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開会のことば 

辻 政俊 氏（倫理委員 原子力安全・保安院） 

 

 皆さん、こんにちは。今日はお忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございま

す。それでは時間になりましたので、第９回の原子力に関する倫理研究会「原子力関連組

織における不正・不適切行為の再発防止」を始めさせていただきたいと思います。私は司

会進行役をさせていただきます、原子力安全・保安院の辻と申します。よろしくお願いし

ます。 

 最初に本日の予定について簡単に説明いたします。お手元の資料で、案内状にもあると

思いますが、一部変わっているところもございますので、簡単にいたします。 

 最初に「本研究会開催に当たって」ということで、原子力学会倫理委員会委員長の東北

大の北村先生の方からご挨拶をいただきます。 

 その後、倫理委員会の皆さんから３件の講演がございます。最初の講演は「原子力関連

組織の組織倫理について」ということで、福井工業大学の中安先生の講演。続きまして、

「『再発防止』と倫理委員会の活動」と題しまして、倫理委員会副委員長の金沢工業大学、

大場先生の講演。３件目は「倫理委員会による電気事業者の不正・不適切行為の評価」と

いうことで、エネルギー総合工学研究所の鳥飼部長の方から講演をいただきます。 

 本日の研究会ですが、講演と後半、参加者の皆さんのグループ・ディスカッションとい

う構成になっていますが、この講演でグループ・ディスカッションのポイントなり、ヒン

トをつかんでいただきたいと思っています。ここまでの予定が一応 15 時５分ですが、ここ

で 10 分ほど休憩をいただきまして、次に、グループ・ディスカッションの方に入ってまい

ります。 

 グループ・ディスカッションですが、最初に 15 分ほど、鳥飼さんの方からディスカッシ

ョンの進め方について説明していただきます。その後、具体的な参加者による事例検討と

いうことで、不正・不適切行為に関して、原子力安全・保安院、国の方から発電設備総点

検の指示に基づきまして、事業者の方から出された事例、それから実際に保安検査等で摘

出された事例から３件ほど選びまして、皆さまにディスカッションをしていただくと。今

回は約 30 名の方がおられますので、最初に１グループ５～６名、合計６グループに分かれ

ていただきます。約 50 分間、グループに分かれてディスカッションいただいた後、その結

果を持ち寄って、各グループの結果を発表していただくという形になります。ここまでが
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17 時５分ぐらいまでの予定です。 

 その後、倫理委員会幹事の東京大学の班目先生と、倫理委員・エネテック総研の三好委

員のお二方から結果についてご講評をいただくということになっています。ここまでの予

定で 17 時 30 分までの予定です。 

 ということで、早速、本題の講演の方に入りたいと思います。最初に、東北大学の北村

先生の方からお願いいたします。 
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技術倫理＆原子力技術倫理 

北村 正晴 氏（倫理委員会委員長・東北大学名誉教授） 

 

 東北大学の北村です。よくいらっしゃいました。最初の挨拶というのは「本当によくい

らっしゃいました、今日の半日、どうぞよろしく」で終わってもよろしいのですが、それ

ではあまりに芸がございませんので、最近、技術倫理それから原子力分野の技術倫理に関

して若干気付いたこと、感じていることをご紹介させていただいて、初めの挨拶に代えさ

せていただきたいと思います。 

（以下スライド併用） 

 

