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論　説

清　水　晶　紀

　は じ め に

　現在、日本の原子力安全規制法制と原子力災害対策法制は、相互に独立した

法的枠組みを整備している。そのため、例えば、緊急時の避難計画が整備され

ていない状態でも、原子炉の設置が許可されてしまっている現状にある。しか
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しながら、2011年に発生した福島第一原子力発電所事故（以下、福島原発事

故という）によって「原子力安全神話」が瓦解した現状に鑑みれば、原子力安

全規制法制において、原子力災害の発生を前提とする法的枠組みを再構築する

ことは必要不可欠である。

　この点、アメリカでは、合理的な避難計画の存在が法制度上の原子炉設置許

可要件となっている１。すなわち、アメリカでは、「原子炉の安全性」という

概念の射程が過酷事故発生時の安全性も含めて広く理解されており、原子力安

全規制法制の中に原子力災害対策の視点が組み込まれているわけである２。

　また、日本でも、原子力災害対策の視点を原子炉稼働の可否の判断に組み込

む試みとして、近時、原子力安全協定を活用するという手法が注目を浴びてい

る。同協定は、地方自治体と原子力事業者の間で締結されるものであり、地方

自治体は協定の定める範囲内で原子炉稼働の可否に関与できることになる。そ

の結果、地方自治体の中には、原子力災害対策の視点を踏まえて原子力安全協

定を運用し、原子力安全規制法制を補完しようとする動きが散見される３。

　本稿では、以上のような日米の行政実務の動向を踏まえ、日本の原子力安全

規制法制の再構成を試みる。具体的には、まず、日本の現行法制度を概観し、

原子力安全規制法制と原子力災害対策法制がリンクしていない現状とその問題

点を確認する（１）。続いて、制度設計に向けた示唆を得るべく、原子力安全

規制と原子力災害対策の架橋を試みる日米の行政実務を整理分析する（２）。

その上で、最後に、実効的な原子力災害対策を担保するという観点から、現行

法制度の欠陥を補完する原子力安全規制法制のあり方を検討することにしたい

１　10 C.F.R.§50.47.

２　参照、清水晶紀「米国原子力安全規制の基本構造と法的特徴」比較法研究76

号（2014）４頁以下、20頁。

３　参照、首藤重幸「原子力規制の特殊性と問題」環境法研究１号（2014）35頁

以下、51-55頁。
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（３）。

　１．問題の所在：原子力安全規制法制における原子力災害

対策の視点の欠如

　日本では、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下、

原子炉等規制法という）が原子力安全規制の根拠規定を整備しており、同法

は、原子炉稼働の可否について、国の行政機関である原子力規制委員会に独占

的かつ最終的な決定権限を与えるとともに、規制の基本的な枠組みを定めてい

る。すなわち、原子炉の新設に際して、原子力事業者は原子力規制委員会から

設置許可を取得しなければならず４、既存原子炉は、許可要件を充足していな

ければ原子力規制委員会による運転停止命令や許可取消処分の対象になる５。

　加えて、福島原発事故後には原子炉等規制法が改正され、シビアアクシデン

ト対策の整備６、バックフィット規制の導入７など、原子力安全規制が強化さ

れてきた。その結果、既存原子炉の再稼働に際しても、最新の原子炉設置許可

要件（いわゆる新規制基準）への適合性審査を受けた上で、原子力規制委員会

から原子炉設備の変更許可を取得することが必須となっている８。他方で、原

子炉自体
4 4

の安全性に直結しない原子力災害対策については、福島原発事故後も

４　原子炉等規制法43条の３の５。

５　原子炉等規制法43条の３の20第２項；同法43条の３の23第１項。

６　原子炉等規制法43条の３の６第１項３号。

７　原子炉等規制法43条の３の14。

８　原子炉等規制法43条の３の８。参照、小池拓自「原発再稼働と地方自治体の

課題－避難計画、安全協定、税財政措置－」調査と情報911号（2016）１頁以

下、２-３頁。
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原子炉設置許可要件に組み込まれていない９。そのため、緊急時の避難計画を

