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議事概要 

 

＜原子力資料情報室 松久保委員より資料３「原子力小委員会への情報提供－原発開発、導入、利用の諸問題に

ついて－（原子力資料情報室）」について、電気事業連合会 松村専門委員「安全神話からの脱却と安全マネジメ

ント改革の取組み（電気事業連合会）」について、原子力安全推進協会 山崎理事長「自主規制組織としての JANSI

の取組について（原子力安全推進協会）」についてそれぞれ説明＞ 

 

（委員） 

⚫ 「安全」は、許容できないリスクがないこと、と定義される。リスクがゼロにならない中で、何かしらのリ

スクは必ず受容しなければいけないものだと思う。例えば、原発がなくなれば、原発のリスクはゼロになる

かもしれないが、その他のリスク、エネルギーの安定性がなくなる、CO2 の排出量が増える等のリスクが生

じ得る。原発の安全対策についても、どこまで安全対策をやるのかということを議論する一方で、どんなに

安全対策をやったとしても何らかのリスクを一般の方に許容してもらう、あるいは事業者自身が許容する必

要があると思う。そのことを決めない限り、努力して安全対策を続けても何も前に進まないということにも

なるし、誰も責任を取らないということになり得る。どのようなリスクを想定し、どのリスクを国民の皆さ

んにとっていただくということを決めているのか、ご意見があれば教えていただきたい。 

 

（委員） 

⚫ 革新炉の開発・新増設の検討は、今後の原子力産業の維持や若い人材の参入のために意義あること。他方、

松久保委員ご指摘の、革新軽水炉以外は十分な要件やスコープの定義がなされていないという点については、

今後の革新炉の開発の検討において、より具体的な内容について相当の検討が必要。 

⚫ 既設原発に関する指摘の多くは、今後検討を加速化する必要がある事項であると理解。 

⚫ 資料３のスライド９では、昨年８月の基本政策分科会の資料に掲載されていた参考２の系統制約を加味した

試算は省略されている。発電コスト単体だけではなく、システムコストを加味した場合、陸上風力や太陽光

のコストは原子力よりも 4～4.5 円ほど高くなるという試算が出されている。自然変動電源は系統への接続

に要する追加的なコストが高いことは知られており、その点は加味することは自然かと思う。したがって、

必ずしも発電コスト単体の比較から原子力のコスト競争力がないということにはならない。 

⚫ 自主的で継続的な安全への取り組みの結果が出ていることを理解。JANSI や ATENA 等のピアレビュー等の活

動の成果の現れでもあり、国際的にも厳格とされる新規制基準への適合で満足することなく、さらにリスク

を低減させる努力が実っていることを理解。 

⚫ 安全マネジメント改革タスクチームの活動が活発化すれば、改善点や他社の優れた取り組みの共有と実践が

スピード感をもって行われるものと期待。紹介されている各社における安全性向上の取り組みについては、

各社いずれも真摯に、また、創意工夫をしており、新たな気づきもあることだと思う。他方、助言や提言を

する専門家や他産業の事例が国内にとどまっているが、原子力の活用が再び注目される欧米など海外の専門

家や企業の助言も参考になるのではないか。JANSI には国際安全アドバイザリーボードもあり、安全性向上

の新たな工夫のヒントが得られるかもしれない。 

⚫ JANSIの活動も 10年を経て、自主的・継続的に安全性を向上させる取り組みが文化として定着するなど、順

調であるように思う。JANSI の活動を通じて、専門家同士や発電所間のコミュニケーションが良好となった

ことは、その後の規制庁の審査における事業者間の連携などにも繋がったのではないかと思う。安全文化の

定着、安全性向上に向けた取り組みに関する事業者間、マネジメント間の信頼関係の構築、さらに信頼関係

に基づいた情報共有、そのような取り組みと発電所の運転管理についての透明性確保、地域や社会の情報発

信を積極的に行うことが重要。 



⚫ JANSI の活動について、今年はちょうど設立 10周年かと思うが、次の 10年戦略について考えているのか、

考えている場合、最初の 10 年戦略との違いについてご説明いただきたい。 

 

