の検査であります。

したがいまして、同一設計ごとに標準要領書を作成して検査を行ってございます｡この

GNF-J の検査に当たりましては、標準要領書は事業者からの電子ファイルの原案の提出を

受け、制定していたということでございます。 

 平成 20 年には、機構は、この標準要領書の記録様式を変更することといたしました。そ

の内容について事業者に修正された標準要領書の電子ファイルの改訂案、そのものを同年

９月に受け取って、チェックを行った後に、この案を標準要領書といたしたものでござい

ます。 

 このとき事業者から受け取りました改訂案の電子ファイルでございますが、本来変えな

ければいけないところ、変える目的であったものは的確に修正されていたわけでございま

すけれども、改訂箇所以外の数値に、事業者において誤記があったということでございま

して、それに機構は気づくことがなかったということでございます。 

 その後、標準要領書を基に機構が個別の要領書を作成して検査を行うわけでございます

が、標準要領書に誤記が残っておりましたので、個別要領書も同じような誤記が残された

まま、要領書が作成されたということでございます。その誤りというのが、何件か検査を

同じ個別要領書で行っているわけでございますが、４件目でその誤りに気づいたわけでご

ざいまして、その前の３件については、要領書に誤りがあったまま検査が行われたという

事案でございました。 

 次の３ページでございますが、説明を先走りましたけれども、「機構は、機構の標準要領

書を改訂した際、GNF-J より提出された原案を活用して改訂を実施した。GNF-J の原案に改

訂箇所以外の数値が誤って変更されており、機構はそれに気付かなかった」という原因で

ございました。 

 私ども、処置を要するいろいろな件についてそれぞれ改善等を行っているわけでござい

ますが、この処置といたしまして、「水平展開として、同じ標準要領書を活用して個別要領

書を作成した検査について確認した結果、同様の誤りが３件検出された。本件を含む４件

については検査記録に記載された判定基準値及び検査値は正しいことを確認している。ま

た、本事象内容について、技術情報の共有化を図る部内連絡会で報告すると共に、検査員

に対し注意喚起を実施した」ということでございます。 
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 ここで「正しいことを再確認している」ということを書いてございますが、実際の検査

に当たりましては、事業者がそれぞれ記録の確認を行うわけでございますが、事業者が行

った記録確認の成績書には正しい数値が記載され、それに従って検査員も判断をしている

ということで、正しいことを再確認しているということでございます。 

 わかりにくかったかもしれませんので、この流れをもうちょっとステップごとに、参考

ということで書いてございます。 

 燃料体検査の実施に当たりましては、ここにありますように、申請者が経済産業省の方

に申請をいたします。この申請書の受理を受けて、その実施通知書を私ども機構が受理す

るわけでございます。それに従いまして実施計画の作成、実施要領の作成、それから検査

の実施、記録の確認、立会いなどを行って、結果をとりまとめ、その検査結果を経済産業

省に通知し、経済産業省の方から最終的に合格証を発行するという流れになっているわけ

でございます。 

 この実施要領書の作成の部分を細かく書いたものが、次のページでございます。 

 これは 23 年 10 月を境に変えてございますので、上をまず説明いたします。 

 検査に当たりましては、まず標準要領書というのを作成いたします。これは燃料のタイ

プ、設計ごとに燃料体設計認可申請というのを国に出して認可を受けることになりますけ

れども、こういったタイプごとに標準要領書をまず作成いたします。そして、この標準要

領書を基に個別発電所で納入される燃料集合体の検査を実施するということで、個別の要

領書を作成していくわけでございますけれども、この標準要領書を作成する際に、事業者

から情報を必要といたします。細かい燃料スペック、それに対する管理値をどうするかと

いった技術情報を作成し、事業者とのやりとりを踏まえて標準要領書と実施要領書を作成

していくわけでございますけれども、この事業者とのやりとりの中で、事業者から設計情

報だけをもらうやり方ではなくて、最終的に仕上がった要領書の電子データを事業者から

提供を受けていたということでございまして、ここに、新聞記事でありましたように「丸

写し」という言葉が引用されているのではないかと考えてございます。 

 それで、この 10 月以降で若干変えてございます。これは、この問題が出たのが 11 月２

日で、この問題を我々考えてルールを変えたわけではないのですが、委員の皆様方には、

昨年御説明したと思うのですけれども、溶接検査の未実施の問題があって、私ども、組織

要因を含めて根本原因分析を行いました結果、こういった要領書作成のための手続書とか、

そういった規定類が十分整備されていないということで、本年４月以降さまざまな規定類

を整備してきている中で、９月を目途に制定したのがこの燃料体の検査でございました。 

 目的は、事業者からデータをもらうということを防止するためにつくったわけではござ

いませんが、規定上は、この 10 月以降は事業者から提供を受けるのは設備の情報等という

ことで、矢印が双方向になっていないというところが 10 月以降変えた点でございます。 

 以上、この燃料体の要領書作成上の問題点等についてでございますが、これが 11 月２日

に毎日新聞で報道され、私ども、検査業務についての第三者調査委員会を設置いたしまし
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た。 

 これが、参考資料の１に、１枚紙でございますが整理してございます。 

 「１．目的」でございますけれども、「機構が行う検査の信頼性に対する疑念をもたれる

ような検査未実施等の問題があったことから、検査業務に対する機構の取り組み姿勢、検

査手順書の作成プロセス、機構と事業者の関係のあり方、検査人材の育成･教育訓練など、

様々な問題点を徹底的に分析抽出し、改善すべき点を明らかにする」といった目的で第三

者調査委員会を設置いただきました。 

 検討課題といたしましては、ここにあります３点でございます。 

 委員は、法律の専門家、原子力工学、多分野のこういった専門家、また経営の専門家等

の委員５名からなります委員に御議論をお願いいたしております。 

 次のページに、これまでの検討状況、スケジュールを書いてございますけれども、本日

の午前中に第３回目が開かれております。これまでの調査の結果と論点の整理というのが、

本日行われてございます｡ 

 第４回目は 12 月 28 日に予定されているというのが現在までの状況でございます。 

 私どもの説明は以上でございます。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に関しまして、何か御質問・御意見をいただければと思い

ます。よろしくお願いいします。 

○東嶋委員 御説明ありがとうございました。 

 新聞報道を読んで、それからその後のことも読んでいたので、大体今、おっしゃってい

ただいたことはわかったのですが、ペレットとスタックの長さの数値が異なっていること

によって、何か、どのような問題が起こるということが想定されるのですか。 

○佐藤（均）理事 ペレットとスタックの長さと言いますのは、燃料の棒の中にあります

ペレットの長さ、要するに発熱する部分の長さになります。 

 従いまして、この長さが違っていると、そもそも熱の出る量が違ってきたり、バランス

がおかしくなったりするようなことがありますから、情報としては大事な情報ではないか

と思っております。 

 要するに、燃料集合体の燃料被覆管の中にペレットが幾つ入るかということになるわけ

です。ペレットの長さですから。だから、当然４m ぐらいの長さの中に１cm のペレットが

何段も重なっていくわけですけれども、それが規定の長さまでないというのは、必要な燃

料集合体の量が、もし少なければ足りない、多ければ多過ぎるということになろうと思い

ます。 

○東嶋委員 わかりました。認可申請書の数値と異なる数値というのは、問題が起こる程

度の範囲というか、許容できるような範囲の数値だったのですか。数値自体が、どうして

異なる数値が記載されるということが起きるのか、そしてその数値自体が問題があったの

かどうか教えてください。 
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○佐藤（均）理事 数値が異なった理由については、これは事業者の方が、当初変える様

式と違うところが変わっておりますので、事業者の方においてミスがあったわけです。し

たがって、なぜそのミスが発生したかというのは結構複雑な理由がどうもあるようなので

すけれども、何らかの原因で誤った数字が記載されたということでございます。 

○大橋部会長 これ、具体的にはどういう数字がどういうふうになっていたのですか。 

○佐藤（均）理事 細かくなりますけれども、間違った数値というのは、ペレット、スタ

ックの長さが 3,658±８mm、これが間違った数字でございました。これに対して正しい数

値は 3,708±８mm という数字でございました。したがって、違っている数値自体は 50mm

ということでございます。 

○大橋部会長 これは BWR5 と４の違いですか。 

○佐藤（均）理事 BWR の５、４、５、６がこのタイプになります。 

○大橋部会長 ２、３が短い。 

○佐藤（均）理事 ２、３がちょっと短くなります。それで、間違っている数字は２、３

の数字と一緒でございます。 

○大橋部会長 済みません、ありがとうございました。 

○東嶋委員 そのことをお伺いしたかったので。 

ということは、タイプを間違って記載してしまったということですね。それで、標準要

領書を間違った記載のままあって、実際の検査においては正しいことを再確認とおっしゃ

いましたのは、具体的にはどういうふうにされて正しく。これは、誤記が見つかった後に

正しいことを再確認したのですね。検査自体はどのようにされたのですか。 

○佐藤（均）理事 要領書自体は、誤記が残ったまま要領書は作成され、その要領書を持

って検査に行っているわけでございます。ただ、検査自体はこの長さというのが、各現場

に行ってものを見るわけですけれども、事業者の記録を確認してそれぞれの燃料棒が幾つ

かということを確認するわけでございますが、その事業者が行った確認の成績書の中に、

正しいペレット、スタック長さが記載されていて、その事業者が持っている正しい長さを

ベースに当然管理されているわけですから、検査員は、その事業者の記録確認をしたもの

をベースに判断をしたということで、直接要領書と事業者のもらった記録確認書と照らし

合わせて見たわけではなかったわけです。照らし合わせれば間違いがわかったわけなので

すが、事業者が行った記録確認書の中に判断基準も一緒に示されていたものですから、正

しい数値がそこには書かれていて、検査を行った者は、記録確認書に書かれている正しい

数値を基に製造されているということを確認したという経緯でございます。 

○東嶋委員 わかりました。ありがとうございます。 

 ということは、標準要領書を使う場面というのは余りないですね。 

○佐藤（均）理事 ええ、我々、１つの問題として標準要領書を持っていながら、その一

つひとつ照合して検査を行っていなかったというところにも、問題があったと考えてござ

います。 
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 これは、ある意味、先ほど説明いたしましたけれども、燃料集合体というのは同じスペ

