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１．はじめに 

原子力法制の在るべき姿を成果として提示することを目的に、平成19年 3月に東京大学原子力

法制研究会が立ち上げられ、法制度と許認可制度の在り方が検討されている。 

これに関連し、日本技術士会では｢技術士が許認可事項審査をすることによる有効性を評価し、技

術士制度を活用した審査の実現｣を目的として、原子力･放射線部会に技術士制度活用 WG を平成

21年 1月に設立した。 

本資料は、技術士制度活用WGでの平成22年２月までの活動成果をまとめたものである。 

 

 

２．背景 

東京大学法制研究会の工事計画認可・使用前検査WGの活動状況の概要と本技術士制度活用WG

の設立の背景となった日本技術士会原子力･放射線部会の例会（平成 20 年 9 月）の概要を以下に

まとめた。 

 

（１） 東大原子力法制研究会の動向 

 

平成 19年 3月、原子力法制の在るべき姿を提示することを目的として、東京大学原子力法制研

究会が設立された。 

 

平成 19年度では有識者へのヒアリング及び参加委員からの課題提出を実施、平成 20年度では

構造強度に係る第三者による審査検査及び認証についての検討と燃料加工工程毎の検査等について

の検討を実施してきた。平成 21年度は、段階規制及び検査制度の在り方、その他の技術問題につ

いての検討が実施されている。 

工事計画認可と使用前検査の在り方については、研究会の｢工事計画認可・使用前検査WG｣で議

論されてきた。平成 20年度の研究会報告書（平成 20年度 原子力法制研究会 技術と法の構造

分科会 研究報告 平成 21年 6月 東京大学大学院 工学系研究科 原子力国際専攻）の“第３

章工事計画認可と使用前検査の在り方”に記載されている。以下が要点である。 

 

① 課題：以下の事項が課題として整理されている。 

・ 工事計画の変更要件：工事計画認可申請もしくは届出は、設備の改造等が安全

にどのように影響するかの観点からは必ずしも判断されていない。 

・ ﾊｰﾄﾞ偏重な許認可：工事計画認可の資料は物量が膨大である。工事計画認可申

請書の 80-90%が建屋や機器の図面や構造計算でありﾊｰﾄﾞ偏重の許認可にな

っている。工事計画認可の審査は計算手法が定着化して間違いの発生の恐れの

少ない構造計算に偏重しており、機能・性能に係る検査は僅かしかない。 

・ 機能・性能や保全活動の審査：建設段階や運転段階の改造等に伴い、機能・性

能に係わる使用前検査が行われているが、これは主に機器を対象としたもので

ﾌﾟﾗﾝﾄ全般に係る機能・性能の確認や保安活動の審査・確認方法については行わ

れていない。 

・ 許認可図書の最新化：工認の変更申請時、当該変更箇所のみ申請するため、複
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数回の変更により最初の記載内容からの変更経緯がわからなくなる。 

・ 使用前検査：保安検査や定期安全管理審査でプロセス型検査が導入されている

が、検査のあり方に関する検討会で指摘された建設段階及び運転段階の改造等

に伴う使用前検査へは未導入である。 

 

② 米国の認可制度の調査結果：①の各課題に対して、米国での許認可の変更要件、構造

強度の審査、機能性能や保安活動の審査、許認可図書の最新化、建設段階の検査の調

査結果がまとめられている。米国では 10CFR50.55a に建設許可を得る必要条件と

して ASME SecⅢコードを満足しなければならない旨の規定があり、これをうけた

Professional Engineer（PE）（米国登録 PE）がASME SecⅢコードに準拠して

設計がなされていることを確認している。 

 

③ 改善の検討状況：①の課題に対する検討状況がまとめられている。構造強度は機能・ 

性能と比較して安全に対する影響が間接的であり我が国においても、米国のような 

PE制度を導入した審査体制を確立運営することが有効と考える。 

 

物量が多く審査要領が定着している工事計画認可申請資料の構造強度の範囲については、これまで

の国による審査から国以外の機関による審査とすることが検討されている。 
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（２） 日本技術士会 原子力･放射線部会の平成20年 9月例会 

 

平成 20 年 9 月 19 日の日本技術士会原子力･放射線部会の例会において、東京大学班目先生

より｢原子力法制度と技術士の役割｣とのテーマでご講演いただいた。 

そこで、先生より個人の立場として以下のアドバイスをいただいた。 

 

・ 法制度は科学技術が社会に及ぼすリスクにガバナンスを与え、技術の信頼性を獲得でき

る仕組みであること。リスクガバナンスの要諦は①適切な方法の選定と②実施段階での

方法遵守確認の二点につきる。 

・ 適切な方法、即ち規格基準は技術力のある人が策定することが重要である。 

・ 実施段階での方法遵守確認は、技術力のある人が行うことが必要である。 

・ ここに技術的能力を国として認めている技術士を活用すべきである。 

・ 米国では第三者機関としてASMEを活用している。ASMEは重要な設計仕様書や設計

書の審査を行うPE(Professional Engineer)；（米国登録PE）の資格要件を定めている。

形式上の中立性よりも技術力を重視している。 

・ 技術士会に対しては、国が認めた技術士資格を前提に技術士の追加要件（原子力施設の

機器・系統/構造設計認証資格、検査認証資格者及び原子力施設の保全計画認証資格）を

設けることを検討すること。 

 

班目先生よりいただいたアドバイスを具体化（技術士が許認可事項審査をすることによる有

効性を評価し、技術士制度を活用した審査を実現すること）するための場として、平成 21年

1月に技術士会の原子力･放射線部会のなかに“技術士制度活用WG”を設立した。 

 

 

 

 

３．技術士制度活用WGの活動の概要 

 

平成 21年１月、日本技術士会原子力・放射線部会に｢技術士が許認可事項審査をすることによる

有効性を評価し、技術士制度を活用した審査の実現｣に向けた検討をするための場として、“技術士

制度活用WG”を設立した。（WG委員は添付１参照） 

平成２２年１月までに７回のWG会合を開催し、主に技術士が工事計画認可申請資料を審査する

ために必要な要件やそれに関連する制度について協議をしてきた。活動内容の概要を以下にまとめ

た。 

・ 平成20年 10月～12月 WG設立準備 

・ 第１回技術士制度活用WG（平成21年 1月 16日 葺手第二ビル5階A会議室）      

WG設立趣旨説明 

東大原子力法制研究会の状況報告 

本WGでの検討項目とスケジュール/WGの体制協議 
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・ 第２回技術士制度活用WG（平成21年３月6日 葺手第二ビル5階C/D会議室） 

       技術士が工事計画認可申請資料を審査することの協議 

技術士による設計図書審査形態の協議 

       他産業（鉄道事業）での技術士の位置付け 

 

・ 第３回技術士制度活用WG（平成21年 5月 15日 葺手第二ビル5階C/D会議室） 

       第 2回工事計画認可・使用前検査WGの状況報告 

技術士が工事計画認可申請資料を審査することの要件と体制案の協議 

日本電信電話公社の民営化に伴う制度改正の内容紹介 

原子炉主任技術者の法的位置付けと独立性 

 

・ 第4回技術士制度活用WG（平成21年７月23日 電源開発本店502会議室） 

平成２０年度東大原子力法制研究会「技術と法の分科会」工認WGの報告書、     

原子力学会、基本政策小委員会等の検討状況 

「技術士制度活用WG」活動報告書（中間報告）の内容協議 

 

・ 第5回技術士制度活用WG（平成21年9月25日 葺手第二ビル5階A会議室） 

       電事連殿との打合せ結果（9/03）の報告 

       建築関係の有資格者審査と認可手続き 

「技術士制度活用WG」活動報告書(中間報告)の内容と今後の方針協議 

    

・ 第６回技術士制度活用WG（平成21年11月20日 葺手第二ビル5階A会議室） 

       電事連殿との打合せ結果（10/06）の報告 

       東京大学原子力法制研究会の段階的安全規制WGの報告 

「技術士制度活用WG」活動報告書(中間報告)の内容と今後の方針協議 

（建築確認の体制をベースに審査体制案を描き考察討） 

 

・ 第７回技術士制度活用WG（平成22年1月22日 葺手第二ビル5階A会議室） 

       「技術士制度活用WG」活動報告書(中間報告) (R4-1)の内容審議 

       建築確認に関する調査結果の報告 

米国PE制度調査事項の整理 

 

なお、技術士会の代表者が東京大学原子力法制研究会の段階的安全規制WG（旧 工事計画

認可・使用前検査WG）に出席している。
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４．WGでの検討の進め方 

 

技術士制度活用WGでは、以下の手順で検討をすすめた。 

  

① 工事計画認可申請書の構造強度計算書等を技術士が審査することを検討条件とした。 

WGでは検査認証と保全認証についても議論をしたが、設計認証での検討結果をベース

に検査認証と保全認証での議論に展開することは可能と考え、ここでは設計確認（工事

計画認可申請書の強度計算書などの設計図書の審査確認）を主体に議論をした。 

② 審査活動で確保しなければならないと考えられる要件を｢審査の原則｣として定義した。 

審査をする対象（例えば工事計画認可申請書の強度計算）の種類や内容に関わらず、審

査活動において確保しなければならないと考えられる事項を｢審査の原則｣と定義した。 

第１回と第 2 回の WG の会合では、審査をする人が保有すべき能力要件と技術士の有

効性について議論をした。ここで議論された要件を集約発展させ、審査をする時に確保

すべき事項として｢審査の原則｣を定めた。 

③ ｢審査の原則｣を確保するために｢審査をする人が保有すべき能力要件｣を考察した。 

④ ｢審査の原則｣を確保するために｢審査をする人｣が活動しやすい環境を構築するとの観点か

ら｢審査をするための制度｣を議論し考察した。 

⑤ 技術士が保有する要件（技術士法の規定他で技術士が保有しなければならない要件）を整

理し、｢審査の原則｣との関連を議論した。さらに、技術士が工事計画認可申請資料の構造

強度計算書類等を審査することの有効性を考察、その内容をまとめた。 

⑥ WG メンバーの認識を統一して議論をしやすくするために、審査の体制(案)を検討した。 

この際、他産業での許認可制度を調査し、体制案の検討の参考とした。 

 

なお、審査体制（案）の実現可能性に関する検討は、関係する各種機関での総合的な協議が必要で

あると考えられることから、今回は技術士制度活用WGでの検討の対象外とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図１ 技術士制度活用WGでの議論 

 

審査をするための 

体制（案） 

 

審査をするための制度 

（審査する人の環境） 

 

 

 

 

審査をする人→技術士 

検討⑤ 

検討③ ① 

検討④ 

検討⑥ 

認識統一

メンバーの認識統一の

ために体制(案)を検討 

丸番号は本文に対応 

審査の原則 ② 



８/65 

５. 審査の原則とは 

 

審査をする対象（工事計画認可申請書の強度計算）の種類や内容に関わらず、審査活動に

おいて確保しなければならないと考えられる事項を｢審査の原則｣と定義する。その｢審査の

原則｣として、｢審査の合理性｣、｢審査の実行性｣及び｢審査の透明性｣があげられる。 

 

① 審査の合理性・・・適切な方法で正しく審査されること。 

審査の合理性を確保するためには、審査の目的と審査対象の技術を熟知した人

が審査をすることが必要である。 

もし、技術力（技術知識）が不足している場合は、過去との整合性や同一性な

ど必ずしも施設の安全確保の上で必須ではないものであっても正当化する理由

付けを求めることに集中してしまい本来の審査の目的を見失う可能性がある。 

② 審査の実行性・・・遅滞なく効率的に審査されること。 

米国ではＮＲＣが単一組織として原子力規制に責任を負い、多くの技術スタッ

フを擁し、かつ、国立研究所や大学等の研究機関も活用して、専門的分野につ

いての深い議論を通して、個々の規制案件について審査し結論を出している。

国内での審査をより深くかつ効率的に推進するためには、審査対象の技術を熟

知する人を多く活用することが重要である。 

審査の人的資源（質と量）の確保と審査をするための経済的な基盤を確保する

ことが必要であると考える。 

③ 審査の透明性・・・公正に審査されること。（社会への説明責任） 

審査の透明性を確保するためには、社会が技術と倫理の両面を保有していると

認める“人と制度”のもとで審査が実施されなければならないと考える。 

また、審査する人の独立性（所属組織、外部組織、規制側から精神的に独立）

が確保されていることが必要である。 

 

これらの｢審査の原則｣に対して、“審査する人（保有すべき能力要件）”と“審査をするための制度”

についてWGで議論した。図２に、審査の原則と技術士制度活用WGでの議論の範囲を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

         図２ 審査の原則と技術士制度活用WGでの議論の範囲 

審査の原則 本WGでの議論の範囲 

審査の合理性

審査の透明性

審査の実行性

審査をする人(要件) 

審査をするための制度 

審査をするための体制 
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６． 審査する人が保有すべき能力要件の検討 

 

まず、｢審査の原則｣を確保するために“審査する人が保有すべき能力要件”を検討した。 

  

（１） 審査の合理性の確保の観点から審査する人が保有すべき能力要件 

・ 審査をする人は審査に必要な技術知識を熟知していることが必須である。 

a. 工事計画認可申請書の強度計算書などを審査するためには、日本機械学会

の発電用原子力設備規格 設計･建設規格などの審査に必要な特定の専門

技術知識を保有していること。 

b. 審査をする技術分野の知識を保有していること。原子力発電所の設備を審

査することから、原子力発電所に関する技術知識を保有していること。（審

査の実行性と透明性の観点からも必要） 

c. 審査に関連する技術分野の基礎工学知識を保有していること。例えば、応

力解析書を審査するためには、材料力学の知識を有していること。 

d. 審査に関連する実務経験を有していること。例えば、工事計画認可申請書

の審査をするためには、工事計画認可申請書作成の実務経験（ある一定の

経験年数）があること。 

e. 最新の技術知識及び規格基準の知識を修得するための継続的な資質向上

に関する取組み活動を実施していること。例えば、研修会・講習会への出

席など。 

 

（２） 審査の実行性の確保の観点から審査する人が保有すべき能力要件 

・ 審査をする人は審査に必要な技術知識を熟知していることが実行性を確保するために

必要である。 

 

（３） 審査の透明性の確保の観点から審査する人が保有すべき能力要件 

・ 公平に審査を実行できることが必要であり、具体的には以下の要件を保有すること。 

a. 中立公正な立場を維持できること 

b. 公益確保を優先して審査ができること 

c. 高い倫理観念を有していること 

d. 企業ノウハウの流出防止の観点から、秘密保持義務を有していこと。 

 

（４） 審査する人が保有すべき能力要件のまとめ 

・ 審査に必要な専門的な技術知識と審査に関連する一般的な技術知識を保有しているこ

とが要求される。 

・ さらに、継続的な資質向上への取組み意識、中立公正を維持する意識、公益確保優先の

意識、高い倫理観念を保有していることが要求される。 
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７． 審査制度の検討 

 

前章では審査をする人が保有すべき要件を考察した。しかし、審査の原則を確保するためには、

審査をする人が活動する環境、すなわち、審査制度のあり方を検討しなければならないと考える。 

審査制度を検討する際には、具体的な審査体制を前提に検討することが合理的であるが、現時点

では、各所で体制案を検討中の状況である。 

そこで、技術士制度活用 WG では、“工事計画認可申請資料の強度計算書などの審査要領が確定

していて実績がある審査をすること”を条件として、審査をする人が活動しやすい環境を確保でき

る“審査制度”の要件を検討した。 

本WGでは、参加メンバーの共通の理解を得て議論をしやすくするために、国内の非破壊検査の

ＰＤ認証制度を参考に審査制度を検討した。PD 認証制度の概要を参考資料１に示す。非破壊検査

のＰＤ認証制度をベースに審査制度の構成を整理した結果を添付2にまとめた。 

 