（委員） 

⚫ 松久保委員御指摘の原子力発電に関する様々な問題点については非常に重要な部分もあり、しっかりと検討

していかないといけない部分もあると思う。一方、国際情勢が非常に不安定であり、エネルギーの安定供給・

自立が大きな課題になっている中で、資源の無い島国である日本は、様々なエネルギーのポートフォリオを

持っておくことが大事。CO2 を出さないベースロード電源である原子力発電は、そのポートフォリオの大き

な一つになり得るので、様々な問題をどう克服していくのかということが非常に重要。 

⚫ 最大の課題は安全性だと思うが、松久保委員ご指摘の点の中でも気になるのは、今のウクライナの情勢を見

てもわかるように、攻撃時にはエネルギー施設を重点的に狙ってくるということ。立地地域の方もそのニュ

ースを非常に不安に思いながら見ていると思う。防衛に関わるため、情報が出せないということもわかるが、

電力会社と防衛省が連携を取って対策を打とうとしているところを見せていただきたいと思う。また、原子

炉が攻撃から免れても、非常用電源が破壊されて事故に繋がるということもあり、非常用電源をどう守るの

かも気になるところ。 

⚫ 運転期間延長のための安全性の確認について、重要な部分は目視ができないところでもあるだろうし、運転

延長のためにはよりきめ細かく状況を把握しておく必要があるのではないかと思う。異常があった場合にリ

アルタイムで分かるような IoTを使った仕組みが導入されているのかお聞きしたい。 

⚫ JANSI の発表にあった、横展開して危険性や安全性について情報を共有するということ、電事連の発表にあ

った、CNO同士で情報を共有していくということは非常に重要。もう一歩進んで、運命共同体と言うならば、

現場の作業者の気づきを透明性を持って発信・共有でき、責任者もそれを見てすぐに改善ができる、掲示板

のようなものがあるといいのではないか。 

 

（委員） 

⚫ 電事連、JANSI の資料にあった NUCIA の登録情報のデータはどの程度あてになるのか。例えば、福島第一原

発の登録情報について、明らかに漏れている点が散見される。このデータベースにどれだけの信頼が置ける

のか、JANSIからだと思うが、お答えいただきたい。 

⚫ 今後の進め方について、GX 実行会議での指示に基づく検討結果をどのように取りまとめるのかは検討中だ

と理解しているが、内容によっては、これまでの福島第一原発事故後の原子力政策のあり方を大きく変える

ことになるに思っている。取りまとめ文書をパブリックコメントにかけることは当然だと思うが、それ以外

に、公聴会等を開いて広く国民の声を聴くべきではないか。 

 