○私自身、実はこの週末もずっと関連した学会、

科学技術社会論学会というのに出ていましたが、

今、原子力ではなくてナノテクノロジー分野で、

その技術に対する疑念とか懸念というのが非常に

急速に拡大しているということを実感しています。 

 ご承知のとおり、ナノテクノロジーというのは、

科学技術基本計画の中でも非常に重視されている

領域ですし、ライフサイエンスにもつながる、新材料にもつながるということで、技術屋

さん、あるいは技術系の背景を持つ政治家の方に非常に関心が高い分野ですが、一方で、

実害がまだ発生していない段階なのにもかかわらず、非常に強い事前警戒の念があちこち

で表明されているということに驚かされました。 

 原子力で言えば、グリンピースに似たような組織ももう結成されて、カナダあたりを中

心として非常に厳しい、いうなれば反対運動に近いものが起ころうとしています。その分

野でよく言われることが、「遺伝子組換作物（ＧＭＯ）の二の舞にならないように」という

文言です。つまりナノテクは社会の批判を集める前に事前段階からしっかり警戒するのだ

という言葉・言説が広く聞かれています。言い換えると、原子力と社会の関係は既にあま

りにも複雑にねじれてしまったので、ナノテクの未来を考える議論での比較対象にすらな

らないということなのです。「ＧＭＯにならないように」とは言っても、「原子力のように

ならないために」とはもう言わないのです。そのぐらい、逆に言うと原子力で社会と技術

の関係というのは難しい状況がある。中にいるわれわれもそうですし、それから社会の中

最近の関連学会から
（科学技術社会論学会)

ナノテク分野での懸念・疑問の急速拡大

実害が発生していない段階でも事前警戒

グリーンピース的な組織もすでに発生

企業倫理、技術倫理についても高い関心

技術士会などの努力も顕著

社会には「技術への懸念」、「組織への懸念」
が遍在

原子力業界の反応は？
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のいろいろな方もそう感じているというのが実態だろうと思います。 

 この科学技術社会論学会でも、企業倫理や技術倫理について非常に高い関心が集まって

いますし、それに関連して技術士会の活動などの努力も非常に顕著なのですが、やはり社

会には技術への懸念、組織への懸念というのが、非常に強い範囲で存在しているように思

います。原子力の分野でも、当面の矢面に立っている方というのは、そういうことを非常

に感じておられるでしょうが、広く原子力学会、あるいは原子力産業界一般に、その問題

がどこまで考えられているのかという点が、少し心配になるところです。 

 

○原子力専門家の倫理ということですが、倫理的

に考えれば明らかな問題構造が続出している現状

を、やはり私たちは社会から見える形で変革して

いく必要があるだろうと思います。社会側がナノ

テクノロジーにもそのぐらい関心を向け、懸念を

向けているように、それと比較にならないぐらい、

逆に言うと原子力というのはいろいろな負の遺産

を背負って、社会と向かい合っているのだろうと思います。それを見える形に変革してい

くこと、そして自分の行動規範である技術倫理とその実践、実績を蓄積していくことなし

では、やはり原子力の社会的な機能というのは停滞するのではないかと、大変心配になる

ところです。 

 昨今は原子力業界の一部に今、非常に追い風が吹いてきた、風向きが変わってきたとい

うことで、心配されていた気持ちを少し軽くされ

ている方もいるような気もします。しかし大企業

と国家の連携、例えば原子力立国計画などが動き

だせば、原子力の社会定着が進むと安易に考える

ことは、やはり根本的問題の見逃しになるだろう

と思います。なぜならば、ナショナルレベルでそ

のように決めても、原子力の問題が社会からブレ

ーキをかけられているのは常にローカルなレベル、地域のレベルです。その問題に対して

常につきまとっているのが組織の信頼の低さです。原子力専門家はうそばっかり繰り返し

ているとか、信用ならないという言葉が、メディアにも、それから直接会ってお話しした

技術倫理＆原子力技術倫理

原子力技術の実践に際して直面する

倫理的困難

原子力技術そのものが内包する倫理的諸課題

原子力と社会との調和に関して直面する困難

原子力専門家の倫理

倫理的に考えれば明らかな問題行動が続出し
ている現状を、見える形で変革

自分の行動規範である「技術倫理」とその実践
実績なしで原子力の社会的機能は停滞。

大企業と国家の連携（e.g. 原子力立国計画）で
原子力の社会定着が進むと考えることは問題
の見逃し。

National レベルとLocalレベルの落差
環境（至上）主義の拡大
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方の口からも普通に出てくる。原子力の中にいると、比較的そういう状況に慣れてしまっ

