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特 集 技術者倫理と安全

電力事業に携わる人々の倫理意識について
～次世代への架け橋となる使命感～

株式会社　ユウワビジネス　佐　　藤　　　　　清＊

1.  電力事業の将来性を明察した先駆者たち

　昨年の大晦日の午後，早咲きの梅の香が薫る本駒
込の吉祥寺を訪ね，榎本武揚の墓参を行った。榎本
は，伊能忠敬の内弟子として西日本測量に随伴した
測量技師を父として，長崎海軍伝習所に学び，その
後，江戸幕府の留学生として約４年に亘りオランダ
で暮らした。その間，蒸気機関学，軍艦運用に関わ
る諸科目をはじめ自然科学全般と国際法を，彼の国
の泰斗ともいうべき人々から学んだ後，開陽丸で帰
国して，事実上幕府海軍の司令官となった。榎本に
は幕府崩壊後の戊辰戦争・函館戦争におけるイメー
ジが付き纏い，毀誉褒貶が激しいが，その本質は技
術官僚ともいうべきもので，明治日本の近代化の姿
を見通し，その先に技術立国を展望した人物であ 

る。
　東京電燈によるわが国初の電気の一般供給の翌年，
1888年（明治21年）に逓信省工務局長の職にあった
志田林三郎は「電気工学の開拓発展こそが，日本の
緊急かつ重要な課題であり，一日も早く専門家が相
集い，相互に助け合って難事業に当たる必要がある」
との考えのもとに，逓信省内に電気学会を発足させ
た。会長には時の逓信大臣 榎本武揚が就任した。
榎本はオランダへの留学時代から物理学を嗜み，そ
の後の諸外国への視察を通じて，欧州における産業
社会の勃興を肌で感じ，電気の可能性を予見する先
見性を有していた。学会創立後の初会合における挨
拶の中で，研究開発の重要性と，進歩の著しい電気
工学を独立した学問分野として深化・発展させてい
くべきとの堂々たる達見を示している。
　明治後期から大正年代に至る電力事業の飛躍期に
は，需要の増加に伴い水力発電と火力発電にも様々
な革新技術が投入されるが，ここでは江戸期に学問
の土壌を整え，明治以降西欧から果敢に吸収した近

代土木工学と機械工学の知見も大きく貢献した。
　明治の産業革命期から大正初期に相次いで成立し
たエンジニアを名乗る技術研究者団体である電気学
会，日本機械学会，土木学会など工学系学会の活動
は多岐にわたるが，西欧発の様々な学問分野の専門
用語を日本語に移し替え，時に新しい言葉を創造し
て，概念や哲学まで巧みに盛り込むことに心血を注
ぎ，日本語の専門用語として定着させたことを特筆
したい。これにより，多くの国民が科学・技術に親
しむことができるようになり，電力事業を支えるこ
とになる三大基盤技術分野の科学者・技術者の底辺
が拡大し，日本において近代的な産業社会が成立す
る下地が早い時期に築かれた。