（１） 審査の合理性を確保する観点からの制度の検討 

 

審査をする人の合理性を確保する観点から審査制度を検討した。 

 

・ 審査をする人が審査に必要な技術知識を保有していることを認定登録する制度とする

こと、また、組織が審査を適切に運営管理できることを認定登録する制度とすること。 

a. 審査をする人が審査に必要な技術知識を保有していることを認定する制度と

すること。（これに関連して、審査に必要な専門的な技術知識を定義して、そ

れらを修得するための制度（研修制度など）とすること。） 

b. 審査に関連する組織を認定する制度とすること。 

 

・ 審査をする人の能力レベルを維持向上できる制度とすること。 

a. 審査する人に対して、継続的な資質向上活動とその記録の保管を義務付ける制

度とすること。 

b. 最新の技術知識と技術者倫理の維持･向上のため、規格基準や技術者倫理など

の講習会・研修会などを開催し、これに出席することを義務付ける制度とする

こと。 

           

・ 審査のレベルを継続的に維持向上するための制度とすること。 

a. 具体的で分かりやすい審査マニュアル（チェックシートを含む）を制定運用す

ること。また、最新の知識や審査経験が審査マニュアルに反映されるよう定期

的に見直すこと。（審査結果が人に依存することがないよう、分かりやすくて

具体的なマニュアルやチェックシートの制定が必要） 

b. 審査制度と運用の改善を協議する場が設けられること。 

c. 審査する人の情報交換の場が設定運営されること（審査マニュアルなどの規定

では判断が困難な実務処理を協議できる情報共有の場を設置すること） 
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（２） 審査の実行性を確保する観点からの制度の検討 

 

審査の実行性を確保する観点から制度の要件を検討した。 

 

・ 審査作業を処理できる体制（人員数、 経済的基盤の確保）を確立すること。 

（説明）審査手順が確立している工事計画認可申請書の構造強度の審査については、 

審査資料作成経験が豊富な民間第三者が審査をする制度とすることが有効 

であると考える。 

（建築での建築確認の制度は民間第三者で審査を実施中。詳細は後述） 

・ 審査ガイドラインのような審査要領や基本的なルールを定めた具体的で分かり易い文

書を制定すること。（審査結果が人に依存することがないよう、分かりやすくて具体的

なマニュアルやチェックシートの制定が必要） 

・ 審査活動に対する経済的な基盤が確保されている制度（体制）を確立すること。 

 

（３） 審査の透明性を確保する観点からの制度の検討 

 

審査する人や組織の透明性を確保する観点から、制度の要件を検討した。 

 

・ 審査をする人や組織を民間第三者機関が認定登録する制度とすること。（民間第三者が

審査能力を認定登録する制度とすることにより審査の合理性と透明性が向上すると考

える。） 

（説明）審査する人の能力は、関連する学会協会で認定することが有効と考える。 

規格基準を制定運営している機関が規格を使用する人の能力を管理すること 

が合理的と考える。 

・ 審査する人や組織の独立性（所属組織、外部組織、規制側から精神的に独立）が確保さ

れている制度とすること。例えば、審査内容及び結果を規制側に対して説明報告する義

務がなく他者の影響を受けない制度とすること。 

・ 審査をする人とその人が所属する組織に対して審査活動の品質が確保されていること

を定期的に確認（モニタリング）する制度とすることが必要と考える。 

 （説明）今後、品質保証制度と審査制度の関係をどのようにするかの検討が必要と考える。 

 

（４）審査制度の検討のまとめ 

・ 工事計画認可申請資料の強度計算書などの審査要領が確定していて実績がある審査につ

いては、｢民間第三者を活用した審査制度｣が審査の実行性を向上する観点で有効であると

考える。 

・ 民間第三者は審査をするだけでなく、審査をする人や組織を認定登録することが審査の透

明性と合理性を向上する観点で必要であると考える。 

・ 審査をする人のレベル及び審査結果の品質レベルを継続的に維持向上するための制度制

定が審査の合理性、実行性、透明性を向上する観点で必要であると考える。 
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８．技術士制度について 

 

技術士は国が定めた公的技術資格である。そこで、技術士が保有する要件を整理し、｢審査の原

則｣との関連を検討した。さらに、技術士制度を活用することの有効性を考察した。 

 

(1)技術士が保有する能力要件の整理 

 

技術士が保有している要件（技術士法の規定から保有していなければならない要件）を整理し、

｢審査の原則（審査する人が保有すべき能力要件も考慮）｣との関連を考察した。 

（参考）技術士制度については、技術士会ホームページを参照ください。 

    http://www.engineer.or.jp/examination_center/pejseido.pdf 

 

・ 技術士とは｢文部科学省の技術士制度によって、国が一流の技術者として認定した人｣で

ある。技術士法では、技術士とは高度な技術能力を有する技術者のことであり、次のよ

うに定義されている。技術士は技術知識が豊富でありかつ経験が豊かである。技術士が

審査をすることにより、審査の合理性と実行性の向上に寄与できると考える。 

技術士の定義（第２条）：登録を受けて、技術士の名称を用いて、科学技術に 

関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分

析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者 

 

・ 技術士には公益確保の責務が課せられており技術士は高い倫理観が要求されている。 

以下に技術士法での関連する箇所を列記する。技術士が審査することにより、審査の透

明性の向上に寄与できると考える。 

公益確保の責務（第45条の２）：技術士または技術士補はその業務を行うにあっ

ては、公共の安全、環境の保全、その他の公益を害する事がないように努めなけ

ればならない。 

信用失墜行為の禁止（第４４条）：技術士または技術士補は技術士若しくは技術士

補の信用を傷つけ、または、技術士または技術士補全体の不名誉となる行為をし

てはならない。 

技術士等の秘密保持義務（第45条）：技術士または技術士補は正当な理由がなく、

その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は

技術士補でなくなった後においても、同様とする。 

 

・ 技術士は資質向上の責務を有し、継続的な学習活動を記録として残す CPD 制度

（Continuing Professional Development）が運用されている。技術士法での関連す

る規定は以下のとおりである。技術士の幅広い技術知識の継続的な資質向上活動は、審

査の合理性の向上に寄与できると考える。 

資質向上の責務（第47条の２）：技術士は常にその業務に関して有する知識と技

能の水準を向上させその他その資質の向上を図るよう努めなければならない。 
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・ 技術士資格はその専門とする技術分野によって２１の技術部門に分かれており、この２

１部門に分かれて技術士試験が実施される。（この中には機械部門や原子力・放射線部

門がある） 技術士は自分の専門とする技術部門の受験をし、合格した技術部門の技術

士として資格登録される。技術士の部門内の幅広い知識は審査の合理性の向上に寄与で

きると考える。 

技術士の名称表示の場合の義務（第４６条）：技術士は、その業務に関して技術士

の名称を表示する時は、その登録を受けた技術部門を明示するものとし、登録を

受けていない技術部門を表示してはならない。 

 

・ 経済社会のグローバリゼーションに伴う国際情勢の変化に対応して、技術者資格相互承

認の枠組みが合意され、わが国の技術士制度は、国際的な同等性に関し透明性があり、

かつ、他国に対する明解な説得力を持つよう平成１２年に法制度が改正され、前述の公

益確保の責務（第４５条の２）や資質向上の責務（第４７条の２）が規定されるととも

に、試験制度も国際的な同等性を持つように改正された。技術士の国際的同等性は、審

査の合理性の向上、透明性の確保に寄与できると考える。 

 

 (2)原子力分野の技術士に期待される役割 

 

・ 「技術士試験における技術部門の見直しについて、平成１５年６月２日 科学技術・学

術審議会答申」において、原子力・放射線部門の技術士が社会の要求に答える位置付け、

原子力システムの安全性確保に果す役割、及び既存の必置資格との関わりについて整理

し、次のような役割が期待され、原子力システムの安全性の向上につながることが期待

されると述べている。（一部抜粋して記述） 

ア． 原子力技術分野の技術者のレベルアップ 

イ． 事業体における安全管理体制の強化：具体的な適用例としては、メーカーの作

成図書の内、特に安全上重要な機能に関する設計図書・図面には、原子力・放

射線技術士が署名を行うことにする、あるいは電気事業者など原子炉設置者が

行う検査における検査成績書に、原子力・放射線技術士が署名を行うことにす

るなど、事業体の安全管理体制強化の手段として活用することも考えられる。 

ウ． 原子力システムに関する安全規制への活用：検査、審査、企画立案等に携わる

国等の行政機関担当者にあっては、原子力技術に関する総合的視野を踏まえた

業務遂行をより一層促進するために、原子力システムに関する規制・技術体系

を幅広くカバーする原子力・放射線技術士の資格を取得することが望まれる。 

エ． 国民とのリスクコミュニケーションの充実 

オ． 国際的な活用 

上記は、技術士に新しく原子力・放射線部門を設置するに当たって整理されたもので 

あるが、原子力･放射線部門に限定されるものではなく、原子力システムに係わる他の 

部門（建設，機械，電気電子、金属、化学等）の技術士においても同様な役割が期待 

されるものと考える。 
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・ 原子力政策大綱(平成 17年 10月)2-4には、「原子力の研究、開発及び利用の現場には、

原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者、放射線取扱主任者、原子力・放射線技術士等、専

門的資格を備えた人材が活躍しており、これらの者が法定の責務を果たすのみならず、優

れた知見と倫理意識を有した人材として活躍する場を広げていくことも重要である。」と

謳われており、技術士等の民間第三者の活躍する場を明確に示し、大綱の趣旨を具体化し

ていくことが重要であると考える。 

・ 総合資源エネルギー調査会電気事業分科会原子力部会報告書～「原子力立国計画」～（平

成 18 年 8 月）の“２．研究者・技術者の育成(p101)”には、｢また、2004 年度から

技術士試験に「原子力・放射線部門」が新設されているが、いまだ実績はごくわずかの人

数に限られている。今後、技術士の人数が増加し社会に定着していくに応じて、技術者の

自己研鑽の具体的目標設定に資することが期待されるとともに、事業者等においては、安

全管理や社内とのリスクコミュニケーション等の分野などにおいて、本資格を積極的に活

用することを期待する。｣との記述がある。 

 

(3)技術士制度を活用の有効性 

技術士制度は、審査の合理性、実行性と透明性の向上に寄与できると考える。 

・ 技術士は審査に関連する一般技術知識を保有している。また、技術士は継続的な資質向

上の責務を有している。審査の合理性と実行性の向上に寄与できると考える。 

・ 技術士は国が認証した公的資格である。技術士は公益確保を優先する意識と高い倫理観

念を有することが保証されている。審査の透明性の向上に寄与できると考える。 

・ 技術士が登録している技術部門は、実務経験が豊富で深い専門知識を保有している技術

分野であるが、その技術分野内のすべての技術を熟知しているわけではない。技術士の

機械部門の資格を保有しているからといって審査に必要な特定の技術知識（工事計画認

可申請書の構造強度の知識等）を熟知しているとは限らない。従って、審査に必要な特

定の技術知識については、技術士資格の追加要件として規定し審査をする人に保有させ

ることが必要であると考える。 

 

・ 原子力の許認可に関連する強度計算書等を審査するには、原子力発電所の安全に関する

考え方やシステム、設備等の基本的な知識を有していることが必須である。従って、審

査をする人は、原子力･放射線部門の技術士資格を保有することが要求される。 

・ 原子力･放射線部門以外の部門の技術士については、実務経験や研修等で評価すること

も考えられるが、より客観性と透明性、説明性のある方法として、原子力･放射線の基

礎的な知識を問う原子力･放射線部門の技術士一次試験を受験し合格することが望まし

い。 

・ なお、原子力･放射線部門の技術士に対しては、強度計算の知識が必要であることから

機械部門の技術士一次試験の合格条件を課すのではなく、前述の通り、審査に必要な特

定の技術知識（工事計画認可申請書の構造強度の知識等）を技術士資格の追加要件とし

て規定し審査をする人に保有させることが適切である。 
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 審査の原則に対して、技術士資格が審査活動に対して有効に活用できる範囲を図３に示す。 

技術士資格制度は｢審査の合理性｣｢審査の実行性｣｢審査の透明性｣の向上に寄与できると考える。 

 

 

 

審査の合理性 審査の実行性 

公益確保･･高い倫理観 

図３ 審査の原則と技術士が保有する能力との関係 

技術士資格に 

関係しない範囲 

審査に必要な固有技術知識 審査者の意識 

審査の透明性 

審査に必要な一般技術知識

審査の技術分野の知識・継続的資質向上 

技術士資格が審査活動に対して有効に活用できると考えられる範囲 

公的資格
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９． 他産業での許認可制度の調査 

 

(1)建築確認制度 

 

・ 審査制度の検討をすすめるために、民間での審査制度として実施されている｢国内の建

築物の許認可制度｣の調査をした。その調査結果を添付３にまとめた。 

 

・ 建築主が一定規模以上･一定用途の建築物（一般建築物）を新築する場合には、建築基

準法によって建築確認を受けることが定められている。建築確認とは、建築基準法に基

づき、建築物などの建築計画が建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどう

かを着工前に審査する行政行為である。 

・ この「建築確認」は、類似の行政行為である「許可」とは異なり、判断基準が確定的・

一義的に定められていて、判断者の裁量の余地がない行為であるとされている。したが

って、建築確認における審査は、誰が行っても同じ結果となるべきものであり、それゆ

え、民間の指定確認検査機関も行うことができることになっている。 

 

・ 平成17年 11月に発覚した構造計算書擬装問題によって、平成１８年に建築基準法及

び建築士法が改正され、建築確認制度が大きく変わった。このうち、技術士制度活用

WGで検討中の審査の制度に関連する事項は以下の３点である。建築確認の制度を図４

に示す。 

 

■ 高度な専門能力を有する建築士による構造設計及び設備設計の適正化を図るため

に、構造設計一級建築士や設備設計一級建築士等による法適合確認が義務付けられ

た。図４の②③（構造設計一級建築士は建築士事務所に構造規定の適合確認がされ

た構造設計図書を、また、設備設計一級建築士は建築士事務所に設備規定の適合確

認がされた設備設計図書を、建築主に納付する。） 

 

■ 構造計算適合性判定制度が導入されることになった。この制度によって、構造物の

法適合性を完全のものとするために、建築主事等が行う審査とは別に、第三者で一

定の技術力を有するもの（構造計算適合性判定機関）が構造計算の過程等の審査や

再計算を実施することにより、その適合性のチェックを複層的に行う体制が整備さ

れた。図４の⑥⑦  この構造計算適合性判定機関に所属する構造計算適合性判定

員は認定資格である。（建築主事等は、指定構造計算適合性判定機関等に構造計算

適合性判定を依頼する。指定構造計算適合性判定機関等は、構造計算適合性判定の

審査を行い、建築主事等に審査結果を通知する。） 

 

■ 建築士の資質能力を向上させるために建築士に対する定期講習が義務付けられた。 

 

 



１７/65 

確認者 

建築主 
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図４ 建築確認の制度 

 

