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R adioactive waste management is regulated through a complex system of organisations and players. 
Contributing to the regulatory system at the national level are the nuclear safety regulator; policy actors 

such as parliament, government, and regional and local authorities; oversight committees including stakeholder 
representatives and specialists in various domains; supporting technical research bodies; and others. Within this 
complex system, the nuclear safety regulator has a central role as the competent authority (or authorities) with 
legal responsibility for nuclear safety and environmental protection. This role requires close engagement with the 
waste management implementer and with a broad range of stakeholders (defined as any institution, group or 
individual with an interest or a role to play in the process).
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Who is the nuclear safety regulator?
The nuclear safety regulator is the competent authority (or 
authorities) with legal responsibility for regulating nuclear 
safety and environmental protection. In some countries, 
this role is performed by a single organisation, while in 
other countries separate organisations are responsible 
for the two activities. An important international trend 
is to ensure a clear separation between the nuclear safety 
regulators and the energy policy proponents. Today, 
the nuclear safety regulator is typically set up as an 
independent institution, often reporting to the country’s 
parliament, council of ministers or president. In other 
cases, the nuclear safety regulator is under the supervision 
of a ministry (such as health or the environment) that has 
no role in supporting the nuclear industry.

The nuclear safety regulator’s responsibilities
The nuclear safety regulator has a mission to serve the 
public; its responsibility is to protect public health and the 
environment. Mandated activities include: 

• defining nuclear safety, radiation protection and 
environmental protection requirements; 

• issuing guidance on safety assessment methodology 
and documentation; 

• reviewing the implementer’s safety analysis as a 
basis for licensing of waste management and disposal 
activities and facilities; 

• inspecting and reviewing construction, operations and 
closure of the regulated facilities to ensure compliance 
with licensing conditions; 

• providing information to political authorities, the 
public and others.

The regulatory cycle
The modern regulatory system is depicted as a cycle 
embracing the principle of continuous improvement 
(Figure 1).

There is no single best way to deliver the various ele-
ments of the regulatory cycle. The formal structures’ 
organisational arrangements depend on the national and 
constitutional structure, legal and institutional frame-
work and, to a large extent, on national regulatory culture 
(e.g. expectations concerning prescriptive regulation). 

In order to increase public confidence in its mandate, 
the nuclear safety regulator needs to display competence, 
openness and transparency, clarity, accountability and 
independence; it must also understand societal concerns 
and know how to address them.  

Figure 1 - Regulatory cycle
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The decision-making process in radioactive waste management should be seen in the context of a well-structured 
dialogue between implementer, nuclear safety regulator, political decision makers and the general public. The 
nuclear safety regulator has a mission in its service to the public. Its responsibility is to protect public health and the 
environment. The traditional role of the nuclear safety regulator has been centred on developing safety standards 
and guidance and on evaluating an implementer’s safety report. In addition to this traditional role, today increased 
attention is being given to transparency through the provision of information to the public and stakeholders, and 
through the facilitation of public understanding of the regulatory process and associated decision making. Ideally, 
and subject to any legal constraints, the regulator should be a “guarantor” of safety and a “people’s expert”, acting 
as an accessible resource to stakeholders addressing safety concerns. Fe
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The evolving role of the nuclear safety 
regulator
The traditional role of the nuclear safety regulator centred 
on developing safety standards and guidance, and on eval-
uating an implementer’s safety report. In addition to this 
traditional role, today increased attention is being given 
to transparency through the provision of information to 
the public and stakeholders, and through the facilitation 
of public understanding of the regulatory process and 
associated decision making. Ideally, and subject to any 
legal constraints, the regulator should be a “guarantor” 
of safety and a “people’s expert”, acting as an accessible 
resource to stakeholders addressing safety concerns.

Traditional and evolving roles and  
responsibilities of the nuclear safety regulator

Traditional role:
• defining regulatory requirements and guidance;
• defining a regulatory process and making choices 

regarding regulatory options; 
• reviewing the implementer’s safety options and 

design, and requesting complementary information 
or modifications. Making decisions on steps forward;

•  reviewing and validating operational rules;
• controlling the compliance of operations with oper-

ational rules; 
• communicating the bases of regulatory decisions;

... and the evolving role:
• maintaining open and impartial regulatory processes;
• providing stakeholders with understandable expla-

nations of the mechanisms related to regulatory 
oversight and decision making, including opportu-
nities for stakeholder participation;

• serving as a source of information and expertise for 
local communities.