2.  電力事業を支える技術の特質

　明治初期の政府の政策は，近代的な産業の振興を
図るために，富国強兵，殖産興業を目標として掲げ，
関連する政策を推し進めた。その結果，この時代の
主な産業は当初は官営として創業し，その後，明治
10年代半ばの産業政策転換とともに，払下げという
形で民営に移行した。一方，電力事業は政府の援助
を受けず，民間人の創意工夫のもとに資金を投入し，
市場を開拓し，技術も開発するなど，自ら事業リス
クを負う形で船出し，時流に乗って急速に発展した。
　電力事業の推進主体である電力会社は，資本主義
社会における企業体として利潤を追求した結果，群
雄割拠の激しい闘争の時代も経験した。太平洋戦争
を挟んで，国家管理と民営化９電力体制の確立など，
経営史的には幾多の紆余曲折があり，今日再び，本
格的な競争の時代を迎えようとしている。
　社会における基幹的な産業として，電力事業には
いつの時代も需要家に対する安定供給が求められた。
厳しい自然環境の中で，電力技術の向上・革新は不
可欠で，技術分野に携わる人々は，技術向上へのた
ゆまぬ努力を重ね，着実に進歩の歴史を刻んできた。＊さとう　きよし　取締役
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彼らの地道な姿勢が，電力事業発展の基盤を支えて
きた。例えば，新鋭火力発電機器の製造には高温高
圧に耐える材料が不可欠で，それには金属工業や金
属機械工業の発達と熱工学の発展が前提となる。大
規模ダム式発電所の建設には，水車発電機製造技術
の向上に加え，革新的な土木施工技術と建設用大型
機械の開発が必要である。こうした多様な技術分野
の成果が総合的に用いられてはじめて，電力技術の
進歩は成し遂げられた。
　社会生活と産業の基盤を担う膨大な設備を擁する
電力事業は，技術基盤の面においては，電気 /電子
工学，土木工学，機械工学，原子力工学，材料工学，
化学工学，環境工学等の広範な研究開発成果に支え
られ，電力会社，研究所，各種プラント・機器メー
カー，ゼネコン，設備運用・保守会社などで働く人々
が一体となってそれぞれの仕事を遂行することによ
って成り立っている。常に高い使命感と相互の連帯
が求められ，時に人命にも関わる頗る公益性の強い
ライフラインを支える産業である。電力事業で働く
人々の倫理観は，そうした歴史と事業環境の中で育
まれ，形成されてきた。

3.  電力事業における経営者の倫理観
－環境倫理の先駆け－

　日本における電力事業130年の歴史の中で，事業
運営に対する考え方を経営思想にまで高め，今日性
を有するのは木川田一隆であろう。企業の社会的責
任「自由企業は率先して自主的に社会に対して責任
を負うべきこと」を掲げて経済界を主導し，企業活
動の中で実践した。木川田は恩師 河合栄治郎の精
神を受け継ぎ，物事の本質を見てあるべき理想社会
を念頭に置きながら，同時に現実を直視し，その生
涯を通じて現実の中から一歩一歩，理想への歩みを
進めた。木川田の経営思想の発現は多岐に亘るが，
本章では同時代の日本が直面した環境問題との関わ
りについて記す。
　戦後経済復興期の1950年代後半，電力事業の生産
形態が水力中心から火力中心に転換し，エネルギー
の流体革命で安価な石油による安定供給体制が軌道
に乗った。その一方で1960年代を迎える頃から，日
本では近代産業社会の歪ともいうべき公害問題が顕
在化し始める。木川田は早くから公害問題が社会に
与える甚大な影響を予見，危惧して，東京電力，そ
して電気事業連合会の中に矢継ぎ早に環境対策に関
わる委員会を設け，良質燃料の調達や大気汚染防止

のための火力発電設備・運転の高度化に邁進した。
企業は公害問題を克服する社会的責任を有するとの
人間尊重主義の立場で，公害未然防止対策の重要性
を訴え，1960年代後半には，首都圏に立地する火力
発電所として，世界で初めて硫黄分を含まない
LNG（液化天然ガス）専焼の南横浜火力発電所（１
～３号機 合計出力115万 kW）を完成させるとともに，
それまで顧みられることのなかった硫黄含有の少な
いインドネシア産ミナス原油を大井火力発電所（１
～３号機 合計出力105万 kW）の燃料として選択した。
　当時，LNGは石油と比べ約３割高く，社内では
導入反対の意見が大勢を占めたが，「人間の命に関
わる公害を防ぐためには，環境負荷の小さい燃料を
選択すべきで，そのコストは企業努力の中で吸収す
るのが経営者の責務である。」として，最後は社長
決裁で採択した。大井火力発電所建設に際しては革
新系の美濃部都政のもとで，「電力不足は理解する
が過密地帯の東京湾に建設するのは反対」との意見
が多い中，その根底となる理由に真摯に耳を傾け，
人々の感情を慮り，それらを克服する具体案を迅速
に提示した。そして，世論をバックに立つ美濃部知
事との公開論争の中で，火力発電所，延いては長期
的視座にもとづくエネルギー政策の必要性を，社会
的コンセンサスとして形成した。価値観の多様化し
た現代社会における創造的な合意形成を果たした事
例として，記憶に留めておきたい木川田の事績であ
る。