はじめとする原子力災害対策が不十分なままでも、原子力規制委員会が原子炉

設置を許可すれば原子力事業者は原子炉を新設できるし、同委員会が原子炉設

備の変更を許可すれば原子力事業者は原子炉を再稼働できる。

　もちろん、このことは、日本において原子力災害対策が放置されていること

を意味するわけではない。原子力災害対策については、災害対策基本法や原子

力災害対策特別措置法が根拠規定を整備しており、原子力緊急事態の発生時に

は、内閣総理大臣が原子力事業者や地方自治体に必要な指示を発し10、市町村

長が住民に避難指示を発することになっている11。加えて、原子炉周辺の地方

自治体は、原子力災害の発生に備えて、事前に避難計画を策定することになっ

ており12、福島原発事故後には、避難計画の策定対象地方自治体の範囲が、原

子炉の半径10キロ圏から半径30キロ圏に拡大されるなど、対策強化も進んで

いる13。とはいえ、原子力災害対策法制が原子力安全規制法制とリンクしてい

９　原子炉の安全確保のための国際基準としては、国際原子力機関（International 

Atomic Energy Agency ; IAEA）が深層防護（Defense in Depth）概念を提示

しており、同概念は発電所のサイト外の防災対策を包含するものとなっている

が、日本の原子力安全規制法制には組み込まれていない。参照、小池・前掲注

８論文３-４頁。

10　原子力災害対策特別措置法20条２項。

11　災害対策基本法60条１項。

12　災害対策基本法40条；同法42条；原子力災害対策特別措置法28条。詳細につ

いては、参照、清水晶紀「放射能汚染対策行政の法的構造とその課題」行政社

会論集27巻１号（2014）53頁以下、55頁、57頁。

13　参照、原子力規制委員会「原子力災害対策指針」原子力規制委員会ホームペー

ジhttp : //www.nsr.go.jp/data/000024441.pdf〔2017年12月20日 閲 覧 〕。 同

指針は、原子炉の半径30キロ圏を緊急時防護措置準備区域（Urgent Protective 

Action Planning Zone ; UPZ）と指定し、同区域内の地方自治体に避難計画の
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るわけではない。その結果、避難計画が未策定でも、また、策定された避難計

画が合理的でなくても、原子力規制委員会は原子炉設置や原子炉設備変更を許

可できてしまうことになる14。

　結局、日本の原子力安全規制法制の最大の問題点は、福島原発事故を経験し

たにもかかわらず、住民の生命・健康保護に必要不可欠であるはずの原子力災

害対策の視点が欠如していることにある。住民の生命・健康は、憲法13条・

25条から導かれる国民の基本的人権であり、国や地方自治体は、最大限の保

障を実現しなければならないはずである15。この点、日米の行政実務では、原

子力安全規制と原子力災害対策の架橋が試みられており、現行法制度の欠陥を

補完する法的枠組みのあり方を模索する際にも参考となる。そこで、以下で

は、日米の行政実務を概観し、その実態や問題点を整理分析してみよう。

策定を義務付けている。

14　実際に、2016年９月末時点においても、避難計画策定対象となる135市町村

のうち、避難計画が策定されたのは101市町村に留まっている。参照、安倍慶三

「環境行政及び原子力規制行政等における諸課題」立法と調査384号（2017）

164頁以下、171頁。また、福島原発事故後の行政実務においては、原子炉再稼

働の前段階で、避難計画の具体性や合理性を国の原子力防災会議が最終的に了

承しているが、同プロセスは法制度上の手続ではない。参照、小池・前掲注８

論文５- ６頁。

15　参照、清水晶紀「原発事故と国の除染義務」環境と公害41巻４号（2012）46

頁以下、48頁。
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　２．原子力安全規制と原子力災害対策を架橋する行政実務

２－１　アメリカ

　（１）　制度の概観と特徴

　アメリカでは、1954年原子力法（Atomic Energy Act of 1954）が原子力

安全規制の根拠規定を整備しており16、同法は、原子炉稼働の可否について連

邦原子力規制委員会（United States Nuclear Regulatory Commission ;  

NRC）に独占的かつ最終的な決定権限を与えるとともに、安全規制の具体的

内容について広くNRC規則に委任している17。そのため、同法の制定当初か

ら、NRCは、規則制定・改正という形をとれば、原子力安全規制の法的枠組

みに原子力災害対策の視点を組み込むことが可能であった。

　実際には、1979年のスリーマイル島原発事故が契機となって1980年にNRC

規則が改正され、緊急時避難計画の策定に係る要件が原子炉設置許可要件に追

加された。具体的には、防災対策重点区域（Emergency Planning Zone ;  

EPZ）内の地方自治体と州が協議して避難計画を策定し、その計画を実施可能

であるという「合理的確証」（reasonable assurance）をNRCが認定して、は

じめて原子炉設置が許可されることになる18。その結果、EPZ内の地方自治体

や州は、避難計画を策定しないという方法で原発の新設を拒絶できるようにな

り、スリーマイル島原発事故以降、原子炉の新設は極めて困難になった。実際

に、例えば、ニューヨーク州のショーラム原発計画は、避難計画をめぐる原子

16　42 U.S.C.§2011 et seq.

17　42 U.S.C.§2201. NRC規則の定める原子力安全規制の概要については、参照、

清水・前掲注２論文10-15頁。

18　10 C.F.R.§50.47（a）（1）（i）.
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力事業者と地方自治体の間の交渉不調が原因となって頓挫している19。

　その後、以上のような原子炉新設の困難性を緩和するためにNRC規則がさ

らに改正され、現在のNRC規則には、上記規定に対する例外規定が追加され

るに至っている。すなわち、地方自治体や州が避難計画を策定しない場合に

は、NRCは、原子力事業者に避難計画を策定させ、その合理性を認定すれば

よいとする規定である20。この規定の前提には、緊急時には地方自治体や州も

原子力事業者に協力して最善の行動をとるはずだという発想がある21。結果的

に、現在のNRC規則は、避難計画の合理性が原子炉設置許可要件となってい

るという意味では、原子力安全規制の法的枠組みの中に原子力災害対策の視点

を組み込むものということができるが、原則規定と例外規定で避難計画の策定

主体が異なっているという点には注意する必要があろう。

　なお、許可要件を充足していない原子炉は、NRCによる操業停止等の命令

の対象になるため、避難計画の合理性認定が事後的であれ覆されれば、NRC

は原子炉の稼働を止めることが可能になる22。その意味では、上記各規定は、

既存原子炉規制の場面においても重要な機能を果たしうるといえよう。

19　See , Petra Shattuck, Federalism and Offsite Emergency Planning for 

Nuclear Reactors : The Shoreham Impasse, 66 B.U. L. REV. 229, 241-242 

（1986）. 