て「まあ、こんなものか」と思っているかもしれませんが、自分のやっている仕事、自分

の所属している組織がそのような言葉でいつも表現されているということは、かなり大き

な問題にしなければいけないですし、状況改善のための努力は、原子力の中の人がやらな

ければいけないのではないかと思います。 

 もう一つ、やはり今、原子力に限らずですが、科学技術に向ける社会の目の中に、ある

種、環境主義、あるいは環境至上主義といった流れがあることもしっかり注意しておかな

ければいけないのだろうと思うわけです。 

 

○社会が共感する、少なくとも社会の一部が共感

する論調でよくあるのが「原子力は統制不可能な

エネルギーだと私は思う」「科学的に見て統制不可

能である」というような言い方です。チェルノブ

イリも起こるし、何よりも廃棄物の扱いが明らか

ではない。原子力発電所が増えれば増えるほど核

廃棄物が増える。原子力は 30～40 年しか使用でき

ないし、費用が非常に高くつくだろうなどなど。 

 こういう主張が非常に素直に、「そうだよな」と

共感を持って受け止められる社会が、われわれの

外側にあるのだということを重く受け止めて、向

かい合わなければいけないのだろうと思います。

この種の主張に関してはもちろん私自身も、皆さ

ま方も異論・反論は幾らでもあるだろうと思いま

す。でも、こういう言葉が受け入れられやすい社

会というのがあることだけは事実だろうと思います。 

 

○従って、学会活動にかかわる倫理とそのルール化、あるいは日常生活の中での倫理とそ

のルール化というのは非常に大事な取り組みになってくるわけで、組織の中の原子力技術

者が、社会の信頼を裏切らないために自律的な行動原理を明示し、それを遵守していく、

それも見える形で遵守していくということは、実は極めて大きい意味を持っていると思い

社会が原子力を見る批判的視線

1.技術基盤
の劣化・崩壊

個人の
能力低下

組織の

能力低下

2.企業行動
の劣化

3.原子力
組織の劣化

4.原子力
忌避反応

対象外
私益中心
反倫理

社会が歓迎する論調

原子力は、統制不可能なエネルギーだと私は思う。
科学的にみて統制不可能。

廃棄物の扱いが明らかではありませんし、原子力
発電所が増えれば増えるほど、核廃棄物は増えま
す。その自然分解には何千年とかかります。危険か
つ、統制、統御不可能な上、30～40年しか使用でき
ない原発は、費用が非常に高くつきます。さらにい
えば、今となっては過去の技術、1950年代の技術と
いえます。
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ます。 

 そして、その技術者の行動原理が、組織の中で

の行動を形成する因子にもなっていかないと、個

人としては良心的に振舞おうとしていても、組織

人としてはなにか問題があるような類の指令にも

従わなければいけないということがあれば、大い

にまずいことだろうと思うわけです。 

 今日は倫理委員会の倫理研究会ですから、多少我田引水的に倫理の重要性を語っている

とお感じにならないでください。私はかなり本気でこう思っています。 

 

○特に抱えている問題として、トップのコミット

メントが大事だということが一つ、これはＱＭＳ

でもそうなわけですが、倫理でもそうですし、Ｃ

ＳＲでもそうです。これほどよく言われる言葉は

ないのに、本当にそうなっているでしょうか。非

常に懸念される部分があります。あえてノーだと

までは申しませんが、私は懸念を持っています。 

 というのは、同じような内容の議論が、もう何年もずっと繰り返されてきている。その

次にあるように、なぜ学会が倫理に取り組むのか、倫理に取り組むメリットは何か、企業

倫理との関係は何か、あるいは倫理という言葉はあまり好きではないから避けてほしいと

いうことを今でもおっしゃる方がいらっしゃるわけです。さらに法（コンプライアンス）

との関係、そして技術者だけに倫理が必要なのかと。こういったことはずっと問われてい

るし、これからもきっと問われることでしょう。こういうことに対して、やはりそれぞれ

の技術者、あるいはそれぞれの組織が的確な答えを出して行動していくということが、今、

本当に社会から要求されていると私は思っています。 

 