Transparency in the regulatory role
Addressing the societal demand for transparency in 
regulatory processes and decision making is of growing 
importance to the role of the nuclear safety regulator. 
Areas such as information provision, rule making and 
site-related safety assurance are benefiting from increased 
transparency, achieved for example through the improved 
use of participatory methods and wider engagement with 
stakeholders, including the general public.  

The regulatory framework needs to determine when, 
where and how public and stakeholder input can be accom-
modated in the nuclear safety regulator’s decision-making 
process and ensure that all stakeholders are informed well 
in advance. As a minimum, the regulator needs to commu-
nicate the basis for its decisions.

The nuclear safety regulator needs to establish and 
maintain open channels of communication with many 
stakeholders, such as the general public, implementers, 
local communities, government departments, parliament, 
concerned action groups and others. Communication with 
national and local decision makers to provide information 
and views on matters within the regulator’s statutory 
responsibilities is also important. To identify public 
information needs, a nuclear regulator may undertake 
research on societal concerns, risk perceptions, values 
and interests. Direct dialogue with stakeholders can also 
provide an opportunity to refine mutual understanding.

Early involvement in pre-licensing activities

The level of public involvement in pre-licensing activities 
and its potential influence in the decision-making process 
are dependent on how the nuclear safety regulator’s role 
is defined in the national legal framework for radioactive 
waste management. 

Subject to any legislative constraints, benefits can be 
gained from the early engagement of the nuclear safety 
regulator and the potential host communities during the 
pre-licensing phases. Often, it is during the pre-licensing 
phases, and well before any regulatory decision is made, 
that public concerns emerge, which may have implications 
for decision makers at national and local levels.  

During the pre-licensing phases, the nuclear safety 
regulator is increasingly providing informal guidance and 
recommendations regarding the technical options selected 
by the implementer of, for example, a radioactive waste 
storage facility or a repository for spent nuclear fuel. This 
model of “informal” dialogue between implementer and 
regulator requires a well-defined interaction process that 
secures public confidence and ensures that regulatory 
licensing decisions remain independent and unconstrained 
by early exchanges.

Interaction with local authorities

An important element of the nuclear safety regulator’s 
role is to develop and maintain dialogue with local 
authorities. Local authorities, such as municipalities 
or local councils, are often key decision makers in the 
processes designed to develop facilities for the long-term 
management of radioactive waste. This is particularly 
true when they participate on a voluntary basis or have 
veto rights. Local authorities can also provide a route for 
wider dialogue between the nuclear safety regulator and 
the public. In its interactions with local authorities, the 
nuclear safety regulator needs to avoid any intervention 
in issues or points of procedure during a siting process 
for a radioactive waste management facility as this might 
compromise its neutrality and independence.

The Evolving Role and Image of the Regulator: Trends over Two Decades (NEA, 2012) and other reports are available at www.oecd-nea.org/rwm.  
Also see The Characteristics of an Effective Nuclear Regulator (NEA, 2014) at www.oecd-nea.org/nsd/pubs/2014/7185-regulator.pdf.



放射性廃棄物管理： 

原子力安全規制の役割とその姿
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放射性廃棄物管理は，複数の組織と関係者による複雑なシステムによって規制されている。国におい 

ては，規制システムは次の者によって構成されている。

 y 原子力安全規制者

 y �政治家や政府，地域及び地方

自治体などの政策実行者

 y �ステークホルダーの代表やさ

まざまな分野の専門家をはじ

めとした監視を行うグループ

 y 技術支援研究機関

 y その他関係者

このような複雑なシステムのなかにおいて，原子力安全と環境保全の面で法律を執行する権限を有する機

関として，原子力安全規制者は中心的な役割を担う。原子力規制者の役割として，廃棄物管理事業者や広

範なステークホルダー（規制過程において利益が関係するか，役割をもつ組織，グループまたは個人と定

義）と密接に関与することが求められる。
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誰が原子力安全規制者なのか？

