第13回原子力委員会
資料第2号
原子力委員会の「原子力利用に関する基本的考え方」 論点整理について
平成 28 年 3 月 29 日
原子力政策担当室
１. 「原子力利用に関する基本的考え方」について （平成 27 年 10 月 6 日 原子力委員会）
これまで、基本的考え方の性格は、昨年１０月６日の原子力委員会において議論されてお
り、その際、委員間で以下のような共通理解が得られている。
｢基本的考え方」とは、
 中長期を見据えて、我が国の原子力の研究、開発及び利用や放射線利用等の幅広
い分野の目指す方向と在り方を示すものであること、
 関係機関の取組の方向性を示すもので、原子力委員会がその責務を果たす上での
拠り所となるものであり、そのために必要な程度の具体性で施策のあり方を記述した
内容であること、
 政府の方針となっている「エネルギー基本計画」等を尊重しつつ、原子力を取り巻く
幅広い視点を取り入れて、今後の方向性を示唆するものであること、
等の性格を有するものである。
２. 「原子力利用に関する基本的考え方」に関連した有識者ヒアリング
原子力委員会においては、基本的考え方策定のため、昨年１月 28 日から 12 月 25 日まで
の間、有識者２６人（参考）から、原子力利用の在り方、東京電力福島第一原子力発電所事
故（以下「東電福島原発事故」という。）及びその影響、福島の復興・再生に関すること、原子
力を取り巻く環境等について、広範に意見を聴取するとともに、意見交換を行ってきた。
また、これと並行して、原子力委員会の定常的な活動の一環として、原子力政策関係府省
から、原子力政策の諸分野に関する最新の動向について、適時に報告を受けるとともに、こ
れに関する議論を行い、かつ、法律に定められた諮問・答申（国立研究開発法人日本原子力
研究開発機構に関すること、原子力規制委員会からの平和利用担保に関すること、及び特定
放射性廃棄物の最終処分に関すること）を行ってきた。
これら活動により得られた情報をベースに、これまで 3 回にわたって、原子力委員会として
の基本的考え方に関する議論を行った。今般、これまでの議論における論点を別紙の通り整
理した。
３. 「原子力利用に関する基本的考え方」の構成要素
基本的考え方の検討では、（原子力政策の目標を定める上での）「原子力委員会の基本認
識」を整理し、その上で「原子力政策の基本目標」を明確にし、かかる基本目標に向けた取組
を進める上で考慮すべき「原子力利用を取り巻く環境と考慮すべき点」、「原子力利用の現状
と課題」を整理・分析し、その上で、今後の原子力政策の「重点課題の取組の方向性」を明ら
かにした。
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核燃料サイクルとプルトニウム問題
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9 ᨺᑕᛶᗫᲠ≀䛾ฎ⌮ฎศ䚸ᗫ⅔䞉ᗫṆᥐ⨨䚸✌ാ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ⤌䚸
᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹䛾㐜ᘏ䜈䛾ᑐᛂ䚸䝥䝹䝖䝙䜴䝮⏝䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿ⓗ
䛺⌮ゎ䛾☜ಖ ➼
䠏䠊ᅜẸ䛾ཎᏊຊ䜈䛾ಙ䛿᰿ᙉ䛟Ꮡᅾ䛧䛶䛚䜚䚸ಙ㢗䜢ᅇ䛩䜛䛯䜑䛾
άື䛻㛵䛩䜛ㄢ㢟䛜㢧ᅾ䚹
9 ᅜẸ䜈䛾᰿ᣐ䛾䛒䜛ሗ䛾సᡂ䞉ᥦ౪䛾㊊
9 ᨺᑕ⥺䝸䝇䜽➼䛻㛵䛧䛶䚸ྜ⌮ⓗุ᩿䛜ᑛ㔜䛥䜜䜛ᚲせᛶ
9 ᆅᇦఫẸ䜔ᅜẸ䛸䛾ᑐヰ䛾ᚲせᛶ
䠐䠊◊✲䞉㛤Ⓨ䛿Ꮫ䞉᪥ᮏཎᏊຊ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ䠄JAEA䠅➼䜢୰ᚰ䛻㐍ᒎ䚹
䝥䝻䝆䜵䜽䝖䞉䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛻㛵䛩䜛ㄢ㢟䛜㢧ᅾ䚹
9 ᇶ┙ⓗ▱㆑䛾✚䞉䛂▱㆑䛃䞉ά⏝䛾䝃䜲䜽䝹䚸◊✲㛤Ⓨ䝙䞊䝈䛾
ኚ䛻ᑐᛂ䛧䛯ィ⏬⟇ᐃ䚸⤒Ⴀ䞉㐠Ⴀຊ䛾ᨵၿ
䠑䠊ཎᏊຊ⏝䛾ᇶ┙䛸䛧䛶䛾ேᮦ䞉ᢏ⾡ຊ䛾ᙅయ䜈䛾ᠱᛕ䚹
9 ᩍ⫱䞉ேᮦ⫱ᡂ䛸ᇶ┙◊✲㛤Ⓨ䛾ᐇ
9 ᴗົ䜢㏻䛨䛯⥅⥆ᩍ⫱䜔䚸᪂ேᮦ䜢䜃㎸䜐䛯䜑䛾㨩ຊ䛾Ⓨಙ