（委員） 

⚫ 資料３のスライド 10の IPCCの図について、再エネ対原子力の二項対立ではなく、カーボンニュートラル達

成には再エネも原子力も必要と言えるのではないか。スライド 13 では、急激に温室効果ガスを削減するこ

との重要性を指摘しているが、スライド 10の図では、再エネも原子力も含めて、CO2 1トン相当の削減コス

トが 100 ドル以下とカテゴリされている技術を全て投入して 2030 年までに世界全体の排出量の半減をなん

とか達成できる、ということも示している。脱炭素の実現に向けて、再エネ対原子力の対立の構図というの

を乗り越えるべき。IPCCは世界全体の評価であり、日本の原子力発電所の新設の是非を議論する材料として

適当なのか、という疑問は残るものの、IPCC の図も踏まえれば、2030 年に向けては、既設原発の再稼働や

長期運転の重要性が増すとも言えるし、建設までのリードタイムが長いからこそ 2050 年に向けて足下での

新設判断が必要とも言える。 



⚫ 資料３のスライド 20 の電源投資について、電源への投資がなされるかどうかは、基本的にその電源の収益

の見通しに依存し、原子力への投資が原因と言い切れるのか。電力システム改革のもと、発電事業者は競争

環境下にあり、電源設備への投資の意思決定は、将来の収益の見通しに依存する。2016年以降、5年間にわ

たって毎年度 200万キロワットから 400万キロワット程度の火力発電が休廃止されているが、これは十分な

収入を得る見通しが立たなかったからと理解されている。また、原子力発電は固定費の支出割合が大きく、

火力は可変費の支出割合が多いなど、電源ごとに特徴が異なるので、設備投資額の大小を一概に比較するこ

とはなかなか難しいと思う。 

⚫ 資料３のスライド９について、発電コスト検証 WG では系統レベルや電力システム全体にかかるコストも含

めての評価、いわゆるシステムコストと言われる評価手法についても議論されている。システムコストに関

しては、給電指令所などの出力制御信号に追従し、運転出力を増減させること（ディスパッチ）が難しい太

陽光や風力などの電源の拡大に伴って、発電される電力が時間的地理的にどのような価値を持っているのか

ということを考慮する。発電コスト検証 WG の報告書でも、統合コストの一部を反映したコストを参考値と

して示している。再エネと原子力の対立として均等化発電原価を比較するのではなく、脱炭素やエネルギー

安全保障等を考慮した電源構成とそのシステムコストを評価・比較していくべき。 

 

（委員） 

⚫ 経済国際情勢の変化、気候変動等の中、安全性が最優先という前提のもと、エネルギーの多様性という観点

からの原子力の価値について、国民のコンセンサスを取る必要。松久保委員の資料の中にプロジェクトの失

敗要因という項目があったが、今後は変革に対応できる政策立案やプロジェクト運営が非常に重要。DXのよ

うなビジネスの変換、GX のような環境への取り組みの推進は数十年にわたって産業構造を変化させる変革

の流れになると思う。革新炉の検討も変革の１つとして位置づけられる。そういった流れの中では、タスク

自体が変化して行く。DXでは定型的な業務はデジタル技術による自動化等で効率化され、創造的なタスクが

重要になってくる。従来型の人材を育成するのではなく、DX、GXによる変革に対応できるような創造的な人

材を育成する必要。電事連の資料によれば、事業者はそういったことも念頭に入れた取り組みもしているよ

うだが、原子力の開発利用の全てのプロジェクトに、そういった変革が必要になってくると思う。 

⚫ 長期政策・基本理念の策定において、国民のコンセンサスがとられた将来のビジョンを明確に描き、原子力

の安全性や価値、関連する事業の展開をどうするか等、ビジネスモデルの変革が必要になる。政策の策定の

際に、外部環境の変化に柔軟に対応できる仕組みとすることが、変革の成功のために非常に重要。 

 

（委員） 

⚫ 松久保委員のご説明は、今後の革新炉開発や原子力の利用を進めていく上で、非常に重要な見解がまとめら

れていた。特に、責任主体、ニーズと要件のマッチング等は議論しているところだと思うし、運転開始まで

の時間・コスト超過についても、施設の利用や工期の短縮、投資回収の方法をきちんと検討していく必要。 

⚫ 原子力発電自体が目的ではなく、経済活動とエネルギーセキュリティのバランスを取りながら、カーボンニ

ュートラルを達成していくという目標に対して、手段としての原子力をどのように使っていくかが重要。他

電源と原子力のメリット・デメリットを包括的に考えながら、ベストミックスを達成していくという観点が

必要。 

⚫ 革新的軽水炉のネーミングがどうかという指摘はあると思う。一方、個々の機能が新しいかと言うよりは、

ソフト面も含めてトータルとして、安全性や付加価値をどう実現していくかが重要。 

⚫ 電事連、JANSI の説明について、事故の発生率のような定量的な指標を使って活動のアウトプットを出して

いただいた点は評価。「安全」というのは概念的なところを扱っており、それがどう達成されているのか、ど

う維持されているのかが見にくいというのが大きな問題点。特に JANSIは組織の性質上、その活動を外に出



しにくいというのはあるが、きちんと外に出していかないと、その活動が具体的に分かりづらい。今後もこ

ういった取り組みを続けていただきたい。また、内外のいろんな組織や団体の活動を踏まえて、いろんな指

標を考えていただきたい。 

⚫ 電事連の安全マネジメント改革タスクチームについて、主に良好事例を共有とあるが、ヒヤリハットや要改

善事項なども含めて、広く共有していくのが良いのではないか。 

 