原子力安全規制者は，原子力安全と環境防護の面で法律を執行す

る権限を有する機関である。いくつかの国では，単一の組織がこ

の役割を担うが，その他の国では２つの活動（原子力安全と環境

防護）を行うために別々の組織が役割を担っている。ひとつの重

要な国際的な傾向として，原子力安全規制者とエネルギー政策推

進者とを必ず明確に区別している。現在，原子力安全規制者は概

して，ひとつの独立した機関として設置され，しばしば政治家や

大臣及び首相が諮問する審議会に報告を行っている。その他のケ

ースとして，原子力規制者は，原子力産業を支援する役割を持た

ない（健康や環境に関する役割を持つ）省の監督下におかれるこ

とがある。

原子力安全規制者の責任

原子力安全規制者は国民に奉仕するという使命を負っており，そ

の責任は，国民の健康と環境を守ることである。原子力安全規制

者に与えられた権限は，以下を含む。

 y 原子力安全や放射線防護，環境保全に関する要件を定義する

こと

 y 安全評価の方法論や文書管理に関する指針を発行すること

 y 廃棄物の管理・処分事業やその関連施設について許認可してい

ることの根拠として，事業者による安全解析を評価すること

 y 許認可要件が必ず遵守されていることを確認するため，規制を

受ける施設の建設や運転，廃止について検査と評価を行うこと

 y 政治家や公衆等に対し情報を提供すること

規制サイクル

現代の規制システムは，継続的改善を原則として包含する，ひと

つの円として描かれる（Figure 1)。

規制サイクルを構成する様々な要素に対応するための唯一ベ

ストな方法というものはない。規制サイクルを形成する構成体

の配列は，国家や規約のの構成や法律や制度上の枠組み，さら

には広い意味で，国の規制文化（例えば，慣例的な規制を当て

にすること）に依る。

原子力安全規制者の権限に対する一般公衆の関心を高めるた

め，原子力安全規制者は，法的な権限や公開性・透明性，明瞭

性，説明責任，独立性を示す必要がある。また，社会的な関心を

理解し，それをどのように対応するかを知るべきである。

Figure 1 - 規制サイクル
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事業者や原子力安全規制者，政策決定者，一般公衆の間の良く整理された対話が行われる状況において， 放射性廃棄物管理の意

思決定プロセスを進めるべきである。 原子力安全規制者は公衆へのサービスを提供するという使命を負っている。原子力安全規

制者の責務は公衆の健康および環境を守ることである。 原子力安全規制者の従来からの役割として， 安全基準や指針の策定， 

事業者の安全に関する報告書の評価に注力していた。 この従来からの役割に加え， 現在， 公衆やステークホルダーへの情報提

供を通じて， また， 規制過程や関連する意思決定に関して， 公衆がよく理解できるようにすることを通じて， 透明性を示す

ことに注意が払われている。 理想的には， 何らかの法的拘束を行うことを前提として， 規制者は安全の“保証人”であるべき

であり， ステークホルダーが安全に関する懸念に立ち向かう際に接触可能な情報源として“市民の専門家”であるべきである。 2
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発展する原子力安全規制者の役割

