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1　技術者とは
1.1　はじめに

福島原発事故は悲惨な事故ではあるが，「技術
者とは何か」を改めて問いただし，科学技術には
完璧がなく，先達たちの幾多の失敗の上に今日が
あることを再認識させた貴重な教材である。
“人は間違える。そしてそこから学び，前進す

る。これをまず共通認識としなくてはならない。
これこそが教育であり，人材育成の基本である。”1）

科学技術を通して人工物を作ることは，工期，
予算，実用的便宜等の制約の下に，あるところで
割り切ることによって可能になる。

21 世紀は科学技術への依存度は増すことが
あっても減少することはない。しかし高度に分
化・専門化した科学技術の是非は，その分野の専
門家でないと的確に判断できない。技術者はリス
クを合理的に実現可能な限り低減することに努め
るが，「ここまでしか安全は保証されていないこ
と，どのようなリスクが残っているか」を社会に
説明する責任がある。

技術者は評論家ではなく，問題の当事者であ
る。評論家はコメントに対する責任を問われるこ
とが少ないが，技術者は当事者として問題の解決
策を問われ，その結果責任を問われる。

現実には「解」は一つではなく幾通りもある。
自分の採った判断や行動が正解であったかどうか
は分らない。それは再び同じような状況が訪れる

ことはなく検証できないからである。それでも，
技術者は，その時点における最適な解を求めて苦
悩する。

1.2　事故の仮想体験（経験不足をどう補うか）
技術者は多くの経験を積む方が，より的確な

「判断・行動基準」を持てるが，私たちが一生の
うちに経験できることは限られている。ましてや
福島原発事故のような悲惨な事故に遭遇すること
は滅多にない。そこで実際に起きた事故を，第 3
者として批評するのではなく，自らを事故の当事
者の立場において，「私が同じ立場・状況におか
れたら，どう判断し，どう行動するかを考えるこ
と」，すなわち「事故の仮想体験」をすることが
重要となる。これを通じて当事者の判断・行動の
背景が見えてくるので，それが自らの「判断・行
動基準」の形成に役立つことになる。

今回は，福島原発事故における故吉田昌郎所長
（以下吉田氏）の判断と行動を事例として，「技術
者とは何か」を考えてみたい。

2　福島原発事故が技術者に問うたこと
2.1　福島原発事故の直接原因

2011 年 3 月 11 日，東北地方太平洋沖地震
が起きた。福島第一原発は，地震発生直後に外部
電源を失ったが，非常用発電機が起動し原子炉は
冷却された。このままなら無事に収束できたが，
地震発生から約 50 分後，高さ 14～15 m の津
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波に襲われ，地下に設置されていた非常用発電機，
配電盤が海水に浸り故障，さらにポンプ，非常用
バッテリーなどの設備が損傷し，全交流電源を喪
失した。その結果，原子炉は冷却不能となり，爆
発事故となった。

ここでは，津波に対する防潮堤対策と爆発事故発
生時に起きた全員撤退問題について考えてみたい。

2.2　津波に対する防潮堤対策
（1）津波対策における東電の判断と経緯

福島原発事故後，「津波の襲来が予測されてい
たが，東電は対策を講じなかった」と報道された。

吉田氏は福島第一原発所長に就任する前の
2007 年 4 月に東京電力（東電）の原子力設備
管理部長に就任し「東電の津波対策」を判断する
立場にあった。

津波予測に関する当時の政府見解は，土木学会
の「5.7 m」であった。吉田氏は就任直後に起き
た中越沖地震で，新たに活断層が問題になったこ
とを受けて，東電独自の試算を行った。そして「福
島県沖に過去最大級の津波波源があるならば，
15.7 m の津波が起き得る」という結果を得た。

防潮堤建設費は数百億円と見積もられ，実施す
るには社内・政府の了解，地域・地元自治体の了
解が必要である。東電は既に柏崎原発で 4,000
億円，その水平展開で1,000億円を使用しており，
防潮堤建設費は別途予算計上する必要があった。

吉田氏は東電独自の試算だけでは実施が難しく，
学会の公式見解が必要と判断し，土木学会に「津
波予測に対する再評価」を依頼した。その評価が
出る前に東日本大震災が起き致命的事態となった。
（2）土木学会と地震調査研究推進本部の見解

2002 年 2 月，土木学会津波評価部会は，福
島第一原発の津波想定は，5.7 m とし，福島県
沖に「波源」はないと発表した。

一方，2002 年 7 月，地震調査研究推進本部
は三陸沖から房総沖の海溝沿いのあらゆる箇所
で，マグニチュード 8 クラスの地震が発生しう
るとし，「1896 年の明治三陸地震と同様の地震
の波源は，福島県沖も含めて存在し，三陸沖北部
から房総沖のどこでも起こり得る」と発表した。