4.   自然災害との闘いの中で育まれた事業現
場を支える人々の倫理観

4. 1　技術と人間を見つめる心眼
－使命感への問い掛け－

　電力事業は，いつの時代も自然災害との闘いであ
った。各地域特有の気候や地形などにより，自然災
害の態様は様々であるが，陣頭指揮を執った責任者
と現場で復旧活動に当たった数多くの人々の安定供
給に対する使命感が，危機を乗り越えてきた。
　2011年３月11日の東日本大震災の時，東北電力新
潟支店長だった矢萩保雄（現 ユアテック会長）は
地震発生から僅か44分後の15時30分に，新潟支店と
管内12の営業所から同社社員と工事会社社員で構成
する配電復旧支援部隊の第一陣375名を仙台に向け
て出動させた。宮城県沖地震に備え，道路が渋滞す
る前に動き出すための，自律的に緊急出動できるル
ール決めをしておいたことも奏功した。同日19時に
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は第二陣194名，翌12日未明の３時には第三陣138名
を送り出した。その数は支店管内の配電部門の社員
の約６割に相当する。その後2012年の３月末まで新
潟支店は93回，延べ45,500人超の復旧支援部隊を送り，
復旧・復興を支えた（図１）。

　矢萩は，1994年の三陸はるか沖地震を青森支店の
配電課長として，2004年の新潟県中越地震を新潟営
業所長として体験し，2007年の新潟中越沖地震と翌
2008年の岩手・宮城内陸地震の時は本店のお客さま
本部副本部長であった。度重なる地震災害を経験す
る過程で，矢萩が率いる配電部隊は，発生確率の高
い宮城県沖地震を想定し，「訓練でできないことは
本番でもできない」との思いで，復旧技術や判断力，
統率力を磨くため，平時から軍隊並みと言われる厳
しい実働訓練を積み重ねていた。普段はデスクワー
クをしている事務職員も後方支援部隊として震災発
生当日の夜に被災地に入り，食事の手配から燃料，
資機材の受け入れ，トイレの清掃まで担った。若か
りし頃から誰よりも電力輸送の現場を見てきた矢萩
は，技術と人間に関する優れた心眼を培い，危急時
には何が必要か，後方支援はどうあるべきかについ
て，確たる信念を持って統率した。
　2000年以降，電力自由化によるコスト構造改革の
名のもとに，人員削減，予算削減を迫られ，配電部
門においても順次業務の請負化・委託化が進められ
た。業務範囲は設計・設備点検，停電事故対応など
多岐に亘り，このことが電力会社の直営技術力の顕
著な低下を招いた。現場を真摯に見る機会の喪失は

問題意識の希薄化に繋がり，技術継承力，技術開発
力の低下に連鎖した。委託した工事会社の安全管理
や工事方法を実質的にチェックできないことは，工
事会社の能力低下にも連なり，矢萩は安定供給に支
障を来たす事態を強く懸念した。

　業務の請負化・委託化の流れを
反転させるべく，４分の３が夜間・
休日に発生する停電事故対応の一
部を社員自身が直営で行うことに
方針を復帰し，徐々に技術力と外
部からの信頼感を回復させた。そ
して，現在では80～90％を直営で
実施できるまでに戻ってきた。ま
た，技術の伝承と，「日本の電気
は自分達が守っているのだ」とい
う電力マンとして矜持を持たせる
ための継続的な直営技術力向上策
として，社員の工事会社への出向，
非常災害訓練の継続，非常災害を
想定した技能競技大会の復活を実
現し，さらには中核人材育成のた
めのテクノセンターも管内７県に

開設している。
　恬淡として飾り気がなく，平明な言葉で語る勁草
の如き矢萩の姿を想い起す時，執務室の壁に掛けら
れた大徳寺大仙院 尾関宗園和尚の詩句「今こそ出
発点」の冒頭４行＜人生とは毎日が訓練である　わ
たくし自身の訓練の場である　失敗もできる訓練の
場である　生きているを喜ぶ訓練の場である＞が自
然と口ずさまれる。