20　10 C.F.R.§50.47（c）（1）.

21　このような発想を「現実主義法理（realism doctrine）」という。See , Adam 

Dobson, Hoping Minor Catastrophes :  The Nuclear Regulatory 

Commission’s Emergency Planning Regulations , 3 GEO. WASH. J. ENERGY & 

ENVTL. L. 91, 95（2012）. 

22　10 C.F.R.§50. 110.
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　（２）　制度の実態と問題点

　NRC規則の原則規定においては、地方自治体や州が策定した避難計画の合

理性をNRCが認定することになっているが、この認定はNRCの広範な裁量判

断に委ねられており、その裁量を画するような法制度上の手掛かりは、明文で

は存在していない。加えて、避難計画の策定に際しては、その計画を連邦緊急

事態管理庁（Federal Emergency Management Agency ; FEMA）が承認す

るという手続が整備されているが、FEMAの承認は、NRCが避難計画の合理

性を認定する前提条件とはなっていない23。そのため、災害時に実際の避難対

応を担うFEMAが避難計画を承認していなくとも、NRCが避難計画の合理性

を認定することはままあるようである。例えば、ニューヨーク州のインディア

ンポイント原発においては、学校からの児童の避難についてFEMAが避難計

画の欠陥を指摘していたにもかかわらず、NRCは避難計画の合理性を最終的

に認定している24。

　加えて、NRC規則の例外規定が整備されたことにより、NRCは、避難計画

の策定につき地方自治体や州の協力を望めないような場合には、その関与を排

除できることになった。すなわち、地方自治体や州が、避難計画の策定を拒ん

だ場合や、合理的な避難計画を策定不可能であると考えた場合には、NRCは、

原子力事業者に避難計画を作成させ、その合理性を認定することによって、原

子炉設置を許可できるようになったわけである。その結果、避難計画の合理性

認定に関するNRCの裁量は極限まで拡大しており、同認定に関するNRC規則

の規定は原子炉設置許可要件としてほとんど機能していないと評されてい

23　10 C.F.R.§50.47（a）（2）.

24　See , Dobson, supra  note 21, at 98（2012）. インディアンポイント原発反対

運動を主導するIndian Point Safe Energy Coalition（IPSEC）の中心メンバー

Marilyn Elie氏、Manna Joe Greene氏に対する筆者のインタビュー（2017年２

月20日、於インディアンポイント）でも、同様の見解が提示された。
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る25。

