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1. はじめに 

来る２０１９年３月１１日で福島第一原子力発電所事故発生から８年が経過した。一方で、２

０１９年は、原子力・放射線部会設立から１５周年目にあたる節目の年でもあり、この８年、他

団体との連携やボランティア等、部会としてあるいは技術士個人として取り組んできた様々な活

動は、様々な障壁・困難とともに喜怒哀楽があったと思われる。 

原子力・放射線部会では、部会設立から１５周年を迎えるに当たり、部会員２０名から寄せら

れた技術士としての想いを報臨時増刊号としてここに紹介する。なお、テーマは下記の９つから

自由に選択頂いた。 

 

 

2. 目次 

① 組織の意識改革 

② 安全文化醸成 

③ 原子力施設の安全性向上 

④ 原子力防災 

⑤ リスクコミュニケーション 

⑥ 地域とのかかわり 

⑦ 「人財」育成 

⑧ 技術士がなすべきこと 

⑨ その他 

⑩ 複数テーマ 
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①組織の意識改革 
（名前）井口幸弘 

（所属）日本原子力研究開発機

構、新型転換炉原型炉ふげん 

（現在部会S幹事） 

 

選択テーマ：①組織の意識改革 

私の技術士一次試験の受験は福島第一事故の前

年でしたが、二次試験を受けたのは、事故の年で

した。翌年、技術士になった直後から部会の役員

として微力を尽くしてきましたが、この事故をい

かに乗り越えるかが一つのテーマでした。 

しかしながら、事故の影響は深刻であり、現状

は乗り越えるどころか、まだ、受け止めることさ

え難しい状況です。 

以前の部会報の挨拶で「信なくば立たず」の言

葉を引用し、原子力の安全確保もエネルギー確保

のための継続にしても、やはり国民の信頼が必須

であるとしましたが、いずれも改善のきざしはま

だ見えません。 

２０１５年に５月に、部会として高速増殖原型

炉もんじゅの見学会を企画実行し、他部会を含め

て24名が参加しました。その際は、もんじゅの保

守管理不備の対応とともに、再稼働に向けた努力

の状況を理解していただき、また励ましの言葉さ

えいただきました。しかし、残念ながら２０１６

年１２月にもんじゅは廃止が決定されました。 

過去の事故やトラブルの反省に立ち、原因を究

明し、対策工事を行い、組織を改革し、職員の意

識を向上させるとともに、地域とのコミュニケー

ションにも多大な労力を投じながら、いずれも実

を結ぶことはありませんでした。 

現在は敦賀で新型転換炉原型炉ふげんとともに、

国民や地元の理解を得る努力を行いつつ、安全か

つ合理的な廃止措置を進めている状況です。 

我々としては、福島第一事故及びその後のもん

じゅ等の苦い経験を踏まえ、今後の原子力・放射

線の利用において、最終的には国民の利益につな

がるように、組織内において、また個人の技術士

としても努力を積み重ねていく必要があります。

その一つとして、本部会の活動が皆様の努力の一

助になれば、と考えております。 

 

２０１５年５月１５日もんじゅ見学にて 

 

（名前）勝田 昌治 

（所属）エンジニアリング会社 

 

 

選択テーマ：①組織の意識改革 

技術者が専門技術と倫理観を持って仕事に当た

ることは、今の時代、ごく当たり前のこととして

世に認識されている。しかしながらそれをもって

しても解決しない問題が原子力では多いと感じる。

科学技術だけでは解決できない住民との対話、説

明性等でありトランスサイエンスとも呼ばれる課

題である。 

原子力に関わる科学技術においては、地域住民

との合意が得られなければ先への進展は望めない。

よって個々の技術業務の責務は果たせても、広い

視点で見たとき、最後まで進展しなければ目的を

果たせたとは言い難い。一方でそういった考えを

技術者に要求することは範囲を超えているとの声

もあるが、その判断は多種意見があろうが、未だ

に避難生活を余儀なくされている方々や原子力施

設立地周辺に在住の方々に説明責任が果たせるか

否かがその一つになると考える。社会の理解が追

いつかないのか、技術者が社会を理解していない

のか、原子力技術導入当初よりも社会の情報化が

発達した今、特にそういった配慮が問われる世で

あると察する。 

自分の行った仕事が今の、そして今後の福島、
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そして各発電所立地地域のためになると確信を

持って個々人が言えるかどうか、少なくともそれ

に気づく技術者はその役目を率先して果たすこと

が世から期待されると考える。それには発信側の

力量も問われる。専門技術、倫理観だけではなく、

内外問わず共感してもらうためのコミュニケー

ションとリーダーシップが組織として目標を果た

そうとするとき大きく左右する。 

上述のとおり、組織の中で技術士やそれと同じ能

力を持つ技術者がそのような役割を果たせるとよ

い。受身でない自律した技術者として自ら学びの

姿勢を継続し８年培ったつもりだがそこに反省は

多くある。次の世代も意識した限られた時間を有

効活用するため、平時から積み重ねる具体的アク

ションの見える化作業を地道に継続していきたい。 

 

②安全文化醸成 
→⑩の複数テーマ参照 

③原子力施設の安全性向上 
→⑩の複数テーマ参照 

④原子力防災 
→⑩の複数テーマ参照 

 

⑤リスクコミュニケーション 
（名前）中田よしみ 

（所属）中田技術士事務 

 

選択テーマ：⑤リスクコミュニケーション 

東日本大震災発生から８年、この間、何ができ

たのだろうか、またこれから何をすべきなのか。

きっと何年たっても完成しない課題である。 

最近懸念することに、社会の「関心の薄さ」が

ある。現在、原子力業界とかかわりの比較的「薄

い」職場にいるためか、東日本大震災について話

題が上がることは、ほぼない。このまま、人々の

記憶や意識から「原子力」が遠ざかっていくので

はないだろうか、と思うことがある。 

完成品だけを見るのではなく、プロットやデザ

インの段階から、またその習作や試作についてと

もに考えてさらに検討することができる関係を作

れることがリスクコミュニケーションに不可欠だ

と考える。討論できるようになるためには、自身

の資質向上だけではなく、他者に対する観察力と

理解力も必要である。そうして討議した内容につ

いて、ほんの一部分に満足することはできても「完

全に達成した」と感じることはないかもしれない。

普段からの努力、研鑽、継続と多くの改善がその

前進を支え、「完成に近づいた」と感じることはで

きるだろう。しかし、それを感じるのは、今向き

合っている私たちではなく、未来の技術士のだれ

かひとりかもしれない。 

だからこそ、一部の関心のある人だけが検討す

る場に参加するのではなく、少しでも多くの人が

意識を向けてその場に加わることができるように、

基盤をつくることもリスクコミュニケーションの

一部ではないだろうか。 

今、心の中にある言葉は「まだ８年」である。 

 