(2)建築確認制度に対する考察 

 

建築物の｢建築確認｣の制度は ｢判断基準が確定的・一義的に定められていて、審査する人の裁量

の余地がない行為であり、誰が行っても同じ結果となるべきものであり、それゆえ、民間の指定確

認検査機関も行うことができることになっている。｣ という点で工事計画認可申請書の強度計算書

等の審査に類似している点があると考えられる。 

そこで、工事計画認可申請書の強度計算書等の審査制度に関しては、｢建築確認制度｣の以下の点

を考慮することが有効と考える。 

 

・ 建築確認における建築物の審査は、判断基準が確定的・一義的に定められていて、判断

者の裁量の余地がない行為であり、誰が行っても同じ結果となるべきものであり、それ

ゆえ、民間の指定確認検査機関も行うことができることになっている。また、建築確認

は運用実績がある民間での審査制度である。 

これより、工事計画認可申請書の強度計算書のような規格基準が明確に定められていて 

実績がある範囲の審査は民間で審査確認することが有効と考えられる。 

 

・ 建築確認の制度では、専門分化された技術の申請書類の法適合性確認する人は構造設計

一級建築士、また、その書類を審査確認する人は構造計算適合性判定員の資格を保有す

ることが要求されている。このように審査の内容に応じた公的資格を制定することが必

要であると考える。公的資格制度の制定は、審査の合理性と透明性の向上のために有効

であると考える。 

 

・ 資質の継続的な向上に努める責務を有する制度とする必要があると考える。 
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１０．認定技術士について 

 

これまでの検討結果から“審査確認をする人”の資格について検討した。 

 

(1) これまでの検討結果の要約 

 

a. 審査する人が保有すべき能力要件の検討 

審査をする人は審査に関連する専門的な技術知識と一般的な技術知識を保有している

ことに加えて、継続的な資質向上への取組み意識、中立公正を維持する意識、公益確保

優先の意識、高い倫理観念を保有していることが要求される。 

b. 審査制度 

審査をする人が活動しやい観点で審査制度を検討した結果、｢民間第三者を活用した審

査制度｣とすること、民間第三者は審査をするだけでなく、審査をする人や組織を認定

すること、また、審査をする人のレベル及び審査結果の品質レベルを継続的に維持向上

するための制度の制定が必要である。 

c. 技術士制度 

技術士制度は、｢審査の原則｣、｢審査する人が保有すべき能力要件｣及び｢審査制度の検

討から抽出された要件｣を満足する社会的に認められた公的資格（国家資格）であると

考える。 

d. 建築物の｢建築確認｣の制度 

｢建築確認｣は実績のある民間第三者での審査制度であり、原子力発電所の工事計画認可

申請書の強度計算書等の審査確認と類似している部分があり、民間第三者での審査制度

制定で考慮すべき点（公的資格制度の制定、継続的資質向上の責務）を抽出した。 

 

 

  (2) 審査する人（認定技術士） 

・ 審査の合理性、実行性、透明性を向上し、制度に対する社会からの信頼を得るには、建

築確認の制度と同じく審査をする人が審査をするのに十分な能力を保有していること

を保証する公的資格制度を制定することが必要と考える。 

・ この場合、新たに公的資格制度を設定するよりも、既存の適切な公的資格制度を活用す

る事が有効であると考える。 

・ 技術士制度（技術士資格）は、審査する人が保有すべき要件や審査制度の要件を満足す

る有効な既存の公的資格制度であると考えられる。従って、技術士制度（技術士資格）

を活用することが有効であると考える。但し、技術士資格に加えて審査に必要な特定の

技術知識を保有することを追加要件として制定する必要がある。 

・ これは、ASMECode が PE資格登録者を前提とし、更に独自に認定要件を定め、両方

を満足することを要求していることと同等である。 

・ そこで、｢技術士資格｣＋｢追加要件｣を保有することを認定された人を｢認定技術士｣とし、

審査確認はこの｢認定技術士｣が担当することが適切であると考える。 
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11．審査をするための体制(案)の検討 

 

審査をする体制を検討するためには、何を審査するのか、誰が審査するのか、審査の責任の所在は

どこにあるのか（責任の役割分担）、さらに、その体制での品質保証制度と審査制度の関係を検討

する必要があると考える。しかし、現時点（H22年2月）では、各所で体制案を検討中の状況であ

る。 

 

・ そこで、技術士制度活用WGでは、WGメンバーの認識を統一すること、また、技術士制度への

影響を検討するために｢審査の体制（案）｣*を検討し描いた。 

 

*第２回、第３回WG及び第５～７回で議論した。各所での検討状況を意識せ

ず、技術士制度活用WG内で検討した体制(案)である。 

 

・ 審査の体制(案)の検討条件は以下のとおりとした。 

①民間の第三者機関が審査確認/認定登録（*）する制度とする。 

②認定技術士が工事計画認可申請資料を審査することを検討条件とする。 

③審査活動の品質を保証するための仕組みは、国あるいは民間の第三者機関

が審査活動に対してなんらかの認証や活動モニタリングを実施することを条

件とした。今後、十分な検討議論が必要と考える。 

④民間の第三者機関で“審査をする人や組織の認定登録をすることを条件と

した。 

 

（*）本書では、以降、民間第三者が審査をする場合、｢審査認可｣ではなく｢審査確認｣、 

また、｢認証登録｣ではなく｢認定登録｣に用語を統一して使用している。 

 

・ 民間第三者の役割に注目して、次の３ケースの体制(案)を考えた。 

 

CASE-１：民間の第三者機関は審査をする技術士を認定(認定技術士)し、認定技術士

個人が審査確認をする体制(案)である。認定技術士は所属する組織(ここで

は電気事業者やプラントメーカーに在籍する)体制(案)である。米国のPE

審査制度をベースにした体制(案)である。 

 

CASE-２：民間の第三者機関に認定技術士を集めて審査確認をする体制(案)である。 

“審査をする組織と人を認定登録する民間第三者機関”と“審査確認をす

る民間第三者機関”を設置する体制(案)である。 

 

CASE-3：既に運用されている国内の｢建築確認｣の体制をベースにした審査体制(案)

である。｢建築確認｣は誰が行っても同じ結果となるべきものを民間が審査

する制度であり、工事計画認可申請資料の強度計算書等の審査制度と類似
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している点がある。既に運用されている体制であり、平成17年11月に発

覚した建築物の構造計算書擬装問題の改善策が講じられており、信頼性が

高く、審査の合理性、実行性、透明性に優れた体制と考えられる。 

“審査をする組織と人を認定登録する民間第三者機関”、“確認をする民

間第三者機関”、“審査をする民間第三者機関”に加えてメーカー内に申

請資料の”法適合性確認をするための認定技術士”を設置する体制案であ

る。 

 

図５(1)に現状の審査体制、図５(2)にCASE-1、図５(3)にCASE-2、図５(4)にCASE-3の審査

体制(案)と補足説明をまとめた。 

 体制については、今後、各所で検討議論がすすめられると考えるが、検討のポイントは以下のと

おりと考える。以下の３ケースのうちCASE-3が現実的ではないかと考える。 

 

・ 全体 ：審査の体制を検討するためには、何を審査するのか、誰が審査するのか、審査の責任

の所在はどこにあるのか（責任の役割分担）、今後、その体制での品質保証制度と審査制度の

関係を検討する必要があると考える。 

 

・ 合理性：CASE-1､-2、-3とも、審査内容を熟知して民間第三者機関から認定登録された認定

技術士が審査確認をする制度である。認定技術士が審査をすることから、審査の合理性は確保

されていると考える。審査資格の認定をするためには関連する学会の協力を得る必要があると

考える。 

 

・ 実行性：各CASE-1､-2、-3とも、審査すべき物量と必要人数や審査の経済的基盤の確保など

の組織運営管理からの検討が必要である。また、CASE-１とCASE-3では、企業内技術士の倫

理教育や特定の技術教育などに対する所属組織の時間的・経済的な支援及び認定技術士に対す

るインセンティブの確保の検討が必要と考える。一方、CASE-2のように第三者機関に審査機

能を集約した場合、審査をする人材の確保、審査をする人のモチベーション確保や組織目標の

共有などの人的資源管理からの検討が必要になると考える。 

 

・ 透明性：CASE-１は審査をする人が被審査資料を作成する組織と同一組織（会社）にいる体制

である。日本では、申請資料を作成するメーカーの中に審査をする人が存在すること、また、

個人の責任のもとで審査することについては、社会からの信頼を得られるような説明性のある

仕組みの構築が必要と考える。この体制の成立には、米国PE制度の調査や国内の他産業での民

間審査体制の調査が必要であると考える。また、CASE-１では、審査の透明性を意識して第三

者機関が認定技術士個人を認定することとしているが、その活動状況をモニタリングする方策

の検討が必要と考える。 
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 注記： 

技術士制度活用WG でメンバーの認識を統一して議論をしやすくするために作成したものである。 

 

 

図５（１） 工事計画認可申請書の審査体制（案）  現状の審査体制 

学会・協会 

プラントメーカー 

（建築会社） 

申請図書作成 
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*：耐震関連 
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 注記： 

・技術士制度活用WG でメンバーの認識を統一して議論をしやすくするために作成したものである。 

・電気事業者での図書の審査確認の内容と技術士活用の内容については今後の検討が必要である。 

・品質管理体制とモニタリングについては今後の検討が必要である。 

図５（２） 工事計画認可申請書の審査体制（案） 

民間第三者機関を認証機関とする審査体制案（CASE-１） 

プラントメーカー 

（建築会社） 

 

申請図書作成 

申請図書を審査確認 

学会・協会 

電気事業者 
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委託契約 
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★１

技術士会 

★２ 

★１：遂行に必要な要件を学会より提示 

★２：教育他の実績ﾃﾞｰﾀは技術士会 CPD ﾃﾞｰﾀに保管 

技術教育他の実績 

技術士試験・登録 

技術者倫理教育 

継続教育（CPD） 
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固有技術教育・研修開催

技術士 CPD
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②工事認可
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*：耐震関連 
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（資格を認定/登録する機関）
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民間第三者機関を認証機関とする審査体制案（CASE-１）の説明 

 

 CASE-１は、従来、国（原子力安全・保安院）が行っていた工事計画認可申請書の構造強度に

係わる添付計算書・図面の審査認可を、米国の PE 制度と同様に、所定の要件を満足すると認定さ

れた認定技術士個人が審査確認をする体制案である。認定技術士は、独立した個人、もしくは企業

等の組織に所属する技術士でもよく、専門技術者として所属組織とは独立して、中立性・透明性を

もって審査を行う。 

 

CASE-1に対する考察は以下。 

(1)審査の合理性 

審査内容を熟知して民間第三者機関から認定登録された認定技術士が審査確認をする制度である。 

認定技術士が審査をすることから、審査の合理性は確保されていると考える。 

 

(2)審査の実行性 

認定技術士の認定登録及びそのレベル維持（技術士試験・登録、技術者倫理教育、継続教育）につ

いては、機械学会や日本技術士会等が行う体制とし、それぞれの役割分担を果たすことにより実行

性があがる体制であると考える。 

・ 構造強度に係わる図書の審査に当っての専門知識や業務経験等の認定要件については、

日本機械学会、電気協会、日本原子力学会等の学協会が策定し、その要件を満たすため

に必要な専門技術教育・研修等も行う。 

・ 米国ＰＥは定期更新制度（州によって異なるが１-３年）となっているが、我が国の技

術士は有効期間がない。そのため、認定技術士を目指す技術士には、日本技術士会への

加入とCPDの実施・CPD登録を義務付けるものとする。 

 

(3)審査の透明性 

認定技術士の認定/登録は、民間の第三者機関（資格を認定/登録する機関）が行い、透明性を確

保する。 

国（原子力安全・保安院）は、民間の第三者機関による審査資格の認定/登録および審査が適切に

行われているか、その実施状況を確認する監査型の役割をする。 

審査者が申請者と同じ組織（会社）にいること、また、個人が審査することに対して、国内では

信頼を得られるような透明性のある仕組みの検討が必要である。 

 

(4)その他 

CASE-１は、国が行っていた構造強度に係わる計算書・図面の審査認可を民間第三者の認定技術

士の審査確認に移行するものである。審査結果は、電気事業者の自主保安の責任とする。そのた

め、計算書・図面の作成を行うプラントメーカ（建設会社）に、電気事業者との契約条件で認定

技術士による審査確認を義務付けるとともに、電気事業者においても図書の内容を認定技術士が

審査確認することが望ましいと考える。 
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 注記： 

・ 技術士制度活用WG でメンバーの認識を統一して議論をしやすくするために作成したものである。 

・ 電気事業者での図書の審査確認の内容と技術士活用の内容については今後の検討が必要である。 

・ 品質管理体制とモニタリングについては今後の検討が必要である。 

 

図５（３）  工事計画認可申請書の審査体制（案）  

民間第三者機関を審査機関とする体制案（CASE-２） 

認定技術士

認定登録

学会・協会 

プラントメーカー 

（建築会社） 

 

申請図書作成 

電気事業者 

⑤図書確認 

民間第三者機関 

（審査確認機関） 

 

機械学会 

電気協会* 

 原子力学会他 

民間第三者機関 

をモニタリング 

①請負・委託契約 

申請図書作成依頼

技術士 CPD

★１

技術士会 

★２ 

★１：遂行に必要な要件を学会より提示 

★２：教育他の実績ﾃﾞｰﾀは技術士会 CPD ﾃﾞｰﾀに保管

技術教育他の実績 

技術士試験・登録 

技術者倫理教育 

継続教育（CPD） 

認定技術士 

による審査確認

④審査結果

通知 

③審査

依頼 

設計・建設規格 

策定・改定 

 

認定技術士 

による図書の審査 

原子力安全・保安院 

民間第三者機関 

（資格を認定/登録する機関）

審査確認機関

認定登録 

認定資格要件の提示 

固有技術教育・研修開催

②工事計画

認可申請書

*：耐震関連 
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民間第三者機関を審査機関とする体制案（CASE-２）の説明 

 

 CASE-２は、従来、国（原子力安全・保安院）が行っていた工事計画認可申請書の構造強度

に係わる添付計算書・図面の審査確認を民間の第三者機関（審査確認機関）が行うようにする体

制案である。民間の第三者機関（審査確認機関）は、構造強度に係わる図書の審査に適格性を有

することが認められた技術士（認定技術士）を有し、審査確認を担当する。 

CASE-2に対する考察は以下。申請図書を作成した組織とは独立した組織が審査確認をする体制

であり、比較的社会から受入れられやすい体制案と考える。 

 

(1)審査の合理性 

審査内容を熟知して民間第三者機関から認定された認定技術士が審査確認をする制度である。 

認定技術士が審査確認をすることから、審査の合理性は確保されていると考える。 

(2)審査の実行性 

認定技術士の認定登録及びそのレベル維持（技術士試験・登録、技術者倫理教育、継続教育）に

ついては、機械学会や日本技術士会等が行う体制とし、それぞれの役割分担を果たすことにより

実行性があがる体制であると考える。 

・ 構造強度に係わる図書の審査に当っての専門知識や業務経験等の認定要件について

は、日本機械学会、電気協会、日本原子力学会等の学協会が策定し、その要件を満た

すために必要な専門技術教育・研修等も行う。 

・ 米国ＰＥは定期更新制度（州によって異なるが１-３年）となっているが、我が国の

技術士は有効期間がない。そのため、認定技術士を目指す技術士には、日本技術士会

への加入とCPDの実施・CPD登録を義務付けるものとする。 

 (3)審査の透明性 

民間第三者機関（審査確認機関）と認定技術士の認定登録は、別の民間第三者機関（資格を認定/

登録する機関）が行い、透明性を向上する。 

国（原子力安全・保安院）は、民間の第三者機関による審査資格の認定/登録および民間の第三者

機関（審査確認機関）による審査確認が適切に行われているか、その実施状況を確認する監査型

の役割をする。 

 