○従いまして、この研究会をそういった問題の気付き、そしてその解決への道しるべを見

いだすための場としてご活用いただきたいと心から思います。これが非常に優れたポテン

シャルを持つ原子力技術の社会的機能が適切に発揮されるための必要条件であり、中心的

課題であることをご確認願いたいと思います。 

抱えている問題

「トップ」のコミットメント．

繰り返される同内容の議論

なぜ学会が倫理に取り組むのか

倫理に取り組むメリットはなにか

企業倫理との関係はなにか

倫理という言葉は避けてはどうか

法（コンプライアンス）との関係はどうあるべきか

技術者だけに倫理が必要なのか

本研究会を「問題の気付き」、「解決への道し
るべ」を見出すための場としてご活用を。

原子力の社会的機能が適切に発揮されるた
めの必要条件、中心的課題であることをご確
認願いたい。

学会活動に関わる倫理とその
ルール化

組織の中の原子力技術者：社会の信頼
を裏切らないためには：

自律的行動原理の明示と遵守

それが組織内での行動形成因子にも



7 

 繰り返しますが、ナノテクの世代で「ＧＭＯの

ようにはなるな」という批判的対象にされている

事例、そこに参照されているのはもう原子力では

ないという、極めて皮肉なというか、残念な状況

というのをよくお心の中にとめていただいて、こ

ういったことを考えつつ、今日の研究会の中で、

いろいろとお考えを深めていただければ大変あり 

がたいと思います。 

 以上、やや意味のはっきりしないことも申し上

げたかと思いますが、トータルとしての意味は明

確だろうと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。ありがとうございます。 

先日、在京のメディアの一員として柏崎刈羽原子力
発電所を訪問したときである。発電所の幹部はあい
さつを次のように始めた。
「地震直後から、テレビや新聞等でいろいろ報道
がなされているところでございますが、なかなか、わ
れわれから見ると正しく報道されているかどうか、非
常に首をかしげたくなる…」
これがメディア一行に対する歓迎の言葉である。
世間一般の常識で言えば、けんかを売ったことにほ
かならない。他の発言と合わせても、メディアの報道
のせいで大事故に仕立てられたと言わんばかりの
口ぶりであった。

最近の原子力報道から
（産経ニュース：論説委員 長辻氏 １１月１０日）

日本の原子力はこれからどこへ行くのだろうか。昨今の原子
力発電を取り巻く動きを見ていると、そういう不安を抱いてし
まう。
昨年の末から今年３月にかけて、臨界事故をはじめとする
電力各社による原発などのトラブル隠しの実態が明るみに
出た。
その混乱が一段落して４カ月もたたない７月１６日に新潟県
中越沖地震が起きて、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所
が被災した。運転中と起動中の原子炉４基は正常に自動停
止して、基本的な安全性は保たれた。
だが、東電は、ほぼ全面的な非難を浴びた。同社も不運な
被災者の一員であるにもかかわらず、諸悪の根源であるか
のような批判のされ方である。
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原子力関連組織の組織倫理について 

中安 文男 氏（倫理委員・福井工業大学） 

 

 福井工業大学の中安といいます。日本原子力学会の倫理委員を務めさせていただいてい

ます。福井工業大学というのはあまりご存じない方が多いと思いますが、名前にあります

とおり福井県にありまして、先ほどの委員長のお話にありましたが、ローカルなレベルで

原子力の倫理といいますか、原子力はどうあるべきかという事を考えています。数えてみ

ますと、倫理委員の中に福井在住が３名いまして、東京を除いては一大勢力を作っていま

す。 

 それでは、「原子力関連組織の組織倫理について」ということで、少し喋らせていただき

ます。ここで言います組織倫理というのは、組織が行なっている倫理的行動というように

とらえて、話を進めさせていただきます。 

（以下スライド併用） 

 