⑥地域とのかかわり 
阿部定好（あべ さだよし） 

原子力・放射線部会、技術士 

日本原子力研究開発機構 

 

選択テーマ：⑥地域とのかかわり（原子力防災）  

東日本大震災から８年、原子力分野の技術者と

して原発事故被災者支援活動の一部を報告する。 

１．警戒区域自治体の復興ビジョン策定支援 

警戒区域・富岡町復興ビジョン策定委員会にお

いて、防災支援委員会委員長と共に部会員6名が

作業部会の住民委員に対して、放射線と健康被害、

除染等の正しい理解へのアドバイスを行った。 

当初、原子力関係専門家への不信感等があったが、

丁寧な放射線の説明や現地での線量計測の活動等

を通じて徐々に打解け、放射線等の正しく理解が
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進み、富岡町復興ビジョンが無事まとめられた。 

 

また、野外活動では住民委員やボランティアと共

に被災農地にひまわりを植え、根や茎の線量計測

等、農地復旧に向けた協働作業を行った。 

 

２．福島県外避難者の交流会・相談会支援 

 東京都と災害支援協定を結ぶ災害復興支援機構 

の士業の一員として、福島県外避難者の相談会に

発災直後からかかわった。相談会での技術士会へ

の質問は放射線関連が多く、部会員数名と、月１

回の相談会・交流会を支援してきた。相談会では、

避難者の話をじっくり聞き、悩みを聞いて避難者

に寄添うことの大切さを実感した。 

３．除染情報プラザのアドバイザー活動・まとめ 

環境省からの専門家派遣要請で、部会員20名が

登録し、一般市民、自治会役員、除染従業者等に

放射線や除染の基礎知識について講演した。 

受講者は2,300名程で霧箱を持参し、自然界の放

射線飛程を実感してもらうことで理解を深めた。 

２０２０年東京オリンピックは、被災地の現状や

復興支援への感謝と復興した姿を世界に発信する、

「復興五輪」として位置付けられている。 

震災８年目の福島復興は、まだ道半ばだが、被災

者に寄添い・隣人としての信頼・尊敬の共有を図っ

てきたことは宝であり、この宝を大切に、これか

らの復興と環境問題の解のひとつとして原子力に

ついて、被災者等と丁寧に議論し、福島復興支援

を継続して行きたい。部会員の協力を願う。 

 

（名前）丸下 元治 

（所属）(株)IHI 

 

選択テーマ：⑥地域とのかかわり（福島で学んだ

こと） 

２０１９年３月１１日で，東日本大震災から８

年が経過します。私は，震災のあった平成２３（２

０１１）年度の技術士試験に合格したため，翌年

の原子力放射線部会主催の新技術士講習会で，震

災の大変な時期によくぞ合格したと激励されたこ

とを覚えています。福島第一原子力発電所事故時，

会社の工場に勤務していたため，発電所で使える

写真４ 除染情報プラザの出前講座 

写真３ 福島県外避難者の交流会・相談会 

写真２ 被災の農地のひまわり植栽ボランティア 
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配管を工場内探し回ったことが思い出されます。 

 その後，２０１５，２０１６，２０１７年と楢

葉遠隔技術開発センターに原子炉格納容器の実規

模試験体の据付工事，改造工事に携わりました。

その間，いわきのホテルで出張生活をしていまし

た。最初の事務所立ち上げで驚いたのは，現場の

事務所の飲料水が水道ではなく，ウォーターサー

バーを使用していることでした。聞くと，業者さ

んから置いてくれとの要望があるので，この地区

ではこれが普通だとのことでした。食材について

も放射線測定を全量測定していましたが，個人的

には必要性を感じませんでした。人間は，自然放

射線の中で生きてきましたが，ある意味，放射線

と共存してきた人間が，放射線が全く無い環境に

価値観をみいだしている。昔と比べ衛生的になり

過ぎて，花粉症を発症している現代人と同じでは

ないかと思います。 

この経験で，安全であることを認識することと

安心と思い行動することとは別であることを学び

ました。理解と行動は違います。技術士も技術の

専門家であると共に，専門以外の幅広い見識を持

たないといけないと思います。ダーウィンは、

“もっとも強い者が生き残るのではなく、最も賢

い者が生き延びるのではない。唯一生き残ること

が出来るのは変化出来る者である”と言っていま

す。自分の専門に固執せず，環境に合わせて自分

の専門性を広げたいと思います。技術士に求めら

れるコンピテンシーもそのことが望まれているの

ではないでしょうか。 

以上 

 

（名前）神谷 栄世 

（所属）技術士（原子力・放射線

部門） 

 

選択テーマ：⑥地域とのかかわり 

福島県浪江町に住んで、働いてみて 

私が福島県浪江町に引っ越して５か月が経過

しました。近くにスーパーがない、診療所はある

が、歯医者はない、薬局もない、等、不便さを上

げればきりはありません。でも、そのようなとこ

ろは日本のどこにでもあると思います。特別なこ

とは線量が高く戻れないということです。 

職場は広野町にあり、帰宅困難区域を通る６号

線を往復して通勤し、仕事の都合で大熊町の帰宅

困難区域の現場に週３日ぐらい出かけています。

浪江町から借りた線量計をいつも身に着けて被ば

く量を測っていますので、いくつかの値を紹介し

ます。浪江町で１日過ごした場合：約１.９μSv/

日、広野町事務所で1日働いた場合：約２.４μSv/

日、大熊町へ現場監督に出かけた場合：４～１１

μSv/日です。ちなみに同じ線量計を着けて東京で

1 日過ごすと約１.２μSv/日で、業務で１Ｆの中

に入ることはありません。被ばく線量が日々変化

することから、その日の線量と活動した場所との

関係について確認することが私の楽しみとなりま

した。わずかな量ですが、その違いが判ることは

重要なことなのかもしれません。 

震災後８年近く経過したいまでも、多くの壊れ

た家が手付かずのまま残っています。私は個人住

宅の解体の業務に従事し、自宅の解体を希望する

持ち主の方の希望を現場で確認します。その時、

数年ぶりに元の自宅に戻ってくる方も多く、荒れ

果てた我が家に驚きの表情をみせます。原因は、

地震による雨漏り、イノシシの侵入、そして「時

間」です。小さな雨漏りであれば修繕して住み続

け、家を維持できたのです。ある持ち主の方が語っ

た、「７年間戻れなかったことは大きかった。」は、

私が福島で感じた現実を一言で表現した言葉とな

りました。 
以上 

 