　さらには、既存原子炉規制の場面においても、NRCは広範な裁量判断の余

地を与えられており、避難計画の合理性が認定された後に同計画の欠陥が明ら

かになったとしても、NRCが規制を差し控えることは十分に可能である。こ

の点、FEMAは、避難計画を定期的に再評価する手続を自らの規則で整備し

ており26、実際に、インディアンポイント原発においては、FEMAが避難計画

の欠陥をたびたび指摘していたが、NRCが原子炉稼働を止めるような規制執

行を実施することはなかった27。

　結局のところ、NRC規則は、原子力安全規制の法的枠組みの中に原子力災

害対策の視点を組み込んでいるものの、その視点を原子炉設置許可要件として

実際に機能させるか否かについては、NRCの広範な裁量判断に委ねている。

そのため、アメリカの行政実務は、日本の現行法制度の欠陥を補完する法的枠

組みを示唆している一方で、制度の恣意的運用の危険性をも示唆しているとい

えよう。

２－２　日　　　本

　（１）　制度の概観と特徴

　既述の通り、日本では、アメリカとは異なり、原子力安全規制の法的枠組み

に原子力災害対策の視点が組み込まれているわけではない。加えて、原子力災

25　See , Dobson, supra  note 21, at 95. IPSECの顧問弁護士Michel Lee氏に対す

る筆者のインタビュー（2017年２月19日、於ニューヨーク）でも、同様の見解

が提示された。

26　44 C.F.R.§350.9（c）（1）. 同手続は、州や地方自治体の避難計画に関する訓練

に合わせて、２年に１度実施することになっている。

27　See , Dobson, supra  note 21, at 97-99. IPSEC・前掲注24インタビューでも、

同様の見解が提示された。



行政社会論集　第 30 巻　第４号

－　　－32

害対策法制の下で避難計画の策定と実際の避難対応を担う地方自治体は、原子

力安全規制法制の下で原子炉稼働の可否への関与を認められていない。そこ

で、地方自治体は、住民の生命・健康保護の観点から、原子力安全規制法制と

は「別の形」で原子炉稼働の可否への関与を模索してきた28。その手法こそ

が、原子力安全協定である。

　原子力安全協定は、地方自治体が原子力事業者との間で締結するものであ

り、原子力安全規制の法的枠組みに捉われることなく、両当事者の合意に基づ

いて柔軟にその内容を規定することができる。そのため、各地方自治体は、自

らが締結した協定の範囲内で原子炉稼働の可否に関与できることになる。とり

わけ、本稿との関係で注目すべきは、原子炉の立地する地方自治体が締結して

いる協定のほとんどが、「原子力事業者による施設新増設時には地方自治体の

事前了解を要する」旨を規定していることである29。しばしば新聞報道等にお

いて耳にする「原子炉の再稼働には地元地方自治体の同意が必要である」とい

う言説は、同規定に基づく事前了解を要するという意味であり、地方自治体

は、同規定を根拠にすれば、原子力災害対策の視点から原子炉稼働の可否に関

与することも可能になるわけである。例えば、新潟県の柏崎刈羽原発の再稼働

申請に際し、新潟県は事前了解規定を根拠に東京電力株式会社と協議を行い、

フィルタ付きベント設備の建設について避難計画との整合的な連携を求め、そ

の要求を実現させている30。

　なお、事前了解規定を有する原子力安全協定が存在すれば、事前了解なき原

28　参照、荒秀「原子力発電所の安全協定」ジュリスト580号（1975）35頁以下、

43頁。

29　例えば、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関す

る協定書３条。

30　参照、首藤・前掲注３論文51-52頁。
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子炉稼働は協定違反となるが、協定違反の効果については争いがある。従来の

通説的見解は、原子力安全協定を法的拘束力のない紳士協定に過ぎないと整理

し、事前了解なき原子炉稼働も法的には可能であるとする（紳士協定説）。こ

のような見解は、原子炉等規制法が国による規制独占体制を整備していること

を前提に、原子力安全協定による地方自治体の上乗せ規制を法律の優位原則違

反と理解するものである31。これに対し、近時の有力な見解には、原子力安全

協定を一種の契約とみなし、事前了解なき原子炉稼働に契約違反の法的効果を

認めるものもある（契約説）。このような見解は、公害防止協定の法的拘束力

を肯定した最高裁判決32の存在を踏まえ、原子力安全協定を対等当事者の自由

意思に基づく契約と理解するものである33。この点、原子力事業者は事前了解

なき原子炉稼働を自粛する傾向にあり、原子力安全協定が事実上機能している

ことは間違いないが34、原子力事業者が前者の見解を採用して事前了解規定を

無視する可能性もあるということには、注意する必要があろう。

　（２）　制度の実態と問題点

　（１）で言及した新潟県の例のように、福島原発事故以降、住民の生命・健

康保護の観点から、原子力災害対策の視点を踏まえて原子力安全協定の運用を

試みる地方自治体が注目されている。しかしながら、地方自治体にそのような

意向があっても、協定という行政手法の特質に鑑みると、地方自治体の意向に

沿って原子力安全協定が機能するとは限らない。すなわち、第一に、既述のよ

うに協定の法的拘束力については見解が一致しておらず、協定の実効性には疑

31　参照、原田大樹『グラフィック行政法入門』（新世社・2017）234頁。

32　参照、最判平21・7・10判時2058号53頁。

33　参照、首藤・前掲注３論文54頁。

34　参照、菅原慎悦「原子力安全協定の現状と課題－自治体の役割を中心に－」

ジュリスト1399号（2010）35頁以下、36頁。
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問符が付くため、地方自治体は原子力事業者に協定遵守を強制できるとは限ら

ないわけである。実際に、例えば、静岡県の浜岡原発をめぐる原子力安全協定

については、両当事者が紳士協定であることを確認した上で協定を締結してお

り35、少なくとも原子力事業者は、例外なく原子力安全協定を紳士協定と認識

しているようである36。第二に、協定が両当事者の合意を前提にすることから

は、原子力事業者が拒否すればそもそも協定の締結に至らず、協定の締結に

至ってもその内容は当事者次第であるため、地方自治体が自らの意向を反映し

た協定を締結できるとは限らないわけである。実際に、福島原発事故後には、

地方自治体からの原子力安全協定締結要請や事前了解規定追加要請につき、原

子力事業者がこれを拒否した例もある37。

　加えて、原子力安全協定が存在していても、原子力災害対策の視点を踏まえ

た協定の運用には消極的な地方自治体も多い。これは、福島第一原発事故以前

に締結された原子力安全協定の締結目的が、発電所の立地を前提とした平時の

周辺環境の安全確保にあることと関係しているようである。原子力安全協定

は、平時の発電所監視や住民への情報提供を通じて地域住民の安心安全を確保

するためのツールであり、災害時対応をもともと想定したものではないという

わけである38。

35　中部電力株式会社（2016年10月28日、於中部電力静岡支店）、静岡県危機管

理部原子力安全対策課（2016年10月28日、於静岡県庁）に対する筆者のインタ

ビュー。

36　例えば、参照、関西電力株式会社ホームページ

http ://www.kepco.co. jp/energy_supply/energy/nuclear_power/

library/9994260_13857.html〔2017年12月20日閲覧〕。

37　参照、上岡直見『原発避難計画の検証』（合同出版・2014）44-45頁。

38　静岡県危機管理部原子力安全対策課・前掲注35インタビューでも、同様の見

解が提示された。
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　そうすると、結局のところ、原子力安全協定は、避難計画の策定や実際の避

