
軽視された行政手続法

昨年の 8月 9日、経済産業省は

同年3月末日までに実施された「電

力会社の総点検」の結果を受けて、

原子炉等規制法に係る炉規則の大

幅な改正を公布した。すべての警

報の 1年間の記録保存、調達物品

の安全に関する情報の公開、事

故・故障の根本原因への遡及方法

の確立、保安規定への品質保証体

制強化のための 11 項目の新規追

加、定検時の停止／起動操作の保

安検査への組み入れである。改正

に先立ち、原子力安全・保安院は

「行政手続法（平成 17 年 6 月改正

公布）」に則り、この改正案を 6月

の一ヵ月間、パブリックコメント

に懸けている。行政手続法には政

府・規制者側の権力の濫用、即ち

「規制のための規制」を防止するた

めに、規則等の改正に当たっては

パブリックコメントを考慮すべき

ことが定められている。

パブリックコメントの結果は二

百数十名から 560 件という、通常

の 10 倍程にも及ぶ多数の意見が

寄せられたとのこと、そしてその

多くは普段はこの類の意見募集に

あまり応じることのない、原子力

発電所の現場従事者からのもので

あったといわれている。

なぜこれ程の応募があったのか。

それは、現場がそれほど現実の規

制に苦労しているからに他ならな

い。にもかかわらず、この度の改

正は7月23 日、たった1回の2時

間足らずの審議会（検査の在り方に

関する検討会）にかけられたのみ

で、ほぼ原案通りに即刻実施、公

布された。これでは審議会は原子

力安全・保安院のあらかじめ決め

たスケジュールに沿って進めるた

めのアリバイ作りに利用されただ

けと見られても仕方が無いだろう。

委員の顔ぶれを見ると、電力関係

者は「特別専門員」として一人いる

だけである。これで本当に現場が

直面している問題を審議できたの

だろうか。現場に精通した電力関

係者を審議委員として入れるか、

それが難しいのなら、OB を選ぶ

など、他に方法はあったはずだ。

規制の強化と軽減

この 8年足らずの間に炉規則は

3 度の大改正を受け、電気事業者

は強い規制を受けることになった。

初めは平成 11 年の JCO 事故を

契機とした年 4回の保安検査の義

務付け、次は東電問題を踏まえた

自主検査の定期安全管理審査への

格上げと品質保証制度の導入、そ

してこの度の品質保証制度の強化

である。その結果、原子力発電所

の現場管理者は、膨大な書類作り

と連綿となく続く各種検査対応の

ためのデスクワークに忙殺され、

現場に出る時間がひどい場合には

1/5 になってしまったといわれて

いる。原子力安全確保の一義的な

責任は電気事業者にあるといい、

このことは原子力安全・保安院も

電力側も納得づくの話である。い

い換えると、「原子力の安全は原子

力発電所の現場のことを最もよく

知っている現場管理者と作業者の、

日常の努力によってしか成し得な

い」ということである。「角を矯め

て牛を殺す」という、規制の強化が

現場従事者から現場巡視、点検、

そして改善のための時間を奪い、

逆に不安全化に手を貸すとしたら、

こんな馬鹿げた話は無い。

規制をある一面で強化するなら、

それに応じてどこか過重な規制を

緩和するなどして、現場従事者の

負担を軽減する必要がある。そう

することで効果は何倍にも増加す

るものと考える。例えば、東電問

題に係る第 2回目の規制強化の際

には保安検査の回数を年 2回に減

らすとかできたはずである。また、

今では形式化した燃料体検査は廃

止しても問題は無いであろう。

現在、原子力施設の保守管理の

充実・強化のために、全設備につ

いて整合性のとれた保全プログラ

ムの策定とそれに基づく保安活動

の推進を事業者に義務付け、それ

らに対応した検査制度を制定する

という保全活動の抜本的な見直し

作業が進行中と聞く。その導入時

には、いずれ 4度目の大改正は避

けられない。その際には定期検査、

定期安全管理審査、保安検査と現

在3つに分かれている国の検査を、

保安検査へ一本化するなど、検査

の合理化を図るべきである。
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世界最低レベルの設備利用率

近年わが国の原子力発電所設備