4. 2　復興のシンボル
－東北電力原町火力発電所－

　東北電力の原町火力発電所は，福島県南相馬市の
太平洋岸に位置する石炭火力発電所で，１号機（1997

年運転開始），２号機（1998年運転開始）ともに国
内最大規模の100万 kWを擁し，同社の約11％を賄
う基幹電源である。超々臨界圧のボイラおよび蒸気
タービンを採用し，44％を超える熱効率を達成した
世界最高水準の設備でもある。東日本大震災の際に
は，発電所を囲むように東側と南側から襲来し，重
なり合って高さ18 mに達した津波に直撃され，甚
大な被害を被った。石炭を陸揚げする揚炭機全４機
が破壊され，８万トン級の石炭運搬船も岸壁から
100 m以上も沖に引き摺られて座礁した。さらに発

図１　災害時の復旧体制
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電所敷地を遡上した津波は漂流物を巻き込み，陸続
と軽油タンク，重油タンク，灰処理設備，電気集塵
器などを襲い，事務本館ビルの３階天井まで浸水し
た。高さ38.4 mあるタービン建屋の１階には，押し
流された車が突っ込んだ（図２）。

　甚大な被害が発生する中，非常用発電機が無事で
あったこと，ならびに防波堤の被害がなかったこと
を記しておきたい。1952年に運転開始した同社八戸
火力発電所では，1960年にチリ地震に起因して襲来
した高さ約3.3 mの津波で，タービン建屋１階フロ
アに設置していた非常用発電機の機能を喪失した。
以後，同社では非常用電源装置の２階フロアへの設
置を励行してきたことが奏功した。また，防波堤に
は，日本で初めての津波波力を分散させる傾斜堤ケ
ーソンを採用したことにより，当該設備への被害が
殆どなかった。女川原子力発電所の奇跡とともに，
同社技術陣の安全意識の高さを示すものである。
　震災後間もない2011年６月末から，発電所の復興
を託されて原町火力発電所長に就任した樋口康二郎
（現 常務取締役）は，まずは散乱した膨大ながれき
の処理とタンクから流出した重油の回収に取り組ま
なければならなかった。同発電所は福島第一原子力
発電所から30 km圏内に位置し，９月30日に緊急時
避難準備区域指定が解除されるまで構内作業が制限
されたが，作業員の放射線管理を徹底させながら，
着実に進めた。
　同年８月末に発電所復旧工事に関する同社経営層
の正式な裁可が下ると，樋口は発電プラントメーカ
ーとゼネコンの責任者を招集し，「１・２号機を同
時に，しかも工期を短縮して復旧させたい。できな
い理由を考えるのではなく，どうしたらできるかを

考えて欲しい。」と訴えた。女川原子力発電所再稼
働の見通しが不透明で，７月には豪雨のため新潟と
福島の水力発電所29か所，約100万 kWの供給力も
失う中で，供給力不安から早期に脱却するための，
非常事態における常識を超える要請であった。無事

故・無災害・無事件を標榜して，工
事エリアの重複，資材置場の不足，
宿泊施設の不足を克服しながら，復
旧工事費を抑制して進めた。発電所
の顔役となり，地元自治体，警察，
消防などと綿密な連携を取りながら，
最大で一日約4,600人，延べ120万人
の力を結集して，予定を数か月前倒
して１・２号機ともに2013年４月ま
でに相次いで営業運転を再開するこ
とを成し遂げた。工事期間中，毎日
の安全パトロールを励行し，管理職
社員が元請会社の安全朝礼に参加す
るなどして，常にコミュニケーショ

ンが取れるようにした結果，事故・事件もごく僅か
に抑えた。樋口は技術者にとって最も重要なのは「正
直」であることと「責任感」が強いことであると語
る。一見して余りにシンプルな言葉に思えるが，松
永安左ヱ門が自叙伝で語っていた，公益事業として
の根本である「正直と正確」に通じる考え方である。