○異論のある方もいらっしゃるようですが、組織というのはそもそも持続しなければなら

ない、発展しなければならないというように私は考えていまして、そういう観点から見ま

すと、不祥事が続発し、組織の持続・発展が困難になっている場合があります。 

 このスライドは経時的に並べた不祥事ですが、

2000 年の雪印乳業、赤で書いています原子力関係

の 2002 年の東京電力、2004 年の関西電力、原子

力以外のＪＲ西日本、ライブドアとか、最近にな

りまして赤福、白い恋人、船場吉兆と絶え間なく

続いています。私はもともと大阪出身なので、船

場吉兆というのは好きなので時々行っていたのですが、残念ながらこういう不祥事を起こ

していると、船場吉兆そのものがどうなるか心配です。赤福とか「白い恋人」は社長が既

に交代しているので、ひょっとしたら船場吉兆も社長交代があるかもしれません。 

 こういうことから見ますと、何か不祥事が起こると会社の存続にかかわってきます。冒

頭申し上げましたように、組織にとって存続・発展が必要であるとすれば、不祥事をなく

するにはどうすればいいかというのを、本日のテーマにさせていただければと思います。 

 

2

不祥事はなくならない

2000 雪印乳業集団食中毒・三菱自工リコール隠し
2002 東京電力データ改ざん
2003 トヨタ整備士国家試験問題漏洩
2004 関西電力美浜原発事故
2005 ＪＲ西日本暴走事故，耐震強度データ偽装
2006 ライブドア粉飾決算，パロマガス湯沸かし器

事故

2007 赤福、白い恋人、船場吉兆
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○日本原子力学会の倫理委員会で、今まで組織の方に３回のアンケートを行いまして、そ

の結果をここに記しています。第１回は 2002 年、第２回は 2004 年、第３回は 2005 年で、

第３回の回収率が低いのは、第１回および第２回

が多肢選択であったのに対しまして、第３回を記

述式にしたためと考えています。 

 アンケートの結果ですが、いろいろな不祥事に

よりまして、原子力技術者集団への不信感が募っ

てきているといえます。これは先ほどの北村委員

長のお話と重なっています。 

 原子力関連組織への不信感というのは、組織そのものへの不信感と技術者集団への不信

感もしくは技術者そのものへの不信感だといえます。これらが原子力に対する嫌悪感につ

ながってきていますし、地域社会との信頼関係が崩壊してきているといえそうです。これ

らが、最終的には、企業経営の危機につながってきています。３回のアンケートを通じて

得られたことは、組織の継続・発展に対してリスクが増大してきているという結果です。 

 