(4)その他 

・ CASE-２は、国が行っていた構造強度に係わる計算書・図面の審査認可を民間第三者機関に

所属する認定技術士の審査確認に移行するものである。審査結果は、電気事業者の自主保安

の責任とする。そのため、電気事業者においても図書の内容を認定技術士が審査することが

望ましいと考える。また、図には記載していないが、計算書・図面の作成を行うプラントメ

ーカ（建設会社）に、電気事業者との契約条件で認定技術士による審査を義務付けるころが

望ましいと考える。 

・ この技術士も、透明性の観点から民間の第三者機関による資格の認定/登録を行った認定技術

士とすることが望ましい。 
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注記： 

・ 技術士制度活用WG でメンバーの認識を統一して議論をしやすくするために作成したものである。 

・ 民間第三者機関（認可機関）と民間第三者機関（審査機関）は一つの機関にすることも考えられる。 

・ 既に運用されている建築確認の制度を参考にした体制(案)である。 

・ 体制の有効性については未検討である。 

図５（４）  工事計画認可申請書の審査体制（案）  

民間第三者機関を審査機関とする体制案（CASE-３） 
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プラントメーカー 
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★１

技術士会 

★２ 

①～⑧は次頁のプロセスの説明での番号に対応 

★１：遂行に必要な要件を学会より提示 

★２：教育他の実績ﾃﾞｰﾀは技術士会 CPD ﾃﾞｰﾀに保管

技術教育他の実績 

技術士試験・登録 

技術者倫理教育 

継続教育（CPD） 

認定技術士 

による審査 

⑧審査結果

通知 

⑤審査

依頼 

設計・建設規格 
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プラントメーカー内の認定技術士

による確認（規格適合性確認） 

原子力安全・保安院 

認可機関

審査機関

認定登録

認定技術士

認定登録

認定資格要件の提示 

固有技術教育・研修開催

③ ② 

民間第三者機関 

（確認機関） 

⑦ ⑥ 

*：耐震関連 

民間第三者機関 

（資格を認定/登録する機関）
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確認者 

建築主 

設計者 建築主 

建築士事務所 建築主事 または 
指定確認検査機関 

知事 または 
指定構造計算適合

性判定機関 

構造設計 
一級建築士 

設備設計 
一級建築士 

建築確認及び構造計算適合性判定

建築物の設計及び法適合確認

①

② ③ ② ③ 

④

⑤ 

⑧ 

⑥ ⑦

民間第三者機関を審査機関とする体制案（CASE-３）の説明 

CASE-３は、既に運用されている“国内の建築確認の制度”をベースにした体制(案)である。 

国（原子力安全・保安院）が行っていた工事計画認可申請書の構造強度に係わる添付計算書・図

面の確認（法適合性確認）をメーカー内で、また、審査確認を民間第三者機関（審査機関）と民

間第三者機関（確認機関）が行う案である。 

 

＜CASE-３での体制(案)とプロセス＞ 

建築確認の制度との比較から説明する。添付３の“図1-2の建築物の設計と建築確認のフロー”

を抜粋して以下に記す。ここで確認者、建築主、設計者は以下に対応する。 

・ 確認者：民間第三者機関（審査機関・認可機関）に所属する認定技術士に対応する。 

・ 建築主：電気事業者に対応する。 

・ 設計者：プラントメーカー（建築会社）のに所属する認定技術士に対応する。 

工事計画認可申請が認可されるまでのプロセスを建築確認のプロセスに対応させて記述する。 

構造設計一級建築士と指定構造計算適合性判定機関等は専門の技術知識を有する公的資格を保有

する人であり、ここでは“認定技術士”に対応する。（①―⑧は下図と図５(4)に番号に対応） 

① 建築主（電気事業者）は、建築事務所（プラントメーカー）に設計（工事計画認可申請資料作成）を依頼する。 

② 建築士事務所(プラントメーカー)は、構造設計一級建築士（メーカー内の認定技術士）に構造設計（工事計画認可申請資料

作成）を依頼する。 

③ 構造設計一級建築士（メーカー内の認定技術士）は、建築士事務所（プラントメーカー）に構造規定の適合確認がされた構

造設計図書(工事計画認可申請書)を納付する。→規格適合確認はメーカー内の認定技術士が対応。 

④ 建築士事務所(プラントメーカー)は、建築主（電気事業者）に設計図書一式（工事認可資料）を納付する。 

⑤ 建築主（電気事業者）は建築主事等（民間第三者機関［認可機関］）に建築確認申請（工事計画認可申請）を行う。 

⑥ 建築主事等（民間第三者機関［認可機関］）は、指定構造計算適合性判定機関等（民間第三者機関［審査機関］の認定技術士）

に構造計算適合性判定（工事計画認可申請資料の確認）を依頼する。 

⑦ 指定構造計算適合性判定機関等（民間第三者機関［審査機関］の認定技術士）は、構造計算適合性判定の審査を行い、建築

主事等（民間第三者機関［認可機関］）に審査結果を通知する。 

⑧ 建築主事等（民間第三者機関［認可機関］）は、建築主（電気事業者）に確認済証（認可証）を交付(通知)する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
建築物の設計と建築確認のフローを添付３より抜粋 
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＜CASE-３に対する考察＞ 

 

審査の合理性、実行性、透明性の観点からCASE-3の体制(案)を考察した。 

 

(1)審査の合理性 

 

・ 審査内容を熟知して民間第三者機関から認定された認定技術士が審査確認をする制度である。

認定技術士が審査確認をすることから、審査の合理性は確保されていると考える。 

 

・ 建築確認の体制では、審査機関と確認機関（認可する機関）を分離した体制とし、専門能力

が高い公的資格保有者が審査確認をする体制としている。これは、従来からの建築主事また

は指定検査機関による建築確認システムに対して、新たに知事または指定構造計算適合性判

定機関による適合性確認を追加した体制である。これより、審査の合理性に合致している体

制案であると考える。 

 

・ 専門性が高い事項を審査する場合、建築確認の制度と同様に、審査確認をする人に対して公

的資格（あるいは必要要件）を要求する必要があると考える。以下に建築確認に関する資格

をまとめた。 

・ 原子力の工事計画認可申請資料の審査確認においても、建築確認の制度と同様に公的資格で

ある認定技術士が審査することにより審査の合理性の向上が期待できると考える。 

・  

・ 構造設計一級建築士、設備設計一級建築士 

一級建築士として5年以上業務に従事した後、国土交通省の登録を受けた 

登録講習機関が行う講習の課程を修了した人。 

・ 建設主事： 

市町村または都道府県の吏員のうち建築基準適合判定資格者試験に合格。 

・ 指定確認検査機関の確認検査員 

建築基準適合判定資格者試験に合格。 

・ 指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定員 

国土交通省で定める要件を備える者のうちから選任 

 

・ 建築確認での体制では、“構造設計一級建築士と設備設計一級建築士による法適合性の確認

“と” 構造計算適合性判定員による計算適合性判定“の機能が設けられている。CASE-３

も同様に申請資料に対してダブルチェック体制であることから審査資料の品質維持向上（合

理性と実行性）に寄与できると考える。 

 

・ さらに、メーカー内の認定技術士による審査資料の規格適合性確認（学協会規格・基準等に

規定のある構造、計算手法が用いられているかの確認など）は、審査資料の品質向上のため

には非常に有効なプロセスであると考える。 
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(2) 審査の実行性 

認定技術士の認定登録及びそのレベル維持（技術士試験・登録、技術者倫理教育、継続教育） 

については、機械学会や日本技術士会等が行う体制とし、それぞれの役割分担を果たすことに 

より実行性があがる体制であると考える。 

・ 構造強度に係わる図書の審査に当っての専門知識や業務経験等の認定要件について

は、日本機械学会、電気協会、日本原子力学会等の学協会が策定し、その要件を満た

すために必要な専門技術教育・研修等も行う。 

・ 米国ＰＥは定期更新制度（州によって異なるが１-３年）となっているが、我が国の

技術士は有効期間がない。そのため、認定技術士を目指す技術士には、日本技術士会

への加入とCPDの実施・CPD登録を義務付けるものとする。 

 

 

(3)審査の透明性 

・ 民間第三者機関（資格を認定/登録する機関）、民間第三者機関（審査機関）と民間第

三者機関（確認機関）を設置する体制(案)とし、機能を分離することにより審査の透

明性を高めることができると考える。 

・ CASE-3 では、審査資料を作成したメーカーの認定技術士は審査資料の確認を実施

することに限定し審査確認には関与しない体制としている。これにより、審査の透明

性が確保できる体制であると考える。 

・ 国（原子力安全・保安院）は、民間の第三者機関による審査資格の認定/登録および

民間の第三者機関（審査確認機関）による審査確認が適切に行われているか、その実

施状況を確認する監査型の役割をする。 

 

(4)その他 

・ CASE-３は、国が行っていた構造強度に係わる計算書・図面の審査認可を民間第三

者機関に所属する認定技術士の審査確認に移行するものである。審査結果は、電気事

業者の自主保安の責任とする。そのため、図には記載していないが、電気事業者にお

いても図書の内容を認定技術士が審査確認することが望ましいと考える。この認定技

術士も、透明性の観点から民間の第三者機関による資格の認定/登録を行った認定技

術士とすることが望ましい。 

・ 建築確認では、法適合性確認は一級構造設計建築士（一級設備設計建築士）の確認が

あればよく、申請書を作成した一級建築士と同一人物であってもよい。CASE-3 に

おいても、これと同じく、メーカー内の設計者と規格適合性確認を同一人物でも可と

することが考えられる。 

・ CASE-3 の体制では、建築物と同様に認可機関と審査機関を別機関としたが、同一

機関とし、｢認可は機関の責任者｣とし｢審査を機関の認定技術士｣とすることが考えら

れる。 
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12 米国 PE制度の調査 

 

米国では、RPE（Registered Professional Engineer）個人が設計仕様書と設計レポートを

審査する制度となっている。米国の審査制度は実際に運用されており、我国の審査制度検討の参

考になる事項があると考える。また、審査制度の国際化を配慮した場合、米国の審査制度を調査

することが有効であると考える。そこで、米国の ASME コードの“審査の要求事項”と“PE

（Professional Engineer 米国の公的技術者資格）の審査の資格要件と義務”の規定に対して、

我が国の認定技術士審査制度での対応(案)を検討した。 

 

ASMEコードに規定されているこれらの規定事項を左に記載し、それに対応する日本の認定技

術士審査制度での対応(案)を右枠に記載した。 

表中の★印については、国内の審査制度の検討に取込むことが有効と考えられる事項である。 

 

(1). ASMEコードにおける審査の要求事項  

米国での ASME コードでの審査行為に関する規定に対して、日本の認定技術士審査制度での対

応(案)への適用内容を下表にまとめた。 

・ ASMEコードでは、PE（Professional Engineer）が、“設置者が作成する設計仕様書”

と“製造者が作成する設計レポート”の審査確認をすることが要求されている。 

・ 設計仕様書を承認する PE と設計レポートを承認する PE は異なる人物であることが要求

されている。（ASME NCA-3555） 

・ PEは審査資料を作成した組織と同一組織に所属していてもよい。（ASME NCA-3255） 

  

項目 ASMEコードの規定事項 日本の認定技術士審査制度での対応(案)

設計仕様書 

（設置者作成） 

PE（1名以上）が審査確認 設計仕様書は工事計画認可申請書の方

針書に対応するものであり、従来どおり

国が審査確認する。 

 

審
査
確
認 

設計レポート

（製造者作成） 

PE（１名以上）が審査確認 

組織の独立性 

要求しない 

（審査資料を作成した同じ組織に

所属するPEが審査してもいい）

設計レポートは強度計算書・耐震計算書

及び添付図に対応するものである。 

国内では、社会への説明性から審査資料

作成部署と審査確認者は分離する。 

→体制案のCASE-1 

または、作成組織とは別の組織（民間第

三者機関）で審査確認する。 

→体制(案)の CASE２かCASE３ 

構造健全性責任 
製造者 

(N Certificate Holder) 

★電気事業者（従来と同じく電気事業法

の規定による） 
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(2). ASMEコードにおけるPE（Professional Engineer）の資格要件と義務 

 

・ PE（Professional Engineer）の資格要件と義務を規定している ASME SecⅢ 

Mandatory Appendix XXⅢの規定から、日本の認定技術士審査制度での対応(案)を検討

した。 

 

項目 ASMEコードの規定事項 日本の認定技術士審査制度での対応(案) 

雇い主 

XXⅢ-1210 

Design Spec：事業者 

Design Report：機器製造者 

認定技術士の雇い主は、民間第三者審査機関と

プラントメーカーなど 

米国かカナダの1つ以上の州に登録

すること。 

★認定技術士を民間第三者審査機関（登録機

関）に登録（新規登録と更新審査登録）をする。

4年以上の業務経験。 

このうち２年間は審査対象業務に関

連した業務を経験していること。 

最新の規格要求に精通しているこ

と。 

★認定技術士を民間第三者審査機関（登録機

関）で認定技術士の必要業務経験年数と審査関

連業務経験年数を規定する。 

例：４年以上の業務経験、２年以上の工事計画

認可申請資料の作成業務経験を要求する。 

PEの登録と実績 

XXⅢ-1220 

自己研鑽をしていること ★認定技術士を民間第三者審査機関（登録機

関）が、関係学会の助言を得て年間の自己研鑽

時間を規定する。 

★自己研鑽の実績は日本技術士会の CPD シ

ステムに登録する。 

（参考） 

国内APEC ｴﾝｼﾞﾆｱ（技術士）は年間30時間

米国では概ね年間15時間 

設計仕様書 

認証者の知識 

XXⅢ-1230 

審査する人は以下の要件を保有する

こと 

・審査対象の機器の知識 

・原子力発電所に関連する要求事項

・原子力発電所に関連した規格 

・原子力発電ﾌﾟﾗﾝﾄ及びシステムの知

識 

・PEの専門分野 

設計仕様書は工事計画認可申請書の方針書に

対応するものであり、従来どおり国が審査確認

する。 

荷重データシー

ト、建設仕様書、

設計図面、設計レ

ポートなどの認

証 に 必 要 な

ASME 規格の知

識レベル 

(ガイドB) 

ASME SecⅢの Div 別に設計レポ

ート、過圧防護設計書、荷重データ

シート建設仕様書、製造仕様書の審

査に必要な知識ﾚﾍﾞﾙ（GとW）が提

示されている。但し、ガイドライン

であり必須事項ではない。 

 

W: Working Knowledge 

★関係学会の助言を得て審査対象別に要求さ

れる規格の知識レベルを制定する。（認定技術

士の試験、研修などに反映する） 
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項目 ASMEコードの規定事項 日本の認定技術士審査制度での対応(案) 

XXⅢ-1240 

 