ックのものがどんどんつくられるということで、いろいろな使用前検査のようにいろいろ

な種類のものをやるというものではなくて、もう一回タイプが決まってしまうと、違うの

はどこの発電所に納入するかというぐらいの違いしかないものですから、検査員側からす

ると、定例的な業務になっていて、実際に検査要領書は正しく書かれているはずであると

いう思い込みをベースに、実際の検査に当たっては事業者が行った記録確認の成績書をベ

ースに物事を判断してしまったのではないかというふうに推察いたしております。 

 いずれにしても、こういった検査のやり方等についても、第三者調査委員会の中でいろ

いろ御議論いただいて、我々の改善方法なり、検査の在り方等について御議論いただいて

いるというのが今の状況でございます。 

○東嶋委員 私ばかりで申し訳ないです。そうしますと、この 10 月以降にプロセスを変え

られた下の図では、標準要領書をみずからおつくりになるということですが、それによっ

てこのようなことが起きないということですが、この下半分のプロセスでやりますと、何

が改善されるのですか。 

○佐藤（均）理事 これは、今回の問題を踏まえて改正したというのとはちょっと違って

いて、先ほど説明いたしましたように、作成のルールをしっかり決めましょうということ

で変わってございます。 

 したがって、今回のことを明示的に防止するような規定ぶりにはなっておりません。し

たがって、ルール上は検査業務部が要領書を作成するという規定をつくりましたけれども、

電子データをもらってはいけないとは逆に書いていない部分もございまして、いずれにし

ろ、規定上は変えたけれども、これから更に今回第三者委員会の御議論を踏まえまして、

どういう形でルールをつくっていくかというのは、これから再度考えていかなければいけ

ないと考えてございます。 

○東嶋委員 しつこくて申し訳ありませんが、そうしますと、標準要領書をだれが作成す

るかということにかかわらず、今までは余り標準要領書を見ず検査を受ける側の方の検査

の記録を見て正しいかどうかを見ていたわけですから、標準要領書を自分たちでつくりま

すといっても、今回のような問題の根本的な解決にはならないわけですね。 

○佐藤（均）理事 ですから、標準要領書のつくり方もそうですし、検査に当たってはど

ういうようなやり方をしなければいけないかということも、当然我々、今回の検討の中に

入ってくるものと考えてございます。検査の在り方というんですか。 

○東嶋委員 それは検討中であるということですか。 

○佐藤（均）理事 そういうことを含めて、第三者委員会で御議論いただいて、再度これ

から見直していかなければいけないと考えてございます。 

○東嶋委員 わかりました。第三者委員会に御議論いただくのはよろしいのですが、機構

様としてはどのような改善方法があるとお考えなのか、御意見をお聞かせいただけますか。 

○佐藤（均）理事 この標準要領書を作成するに当たって、私ども、やはり事業者からこ
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ういった情報の提供を受けるということは、当然検査の中立性といった観点から好ましく

ないものだと考えます。したがって、今後事業者からのこういったデータ提供、また事業

者に依存したような形で検査が行われるようなものというのは、今後見直していかなけれ

ばいけないと考えています。 

 そういう中で、要領書の意味合い、位置づけも我々考えなくてはいけないと思っており

まして、実際要領書を余りにも形式化してきてしまっているがゆえに、重要性が検査員の

中で薄れているかもしれない。したがって、要領書というのは一体どういうものであるべ

きで、何を書いて、何を見るべきなのかというのを、もう一回再確認をしなければいけな

いのではないかと、私ども検査業務部としては考えてございます。 

 いずれにしろ、そういった見直しの方向性は私ども考えてございますけれども、今、第

三者委員会が御議論いただいていることもありますので、そういった御指摘等も踏まえな

がら、検査要領書の在り方、何を書くべきなのか、何を検査すべきなのかというのをもう

一回、一から我々の中で検討して、意味のある要領書をつくっていかなければいけないと

考えてございます。 

○東嶋委員 ありがとうございます。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 よろしくお願いいたします。 

○遠藤委員 私、東嶋先生の疑問に全く同意見であります。全くこういうふうにお感じに

なるだろうなという内容がそのまま説明されているという気がしました。 

 何となく吹っ切れないところがあるのですけれども、細かい話からいきますが、この検

査標準要領書、これを御自分でおつくりになられるというのですけれども、本当に全部で

きるのですか。 

○佐藤（均）理事 標準要領書自体は、もうこれまで電子データ化されておりますので、

燃料についてはこれまでのデータベースがありますから、これからいろいろなもので改善

していく中で修正は入っていくと思いますけれども、そういったようなものは、私ども自

前で十分実施可能だと思っていますし、今回の問題で明らかになったわけですけれども、

燃料体のメーカーごとにやり方も変わっていまして、燃料メーカー自体は GNF-J と、ほか

に三菱原子燃料だとか、原子燃料工業といった他メーカーがございます。 

 最終的な要領書の電子データをもらうというのは、GNF-J が最終的にものを提供いただ

けるということでどうもやっていたようでございまして、その他の三菱だとか原子燃料工

業の方は、自前で標準要領書を作成して運用していたという経緯でございます。 

○遠藤委員 そうすると、この標準要領書を御自身でつくられるのは、この燃料体検査に

限ってのお話ということですか。 

○佐藤（均）理事 今は燃料体メーカーのものについて説明いたしました。 

 使用前検査でも、こういった標準要領書を作成いたしてございます。そういった中では、

事業者に依存する部分がまだ残っているというふうに考えてございます。 
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○遠藤委員 燃料体もそうだと思いますけれども、ある目的を達成するためにものをつく

り、それがどのようにできていて、どこを検査しないといいものができているかどうか確

認できないというのを、JNES 側で全部把握するというのは膨大な労力になります。 

 そういった点はつくったところが、ここを確認しないといけないということでは、最大

の知見があると思うのですが、その知見を利用しない、要するに検査手順の電子コピーは

いただかないとか、そういうことを言い切るのは、今の時点では大変危険ではないかと思

います。 

 自分で全部やるのだったら、今の JNES の、ここに「日が暮れる」と書いてありますけれ

ども、日は暮れないとしても、相当の人数をかけて、相当のお金をかけないとこのような

ものできないはずですから、一切基の知見を利用しないでやろうという考え方は、私は危

険だと思います。 

○佐藤（均）理事 御指摘のとおり、私ども事業者からの情報提供をもらわないというこ

とでやろうとしているわけではなくて、事業者からの情報提供は今後も必要で、その情報

提供はしっかりいただいた上で、最終的には標準要領書の作成クレジットを JNES がしっか

り取ってやるということだと思っていまして、当然私どもだけで要領書を作成するという

こと、要するに我々が持っている情報だけでやるということは不可能でございますので、

事業者からここにあります設備の情報等をいただいた上で、私ども主体的に要領書を作成

するということだと考えてございます。 

○遠藤委員 その点だけは、是非お間違えのないようにお願いしたいと思います。 

 それから、第三者委員会の位置づけ、先ほど東嶋先生からも御質問がありましたけれど

も、この第三者委員会の答申が出て、JNES さんとしてはどのように対応されるのですか。

極端に言えば丸のみするのですか。それとも一切無視するのですか。 

○中込理事長 理事長を拝命しております中込でございます。 

 ただいまの遠藤先生からの御質問なのですけれども、来年早々に第三者委員会の結論を

踏まえまして、全く系列外の人たちの意見というのは大変大切だと我々理解しております

ので、系列外というのは原子力関係者ではないところの意見も大切かと思っていますので、

それを全くうのみにするというのもあれなのですけれども、全体をそういった雰囲気であ

るということを考えながら、それからまた我々の持っている知識とか経験を踏まえて、ト

ップダウン方式でやっていきたいと思っております。 

 我々も知恵を持っていますので、それを勘案しながら解決していきたいと思っておりま

す。こうする、ああするというのは第三者委員会からの答えが出ないとわからないところ

もありますけれども、そういう見方もあるのかということで対応していきたいと思ってお

ります。 

○遠藤委員 もう JNES ができて何年も経ちますから、検査をどうすべきかとか、検査員は

どうでないといけないかとか、我々、これまで評価部会でも何回も御説明いただいて、相

応のレベルに行っているものかという判断をしながら、過去Ａをつけたり、Ｂをつけたり
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と流れてきたわけですけれども、今回の事例とか、後ほど出てくる総務省からの勧告など

も聞きますと、我々の理解と全く異なるようなことが公然と言われていて、私どもとして

は、じくじたる思いがする。これは物すごくそのような感じを抱いています。 

 今回のこの件についても、JNES として自分たちでどうするのだという基軸がなければ、

第三者評価委員会のコメントをいただいても評価のしようがないです。 

 だから、そこの部分を既にちゃんと勉強してやっているのですか、ということをお尋ね

したいのです。 

○中込理事長 まさにそのことは最も肝心なことだと思っておりますので、軸がぶれない

と言いましょうか、それで我々は考えていきたいと思っております。勿論、法律がどうの

こうのとかいろいろな意見も第三者委員会から出ておりますけれども、ここは法治国家で

すので、法律で決められたことが、いいか悪いかはともかくとして、やらなければならな

いことに対してどうやるべきかと。 

 それから、我々としては、実際に現場を持っている人間として、検査の在り方も含めて

大いに発信していきたいと思っておりますので、格好よく言いますと、今後に御期待願い

たいと思っております。 

○遠藤委員 勿論期待しています。ただ、今回の事例は要領書の作成に当たって、JNES は

どういう責任を持ってこの要領書をつくっているのかという自覚がない点が１つと、実際

にできた、これも東嶋先生の御指摘のとおりなのですけれども、実施要領書ができていて、

この実施要領書を使って検査するのは当たり前だと思うのですけれども、それをやってい

ないということです。 

 ですから、その辺の自覚とか意気込みとか、もっと極端なことを言えば、原子力の安全

を保っていこうというプライドが JNES の皆さん方の中にあるのかというところが、疑われ

るような今回の事象なので、ここは本当に心を改めてしっかりとやっていっていただきた

いというのが私から、どうしても申し上げたいことでありました。 

○中込理事長 ありがとうございました。 

 我々も、国民に向かっての仕事をしなさいというふうに私から皆さんに発しております

ので、そのことが一番重要かと思っております。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。なかなかいかんともしがたい検査の持つ意味合いとかも含めて考

