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1　はじめに

私（講演者）は，10年前に原子力・放射線部
会設立に当たって，科学技術・学術審議会の委員
として携わった。技術士制度を広く勉強し，技術
に対する最終的な責任は技術者個人が負うのが世
界の趨勢であるが，日本では，技術者がプラント
メーカーや電力会社といった所属組織のネイムバ
リューで権威付けされているのが実情であり，技
術士制度が活用されないのは残念なことである。
部 門 誕 生 時 の 思 い や，
2008年の部会での講演

「原子力法制度と技術士の
役割」1）を振り返りつつ，今
般部会が取りまとめた今後
10年の活動方針2）に鑑み
て，原子力技術者はどう社
会に向き合っていくべきか
を共に考えたい（写真1）。

2　原子力技術者の事故の受け止め

今，原子力事業を進めていく上で一番求められ
ているのは，2011年3月の福島第一原発事故
によって地に墜ちてしまった，社会の原子力に対
する信頼の回復である。日本技術士会の技術士倫

理綱領には，「公衆の安全，健康，福利を最優先
に考慮」，「地球環境の保全等，将来世代にわたる
社会の持続可能性の確保」等の文言が並んでいる
が，原子力技術者は，本当にそのように活動して
いると国民が見てくれていたのか，真になすべき
ことをなしていたのかを徹底的に反省し，国民の
理解を得ていくことが必要である。さらに，倫理
綱領には「予見し得る環境への影響を可能な限り
最小にするよう努める」とあるが，実際に深刻な
環境影響を発生させてしまった。また，「遭遇し
た技術的問題の論争に対し，これに関する十分な
専門的な見識を有するときは，適宜，意見を表明
する」とあるが，意見の表明には，置かれた状況
を認識する（空気を読む）ことも必要である。講
演者は，原子力技術者など関係者がなすべきこと
をなしていたら事故は防ぎ得たと考えている。

3　以前の原子力安全規制の問題点

2010年4月に原子力安全委員会委員長に就任
し最初に取り組んだのは，事業者のシビアアクシ
デント（重大事故）対策の規制要件化であった。
国際原子力機関（IAEA）の安全基準 NS-R-1「原
子力発電所の安全：設計」でも，深層防護は重大
事故対策を含めた5層の対策を考えることが世界
標準であった。さらにそれがSSR-2/1「原子力発
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電所の安全：設計」に改定されようとしており，
設計拡張状態（原子力発電所施設の設計基準を超
えるような異常な状態）への考慮が明確に要求さ
れる方向となった。このままでは日本の安全基準
が海外に遅れることになるとの思いで，重大事故
対策の規制要件化を働きかけたが，事業者は，既
設プラントに悪影響が及ぶ，訴訟のリスクの方が
高い，などと導入に消極的であった。規制要件化
が実現できていれば，事故対応はかなり違ったは
ずである。米国ではトレーラー搭載のディーゼル
発電機を用意し，いかなる場合にも非常用電源を
複数確保するようにしているが，国内の電力会社
は同様の対策を講じていなかったため，適切な事
故対応ができなかった。真剣に海外に学ぼうとい
う姿勢があれば事故は防げたのではないか。

4　信頼回復に向けた技術士の役割

4.1　反省から信頼回復へ
原子力技術者は，まず，上記のようなレベルま

で掘り下げて事故を防ぐためになすべきことがで
きていたかを反省すべきである。さらに，原子力
利用を推進してきたことを詫びるのでなく，個別に
具体的な問題点を並べてつぶしていく行動を見せ
ることが必要であり，この点を日本技術士会に期待
する。多様な階層，組織，立場の人が集まっている
のは日本技術士会だけであり，個々人の技術士の
思いを汲み上げて，国民の信頼に応えて欲しい。
技術士試験には倫理科目があり日本技術士会は倫
理綱領を掲げている，というだけでは，また，重大
事故を防ぐための活動は事業者及び規制の責任で
あって日本技術士会の責務ではない，といっている
と日本技術士会は信用されない。原子力に対する
国民の信頼は，事業者と規制への信頼，技術力と