  



原子力・放射線部会 部会報臨時増刊号 
2019 年 3 月 11 日発行 

 

 
 

7 

 

⑦「人財」育成 
（名前）青木照美 

（所属）（公財）原子力安全技術

センター 

 

選択テーマ：⑦「人材」育成 

平成１８年に技術士登録をして、早、十数年が

経つ。その間の東日本大震災に伴う福島第一事故

は大変衝撃的なことであった。その後、原子力規

制委員会の設置等により規制も大幅に強化された。 

国の最新の「エネルギー基本計画」また原子力

委員会がまとめた「原子力利用に関する基本的考

え方」において、国民（自治体）からの信頼回復、

信頼関係の構築が叫ばれているが具体性が見えな

い。リスクコミュニケーションが大事といわれる

が、安全・安心の判断は個々人がすべきことであっ

て、国、事業者、専門家は根幹となる専門的・技

術的な情報を正確かつ判りやすく伝えるべきであ

る。現在、原子力委員会が提言した情報体系の構

築に向けたお手伝いをしているが、国民の方々に

理解を頂けるような判りやすい情報を提供出来る

者が非常に少ない。 

今後、福島第一事故を契機に我々の技術分野は

縮小されつつあるかも知れないが、福島第一の廃

止だけでなく、仮に原子力発電をやめるにしても

施設の解体・撤去等の廃止措置を進めることが必

要となる。昨年末、原子炉等規制法の規定により、

各事業者で「廃止措置実施方針」がまとめられ公

表された。各事業者とも廃止作業には３０～７０

年に及ぶ工程が示されている。作業は今の世代で

修了するわけではなく次の世代にも繋がるもので

ある。 

このようにソフト・ハード両面から長期に人材

を育成し確保することが重要となる。行政・事業

者に対する信頼は依然として低い。我々技術士は

組織にとらわれず国が認めた知識レベルにあるこ

とと認識して活動ができる。 

 改めて、この官・業界が技術士制度を認識し、

人材育成の一つとして大いに活用することを望む。 

 

（名前）菊池裕彦 

（所属）三菱重工業 

 

選択テーマ：⑦「人財」育成 

原子力の道を志したのは36年前の高校生の時。

当時初心者向けの相対性理論や原子力に関する本

を読み、核エネルギーに興味を持ち、それを制御

することに憧れを感じ原子力の道を歩むことと

なった。 

 その後、チェルノブイリやJCO臨界事故等が発

生したが、やはり最大のインパクトは福島の事故

であり、「核エネルギーを制御する」ことに対して

ほぼ達成していると感じていた自分としては大き

な衝撃であった。 

４年前より技術士活動の一環として、中学校及

び高校の教科書に記載されている原子力・放射線

関係の記述の調査及びそれに基づく提言を行う活

動に参加させていただいている。この活動は1995

年から実施されており、先輩諸氏のご尽力のおか

げで、現在は間違いや不適切な記述は多くはない。

しかし、各教科書に記載されている福島の事故の

記述を中高生が読んで、自分と同じように原子力

に対して憧れを持ち、原子力・放射線分野の道を

選んでもらうのは難しいのではと感じている。 

現在、原子力発電所の安全性向上対策設備や福

島の調査に関する設計業務に携わっているが、毎

日の業務を通じてプラントの安全性を高め、福島

の事故を克服し、再び原子力が社会から高い信頼

を得て、中高生に憧れを持ってもらえるような教

科書の記述になるように尽力したい。 

高校時代に感じた原子力のイメージと現実の間に

乖離があるのは否めないし、自分が仕事で携わる

期間内で原子力の課題がすべて解決することもな

いが、逆に福島事故によって核エネルギーを制御

することの技術的ハードルの高さを肌身に感じた
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わけであり、よりやりがいのある崇高なミッショ

ンとして捉え現在の仕事や技術士会の活動に励み

たい。 

 

（名前）林 克己 

（所属）元日立製作所 

 

 