4. 3　風雪に耐えるということ
－登別・室蘭大停電の試練－

　2012年11月27日の未明，発達した低気圧の影響に
より，北海道胆振地方・日高地方の太平洋岸を中心
にこの地方では類例のない暴風雪が襲い，瞬間最大
風速39.7 mを記録した。この時の気温は 0 ℃前後，
翌日以降も最低気温が氷点下5.2℃，最高でも4.6℃
という厳しい寒さだった。午前３時40分の久保内の
配電線事故を皮切りに，室蘭中央の配電線事故が続
き，７時40分には66 kV幌別線の鉄塔も電線着雪と
強風により倒壊するなど，室蘭市，登別市をはじめ
近隣の３市４町において最大で約56,000戸が停電し
た。室蘭市の総世帯の60％超，同じく登別市の約
85％に停電が発生し，幌別線の復旧により11月30日
午前６時25分に停電が解消するまでの間，市民生活，
産業，交通，金融，病院・福祉施設など都市機能の
すべてが麻痺し，大混乱に陥った。
　復旧に向けた司令塔となる北海道電力室蘭支店社
屋も停電に見舞われ，対策室や配電指令のための最

図２　原町火力発電所の地盤高および津波高（推定）
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低限の電源は非常用発電機で賄ったが，暖房はすべ
て停止した。非常態勢を陣頭指揮した石黒基支店長
（現 取締役常務執行役員）は，どんな事態になって
も「誰の命も失わないこと」を第一の目標に任務を
遂行するように号令を発した。灯りと暖房を失い，
暴風雪の中での作業から戻った人々の作業服を乾か
すことも，これから作業に向かう人々が図面を満足
に確認することもできない中，北海道電力グループ
一丸となり，４日間で延べ2,140人を動員し，僅か
の仮眠をとるだけで復旧作業に当たった。近くのホ
ームセンターでポータブルストーブの在庫数台があ
ることが確認できたが，同社の購買行動が，一般市
民が暖を確保するための手段を奪うことになること
を危惧し，買うのを控えた。
　復旧作業の中で，ライフラインを守り続けてきた
北海道電力グループの底力を見せつけたのは幌別線
「仮鉄塔」の建設であった（図３）。時折秒速30 m

の風が吹き荒れる中，約100名の熟練者中心の作業
員が不眠不休で，鉄塔を１日半，架線工事を含めて
２日半で建設完了させた。これにより，停電からの
全面復旧に向けた道筋がついた。

　また，「誰の命も失わないこと」という目標のも
とで，自治体に対しても臆することなく避難所の設
置や自衛隊への出動要請を申し入れ，一般市民，町
内会，そして患者の生死を預かる医療機関等との連
携・協力のもとに被害を最小限に食い止める努力を
払った。
　36年間の会社人生の半分を室蘭，それに先立つ札

幌，岩見沢，旭川，小樽の５支店で勤務してきた石
黒は，電力事業における現場の重要性，地域社会の
人々との日常的な交流の大切さを皮膚感覚で理解し，
電気工事会社等グループ OBから聞いた過去の災害
時の対応成功例も，意識の中に組み込まれていたよ
うに思われる。石黒は，27日の早朝出社した時，入
院患者を抱える地域の総合病院の殆どや新日鐵，日
本製鋼所など室蘭を代表する企業も既に停電してい
るのを認識した。敬虔なキリスト教徒である彼は，
「もし，この停電で人を死なせてしまえば，神にこ
の世での証（あかし）をすることは出来ない。」と
沈思して，事故復旧に全力を挙げることを誓った。
「電力の安定供給を支えている，歴史に名を残すこ
とはないであろう無名のヒーロー達の努力が，社会
から評価されることを目指したい。」と語る人物に
相応しいエピソードである。