G: General Knowledge 

審査者の義務 

XXⅢ-1310 

QA要求を熟知していること 

責任体制が明確であること 

詳細にレビュー審査すること 

（PEが自己評価する） 

★民間第三者機関（登録機関）が民間第三者機

関（審査機関）と民間第三者機関（確認機関）

に対して、QAと審査体制を明確にすること要

求する。 

 

設計仕様書の認

証 

XXⅢ-1320 

設計仕様書のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄが記載され

ている。 

設計仕様書は工事計画認可申請書の方針書に

対応するものであり、従来どおり国が審査確認

する。 

 

設計レポートの 

認証要領 

XXⅢ-1330 

設計仕様書のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄが記載され

ている。 

★民間第三者審査機関（審査機関）が、工事計

画認可申請資料の審査要領を定め公開する。 

資格証明 

（ガイドC） 

雇い主が PE の資格を確認するポイ

ントとそれを文書化することを要求

している。 

PE の登録証明、4 年間の業務経験

ﾘｽﾄ、自己研鑽の証拠など 

★民間第三者審査機関（登録機関）が認定技術

士の登録事項を定める。 

自己研鑽の記録は技術士会の登録システムに

保管管理する。 
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13 制度制定のための実現のための方策(案)の検討 

 

審査する人が保有すべき能力要件、審査制度、体制案の検討(他産業での許認可制度を含む)か

ら抽出された要件に対して、制度を実現するための方策(案)を検討整理した。 

 

(1) 審査する人が保有すべき要件を実現するための方策(案) 

 

No 項目 要件 実現のための方策(案) 

1 審査の 

合理性 

審査に必要な特定の専門技術知識を保有し

ていること（日本機械学会の発電用原子力設

備規格 設計・建設規格などの規格に関する

技術知識を熟知していること） 

２ 審査の 

合理性 

審査をする技術分野の知識を保有している

こと（原子力発電所に関する技術知識を保有

していること） 

構造強度の研修 and/or 試験を実施

主催:日本機械学会等 

 

原子力･放射線部門技術士（他部門

の技術士は原子力･放射線部門の

一次試験合格者) 

主催：日本技術士会 

３ 審査の 

合理性 

審査に関連する技術分野の基礎工学知識を

保有していること･（材料力学など） 

研修 and/or 試験を実施 

主催：日本機械学会、日本原子力学

会等。No1に関連。 

４ 審査の 

合理性 

審査に関連する実務経験を有していること 個人を審査(業務経歴審査登録) 

認定登録:民間第三者機関（資格を

認定/登録する機関） 

例) 実務経験4年、工事計画認可

申請業務２年など 

５ 審査の 

合理性 

最新の技術知識及び規格基準の知識を修得

するための継続的な資質向上に関する取組

み活動を実施していること 

研鑽時間を記録・審査 

認定登録:民間第三者機関（資格を

認定/登録する機関）が記録を登録

管理 

記録:日本技術士会に入会して、研

鑽時間は日本技術士会の登録シス

テムを利用するなど 

６ 審査の 

実行性 

審査をする人は、審査に必要な技術知識を熟

知していること 

No.1 と同じ 

７ 審査の 

透明性 

中立公正な立場を維持できること 

公益確保を優先して審査ができること 

高い倫理観念を有していること 

研修 and/or 試験を実施 

認定登録:民間第三者機関（資格を

認定/登録する機関） 

倫理等に関する教育を開催 
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(2)審査制度からの要件を実現するための方策(案) 

 

No 項目 要件 実現のための方策(案) 

1 審査の 

合理性 

審査をする人が審査に必要な技術知識を保

有していることを認定登録する制度とする

こと、また、組織が審査を適切に運営管理で

きることを認定登録する制度とすること。 

・ 審査をする人が審査に必要な技術知

識を保有していることを認定する制

度とすること。（これに関連して、審

査に必要な専門的な技術知識を定義

して、それらを修得するための制度

（研修制度など）とすること。） 

・ 審査に関連する組織を認定する制度

とすること。 

人と組織を審査認定登録 

認定登録:民間第三者機関（資格を認

定/登録する機関）が人と組織を審査

して認定登録 

 

構造強度の研修 and/or 試験を実施

主催:日本機械学会、日本原子力学会

 

原子力･放射線部門技術士（他部門の

技術士は原子力･放射線部門の一次

試験合格者) 

主催：日本技術士会 

２ 審査の 

合理性 

審査をする人の能力レベルを維持向上でき

る制度とすること。 

・ 審査する人に対して、継続的な資質向

上活動とその記録の保管を義務付け

る制度とすること。 

・ 最新の技術知識を保有するため、規格

基準や技術者倫理などの講習会・研修

会などに出席することを義務付ける

制度とすること。 

研鑽時間を記録・審査 

認定登録:民間第三者機関（資格を認

定/登録する機関）が記録を登録管理

記録:認定技術士は日本技術士会に

入会。研鑽時間は日本技術士会の登

録システムを利用するなど 

試験 and/or 研修を実施 

主催:日本原子力学会、日本技術士会

等 

３ 審査の 

合理性 

 

審査の 

実行性 

審査のレベルを継続的に維持向上するため

の制度とすること。 

・ 具体的で分かりやすい審査マニュア

ル（チェックシートを含む）を制定運

用すること。また、最新の知識や審査

経験が審査マニュアルに反映される

よう定期的に見直すこと。 

・ 審査制度と運用の改善を協議する場

が設けられること。 

・ 審査する人の情報交換の場が設定運

営されること（審査マニュアルなどの

規定では判断が困難な実務処理を協

議できる情報共有の場を設置するこ

と） 

 

マニュアル制定を制度規定に記載 

マニュアル作成管理:民間第三者機

関(確認機関) 

 

改善協議の場の運営管理 

民間第三者機関(確認機関) 

 

情報交換の場の運営管理 

民間第三者機関(審査機関) 
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No 項目 要件 実現のための方策(案) 

４ 審査の 

実行性 

審査作業を処理できる体制（人員数、 経済

的基盤の確保）を確立すること。審査活動に

対する経済的な基盤が確保されている制度

（体制）を確立すること。 

 

人材確保 

技術士資格を保有し、認定を受ける

要件を満たす認定技術士を育成確保

することが必要。技術士資格取得者

の増員が必要。 

５ 審査の 

透明性 

審査をする人や組織を民間第三者機関が認

定登録する制度とすること。 

人と組織を審査認定登録 

認定登録:民間第三者機関（資格を認

定/登録する機関）が人と組織を審査

して認定登録 

６ 審査の 

透明性 

審査する人や組織の独立性（所属組織、外部

組織、規制側から精神的に独立）が確保され

ている制度とすること。（審査内容及び結果

を規制側に対して説明報告する義務がなく

他者の影響を受けない制度とすること。） 

独立性の保証を制度規定に記載 

認定登録:民間第三者機関（資格を認

定/登録する機関） 

 

審査の 

透明性 

モニタリング 

規制側による民間第三者機関のモニ

タリングを実施。モニタリングの内

容については、今後の検討が必要。

７ 

 

審査をする人とその人が所属する組織に対

して審査活動の品質が確保されていること

を定期的に確認（モニタリング）する制度と

すること 

 

 

 

(3)他産業での許認可制度の調査からの要件に対する具体化方策(案) 

 

他産業での許認可制度の調査において、以下の要件が抽出されている。 

これらの具体化方策(案)は上記の要件に含まれていることから、ここでの記載は省略する。 

 

・ 強度計算書のような規格基準が明確に定められている範囲は民間で審査することが有効 

・ 審査に必要な技術知識を保有していることを認証する資格制度（認定登録）の制定が必要 

・ 資質・能力の継続的な向上に努める責務を有する制度 
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14． 技術士制度を活用することによるメリットと効果について 

 

民間第三者機関での工事計画認可申請資料を審査する制度に技術士制度を活用することについ

て、そのメリットと技術士制度の活性化について考察した。 

 

(2) 技術士制度を活用するメリット 

 

・ 技術士は高い技術レベルを保有していることに加えて高い倫理意識を保有している。 

これより、技術士制度（技術士資格）を審査制度に取り込むことにより、審査の合理性、

実行性、透明性が向上できると考えられる。（前述） 

・ 米国のPE制度にように申請資料を作成する組織に所属する個人が審査をするCASE-1

のような制度（プラントメーカーが作成する工事計画認可申請資料を同じプラントメー

カーの人が審査確認をすること）については、国内ではさらなる検討が必要と考えられ

る。 

・ 一方、体制(案)の CASE-2あるいはCASE-3のように第三者民間機関（審査確認機関）

を設置する体制(案)では、基本的に組織が審査の責任を負担する制度であり、この制度の

もとで認定技術士を活用することが有効であると考える。 

・ 今後、審査を担当する認定技術士の確保と育成についての対応が必要である。 

 

 

(2) 技術士制度の活性化 

 

a. 政策レベルからの期待 

 

政策レベルからも技術士制度活用が期待されている。 

 

・ 原子力政策大綱(平成 17 年 10 月)2-4 には、「原子力の研究、開発及び利用の現場に

は、原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者、放射線取扱主任者、原子力・放射線技術士

等、専門的資格を備えた人材が活躍しており、これらの者が法定の責務を果たすのみな

らず、優れた知見と倫理意識を有した人材として活躍する場を広げていくことも重要で

ある。」と謳われており、技術士等の民間第三者の活躍する場を明確に示し、大綱の趣

旨を具体化していくことが重要であると考える。 

・ また、「技術士試験における技術部門の見直しについて（答申） 平成１５年６月２日、

科学技術・学術審議会」においては、原子力・放射線技術士を創設することにより、以

下のように原子力システムの安全性の向上につながることが期待されると答申している。 

（１） 原子力技術分野の技術者のレベルアップ 

（２） 事業体における安全管理体制の技術士による強化 

（３） 原子力システムに関する安全規制への技術士の活用 

（４） 国民とのリスクコミュニケーションの技術士による充実 

（５） 将来ＡＰＥＣエンジニアとして我が国の原子力技術者が国際的に活躍 
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・ 総合資源エネルギー調査会電気事業分科会原子力部会報告書～「原子力立国計画」～（平

成18年8月）の“２．研究者・技術者の育成(p101)”には、｢また、2004 年度から技

術士試験に「原子力・放射線部門」が新設されているが、いまだ実績はごくわずかの人数

に限られている。今後、技術士の人数が増加し社会に定着していくに応じて、技術者の自

己研鑽の具体的目標設定に資することが期待されるとともに、事業者等においては、安全

管理や社内とのリスクコミュニケーション等の分野などにおいて、本資格を積極的に活用

することを期待する。｣との記述がある。 

 

ｂ．企業内技術士の有効活用 

 

・ これまで、技術士は職業独占資格ではないこと、また、技術士の多くは企業に所属して

いる企業内技術士であることから技術士資格の活用が限定されていた。 

・ 技術士資格が工事計画認可申請資料の審査のような重要な分野で活用されること、また、

CASE-1 と CASE-3 の体制では企業内技術士に活躍できる場が与えられることになる。 

・ 技術士が技術士資格を通じて社会への貢献が実感できる社会が実現できることは、技術

士資格を保有する者、また、技術士資格取得を目指す者にとって大きなモチベーション

のアップとなる。 

 

  c. 技術士制度活用の効果 

 

・ 技術士は前述のとおり国が一流の技術者として認定した人であり、技術士法では以下の

通り規定されている。 

第１条 この法律は，技術士等の資格を定め，その業務の適正を図り，もっ

て科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。 

第２条 この法律において「技術士」とは，第３２条第１項の登録を受け，

技術士の名称を用いて，科学技術（人文科学のみに係るものを除く。

以下同じ。）に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項につ

いての計画，研究，設計，分析，試験，評価又はこれらに関する指

導の業務（他の法律においてその業務を行うことが制限されている

業務を除く。）を行う者をいう。  

 

・ 技術士制度の積極的な活用は、技術士個人の能力を活用するメリットだけではなく、技

術士資格者の増加や技術士の活動範囲の拡大となり、その結果、上記の技術士法の第 1

条の規定のとおり、我国の科学技術の向上と国民経済の発展に貢献できると考える。 
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15 技術士制度を活用した審査制度の定着に向けた課題について 

 

技術士制度を活用した審査制度を定着させるために必要な検討解題を整理した。 

 

(1) 認定技術士の要件を満たす人材の育成確保 

 

・ 今後、機械学会等で定められる要件を満たす技術士は、かなり限定されるものと予想する。 

・ 従って、制度を作った後、実際に認定登録され審査をできる人材を確保することが重要で

ある。 

・ 既に技術士資格を有するものが、審査者の要件を満たすように研鑽を積むとともに、これ

までに機器・配管等の設計に従事し規格基準にも精通した技術者が技術士資格を取得する

よう産業界・学会などと協力して推進する必要がある。 

・ 技術士資格取得には、最低２年（一次試験、二次試験）を要することから、平成22年か

ら加速していく必要がある。 

 

 

(２) 審査の責任分担と品質保証と技術士制度との関連 

 

・ 審査の原則を定めて、審査する人と審査制度、また、体制(案)も検討し、これより、要件

を抽出した。 

・ しかし、技術士制度活用WGでは、審査の責任と審査体制のなかの品質保証の仕組み（モ

ニタリングを含む）を議論することが十分にできていない。 

・ 本件は技術士会で取組み課題ではないが、今後、各所の検討内容を入手し品質保証と制度

の関わり、さらに技術士制度との関連を検討したいと考える。 

 

 

(3)米国 PE制度の調査 

 

・ 米国PEは、設計仕様書と設計レポートの認証は同一PEでないことが要求されているが、

審査資料を作成した組織に所属しないことは要求されていない。また、個人が審査する権

限が与えられている。 

・ しかし、国内では個人に対する責任の所在や同一組織内で資料を作成して審査することに

対する抵抗感（不信感）もあり、米国PE制度をベースにした体制案CASE-1について

は、制度検討に課題を残していると考える。従って、現行では CASE-2、３のように独

立した審査組織を作る案が受入れられやすいと考える。 

・ 今後、原子力産業の国際化を考慮した場合、米国での審査制度を調査し、国内制度と比較

して整理しておくことは有効であると考える。 

・ 調査項目の例を添付４に示す。（調査方法等の具体化は、今後、関係機関との調整が必要

である。） 
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16. まとめ 

 

日本技術士会の原子力・放射線部会に設置された技術士制度活用WGでの検討結果をまとめた。 

 

 

① 審査の原則として｢審査の合理性｣、｢審査の実行性｣、｢審査の透明性｣を設定した。これら

を確保するための“審査をする人が保有すべき要件”と“審査制度の要件”を検討した。

さらに、具体化するための方策(案)を検討整理した。 

 

② 技術士制度を活用した審査制度の有効性を検討した。 原子力･放射線部門技術士資格（他

部門の技術士は原子力･放射線部門の一次試験合格)を保有していて審査に必要となる特

定の技術知識を有すると認められた人を認定技術士として定義し、認定技術士が審査をす

ることの有効性を確認した。 

 

① 技術士制度活用 WG 内での認識を統一すること、また、技術士制度との関連を理解する

ために、３種類の審査の体制(案)を検討、描いた。このうち国内の建築確認の制度をベー

スに構築した体制（案）が現実的であると考える。 

 

④ 米国 PE制度に関するASMEコードの要求事項を国内の審査制度に適用した場合の対応

(案)を検討整理した。 

 

⑤ 技術士制度を活用した審査制度を定着させるために必要な検討課題を整理した。 
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日本技術士会原子力・放射線部門 「技術士制度活用WG」委員 