原子力安全規制者の従来からの役割としては，安全基準や指針を

策定することや，事業者の安全に関する報告書を評価することに

注力していた。従来からの役割に加え，今日，公衆やステークホ

ルダーへの情報提供や規制過程，関連する意思決定について，公

衆の理解を促進することを通じて，透明性を示すことに注意が払

われている。理想的には，法的な拘束力を有することを前提とし

て，規制者は安全の“保証人”であるとともに，安全に関する懸

念に立ち向かうステークホルダーが接触することが可能な情報源

として活動する“市民の専門家”であるべきである。

原子力安全規制者の従来からの役割と発展す
る役割，そして原子力安全規制者の責任

従来からの役割

 y 規制要件と指針を定義すること

 y 規制プロセスを定義し，規制上の選択肢を作ること

 y 事業者が取る安全のための活動の選択肢や安全設計を評価し，

補完的な情報や変更を要求すること。先に進めるための意思決

定を行うこと

 y 操業中のルールについて評価し検証すること

 y 操業中のルールが遵守されていることを確認すること

 y 規制者の決定の根拠について伝達すること

発展する役割

 y 広く開かれた，公平な規制プロセスを維持すること

 y ステークホルダーが参加する機会を設けるなど，ステークホルダ

ーに対して，規制に伴う監視手法や意思決定手法についてわか

りやすい説明を行うこと

 y 地域社会に対して知見の提供源として奉仕すること

規制の役割における透明性

規制プロセスや意思決定における透明性に関して社会的要求に応

えることは，原子力安全規制者の役割において重要性が増してい

る。，情報提供や意思決定，サイトに関連する安全保障のような

活動において，一般公衆をはじめとしてステークホルダーの幅広

い関与や改善された一般参加型手法の利用などを通じて透明性が

向上することがが役立っている。

規制の枠組みにおいて，国民とステークホルダーの意見がい

つ，どこで，どのように原子力安全規制者の意思決定プロセスに

反映されるかを決定しておくことが必要であり，また，すべての

ステークホルダーに対して，あらかじめ情報が共有されることが

保証されることも必要である。最低でも，規制者はその決定の根

拠について伝達する必要がある。

原子力安全規制者は，一般公衆や事業者，地域社会，政府当

局，議員，関連する活動団体，その他多くのステークホルダーと

の開かれたコミュニケーションのルートを形成し維持しなければ

ならない。法で定められら規制者の権限の範囲で情報や意見を提

供するために，国や地方の意思決定者と対話を行うこともまた重

要である。公衆が求める情報について特定するため，原子力規制

者は，社会に関する不安やリスク認識，価値，興味に関する調査

を行うかもしれない。ステークホルダーとの直接的な対話によっ

て，より深く相互に理解することができる。

許認可前の取組みに対する早期の（公衆の）
関与

許認可前の取組みに対する公衆の関与の度合いや意思決定プロセ

スへのその潜在的な影響力は，放射性廃棄物管理における国の法

的な枠組みの中で原子力安全規制者の役割がどのように定義され

ているかに依る。

立法上何らかの法的拘束を行うことを前提として，許認可前

の段階において，原子力安全規制者が候補となる受け入れ地域と

早期の段階で関与することは役立つものである。。許認可前の段

階や何らかの規制に関する決定を行うかなり前の時点において，

住民は，しばしば，国および地方における意思決定者に影響を与

えるような不安を感じる。

許認可前の段階において，例えば，放射性廃棄物の貯蔵施設

または使用済み燃料の処分施設といった事業者による技術的な選

択肢に関して，原子力安全規制者は，非公式に指針や提言を行う

ことが増えている。この事業者と規制者との“非公式な”対話の

形としては，国民の信頼を確保し，規制者による許認可の決定が

独立しており当初のやりとりにとらわれないことを保証する，明

確な相互に影響しあう過程を設けることが必要である。

地方自治体・関係機関とのインタラクション

原子力安全規制者の役割のうち重要な要素のひとつに，地方自治

体と対話を行い持続していくことがある。長期間にわたる放射性

廃棄物管理のため施設の建設を計画する過程において，地方自治

体や地方議会のような地方当局は重要な意思決定者となる。これ

は，彼らが自主的に参加したときもしくは，拒否権を持っている

ときに特に顕著である。地方自治体とその関係機関は，原子力安

全規制者と住民との間の幅広い対話の場を提供することもでき

る。地方自治体・関係機関とのインタラクションという面で，原

子力安全規制者は，放射性廃棄物管理施設のサイト選定過程にお

ける手続き上の課題もしくは考えにおいて，中立性や独立性に欠

けるような介入を避ける必要がある。

The Evolving Role and Image of the Regulator: Trends over Two Decades (NEA, 2012) and other reports are available at www.oecd-nea.org/rwm.  
Also see The Characteristics of an Effective Nuclear Regulator (NEA, 2014) at www.oecd-nea.org/nsd/pubs/2014/7185-regulator.pdf.
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