二つの異なる見解を受けて，総理大臣を本部長
とする中央防災会議は，「土木学会」の見解を採
用し，2006 年 1 月 25 日「津波高さは 6.1 m，
福島県沖と茨城県沖を防災対策の対象から除外す
る」と発表した。
（3）津波対策に対する吉田氏の考え

吉田氏は，事故後，津波対策について消極的で
あったと報道された。津波対策の意思決定をした
当時は，“1200 年前に大きい津波（貞観地震に
よる津波）が来たかもしれないぞという論文が出
始めたころで，津波と地震の専門家が大体 100
人ぐらいいたら，2～3 人がちょっと言い始め
た。”という状況であった 2）。政府事故調査委員
会ヒアリング記録―内閣府（以下吉田調書）3）よ
り該当箇所を引用する。

・学者さんたちが，可能性があるよというのはいく
らでもいえるんだけれども，ちゃんとした設計レベ
ルになっているんですかというと，なっていない。
・実務でものをつくる人間が，デザインベースをも

らわなければ設計出来ないですよ。それが10（m）
だと言われれば 10（m）でもいいし，13（m）
なら 13（m）でもいいんですけれど，こう言う
津波が来るよという具体的なモデルと波の形をも
らえなければ，何の設計もできないわけです。
・今，大変な目をした後で言うと，何かしておけば

よかったなと思いますけれども，それは後智恵で
すから，地震が来る前の条件で考えれば，定説が
出て，学会なり，専門家のきちっとした方向性が
出た時点で対応するしかない。

重要な三つの課題が提示されている。
一つ目は，科学者と技術者との違いである。
科学者は津波の可能性を指摘すれば良いが，技

術者は実務としてものをつくる。津波対策は，どれ
くらいの津波を想定するかという設計ベースの提
案に基づいて，どこかで割り切って設計・実行する。

二つ目は，何故，地震学者達の警告が採用され
なかったか，すなわち「津波に警告を発するとす
れば，どの様にすれば良かったか」という説明責
任の問題である。

元日本学術会議会長であった吉川弘之氏は，“科
学者は自説を主張することに留まり，現時点で科学
的に確かであることを科学者間で議論し，社会に
発信することができていない。多様な自説は科学
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者の世界では重要だが，社会は最も確かな結論を
求める。日本学術会議は科学者コミュニティの代
表として改めて社会に向き合い，大学などの協力
の下に組織・分野を超え，科学技術の在り方を含め，
社会に的確な助言をすることが期待される。”4）

これは，科学者や技術者が，社会に対する説明
責任を果たす際の重要な提言である。

三つ目は，「大変な目をした後でいうと，何か
しておけば良かった」という吉田氏の述懐である。

東電はリスク管理者としての責任を問われた。
すなわち，福島原発事故の教訓は，異常な危険に
対しては，科学的根拠が不確実で発生確率が低く
ても，何らかの対応策を講じる必要があるという
ことであろう。

加藤尚武京都大学名誉教授は，“これまでは低
い確率で大きな損害＝高い確率で小さな損害とい
う確率論的リスク評価をしてきたが，異常な危険
には無過失責任を適用される。過度の損失はそれ
が度重なると人間の生活が成り立たなくなるから
である。すなわち確率論的評価では，「異常な危
険は事実上ゼロにせよ」という条件を吸収できな
い”と指摘している 5）。

福島第一，第二，女川原発は，いずれも想定以
上の津波に襲われたが，福島第一だけが致命的被
害を被った。この違いは，電源が一部でも確保で
きたかどうかである。福島第一は，非常用発電
機，配電盤，海水ポンプなどが津波によって機能
を喪失した。福島第二は非常用発電設備が気密建
屋内にあった。女川原発は，非常用発電設備が高
台にあったため全電源喪失にはならなかった 6）。

畑村洋太郎東京大学名誉教授は，“日本は，「小
さな事故を起さないためには神経を集中させてき
たが，一旦事故が起こった後のことを十分には考
えてこなかった」と総括できる。津波対策といえ
ば，「防潮堤を高くして防ぎ切るしかない」と単
純に考えるのは誤りである。わずかな浸水も許さ
ないというのではなく，視点を変えて炉心損傷に
至る過酷事故をギリギリにでも防ぐことができな
かったか」を考えてみる必要がある。”と述べて
いる7）。完璧な対策は理想的だが高コストになる。

「最悪を防ぐという観点から低コストの対策もあ

る」というリスクマネジメントへの提言である。
類似の事態は私たちの判断・行動の中でも起き

てくる。技術者は「不確実な状況下での意思決定」
に対する貴重な教訓として活かす必要がある。

2.3　福島原発事故における撤退判断
東電本店から官邸に「現場から全員が撤退す

る」という申し入れがあり，当時の菅首相は東電
本店に早朝乗り込み「撤退は許さない」と叫ん
だ。しかし吉田氏をはじめ現場の技術者達は撤退
を考えてもいなかった。吉田氏は「何を馬鹿なこ
とを騒いでいるのか，本店だとか官邸でくだらん
議論をしている」と政府事故調で証言している。
吉田調書 3）より該当箇所を引用する。

