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原子力・放射線部門の技術士が目指すもの

の活動方針」の中で 4 つの活動の柱を定めるとと
もに，新たな 8 つの活動を開始した（図1）
。さら

「原子力・放射線部門の技術士が行動すれば，

に，技術士の位置づけ，部会の役割，活動の在り

原子力の信頼回復は必ず成し得る」と私は本気で

方が曖昧との部会員からの声を受け，従来活動と

そう信じている。

新たな活動を融合再編する中で 2016 年から「技

私は，科学技術・学術審議会答申

1）

に記され

た「技術士への期待」を具現化し，ブランドイ
メージとして社会から認知されることが目標であ
ると宣言した 。PE（professional engineer）
2）

としての位置付けは答申の本文でも明確に整理さ
れ，原子力の特徴を，多分野の技術体系にまたが
る総合技術にあって社会からの高い安全性要求に
答えねばならないこととした上で，安全性の確保
やリスクコミュニケーションに，信頼される個人
が関与することへの期待が記された。我々も「組
織の論理に埋没せず，個人として常に社会や技術

術士の自覚」と「部会の役割」の明確化，
「目標と
活動の 2 つの見える化」に取り組んでいる 2）。
「今 後 1 0 年 の 活 動 方 針 」における4つの柱と
2014年度下期以降の活動計画（新⑧計画） *)
Ⅰ．3.11事故の反省・教訓を風化させない働きかけ、安全文化醸成に資する活動
１．原子力・放射線部門の技術士として、安全文化と技術者倫理を学び直す取り組み
２．部会員の福島支援活動の経験から、住民目線のリスクコミュニケーションを考える
３．1F事故事象の理解から収束への道筋の調査
Ⅱ．認知度向上、技術士増（各機関の技術士増加策の調査、大学での技術士紹介等）
４．各機関の受験者増の取り組みの具体事例の紹介（部会報にて）
５．原子力関連学部学科・大学院への技術士制度説明会の実施
６．学校教科書におけるエネルギー・放射線関連記載に関する調査(原子力学会)協力
Ⅲ．部会員の技術士活動の支援
７．原子力・放射線関連の時事問題の解説と、説明のための指標等の作成
Ⅳ．広報
８．地域本部のWEB中継を利用した関東地区と他地域の技術士との連携
*）新たな活動計画とは、従来の部会活動（講演会・見学会の開催､本部CPD行事への協力､
学協会連携、受験者への制度説明会、部会報・HPによる情報発信､機関誌･学会誌への
投稿他）以外に「活動方針」を具体化するために部会員から募った課題に基づいて編成
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今後 10 年の活動方針と新⑧計画

のあるべき姿を認識し，意識や技術を常に向上さ

我々は事故により突然，社会との対話の最前線

せ続ける」という言葉を諳んじ，日々の研鑽に努

に送り込まれた。そこでは，組織の看板も，技術

めてきた。しかし，東京電力福島第一原子力発電

士の肩書ですら，個人の信頼を保証するものでは

所事故とその社会的影響の拡大に，個人も部会も

なかった。制度活用で求められた技量も，
「技術

有効な対応は取れなかった。

士」だけでは不足であった。
「技術士の自覚」と

事故による最大の学びは，社会システムの中で

は，技術士の評価は約束されたものではなく，自ら

技術を俯瞰的に捉える専門家が，専門性を追求す

支え高め広めるという自負である。技術士として

る技術者以上に必須なことであった。関係者は痛

何をなすべきかを問えば，社会や人々を学び，異

恨の思いを忘れず勤しんでいるが，未踏領域への

なる専門分野や最新知見を学び直さねばならない

挑戦は技術のみに傾倒し，社会や人々との距離を

危機感で，専門性には安住できないはずである。

遠ざける危惧を抱かせる。社会の一部である技術

高みを目指し続ける個人が信頼を育むのである。

と人々の生活をつなぎ，異なる専門分野の知をつ

「部会の役割」は，個人を支えることに尽き

なぎ，公益確保の立場で，社会にも専門家にも適

る。企画し集うだけでは目的を達しえないという

切な助言をなす役割が技術士への期待である。そ

自戒の念を込め，2 つの取り組みを行っている。

の任を果たしているかの自問と実践が技術士の認

一つは個人の資質向上への直接支援で，原子

知につながると考え，部会活動を行っている。

力・放射線部門の技術士に求められる素養・技量

2

に必要な学びの全体像を「マッピング」として提

部会活動の基本方針と最近の活動の趣旨

示したことである。部会企画の位置付けを明確に

当部会では，
2014年に取りまとめた「原子力・

し，学びの動機づけと情報収集に要する個人負担

放射線部会の過去10 年を振り返っての今後10 年

の軽減を目指し，アーカイブ化も徹底した。これ
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は技術士の受験対策ともほぼ合致している。

