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1　はじめに
原子力安全推進協会（JANSI）は原子力産業界

が技術力を結集して，原子力施設の安全性向上活
動に継続的に取り組み，世界最高水準の安全性を
弛むことなく追求していくことを目的として設立
された組織（「定款」より）である。JANSI浜田
氏に原子力安全文化について講演をして頂いた。

2　安全文化について
2.1　安全文化に関する経緯の概略

チェルノブイリ事故（1986年）は組織事故で
あった。ここでの調査の中でSafety Culture

（安全文化）の言葉が出てきた。その後，いくつ
か安全文化に関する事故（動燃もんじゅナトリウ
ム漏洩事故，動燃アスファルト固化施設火災爆発
事故，原燃輸送使用済み燃料輸送容器データ改ざ
ん）が続き，そして東海村JCO臨界事故，東電
点検記録データ改ざんへと続いた。2003年品
質保証（QMS）が法令要求事項になり，2007
年安全文化醸成活動が法令要求事項になった。そ
して2011年には福島第一原発事故が発生した。
今は新たなチャレンジの段階と位置付けられる。

2.2　安全文化に関する基本
安全の定義はいくつかあり人によって考え方が

異なる。最近では外乱がおこりシステムの性能低
下が起こっても破局を回避し外乱を乗り切った後
は元の状態かそれに準じる状態に復帰するという
概念のレジリエンス（復元力，抵抗力）を念頭に
置いた概念（Safety-II）も提案されている。

従来の「安全第一」の考え方の本来の意味は仕
事のミッションを遂行するために安全を最優先す
るように優先順位を上げることであり，安全が損
なわれるとミッション自体も遂行できなくなると
いう意味と考えている。なお，QMSの副作用

（問題点）としては，手順書やマニュアルに日常
業務を事細かに記載し，その頻繁な書き換えが要
求されている状況が弊害となっているのではない
かと考えている。つまり，
・マニュアルが本当に良いのか？ 人が作るもの

は万能ではない。マニュアルを守っていても事
故は起こるし，守らなくても事故は起こらない
場合が多い。

・ 人は状況にあわせて判断を微調整している。微
小変動にマニュアルの記載内容が追いつかない。
・ 訓練を徹底すればよいという考えもあるが，訓練
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に時間がかけられすぎると，日常業務ができない。
そこで，文化・規範を使おうではないか，との

考え方が生まれた。規範ができれば規範に基づい
て行動する，との考えにつながるのではないかと
期待したのである。安全文化の特徴は以下に示す
通りである。
・ 安全文化の考えの基盤である文化・風土は時間

によって異なる。
・ 安全文化は組織で異なる。
・ 安全文化に関する評価基準の標準化ができな

い。安全文化に優劣がつけられない。
・ よって，安全文化は規制対象に不向きである。
・ 安全文化は，職場環境に影響される。
・ トップダウンで一気に変えようとしてもだめ

で，共感させなければならない。
・ 風土，企業風土，規範・・・これを変えようと

しても，内容に依らず現状の変更自体がストレ
スになるので，現状肯定派の反対がある。

・ 個人の意識の低下が始まっても，安全行動（パ
フォーマンス）はすぐには低下しない。安全行
動の低下がわかった
時には安全文化は相
当悪くなっている。

・ よって，劣化兆候を
見ることが大切であ
る。

2.3　安全文化の定着に向けた道筋と安全文化の
特徴

・ 組織トップのイニシアチブにより，組織が活動
し，個人の意識が変わり，力量も変わり，安全
確保行動ができるようになる。

・ QMSに関しては，正しいプロセスを繰り返す
ことで，安全文化が定着するとの考え方が妥当
である。

・ 安全文化を高めても事故は起きることがある。
規制側からすぐ「安全文化劣化」といわれて事
業者は可哀想である。事故の原因が，いつでも
最後は「安全文化劣化」となるのはおかしい。
複数の事故で組織的要因が共通して考えられる
場合等に「安全文化」に結びつけるべきである。

・ 安全文化活動にはキーパーソンを育成し活用す
べき。彼にインセンティブを与えて実施するべ
きである。

2.4　JANSIの安全文化に関する活動の考え方1）2）

・ JANSIでは安全文化が醸成された状態を，「原
子力安全最優先との価値観を組織構成員全員が
持ち，その価値観が組織中に共通認識として定
着し，その共通認識に基づいて行動がなされる
状態」と定義し，さらに7原則と63の視点を
抽出・設定している。