えると難しいところですけれども、私がちょっと感じましたのは、第三者委員会にお聞き

いただくのも第三者の意見としていいと思うのですけれども、まずはやはり検査員に聞い

てみるというのが大事なような気がするのが１つ。 

 もう一つは、外からもらって要領書をつくるというと、我々も計算コードなどをほかか

らもらってきて直したりすることはあるのですけれども、ほかからもらって来て使うとき

には、物すごく責任がかかりますから、自分でつくった方が楽だというようなことが、コ
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ードなどだとあります。 

 今日御説明いただいたように、また御意見いろいろ先生方からいただいたように、第三

者委員会の検討も含めて、よろしく御配慮お願いできればと思います。 

 ありがとうございました。 

 それでは、議題２へ進みまして、「原子力安全基盤機構の中期目標期間終了時における組

織・業務全般の見直しについて」ということで、御説明よろしくお願いします。 

○長谷部統括安全審査官 それでは御説明をさせていただきます。 

 見直し案の御説明をさせていただく前に、資料の２－３をごらんいただければと思いま

す。 

 「これまでの検討の経過と今後のスケジュール」でございます。 

 先ほども、冒頭お話をさせていただきましたけれども、８月に当初案を御審議いただき、

まとめたわけでございます。 

 その後、９月 30 日でございますけれども、見直し当初案を総務省に提出をしたというこ

とでございまして、総務省におきましては、ここに書いてございます分科会及びワーキン

グを設置をしてございまして、そこでの審議・検討が進められ、審議の途上では、JNES の

本部への現地調査といったものも実施しながら検討が進められたわけでございます。 

 それで、先週の金曜日でございますが、勧告の方向性ということで、総務省としての考

え方が公表されたわけでございます。そして、本日、それを踏まえての見直し案を御審議

いただくという流れでございます。 

 今後の予定でございますけれども、今週の木曜日、15 日でございますけれども、私ども

経産省の親委員会で見直し案が審議され、承認されるという段取りでございます。この見

直し案を踏まえて、来年１月以降、第３期の中期目標案を作成していくという流れになり

ます。 

 ２月には、また JNES 部会、親委員会の方で中期目標の案につきまして御審議をいただき

たいと思ってございます。 

 その後に、中期目標を踏まえた JNES での次期中期計画がつくられ、３月末には我々の方

で中期計画の内容について認可をするといったような運びで、今後第３期中期目標・中期

計画がつくられていくということでございます。 

 それでは、中身に入っていきたいと思います。 

 勧告の方向性につきまして、御説明をさせていただきたいと思います。 

 参考資料の２をごらんいただきたいと思います。 

 12 月９日に出されたものでございまして、１枚めくっていただき裏のページでございま

す。 

 この勧告の方向性につきましては、福島第一原子力発電所の事故、それから繰り返され

る検査ミスにつきまして、非常に重く受け止めた検討が行われたわけでございます｡ 

 内容的には、これから御説明をさせていただきますけれども、JNES の組織風土の刷新、
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また、原子力安全に対する意識の改革といったものを促す観点からの非常に厳しいと言い

ますか、そもそもに立ち返ったところでの指摘、方向性が示されてございます。 

 それでは、内容について御説明いたします。 

 まず、「第１．事務及び事業の見直し」でございます。 

 業務の１つ目、「検査等業務」でございます。 

 ここでは「（１）抜本的見直し」と書いてございます。次のページの第２パラグラフでご

ざいますけれども、「度重なる検査のミスの発生は、組織風土・危機意識の欠如のみならず、

検査の手法、内部チェックシステムやマネジメントレビューなど様々な問題に起因するも

のであり、抜本的な見直しが必要不可欠である」と言ってございます。 

 大きくは３つございまして、１つ目は、検査員の独立性・中立性・公正性の確保が不可

欠であるということでございまして、検査業務部には、約６割程度の電力メーカー等から

の中途採用者の方がおるわけでございますけれども、こういった検査等の業務に従事させ

る原子力事業者等の出身者を極力低減させるとともに、検査対象を出身元とかかわりのな

い施設に限るというようなことが示されてございます。 

 ２つ目「また」以下のところでございますが、「検査要領書を事実上検査事業者側に作成

させるなど」というところでございますが、今後は抜き打ち検査の強化など、検査の在り

方を抜本的に見直すということ。 

 更には検査の結果や検査での指摘事項、また検査でのやりとり概要といったものにつき

ましても、情報を開示するということでございます。これが２点目でございます。 

 ３点目は「加えて」というところでございますけれども、検査業務につきまして、JNES

関係者以外の第三者が JNES 検査を監視できるような体制に改めるということで、３点につ

きまして示されてございます。 

 次のページでございます。「（２）福井事務所における検査等の見直し」ということでご

ざいます。 

 これは、大飯の発電所での検査ミスをとらえてのことでございますが、福井事務所につ

きましても、実際検査業務と一体となった業務管理がやられているわけですけれども、こ

の一括体制が適切に機能するように、検査等業務のマネージメントの見直しを行うことと

して、検査業務との統合も含めた抜本的な見直しを行うというのが福井事務所に関連する

ものでございます。 

 以上が、検査等業務でございます。 

 続きまして、「２ 防災関連業務」でございます。 

 まず、「（１）福島原発事故の教訓を踏まえた対応」ということでございまして、大熊町

に設置されたオフサイトセンターが使用できない状態に陥ったことは反省すべき問題点だ

としておりまして、今後、国においていろいろな事故に関する調査・検証作業、更には防

災計画指針等の見直し作業において、このオフサイトセンターの立地場所だとか、機能・

設備についても検討が行われることになっているわけでございます。 
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 その中で、JNES の役割というのも明確になってくると思いますけれども、ハード面とし

ては、地震・津波という複合災害を及び高い放射線量を想定した施設等の改善、ソフト面

につきましては、初動体制の立ち上げ、次のページでございますけれども、シビアアクシ

デントに対する防災訓練計画の抜本的な見直し、マニュアル類、ERSS の機能改善といった

ものをしっかりと見直しを行うことが必要という方向性が示されております。 

 （２）は「オフサイトセンターの管理運営方法の見直し」ということでございます。 

 これにつきましても、シビアアクシデントに対応できるような抜本的な見直しを行う。

更には、実際の運営支援につきましては、支援会社に業務委託をしているわけですけれど

も、契約の適正化といった観点で委託先ごとに選定理由だとか業務の内容、更には契約金

額等々、詳細な情報を迅速かつわかりやすく開示するといったことが示されてございます。 

 以上が、防災関係でございます。 

 それから、「３．調査・研究等業務」でございます。 

 これにつきましては、めり張りをつけた調査研究の実施ということでございまして、そ

の重点化の項目としては、①事故の収束に向けた取組み、更には事故の教訓を踏まえた新

たな規制課題への対応、ここにリソースを集中投入するということでございまして、この

財源を得るという観点から②のところにございますけれども、緊急性が認められない研究

プロジェクトにつきましては、中止または一時停止、更には研究内容・規模の見直し、プ

ロジェクト間の整理・統合を図る。 

 緊急性のほかに、長期間にわたって研究を実施するようなプロジェクトにつきましても、

同様にきちんと精査をしていくということでございます。 

 更に④でございますが、研究開発段階炉に関する研究につきましては、再設計するとと

もに、長期の試験設定とならないよう留意するということでございます。 

 最後⑤でございますけれども、現在実施されている安全研究テーマの抽出を行うための

基礎・基盤研究については廃止をしなさいと。今後新たに知見を得るためにやるようなこ

とを排除しているものではございませんけれども、現在実施されているものについては廃

止をしなさいということでございます。 

 「（２）研究マネジメントシステムの構築と研究成果の活用・公表方法の見直し」という

ことでございますけれども、先ほど述べたとおりの重点化された安全研究、これをしっか

りと進めていくことが必要でございますけれども、投入されている予算というのは非常に

多いわけでございます。運営費交付金の約半分は安全研究事業について投入されているわ

けでございますけれども、マネージメント・管理をしっかりとやっていくこと、更には、

安全基準、指針等に的確に反映できるよう公表を行うなど、専門スタッフによる新たなマ

ネジメントシステムを構築するということもが示されてございます。 

 更に「（３）研究の委託先・手法の検討」ということでございます。 

 安全研究につきましては、電力事業者等も含めて委託をしているわけでございますけれ

ども、これらにつきまして契約の適正化をしっかりと図っていくことが必要ということで
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ございます。 

 「４．情報の収集・整理等業務」でございます。 

 これにつきましては、これまでなかなか具体的かつ明瞭性のある目標というものが定め

られていなかったということもございまして、達成状況の定量的な検証を行うという観点

からも明確な目標設定を今後図っていくべしという指摘でございます。 

 （２）でございますが、JNES 内には原子力施設の安全に関する情報提供を行うというこ

とを目的として、原子力ライブラリがございます。ただ、利用実態を調べた結果として、

外からの人は年間約 400 名程度ということで、１日１人か２人というようなことでござい

まして、ほとんどの利用者は JNES の職員であるということからしても、情報提供の方法を

入館方式ではなくて、電子方式等の方法に改善すべきであると。入館方式による現在のラ

イブラリは廃止をしなさいという指摘でございます。 

 以上が、事務事業の見直しでございます。 

 次の「第２．人材構成の見直し」ということでございます。 

 これは、我々当初案でももう既に書いてあったことでございますけれども、現在の高齢

化した職員構成、年齢構成をきちんと早く是正をしなさいということでございまして、次

期中期目標期間における集中した取組みを展開する必要があるというようなことが示され

てございます。 

 次のページでございますが、第３として、業務全体に関する見直しということでござい

まして、これは２つございまして、１つは内部統制について更に充実・強化を図るべしと

いうこと。 

 もう一つは、毎年の運営費交付金の算定につきまして、厳格に行いなさいという指摘で

ございます。 

 これら勧告の方向性を受けまして、当初案を見直してとりまとめたものが資料２－１で

ございます。 

 ただ、御理解をしっかりいただくために２－１を御説明するというよりも、加筆修正部

分がわかるように、資料２－２、A4 の横長でございますけれども、対比表を作成してござ

います。これをごらんいただきながら御説明をさせていただければと思います。 

 資料２－２でございます。構成といたしましては、勧告の方向性等を取り入れて見直し

をしました「見直し（案）」、資料２－１の内容が左側でございます。右側の「勧告の方向

性」、これがただいま御説明をさせていただきましたものでございます。 

 見直し（案）のとりまとめに当たってのポイントといたしましては、１つは勧告の方向

性で示された項目・内容につきましては、基本的にはすべて受け入れるという方向で取り

まとめてございます。 

 ２つ目は、当初案を作成して以降、状況に変化なり進展があったものもございますので、

そういったものについては見直し（案）に反映させるということで、修正をさせていただ

いてございます。 
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 見直し（案）の修正箇所につきましては、赤字で書いてアンダーラインを引いてござい