○アンケート結果の続きですが、不祥事がなくな

らない理由は次のようなものだと回答がありまし

た。一つ目は、組織の構成員の価値観が変化し、

それにより帰属意識が低下し、内部告発が増加し

てきている。この個人の価値観の変化に対して、

対応できない古い経営感覚が残っている、例えば、

組織の構成員には忠誠を期待する社長が未だにい

る等です。 

 二つ目は、先ほどの北村委員長のお話ではトップの意志が大事であるといわれていまし

たが、アンケートの結果では、マネジメント機能が低下してきていると組織の方々はみて

いるようです。これは欧米型の管理システムを形だけ導入したせいではないかというよう

に回答されています。 

 三つ目が、これも欧米形式の形だけの導入になるのでしょうが、優勝劣敗、効率優先、

マニュアル優先などにより、コミュニケーション不足、監視機能の劣化、社会基準と社内

基準が乖離が起こり、20 世紀と 21 世紀では、評価基準が違っているのではないかという

3

日本原子力学会倫理委員会の調査

（アンケート結果）

種々の不祥事により

原子力技術者集団への不信
感

原子力関連組織への不信感

原子力に対する嫌悪感

地域社会との信頼関係崩壊

企業経営の危機

組織の継続・発展に対してリス
クが増大。

原子力関連組織へのアン
ケート

第1回（2002年12月）：145通
（回収率：50%）

第2回（2004年10月）：116通
（回収率：43%）

第3回（2005年 9月）： 62通
（回収率：23％）
注：第3回アンケートの回
収率が低いのは、記述式
にしたため。（と考えてい
る）

4

不祥事がなくならない理由（アンケート結果）

個人主義、内部告発、帰属意識低下、価値観の変化

対応できない古い経営感覚（忠誠を期待す
る）

マネジメント機能の低下

欧米型管理システムの形だけの導入
優勝劣敗、効率優先、マニュアル優先、コミュニケーション不
足、監視機能劣化

社会基準と社内基準の乖離
ベースが違う？
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ことが、アンケートの結果から浮かび上がってきています。 

 

○そこでリスクという観点から、倫理がどうかかわっているかというのを少し考えてみた

いと思います。リスクマネジメント、リスク管理

を考えていきます。マネジメントを管理と訳して

は駄目だと言われる方もいらっしゃいますが、こ

こでは、リスクマネジメント＝リスク管理という

ことで話を進めていきます。 

 リスク管理では、最初にリスクを分析し、その

後、リスク評価（リスクアセスメント）を行ない、

リスクの大きさを評価して、そのリスクが許容できるか否かを決定する必要があります。 

 これはよく出てくる表ですが、縦軸にハザードの大きさをとりまして、横軸にハザード

の発生確率をとりますと、小さな発生確率では大きなハザード（危険源）も許容できます。

また、ハザードが小さいと、発生確率が大きくなっても許容できます。リスク管理といい

ますのは、赤い部分で示しています許容できないリスクを、ハザードの大きさを小さくす

るか、ハザードの発生確率を低減することにより、許容できる範囲に引き下げるというの

がリスクマネジメントです。 

 ＯＨＳＡＳ18001（労働安全衛生マネジメントシステム）では、まずハザードをなくすこ

とが大事であって、低減は次善の策であるとしていますが、ここではハザードをなくすこ

とは非常に難しいという観点から、ハザードの大きさ、発生確率を低減していく必要があ

ると考えています。これをリスク管理上の改善と呼んでいますが、「ハザード（危険源）の

発生確率を低減するか、顕在化による被害の大きさの低減を図るというプロセス」です。 

 リスク顕在化への対応は事後処理に相当しますので、リスク移転に相当するとも考えら

れますので、リスク管理として必要なのは改善と移転です。 

 

○今までの話は定性的ですが、ハザードの発生確

率にしても、ハザードの大きさにしても、定量化

することも試みられています。良く知られている

ＭＩＬ－ＳＴＤ－882Ｃでは、行（縦）にハザード

の発生確率を、列（横）にハザードの大きさをと

5

リスク管理（リスクマネジメント）

• リスク分析（リスク因子の
明確化）

• リスクアセスメント（リスク
の大きさを評価し、そのリス
クが許容できるか否かを決
定する）

• 改善（ハザードの発生頻度
や、顕在化による被害を最
小化する）

• リスク顕在化への対応
（リスク移転など）。

ハザード発生確率

ハ
ザ
ー
ド
の
大
き
さ

改善すべき領域

(リスク管理の改善とは、
ハザード（危険源）の発生
確率を低減するか顕在化
による被害の大きさの低
減をはかるプロセス )

許容できる

6

リスクの識別：定量評価（例）
リスクアセスメント（MIL-STD-882C)

11--55 ((許容できない許容できない) ) 
66--10(10(望ましくない望ましくない) ) 
1111--17(17(検討要検討要))
1818--20(20(許容できる許容できる))