選択テーマ：⑦（人材育成） 

８年前の３月１１日、午前中に都内での次期プ

ラントの打合せが良い雰囲気で進み、丸の内の本

社で報告メールを書きはじめたところ、窓から見

えるビル先端同志がぶつかるのではないかと見ま

がうほどに長い間大きく揺れた。本社に泊まり次

の日の夕方に福島第一に行くよう指示があり、東

京からタクシーで一部崩れている閉鎖中の常磐道

を特別に通らせていただいた。夜中に行先変更指

示があり日立中央インターで降りた。その後は被

災した日立事業所の中で放射線管理を主に１Ｆ安

定化の支援を行なったが、自宅は大規模半壊で車

中泊のまま無我夢中、気力だけで動いていた気が

する。 

そんなわけで部会活動は次期部会長予定だった

現理事の桑江さんにお願いして私は１F関係業務

に専念させていただいた。部会としての活動はで

きなかったがそれぞれの組織の中で精一杯１Ｆ支

援に活躍された部会員が大半と思う。 

次々と発生する問題への一時対策と最終の姿に

向けての手順、これから発生する問題の想定と準

備等が並行しているとき、いかに自分が生半可な

知識と経験だったか思い知らされたとともに、現

場経験の豊かな技術士３名を含む放管メンバーの

素晴らしい活躍に感動した。それとともに、その

後の１Ｆ対応関係を含む多くの若手技術者も技術

士にふさわしい人ばかりと気が付いた。 

さて、技術者資格の国際相互認証の議論の中で

少しずつ技術士制度もあるべき姿に近づきつつあ

る。その一つが法第2条の「技術士」の定義の具

体化であり、技術士の資質能力（プロフェッショ

ナルコンピテンシー）が、文部科学省科学技術学

術審議会技術士分科会の答申「今後の技術士制度

の在り方について」（Ｈ２８.１２.２２）とそれに

続く議論で示されている。会社組織で求められて

いる技術者としての資質能力と同じであり入社し

てからの研修や人事の基準と同じだと多くの方は

思われるだろう。全くその通りで、技術士資格は

会社組織にとって技術者の基準に使えるような条

件が整ったという技術士制度の大きな節目の時期

となった。 

 会社組織が使える「技術士制度」なら、技術士

レベルの仕事をしている多くの技術者は大手を

ふって受験できるし、会社組織にとっても研修の

有効性は技術士合格率や合格者数などが統計上有

意な指標として使えることにもなる。 

 今まで１F対応等を含み社内外の多くのすばら

しい技術者に会うことができたことの幸運に感謝

するとともに、その方たちがもれなく技術士資格

が得られる時代が来ることを喜びたい。 

 

⑧技術士がなすべきこと 
（名前）佐々木 聡 

（所属）原子力・放射線部会

長 

 

選択テーマ：⑧技術士がなすべきこと 

毎年の３１１メッセージは社会への発信を意識

したものだが、今回は技術士向けに執筆できる良

い機会である。自らの反省も込めて忌憚のない意

見を述べさせてもらう。 

 私は、「東電福島原発事故を受けて再稼働の有無

や原子力の必要性」を問われた時、議論が進む前

に、私たちの反省と努力を、新規制基準を例に説

明することとしている。「法律も政府も信用できな

いし、必ずいつか想定以上の災害は起こる。原子

力政策は見直すべき。」とも言われるが、そんな時、

「新しい法律は、安全の担保という結果だけが求
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められていて、具体的な記載はない。事業者は自

分達で方法を考えねばならず、原子力委員会はそ

の考え方を審査している。」と説明し、「法令順守

に頼り設備だけ作ると、いずれ安心して想定以上

の対処ができなくなる。設備を適切に動かすのも

影響を緩和できるのも人だから、いざという時の

ために、何百回も体と頭の訓練を続けている。」と

述べる。更問いに進むとしても一目置いてもらえ

る。 

 しかし、私自身には本当は２つの懸念がある。

一つは、事業者が必死に取り組んで大幅に安全強

化したのは深層防護第４層である。第５層の主体

が誰かの議論はさておき、事故時を想定した危機

対応の充実も途上で、人々の健康と生活、意識へ

の働きかけまで具体化しているかと問えば甚だ疑

問である。阪神淡路大震災後ボランティアが根付

き、平素から学識者が情報発信し、自治体やプロ

ボノ集団が備えや連携を強化し、さらに住民への

防災・減災意識の高揚にマスコミも巻き込みなが

ら結果まで求めているのに対し、原子力関係者の

取組は明らかに不十分である。もう一つは、当該

業務に携わっていない原子力関係者の当事者とし

ての社会への関心が明らかに低下している。 

この２点は原子力が多くの人々から社会の脅威

と見做される所以だと思っている。 

  一方で、我々技術士を顧みた時、私は、何一

つ変わっていないのではとのさらに強い危機感を

抱いている。今の部会活動は、３１１の時、焦燥

に駆られながら、個人も部会も、技術士自らが有

効な社会貢献を主導できなかったことが原点であ

る。技術士の自覚と部会の役割、２つの見える化、

学び直しと認知度向上と人材育成・連携･･･、全て

は技術士として社会に貢献できるように、リスコ

ミ、クライシスコミ、ポストクライシスコミ各段

階で、個人と組織の対応能力の強化を目指し、技

術士の言葉に耳を傾けてもらうためのものである。

しかし、技術士個人への浸透は部会幹事ですら十

分とは言えず、具体的な組織作りに至っては今

もって未着手である。絶対に起きてはならないこ

とだが、もし未曽有の災害が起きたら、今のまま

ではきっと技術士は同じ轍を踏むであろう。 

技術士(原子力・放射線部門)の存在意義は何だ

ろうか？ 

技術士自ら、技術的能力と品格を国から認めら

れた資格などと述べていては未来はない。技術士

試験は元々、技術的能力の深堀度合いは考査され

ておらず、主たる合否判定基準は複合的な活動に

携わり複合的な問題を解決する能力である。深い

専門性と捉えるのは資格の意義が理解できていな

い証拠である。技術士個人が合格までに培った専

門能力など、広い原子力業界においてはピンポイ

ントである。経験の延長線上でフォアキャスト的

に勝負したいなら、学会の専門委員会等で生かせ

ば良い。しかし、技術士にレビューを求められた

ことも何度もあったが、個人の専門分野と合致す

ることは稀で、適合しても社内ノウハウの壁や時

間的金銭的制約を理由に協力が得られない。職能

集団として要請に応えるには、会員の理解の元、

幅広い専門家集団を養成するか母集団を大幅に増

強しない限り期待薄である。残念ながらこれは技

術士の大きな弱点である。 

 一方で、社会との関係において原子力が抱える

課題は、全て複合的な課題である。このための対

処能力を維持向上させ続ける努力は至難ではある

が、技術士には、明確なアドバンテージがある。 

しかも我々が本気になれば、組織を超え、分野を

超えたネットワークを構築することが可能である。

僅か500名という集団であっても、全員が我々の

強みと弱みを理解し、技術士としての社会貢献と

原子力の信頼回復の機会を明確に意識して平時か

ら準備すれば、原子力と社会が抱える脅威を必ず

打ち砕けるはずである。 

 我々が今すべきことは、技術士の将来像を全員

が共有した上で、バックキャスト的に現在の個人

と組織の課題と対応を具体的に考え（２つの見え

る化）、行動に移すことである。部会が主導する学

び直しの意義はそこにあり、地方在住の部会員と

の連携にも、更新制のための地域間格差の解消だ
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けではない重要な意味がある。 

 もう一度、全員に技術士としての社会貢献の在

り方を考えて頂きたい。福島の問題は、私たち自

身にそのことを反芻させる学びの機会である。 

 