限定協力部会員）による企画への関与を，個人活

もう一つは個人活動を後方支援するために，原

動を部会に集約する仕組みと合わせて，部会員に

子力・放射線部門の技術士の哲学と反省を，繰り

も拡大する。また，地方在住の部会員へは例会の

返し発信したことである。世の中から事故の反省

情報配信を本年整備する。さらに，当部門でも今

への疑念の声が途絶えることはないが，我々の言

後増加する企業を退職した技術士の実態やニーズ

動から滲み出るように，企画に反映し痕跡を残す

を把握し，技術士に求められる要件との整合を示

よう努めた。呼応するように部会員からの機関リ

しつつ，新たな活動の場の提案を目指す。当部会

ポジトリ

の組織率は約 5 割と低くはないが，活動の魅力が

への収録数も震災後倍増した。

2）

そして，企画と情報発信の一体化により活動の

部会員以外へも伝わることも期待している。

背景に部会目標が見えるように努め，これを「目

最後に，技術士の認知度向上は，直接的に技術

標と活動の 2 つの見える化」と称した（図 2） 。

士を増やす活動とは切り離し，技術士とその哲学

2）

部 会 目 標 の 見え る 化

部 会 活 動 の 見え る 化

ブランドイメージの社会からの認知
技術士の自覚、個人のレベルアップ

①社会の関心の調査

目標と活動の位置づけ/部会の役割の
明確化、 企画と情報発信の一体化

②学び直しのマッピング

マスコミ情報
委員会動向等

③企画の優先度(案)

④課題の順位決定
優先順位（役員会）
【課題:先、講師:後】
適任講師候補※

企画運営班
課題毎に検討

ｷｰﾜｰﾄﾞ抽出 ※

⑤詳細企画の策定

１Ｆ廃炉､ｵﾌｻｲﾄ
新規制基準･･･

・ターゲット⇒部門内/部門外
・事前質問の募集（ＭＬ､ＨＰ）
・講師/見学先との事前調整
⇒認知度向上の機会

⑥企画の実施
⑨メンテナンス
※現在は幹事内で実施
今後､部会員参加の
仕組みにむけて検討

マッピングを埋めると
ＣＰＤ教材や
受験教材に

⑧部会報の執筆
部門外に紹介すべき
⇒月刊ＰＥへの掲載

図2
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例会/見学会
・アンケート､質問のフォロー
・レジュメ作成による共有
・効果確認⇒追企画の検討

⑦ＨＰ掲載、アーカイブ化
一般向け概要紹介
会員向け詳細資料
講演資料､発言録､PeCPD等

部会目標と活動の 2 つの見える化

今後の活動と将来展望

を伝えることを目的に展開している。潜在的受験
者である学生，異分野の専門家，一般市民の 3 つ
の対象ごとに方針を検討し，途上ではあるが，高
校生による特別講演の実現や大学生のオリエン
テーションへの出張紹介等の実績につなげている。
技術士ブランド戦略は，専門知識を有しつつ中
立的なレビューができる個人と職能集団の認知で
ある。私はこの説明に吉川弘之氏が知の統合で述
べた言葉 3）を度々引用しているが，これは医療に
おけるセカンドオピニオンや総合診療医の役割と
同義であろうと思っている。患者を観察し，話を
よく聞き，広く専門分野を知り，適切な専門診療

原子力・放射線部門の合格者は，発足 13 年で

医につなぐ。これは世の中から原子力・放射線分

ようやく 500 名を超えた。この数は，特定の専

野にも求められている機能であり，技術士の資質

門分野での制度活用には十分ではないが，
「技術

が最も近い。多くの技術士がそのことに気づき，

士の認知」のためには決して少なくもない。我々

努力し，世の中がそれに相応しいと認知すれば，

は技術士の潜在力を生かし切るための仕組みづく

必ず原子力と社会の距離は縮まり，新たな展開が

りが次の優先事項であると考えている。

開けるであろう。そのような技術士を支える活動

ブランドイメージは人と組織が鏡であり，
「先
従隗始」幹事として3つの課題に取り組んでいる。
① 部会活動の全体像が誰にも見える組織へ
② 誰かが頑張る組織から皆が頑張る組織へ
③ 検討課題を次々と受け入れられる組織へ

を，不退転の決意で進めていくつもりである。
1） 文部科学省 科学技術・学術審議会：技術士試験に
おける技術部門の見直しについて，2003.6.2
2） 原子力・放射線部会 HP：https://www.engineer.
or.jp/c_dpt/nucrad/
3） 吉川弘之：原子力学会誌，vol.57，No.3，2015

①は 2 つの見える化の活動，②は幹事全員の顔が
見える役割分担，③は課題への適時対応力強化の
ための企画運営の定型化である。広告塔としての
幹事から部会員へ，裾野拡大を目指している。
次に部会員の潜在力を引き出すための取り組み
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である。「2 つの見える化」の共有により活動へ
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