 

・委員； 

阿部定好、青木照美、伊藤晴夫、岡村章、○桶谷浩一郎、桑江良明、◎佐川渉、 

園田幸夫、高木純一、高橋聡、○辻昭夫、○中野智仁、成川薫、浜崎学、林克己 

 

・協力者； 市川禎和（建築士関連情報提供） 

 

・随時参加者； 原子力・放射線部会幹事 

 

 

◎ WG主査 

○ WG幹事（将来法制への活用提案；桶谷幹事、 

（現行法制での活用検討；辻幹事、中野幹事） 

 

 

本 WGは技術士個人として参加であり、所属組織の代表ではない。 

 

 

 

 

 

添付 1 
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添付 2 
制度の構成・枠組みの検討 第 2回WGで議論 

技 術（①＋②の認定が必要） 社会的合意形成（倫理／CPD） 求められて

いること ①一般（全般）専門性 ②特定の専門性 ③技術者倫理 ④CPD（免許更新） 

認証機関（日本非破壊検査協会） 【例】 

非破壊検査の

ＰＤ認証制度 【研修】 

研修センター（発電設備技術検査

協会） 

【資格】 

資格試験機関（電力中央研究所） 

倫理に反する行動と見なされた

場合認証資格を失効（PD認証機

関又は運営委員会で裁定した場

合） 

・1年ごとに更新。PD研修を受

講し、技量維持が確認されて場

合に、更新できる。 

・再認証； 連続した更新が 5

年を超えない範囲で PD 資格試

験を受けなければならない。 

設計 技術士（審査対象に対して技術部

門を指定する） 

（日本技術士会認定） 

【例】構造強度評価（機械学会認

定） 

【民間規格は機械学会等、学協会

で策定しているので、それとの整

合をチェックする意味でも認定は

学協会がよいと考える】 

技術士（原子力・放射線部門、

機械部門などて指定） 

（日本技術士会認定） 

（補足）原子力・放射線部門が

好ましいと考える（要検討） 

一般専門性：技術士 

（日本技術士会認定） 

特定の専門性：【例】構造強度評

価（機械学会認定） 

【一括、日本技術士会でも可】 

製造 未検討・未調査 未検討・未調査 未検討・未調査 未検討・未調査 

検査 

（製造、現地工

事） 

技術士（日本技術士会認定） 【例】特定の検査技術（第三者技

術認定機関の認定） 

技術士（原子力・放射線部門、

機械部門などて指定） 

（日本技術士会認定） 

一般専門性：技術士（日本技術

士会認定） 

特定の専門性：検査機関認定 

現地工事 未検討・未調査 未検討・未調査 未検討・未調査 未検討・未調査 

①＋②＋③＋④を併せ持つ人を審査人として認定する

技術士（機械部門、電気電子部門など）、建設業法との整合性を図る必要あり 
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添付３ 

 

一般建築物の建築確認及び原子力発電所の建築物の許認可 

 

１．一般建築物の建築確認 

 建築主が一定規模以上･一定用途の建築物を新築する場合には、建築基準法によって建築確認を受

けることが定められている。建築確認とは、建築基準法に基づき、建築物などの建築計画が建築基

準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを着工前に審査する行政行為である。この「建

築確認」は、類似の行政行為である「許可」とは異なり、判断基準が確定的・一義的に定められて

いて、判断者の裁量の余地がない行為であるとされている。したがって、建築確認における審査は、

誰が行っても同じ結果となるべきものであり、それゆえ、民間の指定確認検査機関も行うことがで

きることになっている。 

 

（１）建築基準法及び建築士法の改正 

 これまでの建築確認制度は、建築基準法で最低基準を定め、これを理解した善良な一級建築士が

設計・監理を行うことを前提に成り立ってきた。このため、行政による建築許可ではなく、設計図

書を確認するという方式が取られてきた。 

 しかし、平成 17年 11月に発覚した構造計算書偽装問題によって、平成 18年に建築基準法及び

建築士法が改正され、建築確認制度が大きく変わることとなった。構造計算書偽装問題で明らかに

なった課題への対応を、図 1-1に示す。 

 

①建築確認・検査の課題とその対応 

（課題） 複数の特定行政庁や指定確認検査機関において偽装が見逃されていた。これらの偽装の

一部は、迅速な審査を実施していく中では、その偽装を見破ることは困難であった。 

（対応） 建築確認・検査を厳格にするために、高度な構造計算を要する一定高さ以上等の建築物

については、構造計算適合性判定が義務付けられた。 

 

②指定確認検査機関の課題とその対応 

（課題） 指定確認検査機関の要件や監督を強化することが必要である。 

（対応） 指定確認検査機関の業務の適正化を図るために、指定確認検査機関の指定要件（損害賠
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償能力、公正中立要件）が強化された。また、特定行政庁に立入検査権限が付与された。 

 

③建築士の資質・能力の課題とその対応 

（課題） 元請建築士の能力不足が見られた。 

（対応） 建築士の資質・能力を向上させるために、建築士に対する定期講習の受講が義務付けら

れた。 

 

④建築設計の専門分化の課題とその対応 

（課題） 構造設計、設備設計の専門分化が進み、設計者の責任分担が不明確になった。 

（対応） 高度な専門能力を有する建築士による構造設計及び設備設計の適正化を図るために、構

造設計一級建築士や設備設計一級建築士等による法適合確認が義務付けられた。 

 

⑤建築士事務所の課題とその対応 

（課題） 重層的な業務実施体制が常態化しており、建築士事務所の業務適正化が必要である。 

（対応） 建築士等の業務の適正化を図るために、名義貸しや違反行為の指示等が禁止された。ま

た、確認申請書等に設計を担当した全ての建築士の氏名等の記載が義務付けられた。設計・工事監

理業務の適正化を図るために、管理建築士の要件が強化された。また、一定の建築設計等について

一括再委託が全面的に禁止された。 

 

⑥違法行為に対する罰則等の課題とその対応 

（課題） 違法行為に対する罰則等が不十分であった。 

（対応） 建築士等に対する罰則が大幅に強化された。処分を受けた建築士の氏名及び建築士事務

所の名称等が公表されることになった。 
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構造計算書偽装問題等で明らかになった課題 

■建築士制度の課題 
③ 建築士の資質・能力の課題 
④ 建築設計の専門分化の課題 
⑤ 建築士事務所の課題 
⑥ 違法行為に対する罰則等の課題 

■建築行政の課題 
① 建築確認・検査の課題 
② 指定確認検査機関の課題 

建築士法の改正 

③ 建築士の資質・能力の向上 
④ 高度な専門能力を有する建築
士による構造設計及び設備設

計の適正化 
⑤ 設計・工事監理業務の適正化等 

建築基準法の改正 

① 建築確認・検査の厳格化 
② 指定確認検査機関の業務
の適正化 

⑤ 建築士等の業務の適正化 
⑥ 罰則の強化等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1-1 構造計算書偽装問題で明らかになった課題への対応 

（国土交通省 社会資本整備審議会 建築部分科会 第 13回基本制度部会 資料、2007年 12月 19日より） 

 

（２）建築物の設計と建築確認のフロー 

 建築主は、建築物の設計を建築士事務所に依頼する。建築物の設計にあたっては「法適合確認」

が義務付けられるようになった。建築主は、建築士事務所が作成した設計図書に基づいて、建築主

事または指定確認検査機関（建築主事等）に建築確認申請を行う。高度な構造計算を行う建築物に

対しては、都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関による「構造計算適合性判定」が義務

付けられるようになった。 

 

 建築物の設計と建築確認のフローを、図 1-2に示す。 

① 建築主は、建築事務所に設計を依頼する。 

② 建築士事務所は、構造設計一級建築士に構造設計を依頼し、設備設計一級建築士に設備設計を依

頼する。 

③ 構造設計一級建築士は、建築士事務所に構造規定の適合確認がされた構造設計図書を納付する。

また、設備設計一級建築士は、建築士事務所に設備規定の適合確認がされた設備設計図書を納付
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確認者 

建築主 

設計者 建築主 

建築士事務所 建築主事 または 
指定確認検査機関 

知事 または 
指定構造計算適合性

判定機関 

構造設計 
一級建築士 

設備設計 
一級建築士 

建築確認及び構造計算適合性判定 

建築物の設計及び法適合確認

①

② ③ ② ③ 

④

⑤ 

⑧ 

⑥ ⑦

する。 

④ 建築士事務所は、建築主に設計図書一式を納付する。 

⑤ 建築主は、建築主事等に建築確認申請を行う。 

⑥ 建築主事等は、指定構造計算適合性判定機関等に構造計算適合性判定を依頼する。 

⑦ 指定構造計算適合性判定機関等は、構造計算適合性判定の審査を行い、建築主事等に審査結果を

通知する。 

⑧ 建築主事等は、建築主に確認済証を交付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 1-2 建築物の設計と建築確認のフロー 

 

（３）建築確認及び構造計算適合性判定 

 建築基準法の改正により、通常の建築確認に加えて、高度な構造計算を行う建築物を対象に、都

道府県知事または指定構造計算適合性判定機関による適合性判定が義務付けられるようになった。 

 構造計算書偽装問題での偽装内容は、構造計算書の差替えを行ったものだけでなく、コンピュー

タ計算途中の数値など出力結果の一部を巧妙に改ざんしたものまで多岐にわたっており、従来、建

築主事や指定確認検査機関が行ってきたような建築確認時における審査では、これらを発見するこ

とはきわめて困難であった。これらの偽装を漏れなく発見するためには、これまでの審査に加え、

構造計算の過程等の詳細な審査や再計算を行う等の必要性が出てきた。しかし、建築主事等が単独

でこれらの審査を行うことは、人員、技術力が限られ、かつ、可能な限り迅速な審査が求められて

いる中では、実質的には不可能である。 
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 このため、平成 18年 6 月に公布された改正建築基準法によって、構造計算適合性判定制度が導

入されることになった。この制度によって、構造物の法適合性を完全のものとするために、建築主

事等が行う審査とは別に、第三者で一定の技術力を有するもの（構造計算適合性判定機関）が構造

計算の過程等の審査や再計算を実施することにより、その適合性のチェックを複層的に行う体制が

整備された。 

 建築主事等と構造計算適合性判定機関の審査の分担は指針告示（確認審査等に関する指針）で定

められている。建築主事等は法令等に定められている技術基準への適合性を審査し、構造計算適合

性判定機関は高度な工学的判断を含む構造計算の適合性の判定を行う。構造計算適合性判定機関が

判定を行う具体的な事項は、「構造審査・検査の運用解説」に示されており、工学的な判断を伴うモ

デル化の妥当性、適用解析法・算定式等の妥当性、演算の適正さ（再計算）などがチェックされる。 

 

 建築確認及び構造計算適合性判定のフローを、図 1-3に示す。 

 建築主は、一定の範囲を超える規模、構造、用途の建築物の建築を行う場合には、着工に先立っ

て建築主事または指定確認検査機関（建築主事等）に対し、建築確認申請書を提出して、その計画

が建築基準法等に適合しているかどうかの確認を受け、「確認済証」の交付を受けなければならない。 

 建築主から提出された申請書について、建築主事等が建築確認を行う際には、構造計算のうち法

令で定められた項目について審査を行った後、都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関に

構造計算適合性判定を求めることになっている。 

 依頼を受けた指定構造計算適合性判定機関は、判定を求められた日から 14 日以内に、結果通知

書を建築主事等に交付しなければならない。（ただし、合理的な理由がある場合には、35 日の範囲

内で交付期間を延長することができる。） 

 建築主事等は、構造計算適合性判定の結果に基づき、最終判断を行う。もし、判定結果が不適合

の場合には、当該確認申請について適合しない旨の通知を行うことになり、この時には再度建築確

認申請を行うことが必要となる。 

 



47/65 

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関 

（
都
道
府
県
知
事
指
定
） 

建
築
主
事 

ま
た
は 

指
定
確
認
検
査
機
関 

建
築
主 

①建築確認申請

④建築確認

②判定依頼

③判定結果

＊1 

＊2 

法＊1：指定確認検査機関において確認検査業務を行うのは、確認検査員である。 
＊2：指定構造計算適合性判定機関において構造計算適合性判定を行うのは、構造計算適合性判定員である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 建築確認及び構造計算適合性判定のフロー 

 

 建築主事は、建築確認を行うため地方公共団体に設置される公務員である。建築主事は、市町村

または都道府県の吏員のうち、建築基準適合判定資格者検定に合格し、国土交通省に登録されてい

る者の中から市町村長または都道府県知事によって任命される。 

 指定確認検査機関は、国土交通大臣または都道府県知事（国土交通大臣等）の指定を受け、建築

確認や検査業務を行う機関である。この指定は、2 以上の都道府県において業務を行う場合は国土

交通大臣が、それ以外の場合は都道府県知事が行う。指定確認検査機関において確認検査業務を行

うのは、確認検査員である。確認検査員は、建築主事と同様に建築基準適合判定資格者検定に合格

して登録された者のうちから、国土交通大臣または都道府県知事によって選任される。指定確認検

査機関または確認検査員が著しく不当な行為をしたときなどには、国土交通大臣等は指定確認検査

機関の指定を取り消さなければならない。 

 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により、都

道府県知事が指定を行う。指定構造計算適合性判定機関において構造計算適合性判定を行うのは、

構造計算適合性判定員である。構造計算適合性判定員は、建築に関する専門的知識及び技術を有す

る者として国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任される。指定構造計算適合性判定

機関は、構造計算適合性判定員を選任または解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、

その旨を都道府県知事に届け出なければならない。指定構造計算適合性判定機関または構造計算適

合性判定員が著しく不当な行為をしたときなどには、都道府県知事は指定構造計算適合性判定機関

の指定を取り消さなければならない。 
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建築主 

設計を依頼 

建築士事務所 

構造／設備設計一級建築士

以外の一級建築士 

設計図書一式
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構造／設備設計一級建築士

構造/設備関係規定の 
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構造/設備設計図書を納付

[法適合確認を行う場合] 

建築主 

設計図書一式 

を納付 
設計を依頼

建築士事務所 

構造／設備設計一級建築士 

[建築士事務所が構造/設備設計を行う場合] 

（４）建築物の設計及び法適合確認 

 建築基準法の改正により、一定規模以上の建築物の構造設計／設備設計については、構造設計一

級建築士／設備設計一級建築士の関与（自ら設計する、または、法適合確認を行う）が義務付けら

れるようになった。建築物の設計及び法適合確認のフローを、図 1-4に示す。 

 法適合確認の対象となる建築物については、専門資格者（構造設計一級建築士や設備設計一級建

築士）が関与しなかった場合は、建築確認申請が受理されない。また、専門資格者は、法適合確認

を行った場合、確認した範囲の設計が違法であれば懲戒処分の対象となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 建築物の設計及び法適合確認のフロー 

 

 建築基準法及び建築士法の改正により、設計者に対する罰則が大幅に強化された。例えば建築士

が構造計算書を偽装したことにより、構造規定違反の建築物が現実に建築された場合、建築基準法

上、構造規定違反の建築物を設計した建築士には、3年以下の懲役または 300万円以下の罰金が科

せられる。また、建築士法上、構造計算では建築物が安全でないことを知った上で安全性を確かめ

た旨の証明書を交付した建築士は、1年以下の懲役または 100万円以下の罰金が科せられる。この

2つの罪が併合罪となる場合には、4年以下の懲役または 400万円以下の罰金が科せられる。さら

に、法人の代表者や従業者がこれらの違反をした場合には、その法人について最高で罰金 1億円の

刑が科される。
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（５）建築士制度の見直し 

 構造計算書偽装問題によって失われた建築物の安全性及び建築士制度に対する国民の信頼を回復

するために、建築士法等の一部を改正する法律が平成 18年 12月に公布され、建築士制度の見直し

が行われた。建築士制度の概要を、図 1-5に示す。 

 