（名前）山田基幸 

（所属） 

 

選択テーマ：⑧技術士がなすべきこと 

東京電力福島第一原子力発電所事故から約８年

が過ぎました。その後、全国発電所への影響，福

島の除染，新規制基準等々、われわれ原子力放射

線部門の技術士にとっての環境が目まぐるしく変

化していきました。この８年間で身の回りで起き

たことは一人一人強い印象で記憶されていると思

います。私自身については２０１６年１２月の部

会報に紹介いたしましたので詳しくは省略します

が、事故直後から電力各社が福島で活動した延べ

計約 ６万人日に亘る電力現地支援チームの緊張

感が途切れることなく、一人一人が謙虚・誠実に

取り組む姿勢は頼もしく、特に強い印象として私

の記憶に焼き付いています。さて、確かにこの８

年の間に環境は大きく変化してきましたが、今後

のエネルギー源として原子力技術が引き続き必要

なことは言うまでもありません。今ある現実的な

選択肢という見方もありますがそれ以外にこの問

題は、化石燃料を消費するだけでは耐えられなく

なる将来に、現世代はどういった技術を将来に引

き継ぐのかという問題でもあります。人類の歴史

としてみると、自然の化石燃料を消費してきた時

代から、増殖するエネルギーや消費資源を極小化

するエネルギーが用意されないとならないという

転換点に現代があると俯瞰でき、将来の技術の中

に原子力技術が選択肢として残されている必要が

あります。こういった視点からすると、社会から

の負託を受けるために技術と社会との橋渡しに

よってコミュニケーション（足りないことを探る

ことや正論はしっかり説明すること）をとること

や技術を引き継ぐための人財育成は、あらためて

重要であると思います。将来に託す技術という自

覚と誇りをもって、謙虚・誠実に活動する姿勢が

原子力放射線の技術士にとって大事なことではな

いでしょうか。 
 

（名前）前川 立行 

（所属）東芝電力放射線テクノ

サービス(株) 

 

選択テーマ：⑧技術士がなすべきこと 

これまで、プラントメーカーという組織の中で、

紆余曲折はあれど、原子力に係る計測技術者とし

て職業人生を歩んできた。その中で、２０１１年

３月１１日に発生した東電１Ｆ原子力事故はまさ

に痛恨の極みであった。事故当時は、マネージャ・

技術者として事故収束と安定化に向けた業務に集

中して取り組み、事故プラント安定化以降は、事

故で被害を受けた自治体の方々とも仕事をさせて

頂く様になった。 

その頃には、複数の事故調査報告書が出され、

様々な情報が溢れていたが、あらためて原子力技

術者の一人として、自分の目と頭で事実・データ

を再確認・分析し、自ら反省と教訓を汲み取り、

業務に反映していく事を始めた。また折に触れ、

一般の方に対して自身の言葉による責任ある説明

や、様々な立場や考えの方々との継続的なコミュ

ニケーションが必要と考える様になった。 

後者の活動は、組織人としての立場を越え、一

人の技術者としての見識と矜持を持って臨む事が

極めて重要と考えた。そして、気が付けば組織人

としての定年が見える年齢になった自分が、どう

すればこの先、こういった在り方や活動を続けら

れるだろうか？と悩んだ。それに対する自分なり

の答えの一つが技術士資格の取得であった。そこ

で一念発起し、若い技術者達に交じって２０１６

年に一次、２０１７年に二次試験を受け、幸い２

０１８年３月には技術士登録を行なう事ができた。 



原子力・放射線部会 部会報臨時増刊号 
2019 年 3 月 11 日発行 

 

 
 

11 

 

ここまでつらつらと、技術士資格取得に至る個人

的動機と目的を書いてきた訳だが、それこそが自

分なりに考える「技術士としてなすべきこと」の

原点でもある。まだ道半ばではあるが、事故後８

年となる２０１９年の年頭に、今一度事故を振り

返り、技術士としての思いも新たに気を引き締め、

地道な実践への思いを新たにした次第である。 

 

（名前）和田 隆太郎 

（所属）製造メーカー 

 

 

択テーマ：⑧技術士がなすべきこと 

１Ｆ事故発生から８年が経過し、環境省・復興

庁主導の下で、遅いと言われながらも着実に復興

が進められている。放射性廃棄物対策を専門とす

る小職も２０１１年４月から１Ｆ汚染水対策で関

与が始まり、２０１２年からは除染技術実証等の

活動の中で、役所や地元住民の方々との関係して

きた。本分野専門家は云わば加害者側の関係者で

あるため除染・減容・中間貯蔵・最終処分等の方

針決定には関与できなかったが、環境省関係者へ

持てる原子力・放射線分野の経験や知識を提供す

ることに努めてきた。また、地方公共団体・地元

住民の方々と面談し、ボトムアップによる対策案

の提案活動を行った。早期であったため、ここで

は対策提案の説明というよりも、放射線(能)の不

安の相談への応対、放射性Ｃｓのγ線遮へい・土

壌吸着・隔離と減衰等の対策に係る技術的根拠の

説明に多くの時間をかけることになった。しかし、

地方から国への提案は、主に技術的な内容を十分

に説明することが出来ず、実現に至らないものも

多かった。結果的には時間はかかったが、環境省

が方針を決め、予算化した内容で進めることに

なった。現在は中間貯蔵施設において最終処分に

向けての減容化処理が進められている（注：課題

と対応状況は２０１８年１１月１６日講演会のレ

ジュメ・講演資料を参照）。早期に地元関係者と関

係することは、結果から見れば企業活動として合

理的かとの見方はある。ただ、方針が決まる前の

段階で、国等の推進側以外の他のメンバーからの

第三者的な情報により、地元関係者が技術的背景

等を周知していることが、全体として理解がス

ムーズに進んだのではないだろうか。高度で巨大

な事業のコンピテンシーとして一考すべき事案と

考えている。 

 

（名前）栗原良一 

（所属）（株）ひたちなかテクノセンター  

 