ます。勧告の方向性のところでは、採用したところにつきましては赤字で書いてアンダー

ラインを引いてあるということでございます。 

 それでは、具体的に御説明させていただきます。 

 左側の枠の「２．これまでの JNES の取り組み」というところでございます。１枚めくっ

ていただきまして２ページでございますが、（１）検査等業務につきまして、赤字のところ

でございますが、大飯の検査ミスがあったということで、溶接検査のほかに定期検査につ

いても書いてございます。 

更には、先ほど御説明がありました検査要領書作成の過程においてもミスがございまし

たので、その事案についても記載をし、更にそれらを踏まえて大臣の指示を受けて第三者

調査委員会を設置してございますので、その内容について追記してございます。 

次のページでございますが、（２）の②調査・試験研究等というところでございます。

ここにつきましては、例えば、数年前から津波被害を想定した研究を実施したにもかかわ

らず、その成果が基準指針等へ反映されていなかったというようなこともございましたの

で、ここでは「安全確保の上でわずかな懸念もないがしろにせずに、新しい知見に対して

先見性・機動性をもって対応し、規制当局に対して、必要な提言を行ってきたか省みる必

要がある」といったようなことを追記してございます。 

「（３）東日本大震災への対応」でございます。 

 ４ページ目でございますけれども、オフサイトセンターが本来期待された機能を十分果

たすことができなかったことは十分反省すべき事項であると言ったようなことを追記して

ございます。 

 「（４）業務運営の効率化」のところでございます。 

 これにつきましては、５ページ目のところに「④人材確保・育成に向けた取組」という

ことでございまして、先ほど若干御説明をさせていただいた、人材確保・育成に関する内

容について追加をしてございます。 

 以上が、これまでの JNES の取組みのところで修正をさせていただいたところでございま

す。 

 それから「３．JNES を取り巻く最近の状況」でございます。 

 ここでは、（１）としまして、行政刷新会議の最近の検討状況について追記をさせていた

だいてございます。 

 JNES につきましては、第３回の分科会の中間報告で、「当該法人は環境省への移管の予

定であること、また、原子力安全行政全般の見直しの中で、法人の形態等については、新

たな原子力行政の在り方を踏まえて検討することが必要であることを確認」といったよう

なことが報告されていますが、それについて追記してございます。 

 「（２）事故調査・検証委員会の動き」でございます。 

 ６ページ目でございますが、年内をめどに中間報告がとりまとめられることになってご
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ざいますので、その旨を追記してございます。 

 「（４）原子力安全規制に関する組織の見直しについて」でございます。 

 これにつきましては、現在、内閣官房に設置された準備室において検討が進められてお

りますので、その旨を記載してございます。 

 続いて７ページでございます。 

 「Ⅱ．組織・業務全般の見直しの方向性」、ここが勧告の方向性を取り入れたところでご

ざいます。 

 「２．業務内容の見直し」でございますが、ここは大きく２つに分けてございまして、

従来タイトルはなかったのですが、「２．１安全規制制度及び規制体制の見直しへの対応」

ということで、「（１）東京電力(株)福島第一原子力発電所事故を踏まえた対応」と、次の

ページでございますが、（２）の「新たな組織が行う安全規制業務に対し、人材面も含め必

要な支援を行う」、ここは変更ございませんが、１つの塊にしてございます。 

 もう一つの塊でございますけれども、「２．２各業務分野における事務、事業の見直し」

ということで、ここではただいま御説明をさせていただきました勧告の方向性についての

内容を、すべてこちらの方に組み込んでいるということでございます。 

 「（１）検査等業務」につきましては、勧告の方向性について追加するとともに、検査等

業務についての第三者調査委員会において明確となった課題への対応を図るといったこと

を追加をしてございます。 

 以下、内容につきましては、勧告の方向性と同一の内容となってございます。 

 ９ページ②の福井事務所についても同じでございます。 

 10 ページでございますが、「（２）防災関連業務」でございます。 

 ここは、勧告の方向性にプラスして、若干我々としての方針を付け加えてございますが、

これまで防災業務につきましては、JNES の位置づけというものが明確ではなかったような

こともございますので、２行目のところの括弧書きの中ですが、「政府においては、JNES

を災害対策基本法上の指定公共機関に指定することを検討」といったことも、今後検討し

ていくということ。 

 そういったことを受けて、「緊急時における原子力災害対策において重要な役割を果たす

支援機関として、政府災害対策本部の活動に対するプラント現状評価等の技術支援強化や、

防災対策を重点的に充実すべき地域の見直しを踏まえた自治体の防災訓練等に対する支援

を行う」というようなことを記載させていただいてございます。 

 なお、オフサイトセンターにつきましても、「今後、検討の結果を踏まえて、緊急時の支

援体制の強化を図る」ということを言及してございます。 

 以下、勧告の方向性を取り入れた内容を、ハード・ソフト面に取り入れた形で修文をさ

せていただいてございます。 

 11 ページ「（３）調査・研究等業務」でございます。 

 11 ページは勧告の方向性と同様でございます。 
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 12 ページは②でございます。先ほど御説明をさせていただきました提言活動、これをし

っかりと今後やっていただきたいということで、具体的な提言を行うために必要な取組み

体制を確立するといったようなことを記載させていただいてございます。 

 続きまして 13 ページでございます。 

 「（４）情報の収集・整理等業務」につきましては、勧告の方向性で示されたものをその

まま追記させていただいてございます。 

 「（５）国際支援業務」は、当初案そのままでございます。 

 続きまして、14 ページの「３．組織運営の見直し」でございます。 

 ここでは、「（１）人材の確保・育成」ということでございますが、勧告の方向性を踏ま

えた形での修文をするとともに、赤字のところの下から３行目でございますが、「新卒採用

者の確保に向けた採用活動を更に強化するとともに、新卒採用者の育成を念頭において、

次期中期目標期間における集中した取組みを展開する」といったようなことを記載をさせ

ていただいております。 

 続きまして「（３）組織運営の高度化」でございます。 

 ここでは、②として「内部構成の充実・強化」につきまして追加をさせていただいてご

ざいます。 

 更に最後でございますが、「（４）その他」といたしまして、運営費交付金の算定につい

て、厳格に行うといったような勧告の方向性を反映させていただいてございます。 

 駆け足で御説明をさせていただきましたけれども、以上のように見直し当初案を勧告の

方向性を踏まえて、最終案として御提示をさせていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、資料の２－１、２－２と、参考資料の２を御説明いただいたわけですけれど

も、細かいところ、大きいところ、どこでも結構ですので、御質問・御意見お願いできれ

ばと思います。 

 よろしくお願いします。 

○東嶋委員 ２つあったのですが、１つ見つからなくなったので１つ目から。 

 品質管理のところなのですけれども、全体としては勧告を丸のみというのは、そうなの

かなと思いましたが、赤字の入っている資料２－２の９ページで、「Ｃ．第三者を活用した

品質管理の強化」というところも勧告そのままなのでありますけれども、私はここのとこ

ろ、検査の各段階及び各作業において、品質管理のレビューが正常に行われるよう、JNES

以外の第三者が更に検査を監視できるような体制と書いてあるのですけれども、業者の検

査を監視するのが JNES であって、それを保安院が更に見ているのですね。ですが、その

JNES の検査を各段階、各作業で更に第三者が検査するというのは、検査の著しいリダンダ

ンシーになるのではないかと思います。本当にコストと安全とバランスにかけて見合うも

のなのかどうか、非常に疑問なのですが。 
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○大橋部会長 いかがでしょうか。 

○片山企画調整課長 お答えをいたします。 

 具体の個々の検査について更に確認をするという趣旨ではなくて、ここは JNES 自身が行

う品質管理レビューというものがちゃんとできているか。それについて、第三者の目で見

る。そういう仕組みをつくりましょうということで、個々の具体的なＡ発電所の検査につ

いて何か見るとかということではないと理解をしております。 

 要は、保安院と JNES との関係においても、保安院がそこを見るという関係にはなってい

なくて、まず、ここの JNES 部会との関係でも個々の具体の業務の品質のマネージメントが

どうかというところを定期的に見ていただくということとはちょっと違うかと思っており

まして、要は勧告で出てきている中身を具体的に実施しようと思うと、今の既存の仕組み

からいくと、どこにも的確に当てはまるところがないのかなと思っております。 

 今 JNES に設置されている第三者委員会の方ではどういう結論を出されるかというのも

ありますけれども、我々が念頭に置いていますのは、定期的に検査業務をめぐる品質マネ

ージメントについて、第三者の目で見ていただくような機会というを設ける。継続的に設

けていくというのが１つの出口になるのではないかと思っておりますし、当然、JNES には

監事もおられるのですけれども、そういうところと連携をしながらしっかりと中を見てい

っていただくというのが必要ではないかと、そういう趣旨だと我々受けとめております。 

○東嶋委員 わかりました。 

○遠藤委員 私はよくわからないのですけれども、何で第三者でないといけないのですか。

まず、自分でやるというのはないのですか。 

○片山企画調整課長 自分でやるのは当然やっていかなければいけないと思います。 

○遠藤委員 やっているのですか、今。 

○片山企画調整課長 まさしくやっていることが足りないというのがこの勧告の方向性で

出ているということではないかと思います。JNES 自身が、今どういうやり方をやっておら

れるのかというのは、JNES の方から御説明いただければと思います。 

○福島理事長代理 今、QMS 委員会というのを、理事長が委員の下でやっておりまして、

それに加えて内部監査としての QMS の監査もやっています。 

 しかし、例えば QMS の内部監査について言いますと、平成 18 年にやって以来５年余りや

っていないとか、そういう実態的な問題は確かにございますし、QMS 委員会も、折々、年

初、あるいは年末というところでやるということにはなっておりますけれども、実態的に

改善すべき点というのはまだまだあろうというふうには、今回の事例などを考えますと反

省すべき点と考えております。 

○遠藤委員 第三者がやるというのは、内部でやることが全く信用できません、だから第

三者がやるのですというのが基本的な考え方です。なぜ第三者に頼らなければいけないの

か考えていますか。品質保証はまず自分でやらないと、真の保証になりません。第三者が

何を調べるのか理解しにくいのですけれども。 
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○福島理事長代理 先ほど理事長も御説明いたしましたけれども、来年早々には QMS 委員