（委員） 

⚫ 福島第一原発事故を二度と起こさないという原子力事業者の安全性追求への高い意識をご紹介いただき、大

変心強い。事業者が今回の安全マネジメント改革タスクチームのような組織を設置し、事業者の安全に対す

る決意を感じたところ。さらに JANSIのような独立組織を作って、より強い権限で発電所のピアレビューを

することについては、自主的な改善を事業者がやっていくために重要な取組であり、大変素晴らしい。ただ

し、業界内の組織なので、馴れ合いや形式化が心配。JANSI が独立組織として客観性を持ってやっていれば

いいが、馴れ合いや形式化が起きないかという点も考えておく必要。ATENA も JANSI も規制組織の要求と現

実の問題の狭間に立たされており、JANSI が独立した権限を保っていくことは重要。また、独りよがりにな

らないことも重要。組織が大きくなっただけに、しっかりと振り返りをして、規制組織との関係も含めて、

複数の原子力安全に対する組織体系、これを円滑に運営する調整能力が重要。 

⚫ 資料３のスライド７の研究開発費について、積分値で示しているが、IEA のオリジナルデータは年度ごとの

エネルギー関係の予算が書かれており、その変遷が分からなくなっている。ここ 10 年の傾向を見ると、結

論は全く違うと思う。 

⚫ スライド９の原発が競争力がないという点について、システムコストのデータがなくなっている。競争力

云々というのであれば、全コストに対して示す必要であり、これをお示しいただいて、論議したい。 

⚫ スライド 10 の IPCC の CO2 削減ポテンシャルについては、2030 年の電源構成の予測に基づいて各システム

がどのくらい CO2削減できるかを示しており、規格化された値ではないので、各発電方式やシステムの善し

悪しを論議するデータにはならない。むしろ、CO2 削減にはどのくらいのコストがそれぞれのシステムでか

かるのかを見る必要があるのではないか。 

 

（委員） 

⚫ 国内に設置するには、革新軽水炉が一番よく、それ以外、特に SMR 等は難しいのではないかと思う。一方、

SMR 等の研究開発は、原子力全般に関する技術開発や人材育成につながるものであり、何らかの形で取り組

んでいく必要はあるのではないか。 

⚫ 審査の進め方については、安全性を損なわない形で、効率的なやり方があるのではないか、海外での規制の

あり方を取り入れて、改善を図る余地があるのではないか。また、審査に時間がかかっている自然条件がク

リアされているところにリプレースすれば、かなり時間の短縮になるのではないか。 

⚫ どこまでリスクを下げ、どこまでなら許容されるのかという点に関する国民的な理解が非常に重要。そのリ

スクレベルは静的に止まるものではなく、いわゆる動的平衡状態により安全が維持されるのではないか。 

 