2017151210-6> X

191410810-3> X>10-6

18116410-2> X>10-3

1695210-1> X>10-2

13731X>10-1

ネグリジブル限界的危機的致命的大きさ
発生確率

リスク低減には、時間（Schedule）
と金（Dollars）が必要
リスクの識別・定量評価は個別組
織により異なる。筆者注
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って表にしています。ハザードの大きさは、「致命的」から「ネグリジブル」まで 4段階あ

り、発生確率は10回に１回起こる程度から、100万回に１回程度まで5段階にしています。

このハザードの大きさと発生確率の組み合わせで、リスクを許容できるレベルから許容で

きないレベルまで 4段階にわけています。 

 これを見て気付きますのは、10 のマイナス６乗未満の発生確率でも、ハザードの大きさ

が「致命的」、「危機的」および「限界的」であれば、そのリスクは検討の必要があるとし

ているところです。 

 現在、原子力発電所では約６万 5000 人が働いていると思います。６万 5000 人が働いて

いるということは、10 の４乗から５乗程度の人がいるということになります。妥当な評価

かどうかは別にしまして、その中のたった一人でも誤った行動というか、間違った行為を

しますと、発生確率が 10-3> X>10-6のレベルになります。６万 5000 人のうち１人でもそう

いうことをしでかし、それが、致命的か、危機的か、限界的であれば原子力全体に及ぼす

影響は計り知れないものがあります。これは原子力に限りませんが、こういう観点から物

事を見るのも必要ではないかと思っています。10 の３乗というと 1000 ですから、10 のマ

イナス３乗というのは、昔からいわれている千三つ、ＱＭＳなどで３シグマとほとんど同

じになります。1000 回に３回ぐらい起こるのを良しとするかどうかですが、ＭＩＬ－ＳＴ

Ｄ－882Ｃによりますと発生確率５段階の３段階目となり結構高い確率だといえそうです。 

 同じＭＩＬ－ＳＴＤ－882Ｃの Appendix Ａには、リスク低減には時間（Schedule）、金

（Dollars）が必要であると書かれています。原子力業界の関連組織のリスクを下げるため

には、十分な時間とお金をかける必要があるというように考えています。しかし、リスク

の識別とか定量評価は個別組織によって異なると思いますので、ＭＩＬ－ＳＴＤ－882Ｃは

あくまで例であって、個別組織に適用する場合には、十分な、慎重な検討が必要です。 

 

○少し前に、電力業界をはじめ、いろいろな業界でＴＱＣ（Total Quality Control）が行

なわれていました。それから品質マネジメントシ

ステム（QMS：ISO9001）が導入され、環境マネジ

メントシステム（EMS：ISO14001）も、20 世紀の

終わりから 21 世紀にかけて、結構いろいろなとこ

ろで実施されています。これらはすべてリスク低

減の試みというようにとらえることができると考
7

リスク低減の試みがなされてきた

TQCから品質マネジメントシステム（ISO9001)
環境マネジメントシステム（ISO14001）
リスクマネジメント

倫理（組織倫理）

コーポレートガバナンス

コンプライアンス

CSR（ISO26000をにらみながら）
日本版SOX（Sarbanes‐Oxley act）法（2007年）
ISO26000（SRガイドライン）（2009年）
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えていますし、リスクマネジメントシステムの適用も、いろいろな業界で行なわれていま

す。 

 20 世紀の後半から 21 世紀にかけて技術者倫理とか技術倫理、工学倫理、組織倫理とい

うことがよく言われていまして、各組織において倫理規程や行動規範が作られてきました。 

 また、コーポレートガバナンスという言葉もよく使われていますし、先ほどの北村委員

長のお話にありました、法規則遵守というか、コンプライアンスという言葉もよく使われ

るようになってきました。 

 組織の社会的責任を表すＣＳＲも、ＩＳＯ26000 をにらみながら、検討実施されていま

す。ＩＳＯ26000 ではＣＳＲのＣが取られてしまってＳＲガイドラインとなっていますが、

ここでは、一般によく使われている CSR を使用しています。 

 内部統制に関わる日本版ＳＯＸ法が 2007 年にできましたし、社会的責任に関わるＩＳＯ

26000は2009年に、ＳＲのガイドラインとしてできるのではなかろうかと言われています。 

 