写真2　記念講演の様子

誠実さへの信頼である。あの事故の後だからこ
そ，技術士活用の必要性は高まっているといえる。

4.2　許認可制度への技術士資格活用
6年前の講演（2008年9月，「原子力法制度

と技術士の役割」）で述べた原子力技術への信頼
獲得のための規制制度改革の提言は現在も有効で
あると考える。技術力を持つ者が設計・工事の確
認行為を行い，その活動全体を規制当局が確認
し，規制の行動を国民が監視するという関係であ
ろう。規制当局が技術評価して裏書きした規格，
トピカルレポート（個別の審査に先立ち原子炉施
設共通事項についてまとめた技術文書），施設保
安規定，保全プログラム等を通じて，規制制度を
改革していくことは必然である。監督官庁が自ら
全てを審査・検査する時代ではない。規制は，事
業者の技術能力が確認できない場合を除いて，本
来，技術的内容に直接介入する必要はない。原子
力規制庁の職員は，原子力安全・保安院時代から
の問題意識を継続している。これまでに，日本電
気協会，日本機械学会，日本原子力学会等の民間
規格の活用の途はついており，設備の型式認証制
度についても，当面は対象が限られるものの既に
施行され，原子炉等規制法と電気事業法の規制も
一本化された。残るのは，設計製造されたものが
規格に合っているか等をチェックする者の技術力
をどのように確認するのかという問題である。

民間規格の活用は，非関税障壁，著作権の問題
解決にも意味がある。法令は性能要求のみを規定
して，それを実現する設計仕様は民間規格で提案
し，国がそれを認証することで，技術の進歩にも
迅速に対応できる。規格には事業者の説明責任と
いう側面もある。また，以前は，製作・施工の確
認行為（検査）は原子力安全基盤機構が行い，現
在は原子力規制庁が行っているが，発電用原子炉
施設の工事計画認可，使用前検査の多くは，従来
の電気事業法による火力発電規制を踏襲して制定
されたものであり，構造強度面に偏っている。

設置許可及び工認の審査についても，以前の原
子力安全・保安院は審議会等に頼っていたが，審
議は，専門性は高いが俯瞰力に欠ける大学教員頼
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みで，委員の興味本位に走りがちであり，十分に機
能していたとはいえない。国による直接確認を続
けていると，審査に問題があった時には国が重い責
任を負うことにもなる。第三者認証の導入を求め
る意識は現在の原子力規制庁にもある。また，検
査は全数検査から抜打ち・抜取検査＋違反の罰則
の強化へと移行しつつある。計算コードの検証，
解析の品質保証などは事業者の責任となっている。

米国には，ESP（Early Site Permit），DC
（Design Certification），あらゆる検査を含む
ITAAC（Inspection, Testing, Analysis and 
Acceptance Criteria）の制度がある。米国に
おけるPE（Professional Engineer）制度活用
の状況は6年前の講演（2008年9月，「原子力
法制度と技術士の役割」）時点と変わらず，電力
会社やメーカーという組織の看板でなく，技術力
のある個人が設計・検査に保証を与える制度であ
る。ASMEのSPE（Specialized Professional 
Engineer）の活用は法律で定められている。電
力の技術者には運転管理経験が求められ，メー
カーでは規格適用経験が求められる。これに更に
4年間の多様な実務経験を積んで，SPEとして
認められる制度である（図1）。

米国でできて日本でできないという技術的な理
由はないと考えるが，日本では，社会制度上，技
術者個人が責任を負う体制は難しく，受け皿とな
る第三者認証機関が必要になるだろう。設計・製
造・運転・保守に民間の第三者による自主検査を
取り入れ，検査は有資格者が行うべきであり，こ
こに技術士制度活用の道がある。技術士を対象
に，設計・製造・運転・保守のそれぞれの試験・
講習を通じて資格を認定し，第三者機関として検
査を実施することを提案する。

図1　米国ASMEのPE活用制度
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4.3　課題の克服に向けて
国民は安全の保障を国に頼ろうとするが，規制

の実態を知り，いかに国の検査が形骸化している
かを知れば意識も変わるはずである。一方，国の
側も国が全部を審査・確認する方式が機能しない
ことは認識しているが，第三者認証という仕組み
が十分有効であることが見えた後でないと採用に
は踏み切れない。まず，技術士も活用しつつ，民
間が自主的に第三者認証を始め，その有効性を示
すべきである。