①建築士に対する定期講習の受講義務付け 

 建築士事務所に所属する一級、二級、木造建築士に対し、3 年ごとの定期講習の受講が義務付け

られた。 

 

②建築士試験の見直し 

 受験資格の学歴要件が見直され、「所定の学科卒業」という要件を、「国土交通大臣が指定する建

築に関する科目」を修めて卒業するという要件に変更された。 

 受験資格の実務経歴要件が見直され、「建築に関する実務経験」という幅広い要件から、「設計・

工事監理、建築確認、一定の施工管理」などの設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務

に限定された。 

 一級建築士試験の内容が見直され、「学科の試験」は、従来の学科Ⅰ「計画」を学科Ⅰ「計画」と

学科Ⅱ「環境・設備」の 2科目に分離し、学科Ⅲ「法規」、学科Ⅳ「構造」、学科Ⅴ「施工」と合わ

せて、5科目になった。 

 

③構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の創設 

 一級建築士として 5年以上、構造設計、設備設計に従事した後、講習を修了し、構造設計一級建

築士証、設備設計一級建築士証の交付を受けた者を、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士と

することになった。構造設計一級建築士講習は 3日間、設備設計一級建築士講習は 4日間とし、こ

のうち 1日は、設計と法適合確認の修了考査を実施することになった。 

 また構造／設備設計一級建築士に対しては、一級建築士の定期講習とは別に 3年に一度、定期講

習の受講が必要となった。 
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図 1-5 建築士制度の概要 
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２．原子力発電所の建築物の許認可 

（１）許認可のフロー 

 原子力発電所の許認可のフローを、図 2-1に示す。 

 事業者は、原子炉等規制法 23 条に基づき、経済産業大臣に原子炉設置許可申請を行う。経済産

業省 原子力安全・保安院は、原子炉設置許可申請が原子炉等規制法に定められた許可基準に適合し

ているか安全審査を行う。この結果は、原子力安全委員会に諮問し、原子力安全委員会で審査が行

われる（ダブルチェック）。原子力安全・保安院は、原子力安全委員会からの意見を十分尊重し、経

済産業大臣が原子炉の設置許可を行う。 

 事業者は、電気事業法 47 条に基づき、経済産業大臣に工事計画認可申請を行う。原子力安全・

保安院は、工事計画認可申請により原子力発電所の設計の詳細について審査を行い、経済産業大臣

が工事計画認可を行う。 

 電気事業者、建築基準法 6条に基づき、建築主事または指定確認検査機関に建築確認申請を行う。

建築主事等は、法令で定められた項目について審査を行い、事業者に確認済証を交付する。 

 工事計画認可及び確認済証交付を受けた後、事業者は工事に着工する。 

 事業者は、建築物の工事完了後、建築主事等に完了検査申請を行う。建築主事等は、法令で定め

られた項目について審査を行い、事業者に検査済証を交付する。 

 事業者は、原子力発電所の工事完了後、電気事業法 49 条に基づき、経済産業大臣に使用前検査

申請を行う。検査合格後、経済産業大臣は事業者に使用前検査合格証を交付する。 

 使用前検査合格証及び完了検査済証を受けた後、事業者は運転を開始する。 
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事業者 行政庁 

原子炉設置許可申請 
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図 2-1 原子力発電所の許認可のフロー 
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（２）原子力発電所の建築物の関連法規・指針・基準等 

 原子力発電所の建築物に関連する法規・指針・規準等を以下に示す。 

 

①法律 

・ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年 6月 10日法律第 166号） 

・ 電気事業法（昭和 39年 7月 11日法律第 170号） 

・ 建築基準法（昭和 25年 5月 24日法律第 201号） 

 

②原子力安全委員会 

・ 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（平成 18年 9月 19日 原子力安全委員会決定） 

・ 原子力発電所の地質、地盤に関する安全審査の手引き（昭和 53 年８月 23 日 原子炉安全専門

審査会） 

・ 活断層等に関する安全審査の手引き（平成 20年 6月 20日 原子力安全委員会了承） 

 

③社団法人 日本電気協会 

・ 原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG 4601-2008） 

・ 原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG 4601-1987） 

・ 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編（JEAG 4601･補-1984） 

・ 原子力発電所耐震設計技術指針 追補版（JEAG 4601-1991） 

 

④社団法人 日本建築学会 

・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 許容応力度設計法（1999年 11月改定） 

・ 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（2005年 12月発行） 

・ 鋼構造設計規準 －許容応力度設計法－（2005年 9月改定） 

・ 鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 －許容応力度設計と保有水平耐力－（2001年 1

月改定） 

・ 建築基礎構造設計指針（2001年 10月改定） 

・ 原子力用コンクリート格納容器設計指針案・同解説（1978年 8月発行） 

・ 原子炉建屋構造設計指針・同解説（1988年 10月発行） 

・ 建築工事標準仕様書・同解説 ＪＡＳＳ５ 鉄筋コンクリート工事（2009年 2月改定） 
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・ 建築工事標準仕様書・同解説  ＪＡＳＳ５Ｎ 原子力発電所施設における鉄筋コンクリート工

事（2001年 5月改定） 

・ 建築工事標準仕様書 ＪＡＳＳ６ 鉄骨工事（2007年 2月改定） 

 

⑤社団法人 土木学会 

・ 2007年制定 コンクリート標準示方書【設計編】（2008年 3月発行） 

・ 2007年制定 コンクリート標準示方書【施工編】（2008年 3月発行） 

・ 原子力発電所屋外重要土木構造物の耐震性能照査指針（2005年 6月発行） 

・ 原子力発電所地質・地盤の調査・試験法および地盤の耐震安定性の評価手法（1987年 8月発行） 
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主な用語 

・ 一級建築士：一級建築士は、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物

に関し、設計、工事監理その他の業務を行う（建築士法第 2条第 2号）。建築士法第 3条には、

一級建築士でなければ、設計または工事監理をしてはならない建築物（用途・規模・構造種別）

が示されている。 

・ 確認検査員：確認検査員は、指定確認検査機関において確認検査を実施する者である（建築基

準法第 77条の 24）。確認検査員は、建築基準適合判定資格者検定に合格し、国土交通省に登録

されている者の中から国土交通大臣または都道府県知事によって選任される。 

・ 管理建築士：管理建築士は、建築士事務所を管理する建築士であり、その建築士事務所の業務

に係る技術的事項を総括する。管理建築士は、建築士として 3年以上の設計その他の国土交通

省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程

を修了した建築士でなければならない（建築士法第 24条）。 

・ 完了検査：完了検査は、工事が完了した建築物が建築基準関係規定に適合しているかどうかを

工事完了後に検査する行政行為である。建築主は、一定規模以上の建築物の工事を完了した場

合には、その建築物が建築基準関係規定に適合するものであることについて、検査の申請書を

提出して建築主事等の検査を受け、検査済証の交付を受けなければならない（建築基準法第 7

条）。 

・ 建築確認：建築確認は、建築物などの建築計画が建築基準関係規定に適合しているかどうかを

着工前に審査する行政行為である。建築主は、一定規模以上の建築物を建築しようとする場合

には、工事に着手する前にその計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、

確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない（建

築基準法第 6条）。 

・ 建築基準適合判定資格者検定：建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が

建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識及び経験について行われる

（建築基準法第 5条）。 

・ 建築基準法：建築基準法は昭和 25年に制定され、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築

物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律である。その前身は市街地建

築物法（大正 8年制定）である。 

・ 建築士法：建築士法は昭和 25年に制定され、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を

定めて、その業務の適正をはかり、建築物の質の向上に寄与させることを目的とする法律であ
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る。 

・ 建築主事：建築主事は、建築基準法第 4条の規定により建築確認を行うため地方公共団体に設

置される公務員である。建築主事は、市町村または都道府県の吏員のうち、建築基準適合判定

資格者検定に合格し、国土交通省に登録されている者の中から市町村長または都道府県知事に

よって任命される。 

・ 建築物：建築基準法第 2条第 1号において、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しく

は壁を有するもの（これに類する構造のものを含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧の

ための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他こ

れらに類する施設（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラッ

トホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。）をいい、建築設備を含むものとす

る。」と定義されている。 

・ 構造計算適合性判定：建築主事等が建築確認を行う際に、構造計算のうち法令で定められた項

目について審査を行った後、構造計算の法適合性を完全なものとするために、建築主事等が行

う審査とは別に、第三者で一定の技術力を有する者（都道府県知事または指定構造計算適合性

判定機関）が構造計算適合性判定を行い、構造計算の過程等の審査や再計算を実施することに

よりその適合性をチェックする。 

・ 構造計算適合性判定員：建築に関する専門的な知識及び技術を有する者であり、その要件は国

土交通省令で定められている。具体的な要件としては、①大学、短期大学又は高等専門学校に

おいて建築構造を担当する教授若しくは准教授、②試験研究機関において建築構造分野の試験

研究の業務に従事し、高度の専門的知識を有する者、③国土交通大臣がこれらの者と同等以上

の知識及び経験を有すると認める者、などがある。 

・ 構造設計一級建築士：構造設計一級建築士は、一級建築士として 5年以上構造設計の業務に従

事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了した一級建築士

である（建築士法第 10条の 2第 1項）。構造設計一級建築士は、一定規模以上の建築物（高さ

20mを超える建築物や高度な構造計算が義務付けられる建築物）の構造設計に関して、構造設

計一級建築士が自ら設計を行うか、または構造設計一級建築士以外が行った構造設計の構造関

係規定への適合性の確認業務を行う（建築士法第 20条の 2）。 

・ 指定確認検査機関：建築確認や検査を行う機関として、国土交通大臣や都道府県知事から指定

された民間の機関である（建築基準法第 77 条の 18）。この指定確認検査機関の制度は、1998

年の建築基準法の改正により新たに制定されたもので、それまで特定行政庁の建築主事が行っ
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てきた建築確認・検査業務について、新たに必要な審査能力を備える公正な民間機関（指定確

認検査機関）も行うことができるようになった。 

・ 指定構造計算適合性判定機関：都道府県知事に代わって、高度な構造計算が必要となる一定規

模以上の建築物について、その構造計算が適正に行われたものであるかどうかを判定（構造計

算適合性判定）する機関であり、都道府県知事が指定する（建築基準法第 18 条の 2）。建築確

認を厳格化するために、平成 18年改正の建築基準法に基づいて新設された第三者機関である。 

・ 設備設計一級建築士：設備設計一級建築士は、一級建築士として 5年以上設備設計の業務に従

事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了した一級建築士

である（建築士法第 10条の 2第 2項）。設備設計一級建築士は、一定規模以上の建築物（階数

が 3 以上で床面積の合計が 5000m2を超える建築物）の設備設計に関して、設備設計一級建築

士が自ら設計を行うか、または設備設計一級建築士以外が行った設備設計の設備関係規定への

適合性の確認業務を行う（建築士法第 20条の 3）。 

・ 特定行政庁：特定行政庁は、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、

その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。（建築基準法第 2条第 35号）。 
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指定確認検査機関一覧 
 指定区分 機関名 
1 大臣指定 財団法人日本建築センター 
2 大臣指定 財団法人日本建築設備・昇降機センター 
3 大臣指定 財団法人日本建築総合試験所 
4 大臣指定 日本ＥＲＩ株式会社 
5 大臣指定 財団法人住宅金融普及協会 
6 大臣指定 株式会社西日本住宅評価センター 
7 大臣指定 株式会社東日本住宅評価センター 
8 大臣指定 ハウスプラス確認検査株式会社 
9 大臣指定 イーホームズ株式会社 

10 大臣指定 株式会社都市居住評価センター 
11 大臣指定 財団法人ベターリビング 
12 大臣指定 ビューローベリタスジャパン株式会社 
13 大臣指定 株式会社住宅性能評価センター 
14 大臣指定 株式会社国際確認検査センター 
15 大臣指定 株式会社ジェイ・イー・サポート 
16 大臣指定 日本建築検査協会株式会社 
17 大臣指定 ＳＢＩアーキクオリティ株式会社 
18 大臣指定 アウェイ建築評価ネット株式会社 
19 大臣指定 株式会社確認サービス 
20 大臣指定 株式会社グッド・アイズ建築検査機構 
21 東北地方整備局指定 株式会社建築検査機構 
22 関東地方整備局指定 株式会社東京建築検査機構 
23 関東地方整備局指定 株式会社日本住宅保証検査機構 
24 関東地方整備局指定 株式会社神奈川建築確認検査機関 
25 関東地方整備局指定 株式会社ビルディングナビゲーション確認評価機構 
26 関東地方整備局指定 富士建築コンサルティング株式会社 
27 関東地方整備局指定 ユーディーアイ確認検査株式会社 
28 関東地方整備局指定 イーハウス建築センター株式会社 
29 関東地方整備局指定 有限責任中間法人日本住宅性能評価機構 
30 関東地方整備局指定 株式会社EMI確認検査機構 
31 関東地方整備局指定 株式会社ガイア 
32 関東地方整備局指定 日本確認センター株式会社 
33 関東地方整備局指定 株式会社Ｊ建築検査センター 
34 関東地方整備局指定 多摩確認検査株式会社 
35 関東地方整備局指定 財団法人住宅保証機構 
36 中部地方整備局指定 株式会社 ＣＩ東海 
37 近畿地方整備局指定 株式会社確認検査機構アネックス 
38 近畿地方整備局指定 株式会社京都確認検査機構 
39 近畿地方整備局指定 株式会社ジェイネット 
40 近畿地方整備局指定 株式会社近畿建築確認検査機構 
41 近畿地方整備局指定 株式会社阪確サポート 
42 近畿地方整備局指定 日本テスティング株式会社 
43 近畿地方整備局指定 阪神建築確認検査有限会社 
44 近畿地方整備局指定 株式会社近畿確認検査センター 
45 近畿地方整備局指定 株式会社日本確認検査センター 
46 近畿地方整備局指定 アテストアーキ株式会社 
47 近畿地方整備局指定 建築検査機構株式会社 
48 近畿地方整備局指定 株式会社技研 
49 近畿地方整備局指定 株式会社Ｉ－ＰＥＣ 
50 近畿地方整備局指定 株式会社確認検査機構プラン 21 
51 近畿地方整備局指定 株式会社確認検査機構トラスト 
52 近畿地方整備局指定 関西住宅品質保証株式会社 
53 近畿地方整備局指定 株式会社オーネックス 
54 近畿地方整備局指定 アール・イー・ジャパン株式会社 
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55 近畿地方整備局指定 株式会社総合確認検査機構 
56 中国地方整備局指定 ハウスプラス中国住宅保証株式会社 
57 九州地方整備局指定 平和総合コンサルタント株式会社 
58 九州地方整備局指定 九州住宅保証株式会社 
59 知事指定（北海道） 財団法人北海道建築指導センター 
60 知事指定（北海道） 住宅アイアンドアイサービス株式会社 
61 知事指定（北海道） 株式会社札幌工業検査 
62 知事指定（北海道） 株式会社建築確認検査機構あさひかわ 
63 知事指定（青森県） 株式会社建築住宅センター 
64 知事指定（青森県） 有限会社アーバン建築確認検査機関 
65 知事指定（岩手県） 財団法人岩手県建築住宅センター 
66 知事指定（宮城県） 財団法人宮城県建築住宅センター 
67 知事指定（宮城県） 株式会社東北建築センター 
68 知事指定（宮城県） 株式会社仙台都市整備センター 
69 知事指定（秋田県） 財団法人秋田市総合振興公社 
70 知事指定（秋田県） 株式会社秋田建築確認検査機関 
71 知事指定（山形県） 株式会社山形県建築サポートセンター 
72 知事指定（福島県） 財団法人ふくしま建築住宅センター 
73 知事指定（茨城県） 財団法人茨城県建築センター 
74 知事指定（茨城県） 株式会社安心確認検査機構 
75 知事指定（栃木県） 財団法人栃木県建設総合技術センター 
76 知事指定（群馬県） 財団法人群馬県建設技術センター 
77 知事指定（埼玉県） 株式会社埼玉建築確認検査機構 
78 知事指定（埼玉県） 財団法人さいたま住宅検査センター 
79 知事指定（千葉県） 株式会社千葉県建築住宅センター 
80 知事指定（東京都） 財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター 
81 知事指定（東京都） 財団法人世田谷区都市整備公社 
82 知事指定（東京都） 株式会社高良ＧＵＴ 
83 知事指定（神奈川県） 財団法人神奈川県建築安全協会 
84 知事指定（神奈川県） 株式会社湘南建築センター 
85 知事指定（新潟県） 財団法人新潟県建築住宅センター 
86 知事指定（新潟県） 株式会社新潟建築確認検査機構 
87 知事指定（富山県） 財団法人富山県建築住宅センター 
88 知事指定（石川県） 財団法人石川県建築住宅総合センター 
89 知事指定（福井県） 財団法人福井県建築住宅センター 
90 知事指定（山梨県） 社団法人山梨県建設技術センター 
91 知事指定（長野県） 財団法人長野県建築住宅センター 
92 知事指定（岐阜県） 株式会社ぎふ建築住宅センター 
93 知事指定（岐阜県） 有限会社みの建築確認検査センター 
94 知事指定（岐阜県） 有限会社東濃建築確認検査エスオー 
95 知事指定（静岡県） 財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター 
96 知事指定（静岡県） 株式会社静岡確認機構 
97 知事指定（愛知県） 財団法人愛知県建築住宅センター 
98 知事指定（愛知県） 株式会社第一建築確認検査機構 
99 知事指定（愛知県） 中部住宅保証株式会社 