選択テーマ：⑧技術士がなすべきこと（まだ遠い

大熊町の復興） 
私は、一昨年の３月にＪＡＥＡを完全退職し１

年間無職でいましたが、昨年４月から茨城県から

委託を受けて県内産業の活性化を図る非常勤の

コーディネーターとして採用されました。原子力

施設の廃止措置に関連する仕事を茨城県の中小企

業が受注できるよう、廃止措置についての講演会

や見学会を企画実施しています。ＪＡＥＡ東海や

大洗で計画している原子力施設等の廃止措置に加

え、福島第一原発の廃炉に関わる仕事も視野に入

れていますが、なかなか中小企業単独では参入可

能性が低いというのが現状です。 
先日（２０１８/１１/６）、佐々木部会長の紹介

で日本技術士会を代表し、原子力学会の廃炉検討

委員会が企画した福島第一原発の現地調査見学会

に参加してきました。今回で震災後２回目の訪問

ですが、３年前の前回（２０１５/３/２３）に比

べて構内には新事務本館や協力企業棟が建設され

るなど作業環境が整備され、また、前回は空間線

量率が高くて近寄れなかった１～３号機にもバス

で近づくことができ、事故を起こした１号機は建

屋内のガレキ撤去を行っていました。しかし、原

発に至る６号国道沿いのバスから見た大熊町内は

依然として荒れ果てたままで、各家屋の前には立

入り禁止の柵が張り巡らされていたのを散見し、

復興はまだ遠いことを改めて実感しました。 
原子力の廃炉や廃止措置は、自分の親の介護と

同じように、これまで利益を享受してきた我々世
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代の役割として取り組む責任があると考えます。 

 
福島第一原発１号機のガレキ撤去 

 

大熊町にある内立入り禁止の柵 
 

（名前）成川 薫 

（所属）（株）東京エネシス、技術

士：機械・総監・原子力放射線部門・

フェロー、Ｓ幹事 

 

⑧技術士がなすべきこと 

 原子力・放射線部門の技術士が出来て第１回の

試験でこの部門の技術士になり、１５年が経ちま

す。林相談役と関電工の佐々木氏と私と３人が発

起人となり、部会を設立しました。当初は技術士

として原子力分野で技術士の活用が進むと信じて

会員の勧誘や技術士活動の推進を進めてきました。

具体的には毎月定例の講演会開催、年２回程度の

見学会開催です。また、中越沖地震の柏崎刈羽原

子力発電所第二次調査に参加し、調査結果を基に

報告書を作成したことが思い出されます。その中

で、私は津波がもし来た時の対応を東電殿に質問

しました。回答は引き波では海水系の機能が維持

できるということでした。１Ｆの事故を考えると

津波が防波堤を超えて施設に侵入した時の対応を

もっと訴えていればと思いました。 

 

また、原子力技術士の検査制度活用を目指し、

佐川氏を中心に活動したこともいい思い出です。 

３.１１後、会社で１Ｆの客先の必死の安定化活動

をお手伝いしようと対応しましたが、12月末に精

神的に参って、２年近く休職してしまいました。 

私たち技術士は個人で活動してもなかなか大きな

組織や世間の人にわかるような成果は得られませ

ん。組織を超えて技術士としてなすべきことは①

いま自分が出来ることを精一杯行うこと。②同じ

考えをもつ仲間と議論し、成果品として仕上げ③

それを相手に提供し、役立ててもらうこと。④結

果は別として、そのような活動を続けることで目

標に少しでも近づけるとおもいます。今後の部会

活動の発展を期待します。 

 

（名前）天田 佳孝 

（所属）原子力･放射線部門 

 

 

～技術士として福島復興に寄せる想い～ 

選択テーマ：⑧技術士がなすべきこと 

 ３０数年前、社会人となり最初に取り組んだ業務

が､福島第一原子力発電所の定期検査及び改造工

事の設計業務でした。その後、他の原子力発電所

建設にも携わり原子力関連の技術者の端くれとし

て業務に取り組んできました。技術者としてベテ

ランの域に達したころに東日本大震災が発生しま

した。福島第一原子力発電所に津波が押し寄せ､

２日後のＴＶの生中継（サンデーモーニング）の

映像を見て愕然としました。なぜ原子炉建屋の上

部が無くなっているの？何が起こったのかも理解
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出来ずの有様でした。恥ずかしながら私が取り組

んでいたのは、原子炉の一次系では無く二次系の

ユーティリティ設備がﾒｲﾝで原子炉設備の基本的

な知識に乏しいことに気付かされました。このこ

とが大いなるきっかけとなり､原子力･放射線部門

の技術士を取得することになりました。改めて原

子力についての知識を再認識しその後の復興業務

につなげてきました。 

現在､原子力発電所は新規制に基づき一部の発

電所が運転再開を果たしていますが､福島第一発

電所と同じ型式の沸騰水型（いわゆるＢＷＲ）の

原子力発電の運転再開には至っていない状況と

なっています。震災前には原子力発電所は絶対安

全だといったいわゆる「安全神話」が有り､自分自

身の知識不足も伴い､安全に対する事については

思考停止状態になっていとことを末端の技術者（ﾎ

ﾝﾄの技術者では無かったのかも）として大いに反

省しています。これからの原子力部門の技術士は、

企業内に属していている現状では難しいかも知れ

ませんが､公益確保の観点でも世間に対しての技

術的な発信を心掛けなければいけないのでしょう。 

またその様に自分自身も活動をしていきたいと

思っています。 

 

（名前）西村丹子 

（所属）技術士（原子力・放射線） 

 

選択テーマ：⑧技術士がなすべきこと 

事故が発生する前も後も、原子力発電所の安全

に係る業務にこれまでずっと携わってきた。事故

当時、原子力に携わるものとして無力さを感じる

一方で、自分は今何ができるかを考えた。実践し

たことは、飛び交う国内外の情報やニュースを複

数のソースから収集・分類と関係者へのタイム

リーな配信だった。技術士に期待されていること

は、複合的な課題解決の力だと考える。月刊技術

士に、「技術士は行政ではどうしても行き届かな

い細部の課題を解決することが大事だ」との投稿

があった。技術士会には様々な活動があり、様々

な部門の人が集まっている。専門や所属という枠

組みを超え、困難な課題に協対処するため協力し

あい、助け合える環境が整っている。恵まれた環

境をいかに活用するか、手腕の問われるところで

ある。あってはならないことだが、もし、原子力

発電所事故が再び起こってしまうようなことがこ

の先あったとしたら、技術士としてとしてまず

真っ先に何ができるであろうか。何をなすべきで

あろうか。いや、もし事故が起きたらと仮定した

時点で、頭の中では「もう事故は起こらない」と

考えてしまっている。それではいけない。再び痛

い目にあってからでは手遅れである。実践的な対

策をひねりだすには、「事故は再び起こりうる」

ことを前提に対策を考える必要がある。技術士と

して、いざという時に備えて、日々できることは

何か。８年前に大地震と津波が起きた３１１、原

子力発電所事故による被害がまさかここまで大き

くなるとは想像できなかった自分がいた。想像を

超えることはいつでもどこでも起こりうる。また、

個人の力にも限界がある。有事に備えて平時から

技術士を要としたネットワークを構築できる仕組

みを考えていきたい。 

 