5.   原子力発電の登場と電力事業を巡る社会
環境の変化

　今日，電力事業における倫理の問題を考察する時，
原子力発電の問題を避けて通ることはできない。日
本政府も電力会社も，一貫して原子力の平和利用の
観点から原子力発電の導入，推進を行ってきた。
1970年代以降の産業社会の発展と国民生活の向上，
そして財政や雇用の面などで立地地域に果たした原
子力発電の役割・貢献を十分に評価した上で，社会
環境が変化する中における現実を見つめる必要があ
る。
　化石燃料資源の有限性・価格変動性，地球温暖化
問題，大規模水力発電の環境性，新・省エネルギー
の経済性等を考えると，福島第一原子力発電所の事
故にも拘わらず，原子力発電，火力発電に代わり得
る安定性と経済性を兼ね備えた新たな発電装置・ネ
ットワーク技術が開発されるまでは，原子力発電を
重要な選択肢として保持すべきであると考える。防
衛，食糧，エネルギーは国家百年の大計として考え
なければならない問題で，特に化石燃料資源を海外
に依存している日本においては，自国のエネルギー
安全保障のことだけを考えて済ませる訳にはいかな
い。視野を中国やインドなどエネルギー消費が増大
している国々に拡げれば，1990年代に電力中央研究
所の理事長を務めた依田 直が世界に問い掛けた「ト
リレンマ問題とその克服」に関する問題提起は，今
日において 3E＋ Sと云う形で脈々と生きている。
　原子力発電が日本の電力供給の根幹を担う過程に

図３　幌別線の仮鉄塔建設
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おいて，地震多発国における原子力発電システムの
耐震安全性や放射線防護を巡る学者間の多様な見解，
ならびに発電所立地地域への振興策の結果もたらし
た自治体財政の拡大と交付金依存などにより，電気
事業と社会の関係は複雑化した。
　福島第一原子力発電所の事故の後，原子力発電所
の安全性を高める観点から，事故は起こり得ること
を前提としたリスク評価研究が，電力中央研究所な
どで行われている。技術の不完全性を考えれば当然
であり，この研究成果が発電所において活用される
日もそう遠くはないと期待している。そうした中で，
原子力発電の推進を巡って見解を異にする人々の間
には，東日本大震災後，特に“位相のずれ”とでも
いうべきものが顕著になっているように思われる。
　原子力発電の推進に反対，慎重な人々の見解は多
様であるが，（1）福島の大事故の後，原子力発電を
推進する大義はあるのか，（2）高レベル放射性廃棄
物処分場の建設・稼働はいつ実現するのか，（3）地
震国日本において各原子力発電サイトを襲う可能性
がある地震・津波の不安感から抜け出せない，（4）
長期的な視座でエネルギー問題を考えた場合，原子
力発電も過渡的な電源であるはずで，より重点的に
新エネルギー研究開発投資を行うべきである，とい
った意見を聴くことが多い。
　いずれも真摯に受け止める必要がある難題である
が，私も含め推進してきた人々は，それらの問い掛
けに誠実に応えていく責務がある。反対する人々の
意識の根底にある倫理意識は，被災地を直視する眼
と，政治の力では救うことのできない民衆の魂の救
済を念じた宗教，哲学，文学などの営みの中で培わ
れてきたと思う。人々の精神の本質は計量を許さぬ
ものであることを考えれば，科学的な知見を積み上
げたわかりやすい説明だけでは心に響かないのは当
然である。原子力発電の必要性は漠然と感じながら
も，安全性に不安を感じるが故に，原子力発電の推
進に懐疑的な人々は少なくない。原子力発電を推進
する人々には，自ら拠って立つ見解に誤謬があり得
ることを認識し，立場を異にする人々との対話の中
で，ある部分は自らも変わっていくつもりで，それ
らの人々に語り掛けるべき言葉と柔軟な精神を有す
ることが求められる。それなくして，福島の人々と
向きあう事はできないだろう。
　技術進歩の負の側面の帰結がもたらす，十分に予
見し得なかった社会的・文化的な陥落を前にすれば，
巨大で，軍事技術への転用を防ぐために公開性に制