（委員） 

⚫ 松久保委員ご指摘の点は、原子力利用の前提に対する重要な疑義を提起されたものと思う。事実関係を含め

た検証が必要ではないか。 

⚫ 資料３のスライド６に革新炉に「本気のエンドユーザーがいない」との記載がある点に関連して、電力の大

口需要家の立場から意見を述べる。非常に厳しい国際競争に晒されている企業にとって、エネルギーの安価・

安定供給は、企業の競争力の源泉であり、前提となるもの。同時に、長期に亘り安価で安定的な電力供給を



期待できるかどうかは、国内に新たな投資を行う上での重要な判断基準。近年繰り返される需給ひっ迫や、

ウクライナ情勢による燃料供給不安等の足元の状況が続けば、電力が大量に必要とされる半導体産業など、

重要産業はもとより、既存産業の国内維持も難しくなり、産業の空洞化を招くことを強く懸念。既設プラン

トを含む原子力は、再エネ適地に恵まれない我が国にとってカーボンニュートラルとエネルギーの安価・安

定供給を両立する上で極めて重要な選択肢。エンドユーザーとして、産業界の原子力への期待は非常に大き

いと申し上げたい。 

⚫ 革新炉には安全性はもとより、高温ガス炉の熱利用による水素製造の可能性など、電力分野での活用にとど

まらない新たな価値もある。クリーンな水素の安価・安定供給も産業部門の脱炭素化に不可欠であり、実際

にニーズがある。 

⚫ 資料スライド１５の原子力発電所の運転期間に関連して、2030年度 46%削減、カーボンニュートラルを、国

民負担を最大限抑制しつつ実現していくためには、今ある技術・設備を最大限活用していくことが必要条件。

本年６月に IEAも原子力利用国の政策立案者に対して、既設原発の期間延長の勧告を発出している。安全性

の確保を大前提としつつ、60年への運転期間への延長の円滑化や、停止期間の運転期間算定からの控除、さ

らには技術的評価に基づく 60年超の運転等について、早急に具体化すべき。 

⚫ JANSI による自主的安全性向上の取組や、電事連による安全マネジメント改革によって、震災前と比較して

安全性は着実に向上していると理解。他方、原子力の場合、一つのトラブルが原子力発電全体に対する国民、

地域社会からの信頼や安心に大きく影響する。原子力利用に慎重な層も含めて、国民からの理解を獲得して

いくためには、これらの取組によりどれだけ安全性が改善したか、データや事例などで具体的かつわかりや

すい形で示しながら説明していくことが肝要。また、取組の実効性を高めるためには、事業者間の相互レビ

ューだけではなく、国や自治体等の外部の目も入れた客観的な評価も必要。電事連や JANSI、電気事業者に

おかれては、安全性向上のために引き続き全力を挙げていただくともに、情報発信の仕方についての一層の

工夫を期待。 

 

（委員） 

⚫ ファクトを示していくことが重要な今後の取り組み。 

⚫ 経年炉の脆化といった安全面の論点は非常に重要だが、科学的・技術的見地から規制委員会にて個別に判断

されるべき事象ではないか。本小委員会は利用の観点からの検討がタスクであると思うので、規制委員会の

見解を踏まえつつも、安全面と利用面の検討について一定の切り分けをすることが前提ではないか。利用の

観点から運転期間のあり方を検討するにあたっては、供給能力、供給手段の多様性確保や電源の脱炭素化に

加えて、過去の原発事故を受けた原子力に対する国民の懸念にも留意することが重要。現行制度との連続性

に留意しつつ、評価のタイミング等を設定した上で、中間整理で原子力の利用の根拠として示した原則を満

たしている場合には、運転期間の延長を認めるなど、エネルギー政策の観点から必要性が認められるものを

持続的に活用することができる制度とすべき。 

 

（委員） 

⚫ 原子力資料情報室 松久保委員の発表について、小委員会でこのような場が持たれたことはとても意義のあ

ることだと思う。異なる立場の専門家の意見もしっかり伺うことが大切だと改めて認識した。資料３の７ペ

ージや 20 ページを見て、もっと早く送配電網の強化や再エネの普及に予算を割いていれば、電力ひっ迫の

状況も変わってきたのではないか、と残念に思うとともに、今後どこに力を入れていくかはしっかり議論す

るべきだと改めて思う。今回の問題提起については、ファクトと意見を整理し、ファクトについては立場に

よらず合意できる事実を確認することが大事だと思うし、意見の違いとその理由についても整理して、国民

が原子力について考える際のベースとなる資料を示していくことが必要だと思う。それが国民とのコミュニ



ケーションの土台になる。 

⚫ 以前の分科会での松久保委員の発言も踏まえ、再処理とプルサーマルが具体的にどのぐらいの数量を見込み、

成り立つか否かという点は、NUROから説明いただく必要。 

⚫ 電事連と JANSI のご説明に関して、外部の目が入っていることはとても大切。また、JANSI については、国

際標準のレベルをクリアしたというのは信頼性の向上という意味で意味があると思う。 

⚫ 電事連への質問になると思うが、再稼働を視野に入れるとなれば、避難計画の作成に大きな課題を抱えてい

る原子力発電所への支援などは何か考えているのかお伺いしたい。 

⚫ 今後のプロセスへの国民議論、国民意見の反映等の場は必ず設けるべき。どのような場を持つべきかについ

ても、国民の政策形成への参加に関する専門家の意見などをお伺いする機会も設けるべきではないか。 

 