・ JANSIの安全文化アセスメントでは，アンケー
トとインタビューが実施される。インタビュー
には更問ができる利点がある。アセスメントは
安全文化に関する63の視点で実施される。

2.5　安全文化に関する現状と課題
・ 福島第一原発事故により安全文化をもっと向上

することが要求されている。
・ 「安全文化の醸成」が保安規定で定められ，

PDCA（PLAN-DO-CHECK-ACT）を回して
継続的に改善することが事業者に要求されてい
るが，そのためには何らかの方法で安全文化を
評価する必要がある。

・ 安全文化を直接評価することはできないが，間
接的にはできないことはないと考えられる。

・ その際，「トレンド」を見ることが有効であ
る。定量的評価はできない。

・ 「安全文化の醸成を規制により強制することは
困難であり，おそらく不可能である」との
NRA（原子力規制庁）国際アドバイザーの指
摘もある。

2.6　技術士への期待
・ 技術者倫理は技術者としての事の善悪/正不正

の価値観，安全文化は安全最優先の価値観に基
づくものであり，前者は組織の論理に埋没せず
技術者個人として社会から受容されるもの，後
者は組織の風土に依存するものであり組織によ
り多様な形態があるものである。

・ 安全文化醸成は，メーカー設計者の技術者倫理

写真1　ご講演中の浜田潤氏
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に寄与するのではないか。
・ 核セキュリティ文化への貢献，特に内部職員の

倫理観が重要になってくるのではないか。

3　意見交換会
講演会終了後，講師を交え意見交換会を実施し

た。参加者は規制当局，事業者，メーカー，研究
機関，大学の先生，学生，原子力関係以外の他部
会等である。主な内容を以下に箇条書きで示す。

3.1　事前に提出された意見の紹介
（1）参加者A
・ 組織間の壁を乗り越えて安全文化の醸成に真摯

に取り組んでいこうという姿勢に大きな可能性
を感じる。

（2）参加者B
・ 新規制基準やJEAC4111-2013では，従来

の品質保証（QMS）と安全文化及びリーダー
シップを組み合わせて「総合的な安全マネジメ
ントシステム」を構築することを提唱している
が，規制庁内でも「安全文化やリーダーシップ
をマネジメントできる」とする姿勢そのものに
疑問を持つ専門家も少なくない。しかし，この
方向性が主流となりつつあるのも事実である。
・ 今後「安全文化」に取り組む際には，①QMS

と安全文化の相違点，②安全文化の複数の側面
の認識，③組織が安全文化をマネジメントする
ための方法とマネジメントできる範囲の特定，
という点に着目する必要がある。
・ 安全文化を向上させることができるのは当該組

織自身のみ，外圧では安全文化を向上できない。
・ 安全文化それ自身は測定できない。測定できる

のは「安全文化醸成活動」，「良好事例」，「劣化
兆候」である。
・ 安全文化向上による組織と個人にとってのメリッ

トを具体的にイメージすることが必要である。
・ 技術士が個人として，自ら「常に問いかける姿

勢」を実践し，「報告する文化」が職場内で実
践されていない場合は警告を発する，というこ
とは可能である。そのような技術士の行動が，
組織の安全文化向上にとって有効であると認

識・評価され得る。
・ 「企業倫理遵守状況監視者」というような立場

の者が必要となれば，そのようなポストこそ技
術士が就くべきである。

・ 安全文化醸成活動の計画立案，成果評価に職場
内技術士が関与することが望ましい。

・ 独立技術士が地方自治体等から委託を受け発電
所等の安全文化劣化兆候の有無を評価・報告す
る仕組みの展開等。

（3）部会長
・ 「安全文化」規制の弊害は，規制による監視・

評価を意識して事業者が規制対応目的の体制づ
くりや活動に終始し，個人の意識（第3層）に
やらされ感が蓄積することであり，技術士はこ
の第3層の改善に取り組むべきである。

・ 保全学会の安全文化に関する提言では，事業
者，規制当局の安全文化のレベルを客観的に評
価する仕組みに技術士の活用が提案されてい
る。この期待に何とか応えたい。しかし，その
場合の具体案は技術士会が用意すべきである。

