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社会への発信

原子力・放射線部門における
技術士の認知度向上と技術士増に向けた取組み
Efforts of the P.E.（Nuclear & Radiation）towards improving to recognize and increasing the personnel
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はじめに

原子力・放射線部門（以下，当部門と称す）で
は，制度活用（許認可審査等を一例とする技術士
制度の有効活用）の具現化とそれに職能組織とし
て応える姿を見据え，認知度向上と技術士増の活
動に取組んできた 1）。活動を進める中，福島第一
原子力発電所の事故が発生し，各組織内や個人で
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コンシェルジュ
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現地支援に真摯に対応した。この経験が，社会的
ニーズを改めて考え直す契機となり，当部門の設
立 10 年を節目に，制度活用を延長線上に見据え
ながらも社会貢献（原子力の信頼回復，社会との
接点における役割等）をベースとした地道な活動
の積み重ねを優先させることとした 2）。そこには，
社会の要求に応える中立的な専門家の意義を広く
示し続けていくことが，我々の活動に共感しても
らうための土台作りとして肝要との思いがある。
近年の当部門の活動「認知度向上と技術士増に

：認知度向上
図1

：技術士増

認知度向上の対象区分と関係性

におけるイノベーター理論を参考に普及率の観点

向けた取組み」について事例を交えて述べる。

から考える。新しい考え方を採用するイノベー
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ター（2.5 ％）にオピニオンリーダー（13.5 ％）

認知度向上と技術士増を考える

（1）それぞれに伝えたいこと

がその価値を見出すと，
例えば組織の風土作りや，
職場環境への変化の機運が高まるといえる。技術

“技術士を目指す者”（以下，受験者と称す）へ

士には最新技術動向や専門知識を取得する自己開

の情報発信と共に，受験者以外へも活動範囲を拡

発力，コンピテンシー 3） 実装による行動力，プ

げている。しかし，聞き手（以下，対象と称す）

ロフェッショナルエンジニアとしてのあるべき姿

のニーズから的が外れれば，例えば社会との対話

を公益優先の具体事例と共に職場，関係機関，社

の機能として当部門は有効であると唱えても熱弁

会へ示し続ける発信力を兼ね備えるポテンシャル

は空振りし，その思いは届かない。過去，これら

がある。当部門の技術士がイノベーターとなり，

を一律に展開した時の反省から，対象を 3 つに

オピニオンリーダーから前述の割合で共感を得る

区分した。それぞれに対するアプローチの方向性

ためには，発信力の観点においては個人の行動だ

を表 1 に，互いの関係性を図 1 に示す。

けでは限界があり，それを下支えする組織的活動

（2）活動の根拠となるもの
国内の原子力関係従事者（4～5 万人）に対し，
当部門の資格保有者は現時点で約 500 人（1 ％）

との組み合わせが有効と考える。
（3）活動事例
原子力・放射線技術を専攻する大学，大学院の

に過ぎない。どの程度の原動力が我々の声を広く

学生に向けた取組みを，当部門の組織的な活動事

響かせるために必要なのか，マーケティング分野

例として紹介したい。過去の活動では，受講者の
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確保に苦心したが，技術士を知る大学関係者を通

自分磨きと情報発信の積み重ねを，そして組織的

じての趣旨説明や成功実例を積み重ねることで，

には個を支援するために裾野を拡げる，この両輪

大学・大学院の春のガイダンスカリキュラム
（以下，

をバランス良く動かし続けることが重要と考えて

説明会と称す）に組み入れてもらえ，昨年は 274

いる。
“あの人，魅力的だね”が“あの魅力的な

名（全 10 回の総数）と多くの参加があった 。

人達は技術士なんだね”に変わるまで，
個として，

4）

組織の一員として地道に活動し続けていきたい。
最後に，受験者向けパンフレット（図 2）を紹
介する。柔らかい表現を多用しつつも，様々な年
代とキャリアを網羅的に情報整理するなど工夫を
凝らした女性技術士による新作である。当部門の
ホームページ 4） に掲載しており，合わせて御参
照頂ければ幸いである。
写真 1

学生向け説明会の様子

説明会（写真 1）では，技術士制度や試験の概
説に加え，当部門の活動内容（講演会・見学会・
意見交換会など），設立の意義など前述の趣旨に
沿って熱意を持って伝えている。受験への期待は
勿論のこと，本会に携わって頂いた先生方や多く
の学生に対し，広く「技術士」の存在を知っても
らえたことは一歩前進であった。また，仮に学生

図2

が直ぐに受験しなくとも，数年後，技術者として
職に就き，この説明会や配布パンフレットを思い
起こしてくれること，そして共感してくれた彼ら

パンフレットの例
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