㔜Ⅼㄢ㢟䛾ྲྀ⤌䛾᪉ྥᛶ
ඹ㏻ⓗ␃ព㡯
ᨾ䛾┬䛸ᩍカ䛾ά⏝
ᨾ䛾Ⓨ⏕䜢㜵䛠䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛣䛸䜢┿ᦸ
䛻┬䛧䚸⚟ᓥ䛾⯆䞉⏕䛻ຊ䜢ᣲ䛢䜛䛸䛸
䜒䛻䚸ᨾ䛾┬䛸ᩍカ䜢⏕䛛䛧䚸Ⓨ䛾㜵Ṇ䛾
䛯䜑䛾ດຊ䜢⥆䛡䜛䚹

䠍䠊䝊䝻䝸䝇䜽䛿䛺䛔䛸䛾๓ᥦ䛷䛾Ᏻ䞉㜵⅏ᑐ⟇
¾ ᮾ㟁⚟ᓥཎⓎᨾ䛾┬䛸ᩍカ䛾ά⏝
¾ ཎᏊຊᏳ☜ಖ䛾䛯䜑䛾᩿䛾ດຊ
¾ ⚟ᓥ䛾╔ᐇ䛺⯆䞉⏕䛾᥎㐍

䠎䠊᪥䛸ᑗ᮶䛾䜶䝛䝹䜼䞊౪⤥䛸ཎᏊຊ⏝
¾ ᛴ⃭䛻ኚ䛩䜛ᅜෆእ䛾⎔ቃ䜈䛾⏘Ꮫᐁ䛾㐺
䛛䛴ຠ⋡ⓗ䛺㐺ྜ
ᅜẸᛶ䜢㋃䜎䛘䛯Ᏻᩥ☜❧䚸⎔ቃኚ䜈䛾㐺ྜ
¾
㍍Ỉ⅔㐠㌿⤒㦂䛾╔ᐇ䛺✚䛸Ᏻᛶྥୖ
ಶே䜔⤌⧊䛾ᛮ⪃䞉⾜ື䛾⫼ᬒ䛻䛒䜛ᅜẸᛶ䛻
⏤᮶䛩䜛㛗ᡤ䜢⏕䛛䛧䛴䛴䚸ᙅⅬ䜢ඞ᭹䛩䜛䛣䛸 ¾ ᰾⇞ᩱ䝃䜲䜽䝹䛻㛵䛩䜛⥅⥆ⓗ᳨ド䞉᳨ウ
䛷Ᏻᩥ䜢☜❧䛧䚸䜎䛯䚸⎔ቃኚ䛻㐺ྜ䛩䜛 ¾ 㛗ᮇⓗ䛺ほⅬ䛛䜙䛾ഛ䛘
䜘䛖䚸ཎᏊຊ⏝䛾ᴗ䝰䝕䝹䛾ᨵ㠉䜢┠ᣦ䛩䚹 • 䡰䢄䢕䡳䢚䡬䢌䡫䡴䡹䛾ぢ㏻䛧ᐇ⌧䛻ᚲせ䛺ྲྀ⤌ཬ䜃ḟୡ௦⅔
䜢ྵ䜐ཎᏊຊⓎ㟁䛾⨨䛵䛡䛾᫂☜䛸䚸ᡤせ䛾ᑐ⟇

ྛయ䛾ᙺ䛸㈐௵䛻ᑐ䛩䜛᫂☜䛺ព㆑
ཎᏊຊ⏝䛻㛵䜟䜛⏘Ꮫᐁ䛾ྛయ䛿䚸ྛ䚻䛾
ᙺ䛸㈐௵䠄accountability䠅䜢᫂☜䛻ព㆑䛧䚸䛭
䜜䜙䜢䛧䛳䛛䜚䛸ᯝ䛯䛩䚹
ᅜẸ䛾㈇ᢸ䛸౽┈䚸ᐇ⌧ྍ⬟ᛶ➼䜢ᖖ䛻⪃៖
ཎᏊຊᨻ⟇䛿䚸ᅜẸ䛾㈇ᢸ䛸౽┈䚸䛭䛧䛶ᅜ㝿
♫䜈䛾㈐௵䛸㈉⊩䛸䛔䛳䛯ᗈ⠊䛺どⅬ䛛䜙䚸
⟇ᐃ䞉ᐇ⾜䛥䜜䜛䜉䛝䛷䛒䜚䚸䛛䛴䚸ᐇ⌧ྍ⬟ᛶ
䠄feasibility䠅䛜䛒䜚䚸Ṕྐ䛾᳨ド䛻⪏䛘䛖䜛䜘䛖䛺
䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䚹