・ 組織内技術士は内部の良い面も悪い面も直に見
ている。

・ 是々非々の客観的な評価が理想ではあるが，
我々はまず「良好事例の紹介」（技術士活用例
もその一つ）から始めてはどうか。「事実を述
べる」ことに徹するのも一案である。

（4）参加者C
・ 技術者倫理と安全文化の関係をどう認識したら

よいのか。過去に部会で議論しているようだが
繰り返し議論されるべきである。

・ 技術士の資質として倫理を求めているが，技術
者に高い倫理観があれば福島第一原発事故が防
げたのか。技術士倫理綱領は原子力安全の確保
の点で十分か疑問がある。

・ 自組織の安全文化醸成度をセルフアセスメント
して持ち寄り，業界全体の安全文化醸成度を評
価・議論してはどうか。

（5）参加者D
・ 技術士は，形骸化しない継続的な改善に繋がる

レビューを担うべきだと思うが，そのためには
レビューワーとしての力量が必要である。
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3.2　議論のテーマ（例）の提示
事前に提出された意見に基づき，進行役より，

議論のテーマ（例）として以下が提示された。
・ 「安全文化」はマネジメント可能か
・ 「技術者倫理」と「安全文化」の関係
・ 倫理感があれば福島第一発電所事故は防げたか
・ 技術士倫理綱領は原子力安全確保に有効か
・ 「安全文化」規制の是非
・ 「安全文化」は評価可能か，誰が評価するのが

適切か，評価者に求められる力量とは
・ 上記を踏まえ，技術士は何ができるか，何をす

べきか

3.3　会場で出された意見（抜粋）
（1）言葉の定義

日本語の単語に置き換えられた後，本来の主旨と
異なる解釈がされていることに注意喚起があった。
・ 参加者E：「マネジメント」のことばの意味を

間違えているのではないか。多くの日本人は
「コントロール」の意味で使っている。これは
おかしいと思う。

・ 参加者F：安全文化については現場で悩んでい
る。方法論は色々。何の為に（目的）を共有す
べき。また，規制する側，規制される側が同じ
テーブルに立つことは有意義である。

・ 参加者E：安全文化とsafety cultureは同じ
か？ 安全文化上の問題と福島第一原発事故の
問題とは別。東電福島の問題はもっと大きな社
会的な問題のはず。本来のSafety cultureと
は違うイメージである。

・ 参加者F：組織文化の「文化」と安全文化の
「文化」の定義は決して同じではない。安全文
化の「文化」とIAEAのいう「Culture」も必
ずしも同じではない。安全文化の「文化」とは
なにかの整理から始めてはどうか。

（2）QMSとの関係（安全文化の位置づけ）
・ 部会員B：規制はあくまでもQMSと安全文化は

別のものとしてその組み合わせを要求してい
る。しかし，各原子力サイトを検査すると事業者
は安全文化をQMSと同じに，あるいはQMSに
組み込んで扱っている。これはおかしいと思う。

・ 浜田氏（JANSI）：安全文化醸成活動をQMS
（PDCA） に 入 れ て い る。 活 動 に 対 し て は
PDCAを適用できるからである。

・ 部会長：事業者は規制により安全文化にPDCA
が持ち込まれたと感じ，規制側は民間基準の
JEACにより安全文化がQMSに取り込まれた

（事業者自ら取り込んだ）という。お互い好ましい
とは思っていない。責任を押し付け合っているよ
うにも見える。しかし，なかなか，このようなこ
とを直接規制側と事業者側で話をする機会がな
かった。その点で今日の意見交換は意味がある。

（3）安全文化の測定
・ 浜田氏（JANSI）：安全文化を間接的に見るこ

とはできる。複数の手法で試行錯誤的にやる。
・ 参加者G：安全文化アンケートを企画・実施す

る立場から，三層モデル（第一層：目に見える
要素，第二層：価値と規範，第三層：基本的想
定）のうち安全文化が見えるのは第一層のみ。
第二層，第三層は見えない。

3.4　意見交換会のまとめ
・ 進行役（部会長）：当初目的の「組織の垣根を越

えた議論」はできたと思う。今日の意見交換は初
回としてはこれで良かった。今後も継続していく。
・ 総合司会：今後は，テーマを絞って意見交換を

していきたい。

4　おわりに
原子力・放射線部会では，今後も安全文化につ

いて活動を継続する所存である。
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