約があり，常に厳しい放射線安全への姿勢・取り組
みが問われる原子力技術について，人間の主体性の
回復と支配の確立が，技術者倫理上も課題である。
　国民参加型の有意な討論は，決定のための必要条
件であるが，望ましい公共的な意思決定のあり方の
模索が続き，常に結論は先延ばしとなる。例えば，
高レベル放射性廃棄物とその容器，管理方法につい
て，完璧な情報公開が行われて，十分に科学的な吟
味・評価がなされたとしても，「これから一万年に
亘り安全であることが証明された」と保証出来る人
間はおらず，「実験と解析によって，安全であるこ
とが予測可能である」と言えるだけであろう。実は，
それは原子力発電だけの問題だけではなく，火力発
電から排出される CO2 の地中や海底への貯留量の膨
大さや社会的受容性の困難さを考えれば，早晩，火
力発電も直面する可能性のある課題なのである。
　これらの問題は，技術を評価・判断する枠組みを
どのように形成するのかというテクノロジー・アセ
スメントの問題に行き着く。有効な合意形成と意思
決定が可能であるような情報共有化の構造を，文化
的基盤として私達が構築できるかどうか，最終的に
誰が決断するか，そして事業者に対する信頼が問わ
れることになる。私は，原子力発電の技術的可能性，
社会的な成立性を狭めるべく帰結しようとしている
のではない。原子力発電なしでエネルギーの安定供
給ができ，地球温暖化問題も緩和できる見通しがあ
るのならば，この選択肢を放棄しても良いであろう。
だが，どう考えても当分の間は難しいであろうと思
うが故に，呻吟しているのである。

6.  電力技術と倫理に関する根本的な課題

6. 1　技術思想の再構築
　現代社会では，科学技術の展開が人間の論理から
離れて，科学自体の論理あるいは資本の論理に操ら
れ，自己増殖的になされる懸念がある。現代の技術
文明は様々な面で科学技術やその成果物である巨大
システムに依存しているが，東日本大震災は現代社
会に横たわる哲学や技術思想についても，改めて再
考を迫っている。技術思想については，様々な考察
があり得るが，電力事業を支える技術に関連して言
えば，巨大化したシステム，何世代にも亘り運用し
ていく施設を，いかに安全に管理・運用していくか，
という「空間」と「時間」に関する問い掛けである。
　数多くの技術分野の成果を土台として，全体像を
把握するのが困難なほど巨大で複雑な電力施設・シ
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ステムの健全性をいかに保つか。新技術の導入，様々
な改良やメンテナンスが，全体にどのような影響を
与えるのか，部分ごとの判断や意思決定に依拠させ
ず，全体像を俯瞰するための日頃の修練と，緊急事
態が起こった時に，的確な指示を出すための備えが
必要である。
　原子力発電に代表されるように，長期のライフサ
イクルを想定せざるを得ない施設の設計と運用にも
再考の余地があるだろう。50年の歳月が流れる中で，
材料の製作・評価技術や制御技術は進歩し，雷や風
雪，地震・津波などによる自然災害に対する科学的
な知見も明らかに豊富になる。また，経済社会が発
展する中で，必然的に人々の価値観にも変化が顕れ
る。だが，施設やシステムは初期の設計思想に制約
され，経済合理性も追求しなければならない中で，
初期投資が大きいほど社会の変化や新しい技術に対
応することには自ずと限りがある。
　核燃料サイクル施設など，個々の人間のライフサ
イクルに比べ遥かに長期の健全性が要求される他に
類例のない施設においては，何世代にも亘る人々が
事業に携わる中で，安全第一の設計・管理思想の本
質を風化させることなく伝承していく仕組みを確立
する必要がある。日常生活の中で利用される技術の
信頼性は，社会との関わりの中で，ユーザーから不
断の改善要請の声に耳を傾ける中で成熟していくが，
そうしたことが物理的に困難な施設の運営に携わる
人々には，高い次元の覚悟と倫理意識が求められる。