・基本的に私が考えていたのは，第一原発をどうや
って安定化させるかということに尽きる。そうい
う時に我々が現場を離れるということは，絶対に
あってはならない。かといって人命は非常に尊い
ので，関係のない人といったらおかしいが，事故
の収拾に直接関与していない人には避難していた
だく。
・ただ，やはり現場で原子炉を冷やしたり，そうい

う作業をしている人間は撤退できないと思ってい
たし，本店にも撤退ということは一言も言ってい
ないし，私は思ってもいなかった。
・覚悟というほどの覚悟があったかはよくわからな

いが，結局，我々が離れてしまって注水ができな
くなってしまうということは，もっとひどく放射
能漏れになる。そうすると 5，6 号機プラントは
なんとか安定しているが，人もいなくなると，結
局あそこもメルト（ダウン）するというか，燃料
が溶けることになる。そのまま放っておくと，も
っと放射能も出る。福島第二原発も一生懸命，プ
ラントを安定化させたが，あそこにも人が近づけ
なくなるかもしれない。そうなると非常に大惨事
になる。
・そこまで考えれば，当然のことながら逃げられな

い。そんな中で大変な放射能，放射線がある中で，
現場に何回も行ってくれた同僚たちがいるが，私
が何をしたというよりも，彼らが一生懸命やって
くれて，私はただ見てただけの話だ。
・私は何もしていない。実際ああやって現場に行っ

てくれた同僚一人一人は本当にありがたい。私自
身は免震重要棟にずっと座っているのが仕事で，
現場に行けていない。

技術者として，三つの重要な課題がある。
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一つ目は，技術者は「命がけの仕事に直面した
とき，どう判断し行動するか」という課題である。

このような危機的状況に対する法的な取り決め
はないが，技術者達は「自分たちが持ち場を離れ
ると，更に過酷な事態が予想されるので，自らの
命を賭けて事態の収拾にあたった」ことになる。
すなわち，公益のためには，技術者は自らの命を
も賭けることがある。これは技術者の性（サガ）
であろうか？

三菱自動車，日産自動車，神戸製鋼所などの企
業不祥事に係わった技術者達は，命に係わらない
までも，技術者としての社会的責任と自らの生活
とのバランスの中で苦悩したものと考える。

二つ目は，リーダーとして「部下に残れ」と指示
できるかという問題である。吉田氏は「私は何も
していない。実際ああやって現場に行ってくれた同
僚一人ひとりは本当にありがたい」と述べている
ように，吉田氏から明確な指示は出ていなくとも部
下は残った。吉田氏は「最後まで残る」と決断し
ていた。その決断と日頃からの信頼関係があって，
技術者達はリーダーと行動を共にしたと考える。

三つ目は，福島第一原発の現場にいる技術者達
の思いは，官邸と東電本店には伝わっていなかっ
た。なぜ，このような誤解が生じたのであろう
か？これに関連することを下記に引用する 8）。

「撤退」という表現自体，福島第一原発では，運転
員を免震重要棟に戻すことを指すものとされてい
た。その言葉が官邸や本店では，免震重要棟からプ
ラント外に「撤退」することと受取られたことを吉
田は心外に思ったと国会事故調査委員との面談で漏
らしている。

現場はプラントからの「撤退」など考えてもい
なかったが，政府・本店では「撤退」という言葉
を聞いたときに，プラントからの撤退と受取った
可能性がある。東電本店と現場とのコミュニケー
ションや信頼関係が崩れていたといえる。

3　技術者とは何か
技術者は，問題の当事者として解決策を迫ら

れ，その結果責任を取る。その際に必要なことは，
周囲への説明責任と信頼である。

日本社会はリスクのないことを安全と考えてい

るが，ISO ガイド 51（2014 年版）では，「許容
されないリスクのないこと（freedom from risk 
which is not tolerable）」を安全と定義している。
「リスクゼロ」は理念目標であって，常に幾ば

くかのリスクが存在している。物事にはリスクと
ベネフィットがあることを，原子力分野に限らず，
技術者は社会に説明してきたであろうか？

社会からの信頼を得るには，専門能力の研鑽と
共に正直かつ誠実であることが求められる。

全米プロフェッショナルエンジニア協会が定め
た倫理規定の前文では，技術者は最も正直かつ誠
実な（honesty and integrity）存在として期待
されている。
「技術者を最後に支えるものは何であろうか？」

それは技術者として技術に忠実な判断と行動であ
る 9）。
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