⑨その他 

⑩複数テーマ 
（名前）桑江良明 

（所属）電源開発㈱ 

 

選択テーマ：⑧技術士がなすべきこと、⑨その他

（存在意義） 

原子力・放射線部門が誕生して１３年が経ち、

その間に私たちは３.１１を経験しました。原子

力・放射線部門の技術士として何が出来て何が出

来ていないのか、その存在意義についての自問自

答は今も続いています。 
東日本大震災とそれに伴う１Ｆ事故発生直後、

急きょ「部会長代行」の立場となった私のところ

に、多くの部会員から寄せられた熱い思い、「技術

士として何か行動を起こすべき」との声。また、
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部会報第９号（２０１１年７月１５日発行）、第１

０号（２０１２年３月３１日発行）のオピニオン

欄を纏めるにあたり幹事間で交わされた真摯な議

論。これらは、その後、技術士の活動や存在意義

に迷いが生じたときにその都度思い出され、部会

長としての４年間はもちろん、退任後も一技術士

として行動するにあたっての精神的な糧となって

います。私にとって「技術士」の可能性を確信す

る根拠でもあります。この“思い”や“議論”を

単なる一過性の感情や言葉に留めず、何らかの行

動に繋げなくてはならないとの考えも当時と変わ

らず持っています。 

私事になりますが、昨年満６０才を迎え、現在

会社業務のうえでは原子力関係から完全に離れた

ところに身を置いています。しかし、原子力・放

射線部門の一技術士として、当然のこととして今

後も１Ｆ事故と福島の復興にずっと向き合って行

こう、考え続けて行こうと思います。 

最近、「もし、技術士でなかったらどうだっただろ

うか？」と想像することがあります。どちらが“意
．

味のある
．．．．

技術者人生”となっただろうか、と。答

えは明らかです。これも「技術士」の存在意義の

一つではないかと思い至るようになりました。 

 

（名前）芳中一行 

（所属）日本原子力研究開発機

構（現在部会Ｓ幹事） 

 

選択テーマ：①組織の意識改革、②安全文化醸成、

③原子力施設の安全性向上、④原子力防災、⑤リ

スクコミュニケーション、⑥地域とのかかわり、

⑦「人財」育成、⑧技術士がなすべきこと 

私は、平成２３年技術士二次試験の合格証を頂

いた直後に３１１を迎えた。当時、技術士として

何かしなければとの思いが強く、すぐに登録して、

仲間とともにできる限りの対応に努めた。震災直

後から、同じ職場の技術士仲間と協力しての情報

収集、県支部の技術士への説明や、周囲の方々と

のコミュニケーション、放射線モニタリングや電

話相談といった会社の支援業務などを通じて、真

摯に向き合ってきたつもりである。ただ、自分が

管理している施設の安全確保への対応から、その

対応は限定的なものとならざるを得なかった。 
それぞれの活動の中で、原子力・放射線部門の

技術士であることを名乗ると、多くの問いかけ、

質問を受けた。基本的な事項であれば回答できる

ものの、ふだんプラント内での放射性物質の取扱

いしか経験がなく、生活に密着したところで放射

性物質がどのように挙動するのか等、説明に苦慮

する場面も数多くあった。平時からコミュニティ

とつながることに加え、一般の方々に分かりやす

く説明できるよう研鑽が必要であると、今も感じ

ているところである。 
私には、もう一つの３１１がある。平成９年に

起きたアスファルト固化処理施設での火災・爆発

事故である。当時、私は別の会社に出向しており、

事故の瞬間は現場に居合わせていないが、出向前

はアスファルト固化体の処分に向けた評価試験を

行っていた。事故の時、評価試験を担当していた

技術者として、安全に対してもっと真摯に向き合

うべきではなかったかと強く責任を感じ、出向解

除となった後は志願して元の職場に復帰し、同施

設の復旧や安全管理に携わってきた。その時の経

験から、現場の安全と真正面から愚直に向き合う

ことを決して忘れてはならないと肝に銘じている。

それから２０年以上が経過し、事故を知らない世

代が多くなっている。社の状況、自らの立場も変

化しているが、技術士として安全に向き合う姿勢

を貫き、継承していかなければならないとやはり

思うのである。 
以 上 

 

（名前）大橋正雄 

（所属）大橋技術士事務所 

 

 

選択テーマ：①組織の意識改革、②安全文化醸成、

⑤リスクコミュニケーション 

東電は、福島事故の反省を踏まえ、組織の信頼
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回復に向けた地につけた活動を真に行っているの