会を開催をして、みずからまずやるべき体制も含めたどういう方策があり得るのかと、ま

ずみずからやるべきところを御指摘のように検討しなければならないと考えています。 

 しかし、ここでの勧告は、そういう我々の QMS 委員会についての取組みが本当に、先ほ

ど申し上げましたように、形としては委員会を設けていたり、内部監査ということも過去

やってきたのですけれども、頻度が少ないとか、そういったことの反省すべき点をみずか

ら考えたところで、現に既にあるわけでして、そういう実施状況を我々が改善の方向性と

して打ち出したもの、そのもの自身が今回の事案なども踏まえて、適切に行われていくか

どうかということをチェックしていただくという、片山課長からの説明もそういう趣旨と

受けとめているという話がありましたが、そういう趣旨でありますので、QMS そのものも

第三者にということを全面的にお願いをするという趣旨ではないと思っております。 

○遠藤委員 しつこくて申し訳ありませんが、今、お気づきになられたような点があると

すれば、それを直していくのは JNES さんみずから直していくのは真っ当なやり方ではなか

ろうかと思うのです。 

 この第三者委員会をやって、第三者から言われたらやります。先ほどのお話にもちょっ

と近いのですけれども、どうもほかから言われたらやりますという受け身のような感覚が

ますます強くなってきてしまいます。 

○中込理事長 よろしいでしょうか。私から述べさせていただきますけれども、言われた

からやるというのではなくて、全く違った視点から、それが原子力村、村と言ったらおか

しいのですけれども、我々の気づかなかったことだったかもしれないということで、全く

分野外と言いましょうか、違う人から見たらおかしいと、通常ではおかしいのではないか

ということの認識が我々はなかったかもしれません。どういう結論が出るかわかりません

けれども、第三者委員会から求められたことに対して、どう我々が知恵を出していこうか。

なるほどと思うか、いや、それは一般的にやられていることだから無視しようとか、それ

は我々、それだけの認識はあると考えております。 

○遠藤委員 ワンタイムで第三者からコメントいただくというのは、これは大変いいこと

だと思いますけれども、常駐的にというか、常在というか、継続的に第三者委員会を頼ら

なければいけない組織というのは、ちょっと脆弱過ぎるのではないかという気がいたしま

す。 

 ちなみに ISO9000 はお取りになっているのでしたっけ。 

○中込理事長 JNES は取っておりません。 

○遠藤委員会 この特別な第三者委員会というのを設けるのではなくて、例えば、幾つか

の製造会社などは特にやっているのですけれども、ISO9000 など、品質管理の一般的な考

え方、これが入っているかどうかということを確認していく手法がありますので、第三者

委員会をまた特別に設定されるというのは、私は違和感があります。ISO9000 のようなも

のを利用して、みずからの検査体制を反省していくということであれば、理解はできるか
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なという気がするのです。 

○片山企画調整課長 その点について言うと、JNES は検査機関です。ですから、逆を言う

と 9000 を取るというよりも、9000 がワークしているかをチェックするような立場です。

いわゆる検査機関についての ISO／IEC の規格で、ISO／IEC17020 というのがありまして、

本当であればそういう国際規格に適合した検査機関であるかどうかの認定を取らなければ

いけない。もう一番ランク上の立場から監視を受けるというのが JNES の検査業務の本来の

在り方だと思っています。 

 したがって、この第三者委員会というのも、要するに事業者を検査する検査機関のあり

ようとして、正しくマネージメントが構築できているかどうかを、いわばもうワンランク

高いところからしっかり見てもらう。つまり、JNES 自身がまず検査機関としてしっかりと

した QMS ができているというのは当然求められることだと思うのです。それを、理事長と

いうトップマネージメントがしっかりマネージができているかどうかというところを、し

っかり第三者の目で見てもらう。 

 それは、恒常的に見てもらうという仕組みで別におかしくはないと思っていまして、今、

委員がおっしゃった ISO9000 でいけば、日本の場合はこれは民間で運営されていますけれ

ども、ISO9000 の審査登録を受けようと思うと、審査登録機関からいわば認証をもらわな

ければいけない。 

 では、この審査登録機関がちゃんとやっているかどうかは、財団法人日本適合性認定協

会という経団連が主としてつくった団体になりますけれども、そこが認定をするわけです。

この仕組みのアナロジーでいくと、JNES は審査登録機関に該当するわけです。つまり、事

業者がちゃんとやっているかをチェックする立場にあって、したがって、ここがちゃんと

できているかどうかというのを常に、いわばもうワンランク上の認定機関からチェックを

受けているという姿というのは、別に QMS の世界ではおかしなことではないのではないか

と思っていまして、そういう意味で、第三者から検査機関がちゃんとできているのかどう

かというのを常にチェックしてもらう、そういう緊張関係を持つということは十分あり得

る仕組みだと思っております。 

○遠藤委員 そうすると、ここで御提案されている第三者委員会というのは、その審査を

するに足る第三者委員会であるという認証を受けるのですか。受けたところにお願いする

のですか。 

○片山企画調整課長 済みません、そこまで、何と言いますか、認定機関から認定を受け

るということを考えているわけではないのですけれども、いわば、検査機関としてしっか

りと検査をやるに当たっての QMS ができているかどうかというのをチェックをしてもらう

ようなイメージではないかと思っております。 

 別にその認定を取りなさいということを念頭に置いているわけではありません。アナロ

ジーとして申し上げればそういうことだと申し上げたということでございます。 

○遠藤委員 私の疑念は、その能力がある第三者機関ができるのですか、その第三者機関
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は JNES を審査して、世の中の役に立つ答えが出るのですか、そういう質問です。 

○大橋部会長 ちょっと議論が非常に難しいところなのですけれども、多分私だけがざっ

くり申し上げていいと思うのですけれども、総務省の勧告で御検討いただいた内容には、

合理的なようなまとめ方をしていただいて大変感謝をしているところなのですけれども、

独立行政法人としてのマネージメントだとか、ミッションの達成の仕方、もう一つは、JNES

がやっておられる業務が国民の役に立つかという視点も勿論入ってはいるのですけれども、 

例えば９ページの右側をずっと見ますと、公正性が確保されているかどうかとか、ざっと

行って、下から３分の 1 ぐらいのところには、品質管理手法の見直しをやっても国民の信

頼は余り回復できないと考えられることから、今後の何とか何とかというようなところま

で書いてありまして、我々は JNES 部会として、JNES の品質管理も含めてこれまで検討し

てきた責任を有しておるわけですけれども、我々部会員の立場としては、安易に総務省か

ら言われたからといって、第三者を活用した品質管理の強化が何で必要なんだと、遠藤先

生がそう御質問になっておられるように、本来組織が PDCA を回すべきところで、それはそ

れなりにきちんとやっておられると。 

ところが、２、３の安全性に基本的に影響することのない検査漏れだとか検査要領書の

錯誤による記載などについて、それをここに書いてあるように、原子力安全の問題である

とか、原子力が国民の信頼をなくしたというように、明らかに拡大解釈をして出しておら

れるのが総務省のまとめにやや残っているような印象を私は受けます。 

経産省として、または JNES 部会として、また JNES としてこの勧告をどう受けとめるべ

きかということなのですけれども、保安院の原案では、第三者を活用した品質管理の強化

を今後の中期目標期間で検討していくと、それをベースに見直すと書いてあるのですけれ

ども、私も遠藤先生と東嶋先生と同じで、何でこんなことを引き受けるのだ、別に今まで

きちんとやっているし、第三者の ISO9000 か何か知りませんけれども、そういうのを取っ

たところに見てもらうような内容は基本的にないと思いますし、それほど複雑な QMS をや

るわけでもないので、要らないというふうに御意見をいただいていますし、私もそう思う

のですけれども、その点はいかがですか。 

総務省と経産省の関係において、これぐらい変えていかないととおっしゃるのであれば

わかるのですけれども、こんなこと我々の方から言う必要は全くないと、私も思いますけ

れども。 

○片山企画調整課長 お言葉を返すようですが。 

○大橋部会長 どうぞ、議論の場ですから。 

○片山企画調整課長 済みません。事務局が議論する場ではないような気もするのですが、

実は JNES の第三者委員会というのも、実は大臣からの指示でございます。もともと独立行

政法人制度というのは、中期目標、中期計画で管理をして、その達成度合いの評価でガバ

ナンスをしていくという仕組みでございます。したがいまして、大臣が指示をするという

のは極めて異例だと我々思っております。 
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 ただ、毎日新聞の朝刊の記事というのは極めて衝撃的でございました。ある意味、同じ