利用率（以下、利用率）が大きく低

迷している。データ注）で見ると、

1997 年から 2001 年の 5 年間の平

均利用率が約 81.5 ％に対して、

2002 年から 2006 年までの 5 年間

が約 68.7 ％である。これは世界の

原子力国 30ヵ国中最低の部類（25

番目前後）である。世界では 90 ％

を超える利用率を出している国も

ある。日本は 13ヵ月に 1度の定期

検査制度の下で、87 ％程度が上限

であろうが、世界との比較でも

80 ％以上は期待して然るべきであ

る。

この利用率低迷は国の経済に大

きな影響を与えるばかりではなく

原子力発電の信頼性を損ねかねず、

また折角世界に誇る日本の原子力

技術にも不信感がでるのでは、と

嘆いてばかりいられない。もはや、

行動の時である。

利用率改善の認識と行動を

低迷の原因については色々な分

析がなされている。特に日本は計

画外停止の頻度が極めて少ないに

もかかわらず、一度計画外停止が

あると、規制当局の厳格な原因追

究と徹底した再発防止の要請で停

止期間が長くなっているとか、規

制の強化で書類作成に現場が疲弊

しているなどと言われている。し

かし、そのようなことを言ってい

る状況ではない。

利用率の 20 ％低下による発電

コストアップは 5,500 億円／年、

CO2 発生量増加 0.6 億トン／年（わ

が国総排出量の5％）、CO2 排出権

購入費 1,000 億円／年で、わが国

の経済や環境対策に大きな影響を

与えることは 6月号で林氏が言っ

ている通りである。

個々のトラブル原因究明と再発

防止は大切だが、利用率低迷の原

因解明と対策実施による利用率改

善も重要で、電気事業者とメーカ

ーがそのことを認識していないと

言われても可笑しくない状況であ

る。このままでは、世界からも嘲

笑される事態であると認識して、

関係各位の即刻の決断と行動によ

る回復を強く望む。

過去の経験と米国の事例に学ぶべき

わが国では過去、配管のSCC問

題、SG のチューブ問題、燃料の

品質問題、そして計装システムの

問題などで利用率が 60 ％以下ま

で低迷したが、電気事業者、メー

カーの当事者が危機感を持って「第

3次改良標準化」を官学の支援・協

力で立ち上げて 80 ％台の利用率

に持ち直した経験がある。当時の

やり方にも反省の余地はあるが、

少なくとも当事者トップのリーダ

ーシップの下に懸命に取り組んだ

ことを見習ってもらいたい。

また、最近では米国の利用率が

驚異的に回復し高い実績をあげて

いる。これは日本のやり方を見習

った結果とのことだ。今度は逆に

日本が、米国が実施した実効ある

改善策を学ぶべき時だ。

実効ある対策で成果を

現状の利用率改善に向け、国を

あげて取り組む「利用率改善プログ

ラム」といったプロジェクトをも考

えるべき時である。

理由は何であれ、利用率が低迷

しているのは、当事者の電気事業

体とメーカーの責任であろう。受

け入れた規制に対しては、キッチ

リ対処する努力をし、規制が不適

切ならそれを正す努力をすべきで

ある。

現場をあずかる当事者が現場も

納得し、実効ある保全計画を提案

しなければ、理屈に強い先生が現

場の実態に合わない規制ややり方

を決めてしまいかねない。

今は規制側の力が格段に強く、

過去の様に電気事業者とメーカー

当事者の主導では動かないだろう

が、一方規制側でも利用率改善は

大事な務めであるはずである。

今こそ、電気事業者、メーカー

と規制側が一体となって「利用率改

善プログラム」を立ち上げ、利用率

低迷の徹底した原因究明に基づく

実効ある保全計画と規制手段を策

定し実行に移すとともに、トラブ

ル時には早期立ち上げに全力で対

応し利用率改善の成果を出しても

らいたい。
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日本原子力学会 シニアネットワーク連絡会メンバーより

原子力発電所の「設備利用率改善
プログラム」立ち上げを

伊藤 睦（いとう・むつみ）

注） JNES「原子力施設運転管理年報」平成 19 年版
Ⅱ－6「世界の原子力発電の状況」
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