だろうか。というのは、福島事故により発生した

汚染水処理は国民的関心事であり、国民の理解を

得て進めることを大前提としていると思っていた。

ところが、多くの放射性核種を含む汚染水を環境

汚染のリスク低減の観点から、多核種除去設備(Ａ

ＬＰＳと呼ばれており、①既設(７５０m3/日、２

０１３、３、供用開始)、②増設(７５０m3/日、２

０１４、９、供用開始)、③高性能(５００m3/日、

２０１４、１０、供用開始)の３設備から構成され

ている)により、検出限界以下になる処理すること

で進められているはずであった。このＡＬＰＳで

は、トリチウム(Ｈ３)は除去されないので、Ｈ３

以外の放射性核種は除去される前提なので処理水

のことをトリチウム汚染水と呼び、敷地内に貯蔵

している。貯蔵限界もあることから、社会的影響

も考慮した処分法等を検討するために国が「多核

種除去設備処理水の取り扱いに関する小委員会

(ＡＬＰＳ委員会と呼ぶ)」をエネルギー調査会の

もとに設置し、ＡＬＬ ＪＡＰＡＮで検討を進めて

きていた。この委員会は地元の意見を把握するこ

とが重要との認識のもと、２０１８年８月福島県

下の市町と東京で説明・公聴会を開催し、地元の

人達と意見交換をする場を設けた。その場で出て

きた意見に、ＡＬＰＳ処理水はＨ３以外の放射性

核種も含まれている(最近東電の公開している

データによればＡＬＰＳ処理水は９３２,３００

m3が貯蔵されており、このうちＨ３以外の核種で

告示濃度制限値を超えている処理水が８４％もあ

る)。それらも含めて処分するのかと国は問われる

とともに、Ｈ３以外の放射性核種は無い処理水処

分の議論と聞いてきたが、議論の前提が違ってい

る。ＡＬＰＳ委員会の議論を一からやり直すべき

と強く言われることになった。ＡＬＰＳ委員会の

委員にも、このことを十分認識していたのかと指

摘していた。筆者も何度か、この委員会を一般傍

聴しているが話題になったことに記憶がなく、東

電から開示されているデータから、告示濃度制限

値を超える処理水があると理解できるものではな

かった。公聴会後のＡＬＰＳ委員会で、委員から

次のような指摘があり「処理水については国民の

関心事、情報の提供が不十分だったとのことだが、

国民の関心事として十分認識していなかったこと

は残念。また、この小委員会で、Ｈ３がほとんど

であるという理解で議論していたが、Ｈ３以外の

核種が風評被害に影響があるのは当然。これらが

含まれていることを知っていた東電はどういう形

で、小委員会の議論をご覧になっていたのか」に

対し、東電側から、「認識に違いがあり、国民の皆

様の関心事を十分に理解できていなかったのだと

思っている。発電所に目が行きがちで敷地境界の

線量を守ることにとらわれていた。もっと関心を

持つべきであったと反省している」と答えている。

認識に違いがありで片づけるような話ではない。

福島事故後7年以上経過しているにも拘わらず、

いまだに国民目線に立った行動が行えていないこ

とにがっかりするとともに(意識改革は浸透して

いないなとも感じた)、福島事故時の弁明をきいて

いるような思いで聞いた。また、後段の回答には

ＡＬＰＳ設置経緯から疑問を感じる。というのは、

原子力規制庁の特定原子力施設監視・評価委員会

第５回(平成２５年３月１日開催)資料１‐２「多

核種除去設備の運転に関する評価について(案)」

では、ＡＬＰＳの設置理由として環境汚染リスク

低減の狙いは記述されているが、敷地境界での線

量低減の議論は全くされていない。この資料の別

紙によればＡＬＰＳの運転前後の敷地境界線量

(西エリアと南エリア)の予測値が示されており、

ＡＬＰＳ運転前で０.３１～０.３５mSv/年、ＡＬ

ＰＳ運転後で０.４７～０.７２mSv/年となるため、

遮蔽対策が必要といっており、ＡＬＰＳ運転する

と敷地境界の線量があがると言っている。いつの

間に、逆の議論になってしまったのか。東電の説

明を聞いていると、後付けの理屈で説明している

ようにしか思えない。これでは信頼回復など覚束

ない。 

また、ＡＬＰＳの処理性能(又は運転能力)に疑

問があり、この設備で二次処理すればＨ３以外の
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放射性核種が検出限界以下まで適切な処理速度で

処理できるか疑問がある。東電は二次処理で検出

限界以下まで除去すると約束しているので、具体

的に可能であることを示して、処理にも早急に着

手し、前提条件を実現できることを示し、組織の

信頼回復を図るべきである。ＡＬＰＳ委員会もそ

れを見届けて欲しいものである。ＡＬＰＳ処理水

の処置の議論はそれができてからではないか。遅

れれば、廃止措置工程にも大きく影響を与えるだ

ろうし、原子力産業界の信頼回復にも影響を与え

る。 

 

（名前）根木健之 

（所属）技術士(応用理学)、博士(工
学) 

 

選択テーマ：⑦「人財」育成、⑧技術士がなすべ

きこと 

私が所属する会社は原子力とは直接に関係はな

い。しかし、東日本大震災が起きたとき、国立の

研究機関に出向し、放射性廃棄物の地層処分に係

る研究を行なっていた。また、１９９５年の新入

社員時にも３年間、同地層処分に係る委託研究に

携わっていた。このため、出向していた期間と併

せると、２０１１年３月の震災の時点でキャリア

の半分近くが同地層処分に関わるものとなってい

た。しかし、同年４月には出向が解除され、原子

力業界を離れた。その後は、マスメディアを通し

てであるが、さまざまなデマや風評被害を見るう

ちに、技術者が世の人々に科学技術を正しく伝え

きれていないと思うようになった。もちろん、原

子力関係の技術者がいかに誠実に仕事を進めてい

たかについては、私は本当に良く分かっていた。 

このようなことから、既に原子力業界から離れ

てはいたが、地球科学に携わっている以上、一般

の方々への科学技術の説明能力は非常に重要であ

ると強く思うようになり、幅広い見識とともに他

者への説明能力が問われる技術士の資格を取得し

たいと思うようになった。しかし、その当時、私

は自身の技術力を深めるために上司の許可を得た

上で、業務の傍ら社会人博士課程に毎月通ってい

た。このため、まずは博士号取得に専念した。２

０１４年３月に無事に博士（工学）を取得すると

すぐに、技術士の受験準備を始めた。猛勉強の末、

2016 年３月には技術士(応用理学)となることが

できた。 

現在は応用理学部門に限らずできるだけ多くの

部門に顔を出し、見識の幅を広めることに心がけ

ている。日常的には、自分の専門事項である物理

探査について、数式のほか専門用語を使わずに、

いかに簡便明瞭に説明できるかについて考えてい

る。また、このことを考えるのは通勤電車での日

課である。 

あれから８年が経ち、キャリアの3分の2は原

子力以外のものとなった。しかし、あの災害の直

後に感じた技術者の説明能力の必要性に対する思

いは今でも消えていない。まだ道の途中であるが、

これからも努力を続け、熱意に満ち、説明力の高

い技術者に一歩でも近づきたい。 

-以上- 