パターンでずっと検査のところで不備が出てきているということでございます。そこのと

ころがずっと直っていないのではないかと。それは、遠藤委員から御指摘があったような

検査に対する意識の問題というのが、やはり指摘をされてしかるべきなのではないかと思

っております。 

 過去何回か繰り返されていて、根本原因分析もやりという中でこういうことがずっと起

きていて、言ってみれば、過去のことなのかもしれませんけれども、まさしく今、報道さ

れているということは、今の JNES の意識が投影された報道になっているのではないかと思

っております。 

 そういう意味で、過去のこととはいえ、まさしくこの勧告で書かれているようなことと

いうのが現にないだろうかという問題意識は所管官庁としては持っております。そういう

意味でも私は、しっかりとみずからやる根本原因分析で直らないのであれば、第三者から

見てもらうしかないのではないかと所管当局として思ったという次第でございます。 

 遠藤委員がおっしゃったように、そういう意味でワンショットで外部の目でやるべきだ

というふうに受けたら、その後はみずからマネージメントシステムを回すべきではないか

と。おっしゃるとおりでございます。それができれば一番いいと思いますし、早く第三者

の、いわば監視を常に受けるような状態から卒業していただけなければいけないというの

は当然だと思っております。 

 しかしながら、それはまだやってもいないわけでございますから、我々としては、早く

卒業していただきたいと思っていますけれども、少なくとも今の段階では、必要な措置で

はないかと思っております。 

○大橋部会長 いかがでしょうか。 

 JNES さんとして、別にこの第三者という立場に立つ必要はなくて、こんなの要らないと

いうのならそう言っていただいた方がいいと思いますが、こういうように総務省からがっ

と言われると、なかなか無視もできない。 

新聞報道されたりすると、こういうことをやらざるを得ないというのも理解はできるの

ですけれども。 

○東嶋委員 ありがとうございます。 

 大臣が第三者機関をつくれと言ったのだからここに書かなくてはいけないのかもしれま

せんが、やはり御説明をいただいて品質管理レビューにおけるチェックなのだということ

はわかりましたけれども、この文言のとおりだとやはり誤解をされる可能性があります。 

 例えば、初めに「検査の各段階及び各作業において品質管理レビューが正常に行われる

よう」というところでまず誤解を受けますし、もし品質管理に関する助言とか勧告をする

機関なのだとしたら、２行目のところの「第三者が検査を監視できるような体制」として

いるのですけれども、こうしますと、何か検査の責任まで第三者の機関が負うような感じ

に、だから私はリダンダンシーになると申し上げたので、ですから、あくまで品質管理が
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きちんと行われているかどうかをチェックするよう、改善の勧告をするようなそういう機

関であるということがわかるように書けばよいのかなというのが私の提案というか、折衷

案でございます。 

 続けて恐縮なのですが、委員長がおっしゃった同じ９ページの右側に赤字でいろいろと

勧告内容のところで、ここも私非常に疑問に思ったのは、例えば、原子力事業者の出身者

は極力低減させなさい、検査対象は出身元と関わりのない施設にしなさいなどと書いてあ

りますが、実際に、例えば原子力事業者の出身の人がどのぐらいいて、その人たちが出身

の発電所に行き、手心を加えた事実があるのだったらこのようなことを書いてもいいかも

しれませんが、そういう事実がないのにもしこのようなことが書いてあれば、根拠のない

ことで改善をするということになりますので、２点目でお伺いしたいのは、この赤字のと

ころの勧告部分のことが事実としてあるのかどうか。 

 そして事実としてあって、業務に影響が出たのであれば、それは改善の必要があります

から左側の方に書かなくてはけないと思いますが、左側の方に私たちが中期の案として書

くに当たって、８ページの左側の文言のような、「中立性・公正性の確保」として書くまで

には、私自身は根拠がないのにこのようなことは書きませんので、教えていただきたいと

思います。 

○大橋部会長 この点は、JNES さんにおいては電気事業者出身の方は一切検査に当てない

ということをやっておられると思います。 

○福島理事長代理 出向者は。 

○大橋部会長 出向者は検査に当てない。では、できればそこを御説明できればと思いま

す。 

○福島理事長代理 何か不公正なことがあったかどうかということですけれども、そのよ

うなことがあったとは認識しておりません。 

 それから、電力会社からの出向者というのがいますけれども、それは一切検査業務には

従事させておりませんし、プロパー化した正規の職員になった者についても、２年間は出

身の当該電気事業者の施設の検査はさせないという運用もしております。 

 そもそも検査員を含む JNES 職員は、法律でみなし公務員というふうに扱いもなっており

ますので、そこは非常に厳格に運用しております。 

○東嶋委員 検査対象を出身元とかかわりのない施設に限るなどと書かれて、中立で公正

でなければいけないと書いてあるのですが、そういうことがなかったのであれば、ここは

要らない文言ではないのでしょうか。 

 もう一つ、質問でお答えいただいていないのは、原子力事業者、あるいは電力事業者か

らの採用者というのは全体の割合のどのぐらいいるのでしょうか。その割合がとても多か

ったのだったら、それをやめてしまったら人材がいなくなってしまうのではないかと思う

のです。 

○佐藤（均）理事 検査員の 75 名いるうち、電気事業者出身者は４名でございます。それ
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から、メーカー出身者が四十何名で約半分だと思います。残りは国、それから検査機関等、

それから新卒採用といったようになっております。 

○東嶋委員 ということは、現実問題として、新規採用者はいいとしても、原子力事業者

等以外からの中途採用者というのはあり得るのですか。可能性があるのですか。どういう

ところなのですか。今まで４割ぐらいいたところを減らさなくてはいけないわけですね。 

○佐藤（均）理事 ですから、基本的には新卒を採用して、教育訓練を行って検査員を養

成していくというのがこれから主になっていくのではないかと考えております。 

○東嶋委員 原子力事業者以外の中途採用者というのは、どういう人たちなのですか。 

○佐藤（均）理事 検査機関とか、そういうところです。すぐ頭に浮かぶのはそういうと

ころです。あと、国からというのもあるかもしれません。 

○東嶋委員 ８ページの左の（１）の①が「抜本的な見直し」になって、「ａ．検査員等の

中立性・公正性の確保」というのですけれども、中立性や公正性がなかったから今までの

ことが起こったのだったらこのように書いてもいいと思いますが、そうではなくて、しっ

かりやらなくてはいけないところがやらなかった、不完全なところがあったということな

のではないかと思いますが、その原因として中立性・公正性と書かれてしまうと、事実そ

うだったのかなということになりますが、今お話を聞くと、事実はそうではないというこ

とですので、ここのところは、「中立性・公正性の確保」ではないような気がするのですが

いかがなのでしょうか。 

○大橋部会長 私も全く同じで、全くエビデンスがなくて、こんなことは考えられないわ

けです。電力の人がやめて入ってこられて、Ｂ電力に行って、ではどんな不正をするのだ

と。データが間違っていたら、それは判定基準からずれているけれども、丸を打っていく

なんていうことはあり得ないし、やるはずがないし、そういうことをする人は別に何も関

係なくやられるわけで、総務省の勧告に対しては、こういうことはないんだと。今こうい

う手だてをしていて、今後も必要性、人員のニーズと今の人員配置を見ながら中途採用で

も堂々と続けていかれればいいし、原子力、電力とかメーカーの方の出身者を採らないと

いうのは、ある意味でリソースの非常にむだなことをやっておられることになるように思

うのですけれども、いかがでしょうか。 

○片山企画調整課長 JNES の職員年齢構成の問題というのは、構造的問題でございます。

発足時から抱えた問題で、今８年、９年目を経とうとしておりますけれども、基本的に変

わってございません。 

 ですから、発足時はいざ知らず、９年経って変わっていない。常にベテランの方の専門

能力とか技能というのはどうやって組織で伝承していくのかがずっと課題になっていると

いうのはどういうことなのだろうかと考えた場合に、そこは、やはり中途採用に依存をし

て、新人を採って育成をするということが組織としてそこに注力されてきていなかったの

ではなかろうかという、そういう問題はあるのではないかと思っております。 

 そういう意味で、ある意味即戦力である中途採用の方々に、それで順調にマーケットか
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ら採用できればそういう仕組みというのは継続可能なのかもしれませんけれども、やはり

そこは、自前のプロパー職員というのをしっかり育成していく。それでプラスアルファと

して専門的人材というのを採用していくという、そういう組み合わせというのが、普通組

織を永続的に回していくときの人事政策としては、柱となるべきではないだろうか、とい

うのがまず基本的な問題意識としてあります。 

 そういう意味で出口は同じなのですけれども、プラスアルファとして、今、部会長初め

委員の方々から御意見があったところについて、確かに個々具体的にこういうことがあっ

たから公正中立な検査が行われなかったのだということではないのかもしれないのですけ

れども、ここのところはまさしく国民の見る目というのは厳しくなっているというところ

は一方で真実でございます。 

 そういう意味で、少しでも疑念を持たれないように、一体どういうふうにしていけばい

いのかということを考えなければいけないという状況にあるというのも、また事実ではな

いかと思っております。 

 そういうことを両方加味をいたしまして、勧告の文言を入れる形でこういう記載という

のをさせていただいているというところでございます。 

○東嶋委員 国民から疑念を持たれないためなのか、それとも原子力発電所の安全を効率

的に守るためなのか、どちらにプライオリティーを置くかということだと思いますが、先

ほどおっしゃった前半部分は、14 ページの「人材の確保・育成」のところで、年齢構成の

ことだとか、特殊性がどうこうだとか書いてありますので、ここで言い尽くしていること

ではないかと思います。 

 ですから、やはり今の御説明を聞いても、８ページの左側は、「中立性・公正性の確保」

という文言は要らないし、その下の５行ぐらいは何とか文章を改めるべきことではないか

と思います。 

○中込理事長 ちょっとよろしいでしょうか。 

 中立性・公正性が確保ということは、これはいわずもがなということですけれども、こ

れが書かれているからといって、中立性・公正性がないぞという話ではないのではないか

と。この文章で見ますと、「不可欠であり」は当然です。 

 不可欠であり、それで、そう疑われるようなことをしないようにというのですけれども、

それについては我々は一応対応を示さなくてはいけないなと、対応と言いましょうか、そ

ういった疑われるようなことはしていないです。私は信じていますけれども、それでもそ

ういった疑われるようなシステムを、例えば出身の電力に行ってみたり、そういったこと

がないような形にしましょうということが不可欠であり、我々としてはそういう対応を講

じていますので、疑われるようなことはないと信じていますけれども、それでもいわずも

がなのことを書いてあるのであって、別に悪いことではないかなと思っております。 

 それと問題なのは、第三者というのは、我々の第三者委員会のことなのでしょうか。そ

れとも、JNES を監視するためのと言いましょうか、それがちょっとわからなかったのです。 
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○大橋部会長 これはもう、勧告にあるような文言を第三者が検査を監視できるようなと