6. 2　公共の利益優先原則の確立
　企業としての社会的責任を果たす上で，技術者倫
理の観点からも経営者の役割は決定的に重要である。
企業の利益追求の方向性が社会全体の利益と極力合
致するようにする上で，企業内部における闊達な気
風と言論の自由の醸成がカギとなる。電気学会など
日本の主な技術系学会においては倫理綱領・行動規
範を定め，その中で「万一，公共の利益（社会が享
受する利益）と企業の利益とが相反した場合には，
公共の利益が優先するように行動する」趣旨の規定
が見られる。技術者などの社員が実際にそうした局
面に立たされた時に，倫理綱領・行動規範に書かれ
たように即断できるためには，日頃より経営者が社
員に向けて明確なメッセージを発しておくことが不
可欠である。また，それを幹部社員に浸透させるた
めの対話や研修などを継続することも大切である。
　初代住友総理人の広瀬宰平が終生の座右の銘とし

た中国の古典『説苑』の言葉，「逆命利君，謂之忠（命
に逆らっても君を利す，之を忠 と謂う）」は，企業
人の姿勢としても立派であるが，社員がそのような
覚悟を迫られることなく，人間として本来あるべき
ことを実践できるような社風を形作ることが経営者
の役割であろう。

6. 3　科学・技術の倫理性
　1990年代に電力中央研究所の理事長を務めた依田 

直は，ある学術誌に「科学・技術の倫理性」と題し
た一文を寄せ，「我々人類はこれまで多くの問題を
科学技術の力で克服してきたが，いまこそ人類の幸
福のために科学技術の力を如何に有効に活用してい
くかが問われており，それは科学技術の開発，発展
を人類愛の名の下に一つの目標に向かって組織化し
ていくことにほかならないであろう（中略）。いま
や限りなく進歩する科学技術を人類の幸福増進のた
めにいかに役立てるかを真剣に考えるべきところに
きており，技術の倫理性ということが，あらためて
提起されている。テクノロジー・アセスメントの重
要性にしみじみと思いを致す昨今である。」と書いた。
一部の人はこれを美文調で，甘ったるい幻想である
と揶揄したが，的外れである。
　現代の産業社会を推進していく力は技術革新であ
るが，技術には光と影の部分がある。技術を開発す
る時点では，当事者あるいは誰にも予見し得ない，
人間の生存権や健康，生活を阻害する危険性が内包
される場合がある。依田は，積極的に技術開発を行
って世の中にその成果を提供していくことを肯定す
る立場から，技術進歩が悪なのではなく，その技術
が本当に人間に幸福をもたらす技術であるかどうか
を問うことの必要性を訴え，健全な科学技術文明の
発展を願ったのである。
　近代以降，哲学と科学はそれぞれの発展を遂げた
が，依田はそれが真に交わることのできる場の創設
を求め，科学哲学の試みが，産業社会においても本
質的な働きをなすことを望んでいた。木川田一隆の
経営思想の共同創造者であり体現者でもあった依田
は，早くから再生可能エネルギーの重要性を認め，
環境派と呼ばれる人々との対話を重ねた。そして，
原子力発電がもたらす負の側面も十分認識しながら，
トリレンマ問題を克服するために，原子力は重要な
電源であると信じていた。私自身も福島の現実を前
に，引き裂かれる思いを懐きながらも，その考えに
同意する。
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7.  お わ り に
－海への祈り－

　技術者倫理は，現代産業社会を特徴づける技術文
明を支える研究者・技術者が守るべき倫理であるか
ら，その縁（よすが）となる倫理綱領や行動規範な
どにおいて，「持続可能な社会の構築」，「知的財産
権の尊重」など特有のものがある。しかし，多くは
日々の生活の中で育まれた道徳観に根差している。
　誰しも，自然の力を畏敬し，他者の気持ち，権利
を出来る限り尊重し，人間が人間であることの大切
さを否定はしないであろう。しかし，現実には，弱
く脆く，それに背く誘惑に負けてしまいがちである。
　科学で解明されていることは，自然界のごく一部
であることを思えば，科学技術の社会への貢献，有
用性に眼を向けると同時に，その限界を認識し，自
然界と他者への畏れの気持ちを失わないことが，大
切であると思う。科学的知見はあくまで仮説であり，

実在を極めるものではない。
　私が生まれ，育った福島の太平洋岸に立つと，海
は深く青く，そして哀しい。郷里へ戻れずに避難先
で生涯を閉じた人々を想い，海への祈りを捧げる。
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