（委員） 

⚫ JANSI、電事連の発表について、安全性の向上のために、絶え間ない努力を積み上げていることを理解。他

方、工学的に技術で減らせるリスクの削減を追及していき、それでも残る残存リスクは国民が受け入れてい

かなくてはいけないもの。それがリスクコミュニケーションの要諦であり、徹底していただきたい。福島第

一原子力発電所事故後 10年を超え、安全神話を再構築しないよう、その意識を持ち続けていくべき。 

⚫ 松久保委員の説明について、原子力に関する問題点へのまとまったご意見を伺うことができ、大変有意義だ

った。電力の安定供給、気候変動問題、電気代の問題や日本の産業競争力の問題を加味した上で、松久保委

員がお考えになる電源構成の理想形はどのようなものか。 

⚫ 原賠法（原子力損害の賠償に関する法律）は、社会的動乱や非常に巨大な天変地異があった場合は、原賠法

を超えて国の措置が取られるという規定になっている。中曽根科技庁長官の答弁は、３条但し書きについて

言及しており、政府には原賠法上の責任がないと言っており、破局的な事変が起きた場合は、新たに国の措

置が取られると理解している。 

⚫ 原子力発電所への攻撃はジュネーブ条約の第一議定書の違反であり、原発を攻撃できないことになっている。

しかし、実際問題としてザポリッジャの事案が、目の前で起こっている。これについて、原子力発電所や、

ダム、堤防、危険物を内包するような施設については、非武装地帯とする活動が必要であり、ジュネーブ条

約を越えて審議をする場が必要。日本は来年広島で開かれる G7 の議長国であり、この議論を日本がリード

するべき。原発が対象となるかどうかについては、また別の国家安全保障上の議論が必要。原発に限らず、

発電所全体の問題と思うが、自衛隊と連携した措置を取ることも重要だと思う一方、中国がたくさんの原発

を新増設していることを踏まえれば、抑止力については別の議論が必要ではないか。 

 

（委員） 

⚫ 資料３のスライド 15の 40年を超えて運転することは安全性が最優先という原則に反するという説明に関し

て、国会が法律で安全審査の権限を規制委員会に授権した際、40年の運転期間については、科学的技術的な

ものではなく、政治的な観点からの線引きであるとしている。また、安全性が最優先であることをそのまま

適用すると、原子力を利用しないことが最上になり、カーボンニュートラルやエネルギー安全保障、安定供

給を達成することはできず、規制委員会を設けて、安全性を確認しながら原子力を利用する意義がなくなる。

したがって、安全性が最優先という原則は、比較可能なもの、例えばコストと安全性を比較して、コストで

は安全性を優先するということを意味している。実際には、原子力事業者は追加安全対策ができない場合、

自主的に古い原子炉を廃止している。すると、松久保委員のご指摘の先には、今後、法律上、原子力事業者

による自主的な安全性向上を制度化することや、原子力事業者の安全性確保の努力に一定の評価を与えるこ

とを制度化するということが考えられる。 

⚫ 資料３のスライド 19 について、原賠法の規定は、原発への攻撃を含めて戦争による被害全体を国家的、社



会的災害による被害と見て、いわば原発の被害者のみを特別視しないという趣旨のものと理解。原発が戦争

により攻撃された場合は、原子力損害賠償法が対応できていないというより、対応できる状況にないという

ことになる。当然ながら、原発事故の原因となる戦争を防ぐのが最良であることは疑いの余地はない。歴史

的に見て、戦争ではその国の産業の総合力が行方を左右する面があるので、戦争という事態を避けるために

も、エネルギー供給を安定化させ、産業を促進して、国力を向上させる必要があり、その観点からも原子力

を利用して電力を安定供給することにより戦争を回避する必要があると思う。 

⚫ 資料３のスライド 20 の説明にて、原子力利用に対する国民理解が無いとの主旨の発言があったが、国民全

員が関心があるわけでもなく、全員の合意が得られないものについては、民主制の過程、すなわち選挙で決

定せざるを得ない。原発廃止をあえて争点化した政党が選挙で多数を得ていないことからすれば、国民全員

の理解が得られないことを理由に、原発の廃止を主張することは、却って、民主制の否定に繋がりかねない。 

 