難対応を担う地方自治体にとって、原子力災害対策の視点から原子炉稼働の可

否に関与する有力な手法にはなるものの、そのような関与を可能にするために

は、協定締結の当事者である原子力事業者の合意を必要とする。加えて、原子

力災害対策の視点を踏まえた協定の運用に消極的な地方自治体においては、そ

のような関与はそもそも不可能である。その意味では、日本の行政実務は、現

行法制度の欠陥を原子力安全協定という法定外手法で補うことの可能性と限界

を示唆しているといえよう。

　３．原子力安全規制法制の再構成

３－１　論点の抽出

　ここまで見てきた通り、日米の行政実務は、原子力安全規制法制における原

子力災害対策の視点の欠如という日本の現行法制度の欠陥に対して、好対照な

処方箋を提示している。すなわち、アメリカの行政実務は、原子力安全規制の

法的枠組みの中に原子力災害対策の視点を組み込むという手法を採用している

のに対し、日本の行政実務は、原子力安全協定という法定外手法で地方自治体

が原子炉稼働の可否に関与するという手法を採用している。加えて、アメリカ

の行政実務では、最終的に連邦行政機関であるNRCが規制権限を独占し、裁

量的に規制を実施しているのに対し、日本の行政実務では、地方自治体が原子

力安全協定の締結主体になり、原子力事業者との合意の下で協定を運用してい

る。

　ここからは、日本の現行法制度の欠陥を補完する法的枠組みの検討に向け

て、三つの論点を抽出することができる。すなわち、原子力災害対策の視点を

踏まえた原子炉稼働の可否の判断を、①何を根拠に、②どのような行政主体

が、③どのような内容・手続で行うのか、ということである。そこで、以下で

は、原子力安全規制法制の再構成という観点からこれらの論点を整理し、①原
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子力災害対策の視点をどのように原子力安全規制法制に組み込むのか、②国と

地方自治体の役割分担をどのように考えるのか、③原子炉稼働の要件を具体的

にどのように規定するのか、という三点について検討を加えることにしたい。

３－２　実効的な原子力災害対策を担保する原子力安全規制法制にむけ

て

　（１）　原子力災害対策の視点の法制度上の位置づけ

　原子炉稼働の可否の判断に際して、原子力災害対策の視点を確実に考慮要素

とするためには、法的拘束力のある法形式に根拠規定を整備することが必要不

可欠である。この点、日本の行政実務では、原子力安全協定が活用されている

が、既述の通り、協定の法的拘束力については争いがある39。加えて、協定は

当事者間の合意を前提とするものであり、その内容は柔軟性を有する反面、当

事者の意向に左右されるという意味で安定性に欠ける40。そのため、原子力安

全協定に依拠する限り、すべての原子炉について実効的な原子力災害対策を担

保することは困難といわざるを得ないといえよう41。

39　法的拘束力の担保という意味では、原子力安全協定の内容を条例化するとい

う解決策もありうるが、原子炉稼働の可否について条例が規律することは、原

子炉等規制法が国による規制独占体制を整備していることと正面から対立し、

原子炉等規制法の改正を伴わない限り違法である可能性が高い。参照、最判昭

50・9・10刑集29巻８号489頁。条例による原子力安全規制の可能性について

は、参照、清水知佳「原子力安全規制における地方自治体の役割－日米比較－」

高橋滋・公益財団法人住友電工グループ社会貢献基金一橋大学環境法政策講座

編著『福島原発事故と法政策』（第一法規・2016）199頁以下、207頁。

40　協定内容の条例化という解決策も、条例の存否や内容に応じた自治体間格差

が発生し得るという意味で同様の問題点を内包している。

41　参照、山下竜一「原子力法制度に求められる機能とは何か（下）」法律時報89

巻12号（2017）99頁以下、101頁。
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　結局のところ、実効的な原子力災害対策を担保するには、アメリカの行政実

務を参考に、原子炉等規制法の中に原子力災害対策の視点を組み込むより他な

いであろう。ただし、行政立法レベルで根拠規定を整備するか、法律レベルで

根拠規定を整備するかについては、依然として議論の余地がある。というの

も、原子炉等規制法は、原子炉の「位置、構造、設備」が「災害の防止上支障

がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものである」

ことを原子炉設置許可要件としているが42、同要件が原子力災害対策の視点を

含むと解釈できるか否かについては争いがあるからである。この点、学説には

肯定的な見解もあり、同見解に立てば、原子力規制委員会の規則レベルで根拠

規定を整備できることになる43。他方で、「位置、構造、設備」という文言を

素直に読む限り、実効的な原子力災害対策を実施可能な立地という意味を同要

件に読み込むことが容易とは言い難く、日本の行政実務も、法改正によらずに

原子炉等規制法に原子力災害対策の視点を組み込むことには消極的である44。

42　原子炉等規制法43条の３の６第１項４号。

43　参照、下山憲治「平成26年（行ウ）第152号大間原子力発電所建設差止等請

求事件鑑定意見書」（2017）39-43頁（同意見書は、函館市ホームページ

http ://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031100330/files/kouA38_

iken_shimoyama.pdf〔2017年12月20日閲覧〕にて入手可能である）。同意見

書は、原子炉等規制法と原子力災害対策特別措置法が連続的な規制構造を有す

るとして両者を一体的に把握し、原子炉等規制法の「災害の防止」という文言

には原子力災害対策が包含されると指摘した上で、実効的な避難計画に関する

審査の規定を原子力規制委員会規則で定めないことが不合理であれば、その違

法性が問われると主張している。

44　参照、内閣衆質192第27号平成28年10月11日「衆議院議員逢坂誠二君提出原

子力規制委員会の新規制基準に避難計画が含まれていないことに関する質問に

対する答弁書」衆議院ホームページhttp ://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_

shitsumon.nsf/html/shitsumon/b192027.htm〔2017年12月20日閲覧〕。
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そのため、少なくとも立法論としては、原子炉等規制法を改正し、原子力災害