原子炉等規制法の改正で，ベンダー・インスペ
クション制度（機器・設備を製作するメーカーの
製造段階における検査）が法制化される等，原子
力の品質保証制度はかなり変わった。規制側の活
動自体の品質保証も求められるようになり，原子
力規制委員会・原子力規制庁も品質保証を取り入
れることになった。原子力規制委員会は，IAEA
の総合的規制評価サービス（IRRS）を2015年
に受け入れることとなったが，IAEAは規制の品
質保証を求めてくる。品質保証活動では，活動の
実効性を評価することが求められるので，実効性
の問題が認識されてくるはずである。

規制改革を議論する場合のステークホルダー
（利害関係者）として，技術者を代表して日本技
術士会が参画すべきである。旧原子力安全・保安
院時代にはステークホルダーを集めての議論の場
があったが，事故以降は，国会で議論すればよい
という風潮が定着してしまった。しかしながら，
東京大学の原子力法制研究会で議論した成果3）

は，関係者の努力により，かなり新規制に採用さ
れた。現在は利益相反のある専門家を全て排除す
る論理が横行しているが，今後は風向きが変わる
であろう。

4.4　技術士制度活用実現の方策
検査を行う者には必要な技術力を持たせるため

の訓練要件，訓練プログラムが必要である。技術
士がいないような団体にその技術があるといえる
のか。検査官の能力証明に技術士資格が必要とい
う考え方には説得性がある。日本技術士会はその
ように働きかけてほしい。多数の検査制度が乱立
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し，検査が細分化され過ぎて実効性がなくなって
いる。これは，規制法改正の積み残しである。原
子力規制庁は，「事業者の一義的責任」という原
則のためにも，プロセス監査型にしたい意向は強
いはずである。日本技術士会は中立組織として社
会にその存在意義を認知させるべきである。技術
士資格は自ら考えているよりは既に社会に認知さ
れていると思うが，技術士資格の保持だけでは不
十分であり，目的に応じた上位資格を更に設ける
ことが望まれる。そのためにも，国への働きかけ
よりも，事業者が自主的に行動すべきである。ま
た，技術士資格はプロの証明であり，市民とのコ
ミュニケーターなど，様々な活躍の場があるはず
である。原子力・放射線部会が技術士の活用を提
案すべき相手は，個人，事業者，メーカー，研究
機関，政府の順番ではないか。制度活用の受益者
は誰よりも技術士自身と事業者である。

原子力事業者に原子力・放射線部門技術士の資
格取得者が少ないのは問題である（表1）。メー
カーは，モノづくりという役割から，構造強度の
ような機械部門の専門家でもよいが，原子力事業
者には原子力・放射線に関する知識を広く有する
という切り口での資格が必要である。資格者数増
加のため組織別技術者数を公表するのも一策であ
る。事業者が，（公益優先を標榜する）技術士は
組織運営の妨げになると考えるようでは問題であ
る。会社の技術力があるというなら，社員に技術
士資格を取らせるべきである。

これまでの日本の産業政策である護送船団方式
も問題であり，企業をより技術力で競争させるべ
きである。技術士数や技術士の処遇を公表して，
技術士が少なく厚遇していない会社は技術軽視で
ある等として「攻める日本技術士会」であってほ
しい。

一定数の技術士が参画して規格基準を策定し，
検査担当者は技術士資格保有が当たり，規制担当
者の育成にも技術士資格を活用するようにして，

表1　原子力・放射線部門技術士の内訳（平成24年度）

原子力関係官庁 原子力事業者 プラントメーカー
約10名 約60名 約130名
研究機関 燃料メーカー その他
約80名 約10名 約130名

原子力技術への信頼を獲得すべきである。福島第
一原発事故は自然現象を起因とする災害であった
が，拡大を防ぐことはできたはずである。原子力
関係者が技術的問題を軽視して十分に議論しな
かったことが背景にある。

原子力・放射線部会が皆で反省事項を集めて持
ち寄り，どう改革するかを社会に発信し，それが
国民の目に触れれば理解は得られるはずである。
まだ，なすべきことをなせていないのである。

5　あとがき

進行役（筆者）による，厳しい内容も期待の表
れと受け止めるとの発言後，参加者による活発な
質疑応答・意見交換が行われた4）。最後に桑江部
会長が，講演内容も踏まえ，今後，「活動方針」
に沿った積極的な活動を展開していきたい旨の抱
負を述べた。講演に対するアンケートでも講演は
非常に好評であった。有意義な講演を賜り，70
名の参加者を得て部会10周年記念行事を成功に
導いていただいた班目春樹先生に改めて感謝の意
を表する。
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