䠏䠊䜾䝻䞊䝞䝹䛾୰䛷䛾ཎᏊຊ⏝䛾ᅜ㝿ᒎ㛤
¾ ཎᏊຊ⏝䠄ཎᏊຊᴗ䞉◊✲㛤Ⓨ䠅䛾ᅜ㝿ᒎ㛤䚸
ᡓ␎ⓗ䛺ᅜ㝿༠ຊ䞉㐃ᦠ䛾ᒎ㛤
¾ ᆅ⌫ ᬮᑐ⟇䛻䛚䛡䜛ཎᏊຊ⏝䛾⨨䛵䛡
¾ ᰾ᣑᩓ䞉᰾䡺䡳䡩䢔䡿䡤ศ㔝䛻䛚䛔䛶ୡ⏺䜢䝸䞊䝗䛩
䜛⨨䛡䛾☜❧
䠐䠊 ᅜẸ䞉ᆅᇦ䛛䜙ಙ㢗䜢ᚓ䜛ཎᏊຊ⏝
¾ ᑓ㛛ᐙ䛸ᅜẸ䛾㛫䛾䜼䝱䝑䝥䛾ゎᾘ
¾ ᪉ྥ䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䚸ᆅᇦ䛸䛾ඹ⏕䛾᥎㐍

䠑䠊ᗫ⅔䞉ᗫṆᥐ⨨ཬ䜃⏝῭⇞ᩱᑐ⟇
¾ ᅜ䛾⥲ຊ䜢ᣲ䛢䛯䚸ᮾ㟁⚟ᓥཎⓎᨾᚋ䛾ᑐᛂ
¾ ㈓ⶶ⬟ຊᣑ➼䛾⏝῭⇞ᩱᑐ⟇
¾ ⌧ୡ௦䛾㈐௵䛻䜘䜛ᨺᑕᛶᗫᲠ≀ฎศ䛾╔ᐇ䛺
ᐇ
¾ ᗫ⅔䞉ᗫṆᥐ⨨
• ᗫṆᥐ⨨䛻䜘䜚Ⓨ⏕䛩䜛ᗫᲠ≀䜈䛾ᑐᛂ䚸◊✲⅔䜔◊
✲タ䛾䡼䡮䢍䢔䡬䛺ᗫṆᥐ⨨ᐇ䛾䛯䜑䛾㈨※☜ಖ

䠒䠊ཎᏊຊ⏝䛾䛯䜑ᙉ䛩䜉䛝ᇶ┙
¾ ཎᏊຊ⏝䛾๓ᥦ䛸䛧䛶䛾ཎᏊຊᖹ⏝䛾ᢸಖ
¾ ◊✲㛤Ⓨ䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾ᢤᮏⓗᨵ㠉
• 㐃ᦠ䞉ඹྠసᴗ䜢㏻䛨䛯ຠᯝⓗ䛺◊✲㛤Ⓨ 䚸◊✲㛤Ⓨ
ᶵ㛵䛾ᶵ⬟ᐇ

¾ ཎᏊຊศ㔝䛾䛂▱䛾ᇶ┙䛃䛾ᙉ
• 䛂ཌ䛔▱㆑䛃䛸◊✲㛤Ⓨᇶ┙䛾ᵓ⠏䚸◊✲⅔䜔◊✲タ
➼䛾ᇶ┙ⓗタ䛾ᑗ᮶ീ䛾᫂☜

¾ ேᮦ䛾⥔ᣢ䞉⫱ᡂ䞉ᙉ䚸ᩍ⫱
• 䝙䞊䝈䜔┠ⓗ䛻ᑐᛂ䛧䛯ேⓗᇶ┙䛾⫱ᡂ 䚸ᴗົ䜢㏻䛨
䛯ᑓ㛛ⓗ䞉ಠ▔ⓗ⬟ຊ䜢䜒䛴ேᮦ䛾⫱ᡂ䚸Ꮫᩍ⫱䛾
ᐇ 䚸◊✲㛤Ⓨᶵ㛵䛻䛚䛡䜛⥅⥆ᩍ⫱ 䚸ேᮦ䛾䜾䝻䞊
䝞䝹ᑐᛂ
• ཎᏊຊ⏝䜔ᨺᑕ⥺䛻䛴䛔䛶䛾ᇶ♏ⓗᩍ⫱
¾ ཎᏊຊ⛉Ꮫᢏ⾡䛾᥈ồ䛸ᇶ♏◊✲䞉䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾
᥎㐍