対策の視点を包含する原子炉設置許可要件を新たに整備する方が望ましいとい

えよう45。

　（２）　国と地方自治体の役割分担

　原子炉等規制法に原子力災害対策の視点を組み込むという手法を採用した場

合には、原子炉等規制法に基づいて原子炉稼働の可否の判断をすることにな

る。この点、原子炉等規制法は国による規制独占体制を整備してきたが、原子

力災害対策を主として地方自治体が担っている以上、原子力災害対策の視点に

係る判断についてまで国が当然に役割を独占することが適切とは限らない。実

際に、日本の行政実務では、原子力安全協定に基づいて地方自治体が原子炉稼

働の可否に関与しようとしてきたが、学説の中には、住民の生命・健康保護と

いう観点からそのことを肯定的に評価する見解もある46。

　他方で、このような日本の行政実務に対しては、原子炉稼働の可否について

地方自治体にフリーハンドの拒否権を与えることになりかねないとの批判も強

い47。広域性をはじめとする原子力災害の特殊性、地方自治体の能力を超える

専門技術的判断の必要性、原子力発電の国策としての位置づけといった観点か

らは、原子炉稼働の可否について、少なくとも最終決定権限を国が留保すべき

45　この点、下山・前掲注43意見書は、法治主義の観点から、避難計画の実効性

を原子炉設置許可要件として法定化することがより望ましいと指摘しつつ、注

43で紹介した議論を踏まえ、原子炉等規制法の解釈論としても、避難計画の実

効性を原子炉設置許可要件に含めるべきであると強調している。

46　参照、首藤・前掲注３論文54頁；荒・前掲注28論文43頁。

47　参照、菅原慎悦＝田邉朋行＝木村浩「原子力安全協定をめぐる一考察－公害

防止協定との比較を通じて－」日本原子力学会和文論文誌10巻２号（2011）

119頁以下、121頁。
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というわけである48。

　どちらの見解を支持するにせよ、ここで重視されるべきは、以上のような議

論の背景に、住民に身近な行政活動は地方自治体に委ねられるべきという憲

法・地方自治法の基本原則があるということである49。同原則からは、市町村

こそが住民に対する原子力災害対策の第一次的役割を担うべきと解されてお

り、その結果、例えば、原子力災害対策法制の下では、市町村が区域内の災害

対策を第一次的に担い、都道府県は広域的観点から市町村の災害対策を調整

し、国は地方自治体の災害対策を支援するという役割分担がなされているわけ

である。同原則は、原子炉等規制法に原子力災害対策の視点を組み込む場合に

も、国と地方自治体の役割分担を整理する上で当然の前提となろう。

　結局、実効的な原子力災害対策を担保するには、原子力災害対策法制の下で

避難計画の策定と実際の避難対応を担う地方自治体の関与が必要不可欠であ

る。そうである以上、原子炉稼働の可否に関する最終決定権限を国が留保する

としても、原子炉等規制法は、原子力災害対策の視点に係る判断に限定して地

方自治体の関与を認めるべきであろう50。具体的には、市町村に区域内災害対

48　静岡県危機管理部原子力安全対策課・前掲注35インタビューでも、同様の見

解が提示された。

49　憲法92条；地方自治法１条の２。

50　函館市総務部防災担当に対する筆者のインタビュー（2017年10月12日、於函

館市役所）でも、同様の見解が示された。函館市の依頼に基づき執筆された下

山・前掲注43意見書の主張は、その解釈論的具体化と整理することができる。

他方で、原子力災害の特殊性に鑑みれば、避難計画の策定をはじめとする地方

自治体の災害対策を国が支援することは必要不可欠であり、静岡県危機管理部

原子力安全対策課・前掲注35インタビューでも、原子力災害対策における国の

役割強化の必要性が強調されていた。結局、「原子力安全規制における地方自治

体の役割強化」と「原子力災害対策における国の役割強化」とは、実効的な原

子力災害対策の担保にむけた車の両輪ということができよう。
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策の視点に係る判断への関与権限を認め、都道府県に広域的災害対策の視点に