（専門委員） 

⚫ 松久保委員のご説明に対する考えを述べさせていただく。既設炉の設計は 40 年前のままではなく、新規制

基準やその後のバックフィット要求などを踏まえ、耐震設計、火災防護など様々な設計条件の見直し及びこ

れに基づく対策を実施している。また、高経年化対応については、事業者は、日常的な保守管理活動に加え、

大型機器の取替や、高経年化技術評価の実施など、適切に対応している。 

⚫ 設備利用率に関しては、高経年プラントに対しては適切な保守管理をしていくことにより、設備利用率を低

下させることなく運転できると考える。米国では 40 年を超えるプラントも高い設備利用率を誇っている。

近年の設備利用率が極端に低いのは、再稼働プラントのユニット数が少ないため。 

⚫ 使用済燃料の貯蔵能力については、事業者として使用済燃料対策推進計画を策定・公表しており、各社はこ

れに基づき、貯蔵施設がひっ迫することのないよう、リラッキングや敷地内乾式貯蔵など、必要な貯蔵容量

の増加対策を行っている。引き続き、使用済燃料の貯蔵量の推移を見極めながら、必要な対策を安全かつ計

画的に実施していく。 

⚫ 再処理量を増やせないとのご指摘について、事業者としては、2030 年度までに少なくとも 12 基のプルサー

マル実施を目指し、再処理工場の稼働に制約が生じることがないよう取り組む所存。 

⚫ 昨今の需給ひっ迫の背景としては、発電をめぐる事業環境の悪化に伴う電源の休廃止があると認識。 

 

（専門委員） 

⚫ 安全性向上については、規制の枠にとどまらず、自主的、継続的にたゆまぬ安全性向上の努力を行っている

ことが、電事連から報告された。また、JANSI からは、こうした事業者の取組を独立した立場で事業者同士

のピアプレッシャーや良好事例の共有を通じて牽引していることが報告された。自主的、継続的な安全性向

上には、事業者同士の連携、及び独立した外部組織との連携が大変有効。独立した外部組織として、ATENAは

規制当局との対話を通じた安全確保の分野で、NRRC は国内外における安全技術研究成果の発電所への適用

を通じて、それぞれの立場で事業者の安全性向上に資していると考える。 

⚫ 松久保委員ご指摘の革新軽水炉における工期の延長やコスト増加については、様々な要因が影響すると思う

が、特に新しいタイプの炉では、FOAK、First of a kindと呼ばれるが、導入初期では工期の予測が難しい

ものが一般的。先行号機の延長原因を反映し、習熟効果が働いてくれば、工期、コストは予定通りになるの

が一般的。また、長らく新規プラントの建設が途絶えたことにより、予定通りの工期、予算で建設を遂行す

る技術やサプライチェーンが劣化したことが主な原因と思われるプラントもある。これらの国々ではその後

原子力発電の計画を縮小するような動きにはなっていない。日本の場合、1970年以降に営業運転を開始した

原子力発電所の多くで、国産化率 90％を超えるなど、サプライチェーンを国内に持つ強みがあるが、再稼働

プラントがなかなか増えない、建設中プラント 3 基の工事が中断したままであることなどから、工期通り、



予算通りの建設を実現するためにも、サプライチェーンの維持、強化や人材確保、育成が課題。 

 

＜発表者より委員からの意見・質問に対して適宜回答・コメント＞ 

 

＜事務局より委員からの意見・質問に対して適宜回答・コメント＞ 

 

（委員長） 

⚫ エネルギー・原子力の問題は、様々な視点で多様な観点で考えていくことが大変重要だということを改めて

感じた。３名から、色々な視点からデータを含めてしっかり御意見頂き、皆様にも色々考えて頂く良い機会

であったと思う。村上委員からもあったように、ファクトはファクトとしてしっかり捉えて、今後の議論に

しっかり反映させていくことが重要。 

⚫ 安全神話の脱却について、我々も肝に銘じているところだが、併せて、国民から信頼と御理解をいただくこ

とが大変重要。電事連 松村専門委員、ＪＡＮＳＩ 山崎理事長から力強いお話しを伺ったことは、大変意

義あること。10年以上前に自主的安全性のワーキンググループの中で、これから原子力ではリスクガバナン

スを確立する、リーダーシップとマネジメントをしっかりやる、安全神話から脱却し、安全を確立するとい

う意思と力をもつということを報告書に書いたのをよく覚えている。こういう制度がようやく形になってき

て、効果を発揮しつつあるということは大変心強く感じたので、慢心することなく、引き続きご尽力いただ

きたい。 

⚫ 大きな絵姿を描くことが重要と何人かの委員からご指摘いただいた。原子力や再エネというよりも、エネル

ギー全体について大きな絵を描き、その枠組みの中でそれぞれの論点を議論していくことが大事。何人かの

委員から御意見頂いたように、これからスピード感を持って、グローバルピクチャーを見ながら、原子力小

委の中で個別の問題を議論していければと思う。 

⚫ いただいたご意見、大変貴重なものであった。事務局と相談し、今後の議論に反映していく。 

 

（以上） 

 