書いてありますから、第三者委員会のことではありません。今やっておられる第三者委員

会のことではないと思います。 

○中込理事長 別にということですね。わかりました。 

 いずれにしましても、JNES の今の見ている検査だけの第三者委員会の結論を得まして、

早々に我々も年明けに QMS を開いて、みんな知恵を出し合って考えていくということで、

検査については、本当に価値のある検査か、安全性に直接関係のある検査かという意見も

出ておりますので、そういったことも含めてどういう答えになってくるか、どういう勧告

がされるかわかりませんけれども、それについては我々真摯に、反省すべきところがあれ

ば反省するし、しなくてもよいことになれば無視するかもしれませんけれども、そういっ

たことを我々の方で年明け早々に考えていきたいと思っております。 

 ちょっと話は戻しますけれども、この文章については、やっていないことをとやかく言

われる筋合いはないのではないかということは、余りそこに目くじらを立てる話でもない

かという気もするのですが、私は、基本的には JNES は原子力は必要だということで走って

いますけれども、その体制を疑われるようなことがあれば、やはり一般の人から見てみた

ら、我々としては正しいことをやっているつもりでも、周りの人から見てみたら、もしそ

ういう疑われるようなことがあれば、我々もそこは襟を正すというか、全く知らなかった

ことを含めて見る必要があるだろうという気がしております。 

○大橋部会長 JNES からの御発言は余りいただかない方がいいかもしれないと思ったの

ですけれども、要はここのところは、例えば、検査員の中立性・公正性にしても、第三者

を活用した品質管理の強化にしても、総務省の方から、今とんでもないことをやっていて、

こんなぐちゃぐちゃで、原子力出身の人が検査に行っているようではもうなれ合いで不合

格も合格としているのではないかというような指摘が１つです。 

 第三者の方は、JNES の検査なんか信頼できないから、JNES が何を検査しているのか見に

行くような組織をつくらなければいけないと言っておられるわけです。我々部会としては

当然で、今まできちんとやっておられるし、JNES 自身もきちんとやっておられると思って

いますし、我々もきちんと評価してきていますから、こんな検査員の中立性・公正性なん

か、何を今さら言われる必要があるのだと。 

 当然の話だし、原子力事業者を中途採用し、有効にリソースとして使っていくのは、国

として不可欠であるのだと。他の企業から来たり、新卒の人が検査できるまで何年かかる

と思っているのだということがあると思うのです。第三者を活用した品質管理も、QMS は

きちんとやっておられるし、その QMS をもう一段かますというのならいいのですけれども、

ここは明らかに JNES の検査を監視しなければいけないと書いておられるわけです。 

こういうことは、見直しに要らないのではないかと言っているのですけれども、御説明

で納得できそうなのは、課長さんおっしゃったように、社会の雰囲気があるのだとか、総

務省がこれだけ言っているから何か回答しなければいけないですねという理由なら我々は
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納得する方向へ行けるのですけれども。 

 本当に正直言えば、ａもｃもなくていいと思いますし、次期中期計画を見直すときには、

今までやってきたことを淡々と延長するというのが、こういうところにおける立場だと思

うのですけれども、総務省できちんと明示して書いてきていることもあるし、そこまでの

まなければいけないというのであれば、なるべく文言を修正いただくにしてもやむを得な

いかなとは思うのですけれども、全般にいかがでしょうか。そんなところが。 

○東嶋委員 ８ページと左側のａのところに書いてある文章を直すとしましたら、おっし

ゃるように検査員等の中立性・公正性の確保というのは、ある意味当然と言えば当然だか

ら書いてもいいのだけれども、というタイトルにするとしまして、この下の文章でありま

すけれども、まず私の疑問は、例えば、一番最後、検査対象を出身元とかかわりのない施

設に限ると書いてありますが、勿論こうしたら国民の疑念は払えるのかもしれませんが、

そのことによって、検査自体の品質は劣るのでしょうか、上がるのでしょうか。 

 出身元とかかわりがある施設ですと、原子炉のタイプが同じようなものだとか、何かや

ったことのある業務だったりするとわかりやすいのかなということもありますし、あるい

は手心を加えるということがあるのかと思いますが、この書き方ですと、出身元とかかわ

り合いのある施設ですと、国民にとっても、あるいは安全にとってもマイナスであるとい

うことを示していることになると思いますが、どうなのでしょうか。かかわりがあろうと

なかろうと関係ないですね。関係ないと私は思います。 

ですから、こういったところは除いて、私が提案する文章は、「検査等の業務を厳格に

行う」、これは必要です。行うためには、皆さんが中立性・公正性も必要だとおっしゃるな

らば、「検査等の業務を厳格に行うためには、中立性・公正性が確保されていることが不可

欠である」と。そしてその後に「新規採用者や原子力事業者等以外からの中途採用者の育

成にも努める」とか、そのぐらいで、あとの文言というのは本当の安全にとって必要な文

言ではないと私は思います。 

○遠藤委員 賛成であります。賛成というのは、ここに書かれたこと、これから JNES とし

てやっていかなければいけないのですから、実際にできないことを方針に入れてやります

と書けば、１年後２年後の評価では実行できませんでしたということになります。そもそ

もできないことをやるということを書いてはいけないです。 

 商取引があるような部分については、よく出身母体がどうであるかということが問題に

なる確率は高い。その感覚で、検査というもう少し神聖化されたような領域においてまで、

そういうことが行われるという考え方が持ち込まれること自体が無理があるのではないか

と思います。 

 加えて、これは航空業界での一例ですけれども、米国の連邦航空局という行政機関があ

るのですけれども、そこの行政機関は新人だけでやっていたらやはり成り立たないのです。

したがって、各航空会社を途中でやめた人とか、航空機製造メーカーをやめた人とか、そ

ういう方々の知見を生かしながら、正しい検査ができるようにと努めているというのが実
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態としてありますから、ここに書くように、極力低減させることで検査の品質が保たれる

かというと、私としては相当疑念を感じる。 

 したがって、先ほど東嶋さんが言われたように、中立性・公正性がなければいけないの

は当然なのでそう書き、それに加えてあえて書くなら、先ほどおっしゃられたように新規

採用をもう少し増やしますと書く。ただし、新規採用を増やすということを書くのも、結

構リスクがあるのではないかと思いますが。具体的にどうやって増やすかということの指

針、具体性がないと、できないことをやれと言っているに等しいと思いますから、それを

やれと、評価部会の委員として言いづらいなと感じています。 

○大橋部会長 お願いします。 

○長谷部統括安全審査官 よろしいですか。 

 ここのところは、先ほどうちの課長の方からも話がありましたけれども、JNES そのもの

が電力メーカーからの出身者というのは 60％ぐらいいるのです。ずっとそういう人たちに

頼って検査をしている。実際、いろいろな検査ミスが、中立性・公正性を損ねたがために

そういうことが起きているかというと、そうでないかもしれない。実はそうでないという

証明がきちんとできないということもあるのです。 

 そういったことからして、最近の検査ミスが連続しているということをとらえられると、

やはり JNES としてあるべき姿というか、要するにどういう検査体制を今後構築していくべ

きなのかというところを考えたときに、今のままでいいのかというと、それはそうではな

いのではないかと。 

中途採用者につきましても、中途採用者の方の能力も活用しつつ、JNES としてきちんと

検査員を育てていって、Made in JNES の検査員で検査ができるようなことをしっかりと考

えていかなければいけないのではないかという投げかけだと思って、我々はあえてその中

立性・公正性に問題があるからこういうことを書くのだと、だからやってもらうのだとい

うふうには思っていなくて、検査機関としてあるべき姿というのをしっかりと描いていた

だいて、それで検査要員の確保なり、育成なり、いろいろな手続の中での中立性なり、透

明性なりというものを図っていくことではないかと。 

そこをやっていくためには、第三者の方、これは先ほど言いました検査機関というのは、

世の中に民間の検査機関はたくさんありますけれども、そこでもしっかりとした検査がで

きる機関なのかどうかというのは、先ほどご説明しました認定協会というのがあって、そ

こが国際指針に基づいて見て、この検査機関はしっかりとした検査ができる、できないと

いう判断をしてもらっているのです。 

JNES についても、どういう規模のどのぐらいの能力のある人に見てもらうかというのは

これから相談していかなければいけないことだと思いますけれども、ある程度、そういう

知識・知見のある方に見てもらって、それで JNES としてどこか見直すところがあるか、改

善するところがあるのかないのかをきちんと抽出してもらって、JNES としてだれかに後ろ

指を指されないというか、しっかりとした検査業務ができるような、そういった体制づく



28 
 

りを今後やっていただきたい。第３期中期目標の期間にそれはもしかしたらできないかも

しれない。 

要員を育てていくために、来年から 10 人ずつぐらい採用するというような計画も聞い

ていますけれども、そういった中で、ちゃんとした検査員が育つまでにはある程度時間が

かかるかもしれないですけれども、でも、それはやっていかなくてはいけないことではな

いかと。 

総務省からの指摘は、確かにあるのですけれども、JNES のコアミッションがやはり検査

業務ですので、予算的には安易過ぎるかもしれませんけれども、やはり JNES というのは検

査機関だと見られていますし、コアミッションは検査だと思っていますので、そういうと

ころでこんな検査ミスを一々取り上げてこんなことを言われることは、というのも確かに

一方ではありますけれども、ただ、やはり国の検査機関として、しっかりとした検査機関

になっていただきたいというか、成長していただくためには、このａ～ｃの内容には我々

としては取り組んでほしいと思っています。どの辺のレベルを狙うかという程度問題はあ

るとしても、こういったところについては、やはりしっかりやっていただきたいという思

いはあります。 

○大橋部会長 ありがとうございます。 

 お願いします。 

○遠藤委員 その思いは全くそのとおりだと思います。いい機会になってほしいなという

のはあるのですが、そのあるべき姿というのが、人員の構成から言えば、ここに書かれて

いるとおりですかというと、そこはなかなか合意しがたいところがあります。原子力事業

者に依存することがないようにとすると依存しないで検査能力を確保できるのですかとい

う基本的な疑問がありますし、極力低減させるという点については、極力低減させていく

のがあるべき姿なのですかというと、そこはちょっと私は疑問があります。 

 あるべき姿のデフィニションというか、定義が、ちょっと私どもと感覚が違うなという

気がいたします。 

 おっしゃるとおり、あるべき姿になってもらいたい、あるべき姿を定めてそこに向かっ

ていくというのがやり方でしょうから、そのあるべき姿はこれでいいのですかというのが、

今の議論だと思うのです。 

○大橋部会長 いかがいたしましょうか。時間が随分押してはきているのですけれども、

ここにこういう原子力事業者を極力低減させてどうのこうのなどと書いていくと、それが、

ひょっとすると次期中期目標に入って、環境省へ行った後も、これが中期目標になって評

価のたびに、原子力出身者が何人いるんだと、いや 30％、いやまだ多いからゼロにしろと、

そういう非常に空虚で現実味がなくて、リソースがむだになるようなことにつながるとい

うとどうなのかと。そういうところのせめぎ合いなのですけれども。どういたしましょう

か。 

○遠藤委員 例えば、依存することはないというのは、全く依存するなではなくて、やは
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り過度に依存することがないようにとか、極力低減ではなくて、低減させるようにとか、