係る判断への関与権限を認めるという構想である。なお、福島原発事故によっ

て避難計画の策定対象となる地方自治体の範囲が原子炉の半径30キロ圏内に

拡大したことを踏まえれば、さしあたり、その範囲内の地方自治体には、関与

権限を認めるべきであると思われる51。

　（３）　原子炉稼働の具体的要件

　では、実効的な原子力災害対策を担保するには、原子炉等規制法に具体的に

どのような原子炉設置許可要件を定めればよいのだろうか。この点、日米の行

政実務からも明らかであるが、原子力災害対策の視点を組み込むといっても、

原子炉設置許可段階での要件充足判断が必要になるため、具体的には、避難計

画の合理性をめぐる視点が中心とならざるをえない。そのため、以下では、さ

しあたり、原子炉設置許可段階で合理的な避難計画の存在を担保するための規

定のあり方を検討することにしたい。

　まずもって、実体法的には、最低限、アメリカの行政実務と同様に、避難計

画の合理性を原子炉設置許可要件として明文化すべきである。ただし、アメリ

カの行政実務を見る限り、それだけで実効的な原子力災害対策を担保できると

は言い難い。というのも、NRCは避難計画の合理性を例外なく認定しており、

住民の生命・健康保護という観点からは、NRCが恣意的に制度運用していた

51　従来、日本の行政実務において、事前了解規定を有する原子力安全協定は、

原則として原子炉の立地する地方自治体しか締結できておらず、周辺市町村の

住民保護の役割は、立地都道府県が代表して担ってきた。参照、金井利之「原

子力発電所と地元自治体同意制」生活経済政策188号（2012）15頁以下、17頁。

しかし、都道府県と市町村の役割分担の観点からは、周辺市町村の住民保護の

役割は本来的には当該市町村が担うべきであり、都道府県の役割は広域調整に

留まるべきであろう。
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と疑わざるを得ないからである。とはいえ、日本では、原子力規制委員会が既

に避難計画の合理性について一定の基準を提示しているため、避難計画の合理

性を原子炉設置許可要件として明文化すれば、同基準が少なくとも裁量基準と

して機能するはずである。すなわち、原子力災害対策特別措置法に基づき原子

力規制委員会が定めた原子力災害対策指針は、緊急事態の内容によっては「数

時間以内」での避難を実施すべきことを定めているため、日本においては、原

子炉設置許可の前提として、「数時間以内」での避難を可能にする避難計画の

策定が原則的に求められることになろう52。これによって、許可権者である原

子力規制委員会の恣意的な制度運用を相当程度抑制することができる。

　加えて、（２）の検討結果に鑑みれば、手続法的には、地方自治体の関与権

限を実質化する必要がある。原子力災害対策法制の下で避難計画の策定と実際

の避難対応を地方自治体が担っている以上、実効的な原子力災害対策を担保す

るには、避難計画の合理性について地方自治体の判断を第一次的には尊重すべ

きであろう。例えば、アメリカの行政実務を参考に試案を提示するとすれば、

NRC規則の原則規定・例外規定と同様の規定を整備した上で、避難計画の合

理性について国と地方自治体の判断に齟齬が生じた場合には、最終決定権限を

持つ国が地方自治体に対して説明義務を負うという手続を整備することが考え

られる。

　具体的には、まず、原子力災害対策法制の下で地方自治体の策定する避難計

画につき、その合理性を原子力規制委員会が認定することを原子炉設置許可要

件の原則規定として整備した上で、避難計画の策定につき地方自治体側の協力

を望めないような場合には、その役割を原子力事業者に代替させることを認め

52　参照、原子力規制委員会・前掲注13指針。ただし、上岡・前掲注37書９頁、

118-156頁によれば、日本で「数時間以内」基準を充足できる原発は存在しな

い。
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るという例外規定を整備する。これらの規定によって、合理的な避難計画の策

定可能性に関する地方自治体の第一次的判断を可能にするとともに、原子炉稼

働の可否に関する最終的決定権限を国に留保することを可能にすることができ

る。ただし、アメリカの行政実務を見る限り、これらの規定だけでは、地方自

治体の第一次的判断権限を実質化できるとは言い難い。というのも、NRCは

避難計画の合理性を例外なく認定しており、避難計画の合理性に関する地方自

治体の第一次的判断と無関係に制度運用していたと疑わざるを得ないからであ

る。そこで、これらの規定とともに、地方自治体が策定した避難計画の合理性

を原子力規制委員会が否定する場合や、例外規定に基づいて原子力事業者が策

定した避難計画の合理性を原子力規制委員会が認定する場合につき、原子力規

制委員会が地方自治体に対する説明義務を負うという手続規定を整備し、原子

力規制委員会による恣意的な制度運用を防止するわけである。このような手続

規定を整備することによって、原子力規制委員会が合理的理由を明らかにする

ことなく地方自治体の判断を否定することは困難になるとともに、避難計画の

合理性に関する事後的な司法統制も容易になり、避難計画の合理性に関する地

方自治体の第一次的な判断権限を実質化することが可能になるといえよう。

　む　す　び

　以上、本稿では、日米の行政実務に示唆を得て、実効的な原子力災害対策を

担保するという観点から日本の原子力安全規制法制の再構成を試みてきた。具

体的には、①原子力災害対策の視点をどのように原子力安全規制法制に組み込

むのか、②国と地方自治体の役割分担をどのように考えるのか、③原子炉稼働

の要件を具体的にどのように規定するのか、という三点につき、日本の現行法

制度の欠陥を補完する法的枠組みのあり方を模索した。ここで、本稿の検討結

果を要約しておこう。
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①　日本の行政実務では、実効的な原子力災害対策を担保するべく、地方自治