100 知事指定（愛知県） 株式会社名古屋建築確認・検査システム 
101 知事指定（愛知県） 株式会社愛知建築センター 
102 知事指定（愛知県） 株式会社確認検査愛知 
103 知事指定（三重県） 財団法人三重県建設技術センター 
104 知事指定（三重県） 株式会社トータル建築確認評価センター 
105 知事指定（滋賀県） 財団法人滋賀県建築住宅センター 
106 知事指定（京都府） 特定非営利活動法人都市づくり建築技術研究所 
107 知事指定（大阪府） 財団法人大阪建築防災センター 
108 知事指定（大阪府） 財団法人大阪市建築技術協会 
109 知事指定（兵庫県） 財団法人兵庫県住宅建築総合センター 
110 知事指定（兵庫県） 財団法人神戸市防災安全公社 
111 知事指定（兵庫県） 学校法人誠和学院まちづくりサポートセンター 
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112 知事指定（兵庫県） 株式会社兵庫確認検査機構 
113 知事指定（奈良県） 財団法人なら建築住宅センター 
114 知事指定（和歌山県） 財団法人和歌山県建築住宅防災センター 
115 知事指定（鳥取県） 財団法人鳥取県建築住宅検査センター 
116 知事指定（島根県） 財団法人島根県建築住宅センター 
117 知事指定（岡山県） 岡山県建築住宅センター株式会社 
118 知事指定（広島県） 株式会社広島建築住宅センター 
119 知事指定（広島県） 有限会社広島県東部建築確認センター 
120 知事指定（山口県） 財団法人山口県建築住宅センター 
121 知事指定（徳島県） 株式会社とくしま建築住宅センター 
122 知事指定（香川県） 株式会社香川県建築住宅センター 
123 知事指定（愛媛県） 株式会社愛媛建築住宅センター 
124 知事指定（高知県） 社団法人高知県建設技術公社 
125 知事指定（福岡県） 財団法人福岡県建築住宅センター 
126 知事指定（佐賀県） 財団法人佐賀県土木建築技術協会建築確認事務所 
127 知事指定（長崎県） 財団法人長崎県住宅・建築総合センター 
128 知事指定（熊本県） 財団法人熊本県建築住宅センター 
129 知事指定（熊本県） 株式会社熊本建築確認検査機関 
130 知事指定（熊本県） ハウス＆ホームズ株式会社 
131 知事指定（大分県） 財団法人大分県建築住宅センター 
132 知事指定（宮崎県） 財団法人宮崎県建築住宅センター 
133 知事指定（鹿児島県） 財団法人鹿児島県住宅・建築総合センター 
134 知事指定（沖縄県） 沖縄建築確認検査センター株式会社 
135 知事指定（沖縄県） 財団法人沖縄県建設技術センター 
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指定構造計算適合性判定機関一覧 

都道府県 指定を受けた指定構造計算適合性判定機関等 
北海道 道 
青森県 （株）建築住宅センター、（財）日本建築センター、（財）日本住宅・木材技術

センター、ハウスプラス確認検査（株）、（株）建築構造センター、（株）東京建
築検査機構 

岩手県 （財）日本建築センター、（財）岩手県建築住宅センター、（財）日本住宅・木
材技術センター、（株）東京建築検査機構 

宮城県 （財）宮城県建築住宅センター、日本ＥＲＩ（株）、（財）日本建築センター、（財）
日本住宅・木材技術センター、（株）東京建築検査機構、（財）日本建築設備・
昇降機センター、(株)グッド・アイズ建築検査機構、ビューローベリタスジャパ
ン（株）、（株）建築構造センター 

秋田県 （財）秋田県建築住宅センター、（財）日本建築センター、（財）日本住宅・木
材技術センター、ビューローベリタスジャパン（株）、（株）建築構造センター、
（株）東京建築検査機構 

山形県 県、（財）日本建築センター、日本ＥＲＩ（株）、(株)グッド・アイズ建築検査機
構、（株）東京建築検査機構、（株）建築構造センター、ビューローベリタスジ
ャパン（株）、（財）日本住宅・木材技術センター 

福島県 県 
茨城県 （財）茨城県建築センター、（財）日本建築センター、（財）住宅金融普及協会、

（財）ベターリビング 
栃木県 （財）日本建築センター、（財）住宅金融普及協会、（財）栃木県建設総合技術

センター、(株)国際確認検査センター、(株)東京建築検査機構、ビューローベリ
タスジャパン（株）、（株）建築構造センター 

群馬県 県 
埼玉県 （財）さいたま住宅検査センター、(財)日本建築センター、(財)日本建築設備・

昇降機センター、(財)ベターリビング、(財)住宅金融普及協会、(社)日本膜構造
協会、日本ＥＲＩ(株)、(株)建築構造センター、(株)都市居住評価センター、(株)
グッド・アイズ建築検査機構、ビューローベリタスジャパン（株）、(株)国際確
認検査センター、（株）東京建築検査機構、ハウスプラス確認検査（株）、アウ
ェイ建築評価ネット（株）、（株）ビルディングナビゲーション確認評価機構、（財）
日本住宅・木材技術センター 

千葉県 （財）千葉県建設技術センター、（財）日本建築センター 
東京都 （財）日本建築センター、（財）日本建築設備・昇降機センター、（財）東京都

防災・建築まちづくりセンター、（財）住宅金融普及協会、（財）ベターリビン
グ、（株）都市居住評価センター、 （株）建築構造センター、（株）東京建築検
査機構、ハウスプラス確認検査（株）、（株）グッド・アイズ建築検査機構、ビ
ューローベリタスジャパン（株）、(株)国際確認検査センター、アウェイ建築評
価ネット（株）、日本ＥＲＩ（株） 

神奈川県 （財）神奈川県建築安全協会、（株）神奈川建築確認検査機関、（財）日本建築
センター、（財）住宅金融普及協会、（財）日本建築設備・昇降機センター、（財）
ベターリビング、日本ＥＲＩ（株）、（株）グッド・アイズ建築検査機構、（株）
都市居住評価センター、ビューローベリタスジャパン（株）、（株）東京建築検
査機構、（株）建築構造センター、ハウスプラス確認検査（株） 

新潟県 県、(財)日本建築センター 
富山県 （財）富山県建築住宅センター、(財)日本建築センター、（財）日本建築総合試

験所 
石川県 （財）石川県建築住宅総合センター、(財)日本建築センター 
福井県 （財）福井県建築住宅センター、(財)日本建築センター、(財)日本建築総合試験

所 
山梨県 (財)日本建築センター、(財)日本建築設備・昇降機センター、日本ＥＲＩ（株） 
長野県 県、（財）長野県建築住宅センター 
岐阜県 県、（財）日本建築センター、(財)日本建築総合試験所、（財）日本住宅・木材技

術センター 
静岡県 特定非営利活動法人静岡県建築技術安心支援センター、(財)日本建築センター 
愛知県 県、(財)愛知県建築住宅センター 
三重県 (財)三重県建設技術センター、(財)日本建築センター、(財)日本建築総合試験所 
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滋賀県 (財)日本建築総合試験所、(財)日本建築センター 
京都府 (財)日本建築総合試験所、(財)日本建築センター 
大阪府 (財)大阪建築防災センター、(財)日本建築総合試験所、(財)日本建築センター 
兵庫県 (財)兵庫県住宅建築総合センター、(財)日本建築センター 
奈良県 (財)日本建築総合試験所、(財)日本建築センター 
和歌山県 (財)日本建築総合試験所、(財)日本建築センター 
鳥取県 (財)日本建築総合試験所、日本ＥＲＩ（株）、建築検査機構（株）、ビューローベ

リタスジャパン（株）、（株）建築構造センター、ビューローベリタスジャパン
（株） 

島根県 (財)日本建築総合試験所、（株）建築構造センター 
岡山県 県、(財)日本建築総合試験所、(財)日本建築センター 
広島県 県、日本ＥＲＩ（株）、（株）ジェイ・イー・サポート 
山口県 （財）山口県建築住宅センター、(財)日本建築総合試験所 
徳島県 （財）日本建築センター、(財)日本建築総合試験所、（財）日本住宅・木材技術

センター、ビューローベリタスジャパン（株） 
香川県 （財）日本建築センター、日本ＥＲＩ（株）、(財)日本建築総合試験所 
愛媛県 (財)日本建築総合試験所、（株）愛媛建築住宅センター 
高知県 県 
福岡県 （財）福岡県建築住宅センター、(財)日本建築総合試験所、(財)日本建築センタ

ー 
佐賀県 県 
長崎県 県、（財）日本建築センター、(株)国際確認検査センター、日本ＥＲＩ（株）、（株）

建築構造センター 
熊本県 （財）熊本県建築住宅センター、（財）日本建築センター 
大分県 県 
宮崎県 （財）日本建築センター、（財）日本住宅・木材技術センター、日本ＥＲＩ（株）、

（財）日本建築総合試験所 
鹿児島県 （財）鹿児島県住宅・建築総合センター、（財）日本建築センター、(財)日本建

築総合試験所、（財）日本住宅・木材技術センター、（株）建築構造センター 
沖縄県 （財）沖縄県建設技術センター、沖縄建築確認検査センター（株）、（財）日本

建築センター、(財)日本建築総合試験所、日本ＥＲＩ（株）、ビューローベリタ
スジャパン（株） 
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添付４ 

 

体制案CASE-1検討時に抽出した米国審査制度に関する要確認事項 

 

 資格要件の認定：ASME Codeの定める設計図書の審査が出来るPEの資格要件を満足するか

どうかは、PEの自己申告、自己認証で行なわれているが、PEの自己責任だけに委ねられてい

るのか。第三者機関によるPEの資格を監査する制度はないのか。 

 PE の選任認定：米国では、PE の選任認定は、本人（PE）の申告を元に、発注者（電力、メ

ーカ）が認定することになっていると考えるが、発注者の自己責任に委ねられているのか。規

制機関あるいは第三者機関による発注者を監査する制度はないのか。 

 審査する PE の独立性：ASME の定める資格要件を満足すれば、その製品の設計に直接携わ

った者以外で同じ会社のPEでも可としているが、組織からの独立性はどのように担保されて

いるのか。 

 審査要領、マニュアル・ガイド等：PE が審査のレベルをそろえるため、審査要領、マニュア

ル・ガイド等はあるのか。 

 審査の責任：設計図書の審査に当たる PE には、どのような責任が課されるのか。審査･承認

(certification)した図書に、重大な不具合やミスが発見された場合、PEは何らかの責任を問わ

れるのか。また、免責条項や、保険制度のようなものはあるのか。 

 中立性、公平性、透明性、説明性：米国では、PE個人の責任で審査･承認をし、お墨付きを与

えることに対し、中立性、公平性、透明性、説明性等の社会的な認知はどのようにして得られ

ているのか。（日本では、個人では社会的信頼･責任を得るのは難しく、「組織」が行なうべ

きとの考えが多い。） 

 PEが審査する分野：PEが活用されているのは機械（mechanical）だけか。電気、土木、化

学、原子力のPE資格は原子力発電所の設計認可に必要ないのか。 
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参考資料１ PD認証関連組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ＰＤ認証に関わる組織 

・ ＰＤ諮問委員会は、ＰＤ認証システムに参加している各機関が適切に運営されていることを評

価し、技術的な適切性や国際的調和に関して評価・提言を行う。 

・ ＰＤ認証機関は、ＰＤ認証運営委員会を設置し、各種ＰＤ関連機関の承認とＰＤ資格者の認証

を行なう。 

・ ＰＤ資格試験機関は、ＰＤ資格試験の計画から試験結果の判定までの試験運営と記録等の管理

を行う。 

・ ＰＤ試験センターは、資格試験を実施する。 

・ ＰＤ研修センターは、ＰＤ資格試験の不合格者が不合格通知から３０日未満に再試験を受ける

ための研修、及び毎年のＰＤ認証資格更新のための技量維持確認研修を行なう。 

 

（出典；笹原利彦、PD資格試験の実施経過とその方向、日本保全学会第3回学術講演会、2006.7.6、

東北大学） 

ＰＤ諮問委員会 

ＰＤ認証機関 

（社）日本非破壊検査協会 

ＰＤ認証運営委員会 

申請者 

ＰＤ研修センター 

（財）発電設備技術検査協会 

（財）電子科学研究所 

（財）電力中央研究所 

材料化学研究所ＰＤセンター 

 
ＰＤ資格試験機関機能 

・ ＰＤ資格試験の運営 

・ ＰＤ資格試験の合否判定 

・ ＰＤ資格試験記録の保管 

ＰＤ試験センター機能 

・ ＰＤ資格試験実施 

（審査承認） 

（受験） 

（研修要

件規定） 

（研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
承
認
） 

（適切性評価、意見具申） 

（認証） 

（研修） 