そういうレベルであれば、方向としてはいいかという気はします。 

○大橋部会長 その辺いかがですか。 

 もう少しマイルドに。今は、多分、総務省の勧告を割にスクエアに受けとめられた感じ

なのですけれども、済みません、うやむやにというつもりはありませんけれども、適度に

とか、極力というのを取っていただくとか、「第三者が検査を監視」というのは、「第三者

が監視を」とか、そのような修正は可能でしょうか。それとも、保安院で十分検討された

上で、原案で行きたいという気持ちでしょうか。 

○片山企画調整課長 恐らく、総務省の評価委員会との見解の相違というのが残る形に、

今の御提案だとなろうかと思います。最終的には勧告を受けるということになってくるの

かと思いますけれども、少なくともここに書かれていることで、実際に業務運営ができる

かどうかというところのシミュレーションというのは、JNES でも綿密にやっていただいた

上で、我々この文言の調整をやってきております。 

 そういう意味において、要するに回らないというわけではないというふうに、我々は認

識をしております。その上で、書き過ぎではないかという話はあろうかと思いますけれど

も、一応この方向で、業務自体が回らないことはないというのはシミュレーションの結果、

確認をした上でこの文言を受け入れているというところでございます。その上で、ちょっ

とどういうふうに御判断をいただくかということかと思っています。 

 あと、ｃのところはこの文言だと誤解が生じるというところは、確かにそういう面があ

ろうかと思いますので、私が御説明した趣旨がもう少し明確になるよう文言の方は考えた

いと思います。 

 ａのところはこの文言で、現実が回らないということではないと思っております。一応

JNES の方で確認をしていただいた上で、こういう文言にさせていただいております。 

○遠藤委員 ６割の方を低減させるわけですか。それで、実効性があると JNES さんもお考

えになっているのであれば、私は異存ないです。 

○東嶋委員 それで効果が上がるのなら、私もいいです。それで効果が上がるのですね。 

だから、よりよくやる自信がある、この方法をやってよりよくできるのならば、それはよ

りよくできる方がいいので賛成いたしますが、よりよくできないのならば反対です。 

 おっしゃるように反対しても、また戻されて、勧告のとおりの文章になるというのは、

それは仕方のないことでありますが、よりよいものをつくるためでない文章を、ここで承

認するわけには私はいきません。どのように考えるのですか。 

○大橋部会長 JNES のお考えはいかがでしょうか。 

○福島理事長代理 JNES の見解としましては、非常に細かいところでいえば、例えば、一

番最後に、検査対象は出身元にかかわりのない施設に限るとありますけれども、それは一

体何なのかというところの定義を明確にしていただくとか、そういうところはまた行政庁

さんとよく相談をさせていただかないといけないというところはありますけれども、この
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文言で、先ほど理事長が申しましたように、外部から見たときに、我々本来的に持ってい

なければならない中立性・公正性とか、あるいは独立性というようなものについて、これ

で世の中の信頼、検査業務そのものに対する、あるいは JNES そのものに対する信頼性とい

うところが大きく確保できるということであるのならば、それは一定以上の検査の品質そ

のものを確保しながら、こういうふうにやっていく、そういう努力をするということには

意義はあるのだろうと思っております。 

 しかし、御指摘のように、これが書かれなかったからといってこういう努力をしないと

いうことでもないということだと思います。 

○東嶋委員 今おっしゃったのは世間から見て中立性・公正性が上昇するというお話であ

って、私が尋ねたのは検査の内容がよくなるのですかということです。それはよくなるの

ですか。 

○大橋部会長 安いコストで安全が確保されて、いい検査がこれでできるというのであれ

ば部会としてはいいけれども、という御質問です。 

○福島理事長代理 このような条件を課せられるというのは、自由度の面においては当然

厳しくなるとは理解していますけれども、しかしこれでもって十分高い品質を確保できな

いとは考えておりませんし、いろいろ細かい検査の実施、運営の際の個々の専門家の活用

の仕方といったようなことについて考えると、十分に今以上の検査、品質というのは確保

できる、方策は考えるのだろうと思っています。しかし、そこはこれから行政庁の方とも

よく御相談をしなければならない面はあると思います。 

○大橋部会長 いかがいたしましょうか。 

○遠藤委員 ここの部分は物すごくプレッシャーの高い部分ですか。つまり、ここの部分

の文言を一言でも変えると、世の中に通らないということですか。 

○片山企画調整課長 そこはやってみなければわかりません。 

 ただ、ここについては非常に大きくクローズアップをされているところでございますし、

一番いろいろと調整が必要なところだと思っております。 

 ただ、今、委員から御指摘のあった「過度に依存することがないような」でありますと

か、「極力低減」を「低減させる」といった少し修飾語を、今日部会でこれだけ御意見があ

ったということを踏まえて、事務局の方で少し預からせていただいて、修文した上で部会

での御議論も部会長の方から御紹介いただきながら、親委員会の御議論も聞き、最終的に

決めていくということにさせていただければと思います。 

 今日これだけ委員から御指摘があったということを踏まえて、ａのところについては、

東嶋委員の御意見を全部入れると全部なくなってしまうので、申し訳ないのですが、例え

ば「中立性・公正性の一層の確保」といったところでニュアンスを出させていただくとい

うことと、遠藤委員のコメントにあった「過度に依存することのないように」、「極力低減」

を「低減」といったような文言修正。 

 それから、ｃのところで、「検査を監視」というと、個々の検査を監視するように誤解を
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受けるという東嶋委員のコメントを踏まえて、ちょっとここのところはどういう文言にす

るかというのは事務局の方に考えさせていただければと。一番単純には「第三者が監視で

きるような」といったような、検査をというのを取れば、個々の検査というニュアンスは

消えるかもしれませんけれども、そういったことを考えさせていただければと思います。 

○東嶋委員 品質管理を見る第三者の組織ということですね。ですから「第三者が品質管

理をチェックできるような」とかしたらいいのではないですか。監視というと何か。 

○大橋部会長 検査を監視というと、検査を本当にやっているかどうかを見に来るとか、

代わりに自分で検査して照合するという感じです。 

○片山企画調整課長 御指摘を踏まえたような方向で、事務局で考えさせていただければ

と思います。 

○東嶋委員 わかりました。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 私は、個人的には 12 ページにある提言活動の強化というのを書いておかれるのはいいの

ですけれども、これは、保安院がどうなられるか、またわからないところが多いと思うの

ですけれども、今までの保安院と JNES の関係と質的に違ってくるのだという決断をされて

いるのだという判断でよろしいでしょうか。 

 要は、単にサポートするだけではなくて。 

○片山企画調整課長 根本的な関係が変わるわけではないと思っています。ただし、根本

的な関係自体は変わりようがないとは思うのですけれども、ただ、いわば JNES の方でやっ

てこられた中から、規制機関に対して支援機関として物申すという機能というのがあって

も全くおかしくないわけでございます。 

 ですから、そういう意味でプラスアルファの面で、是非 JNES の方には新たな規制機関を、

何と言いますか、突き上げると言ったら語弊があるかもしれませんけれども、少し規制機

関の一歩先を見た上で、こういうことを規制課題としてやるべきではないかといったよう

なことというのをどんどん言っていただくという、そういう面での支援というのも期待を

したいと、そういう趣旨で書いているところでございます。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 お願いします。 

○遠藤委員 単に感想でございますけれども、全体の話を通しまして、やはり JNES さんは

今回の事故を契機にして、みずからが立ち上がるというか、みずからが変わるという気概

を是非お持ちいただきたい。後ろ向きの気持ちではなくて、前向きの気持ちで向かってい

っていただきたいというのが切なる願いであります。 

○中込理事長 ありがとうございました。 

○東嶋委員 済みません、細かいことで１点よろしいですか。細かいことで恐縮です。 

 ８ページの①のところですけれども、検査等業務についての第三者何とかというのは、
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先ほど御紹介いただいた委員会ですね。そこにおいて明確となった課題への対応を図るな

どと書いてあるのですけれども、そうするとこの委員会の位置づけというのはすごく高い

ものだなというのが感じられますが、「明確となった課題」と書くと、今まであいまいだっ

たものがこの委員会によってはっきりしたというニュアンスですけれども、私自身は、先

ほどの中込理事長のお話などを伺っていると、そこで示されたものを更に JNES で検討して

対応するというニュアンスかと思いますので、「明確となった」よりは、「示された課題」

とした方が、細かいことですけれども、ニュアンス的にはそうなのかなと。示されるけれ

ども、それは私たちの方でちゃんと受け入れるかどうか考えますという意味で「明確」と

すると、この人たちが発見したという感じになってしまうので、以上です。 

○大橋部会長 そこは「示された」ということでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 最初に御紹介あったと思いますけれども、これを見直しの案を、明後日 15 日に、経産省

の親委員会がありまして、そこへ片山課長と私が行って報告をして認められれば、それを

総務省に返して、総務省がまたやろうということなのか、そんな手続になっているそうで

す。 

 原子力は大変厳しい状況で、譲歩しなければいけないところもあると思うのですけれど

も、余りに中の人がくじかれるような譲歩は、多少気をつけた方がと思っておったところ

です。 

 それでは、このような進め方で当面よろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、事務局で淡々と修文等手続を進めていただければと思います。 

最後に事務局から、その他議題ということで御紹介よろしくお願いします。 

○長谷部統括安全審議官 その他、特にございません。 

 長時間にわたって御議論いただきまして、ありがとうございました。 

 今後の予定につきましては、先ほど部会長から御説明があったとおりでございます。 

 また、その結果につきましては、御報告させていただければと思います。 

 本日の議事録につきましては、いつものとおり事務局が原案を作成しまして、後日御確

認をいただきたいと思います。その後、ホームページの方で公表を予定していますので、

よろしくお願いいたします。 

 事務局からは、以上でございます。 

○大橋部会長 ありがとうございました。 

 それでは、長時間御審議いただきましてありがとうございました。 

 また、御説明ありがとうございました。 