体が原子力安全協定を活用しているが、協定には実効性や安定性に欠けると

いう問題点がある。協定の内包する問題点を回避しつつ実効的な原子力災害

対策を担保するためには、結局、アメリカの行政実務を参考に、原子炉等規

制法に原子力災害対策の視点を組み込むより他ない。具体的には、原子力災

害対策の視点を包含する原子炉設置許可要件の規定を新たに整備することが

望ましい。

②　原子炉等規制法に原子力災害対策の視点を組み込むという手法を採用した

場合には、原子炉等規制法に基づいて原子炉稼働の可否の判断をすることに

なるが、実効的な原子力災害対策を担保するには、原子力災害対策の視点の

係る判断についてまで、国が当然に役割を独占することが適切とは言い難

い。憲法や地方自治法の基本原則を踏まえ、原子力災害対策を主として地方

自治体が担っている以上、原子炉稼働の可否に関する最終決定権限を国が留

保するにしても、原子力災害対策の視点に係る判断に限定して地方自治体の

関与権限を認めるべきである。

③　原子炉等規制法上の原子炉設置許可要件に原子力災害対策の視点を組み込

む場合には、許可段階での要件充足判断が可能な規定を整備する必要があ

る。この点、実体法的には、最低限、アメリカの行政実務と同様に、避難計

画の合理性を原子炉設置許可要件として明文化すべきである。日本では、原

子力規制委員会が原子力災害対策指針を策定しており、同指針が避難計画の

合理性判断に関する裁量基準として機能する。そのため、許可権者である原

子力規制委員会による恣意的な制度運用は、相当程度抑制されるはずであ

る。

　　加えて、②の検討結果に鑑みれば、手続法的には、地方自治体の関与権限

を実質化する手続規定を整備する必要がある。具体的には、避難計画の策定

主体を地方自治体とした上で、避難計画の合理性について原子力規制委員会

と地方自治体の判断に齟齬が生じた場合には、地方自治体に対する説明義務
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を原子力規制委員会に負わせるべきである。同手続によって、許可権者であ

る原子力規制委員会が合理的な理由なく地方自治体の判断を否定することが

困難になり、地方自治体の第一次的な判断権限を実質化することが可能にな

るはずである。

　以上の検討結果を踏まえ、最後に、残された検討課題について、若干の補足

を加えておきたい。それは、本稿の提言する制度設計を効果的に機能させるた

めには、住民参画と情報共有に関する法規定の整備が必要不可欠であるという

ことである53。

　前者については、民意の実質化にも、住民の権利保護にも資するものであ

り、とりわけ、本稿との関係でいえば、少なくとも、地方自治体による避難計

画策定・改訂段階と、原子力規制委員会による避難計画の合理性審査段階で、

住民参画手続を法規定として整備すべきであろう。今後の検討課題は、憲法や

原子力法制の趣旨を踏まえ、どのような範囲の住民にどのような参画手続を保

障すべきかという点にあるが、その際に留意すべきは、実質的な意思決定後の

住民参画では意思決定の方向性を覆すことが困難であるという点である54。そ

の意味では、実質的な意思決定よりも前段階での住民参画手続の制度化という

視点が重要になろう。

　後者については、原子力発電所をめぐる各主体間の情報の非対称性を解消

し、よりよい意思決定を実現していくために必要不可欠であることは言を俟た

ない。とりわけ、本稿との関係でいえば、少なくとも、地方自治体による避難

53　同様の問題意識から現行原子力法制の課題を分析する論稿として、参照、礒

野弥生「原子力事故と参加及び情報へのアクセス権」現代法学22号（2012）３

頁以下。

54　参照、菅原慎悦「なぜリスクコミュニケーションではステークホルダー参加

の『仕組み』が重要なのか？」電気新聞2016年11月21日付。



原子力災害対策の観点を踏まえた原子力安全規制法制の再構成　（清水　晶紀）

－　　－45

計画策定・改訂の前段階と、原子力規制委員会による避難計画の合理性審査の

前段階につき、国・地方自治体・原子力事業者・住民間での情報共有規定を整

備すべきであろう。このことは、地方自治体の避難計画策定能力や情報収集能

力の格差解消に資するのみならず、上記住民参画手続の実質化にも資する。今

後の検討課題は、憲法や原子力法制の趣旨を踏まえ、どの主体にどのような情

報の共有を義務付けるかという点にあるが、その際に留意すべきは、原子力基

本法が「自主・民主・公開」を原則としているという点である55。その意味で

は、各主体が有する情報は原則公開を前提に共有するという視点が重要になろ

う。

〔付　記〕

　本稿は、第21回環境法政策学会（2017年６月10日、於横浜国立大学）にお

いて、「原子力災害対策の観点を踏まえた原子力安全規制法制の再構成」と題

して筆者が報告した内容を基礎としている。コメントの労をとっていただいた

早稲田大学黒川哲志先生をはじめ、貴重なご指摘を下さった参加者の皆様に

は、厚く御礼申し上げたい。

　また、本稿は、2018年３月を以て福島大学行政政策学類を退職される千葉

悦子先生に捧げられる。千葉先生は、筆者の赴任時の学類長であり、数多くの

出張や酒席に相伴させていただく中で、福島での研究教育生活について、文字

通り一から手ほどきいただいた。とりわけ、東日本大震災の発災時に出張先の

和歌山から数日かけて五人で帰福し（精神的にも肉体的にも大変でしたね！）、

そのまま文字通り共同生活を営みながら震災対応業務にあたった数か月間は

（本当にお世話になりました！）、筆者にとって、忘れられない思い出であると

55　原子力基本法２条。
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ともに、現在の研究教育スタンスの確固たる礎となっている。先生のご厚誼に

対して心から感謝申し上げるとともに、今後のますますのご活躍をお祈りした

い。

＊本稿は、JSPS科研費（JP16H06649）による研究成果の一部である。