○日本版ＳＯＸ法というのは、ご承知の方が多い

と思いますが、「証券取引法の抜本改正である『金

融商品取引法』の一部規定がこれに該当する」と

いうことです。第 24 条の４の４で、有価証券報告

書の提出についての規程があり、また、内部統制

報告書には公認会計士の監査が要るとしています。

こういうことから、日本版 SOX 法は、内部統制を

規定していると言われています。 

 

○リスクマネジメント（リスク低減のためのリスク管理）の目的は組織の持続的発展で、

そのためにはＰＤＣＡを回して継続的な改善が必

要です。これはすべて組織の持続的発展のために

リスク低減が必要であり、ハザードの大きさと発

生確率の低減が必要であるということです。 

 ハザード低減には、継続的改善が必要であり、

このためにＰＤＣＡを回す必要があります。ハザ

ード低減のための、ＰＤＣＡを回すツールとして

8

日本版SOX法（俗称）

証券取引法の抜本改正である「金融商品取引法」の一部
規定がこれに該当

第24条の4の4で「有価証券報告書を提出しなければなら
ない会社のうち、金融商品取引所に上場している有価証
券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、事
業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社
に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を
確保するために必要な体制について評価した報告書（内
部統制報告書）を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣
に提出しなければならないこととする」

「内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査
証明を受けなければならないこととする」と定めている。

9

リスク管理（リスク低減）

組織の持続的発展のために

PDCAをまわし
継続的改善が必要

改善（ハザードの低減）努力

ハザード低減には色々な方法

P

D

C

A
経営理念

行動憲章

倫理

法令順守

ISO14001

ISO9001

労働安全

目標管理

内部統制

SCM

CSR

倫理

PDCAをまわすツール
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は色々なものがあります。例えば、先ほど言いましたＴＱＣとかＩＳＯ9001 を始めとして、

ＳＣＭ（Supply Chain Management）、内部統制、法令遵守、これをコンプライアンスと言

ってもいいのかもしれませんが、倫理などです。倫理をツールと言ったらしかられるかも

しれませんが、なぜ組織の持続的発展、リスク低減のために倫理が必要なのかということ

をもう少し、私の考えを紹介させていただければと思います。 

 

○過去の原子力に関する倫理研究会で、組織のトップマネジメントの方が出てこられて、

次のように発言されました。「組織が悪いことを行

う、個人が悪いことを行うことが組織にとっての

最大のリスクである」、「このリスクの低減が組織

にとっての最大の課題である。現実にニアミスが

起こり、その防止のためにダイレクトラインを設

けている」ということでした。倫理研究会に出て

きていただいたトップマネジメントの方ですから、

倫理を意識した発言になっているのかもしれませんが、リスク低減に倫理が有効であるこ

とを認識されていると思います。 

 二つ目の、別の組織のトップの方が言われたのは、「組織の不祥事の防止には、行動規範

の制定、情報公開が必要である」、「より重要なことは、それを、どう運用するかだ」とい

う事でした。これも倫理に直結している話かと考えています。倫理規程、行動規範を作っ

ているから大丈夫ですよというのではなくて、トップ自らその運用にかかわる必要がある

というお話かと理解しています。組織の継続・発展には「組織のリスク低減が必要」であ

り、「これには組織倫理が有用」であるという、トップマネジメントの認識があったと理解

しています。 

 

○次は少し古い話ですが、経済産業省の企業行動

課が、平成 15 年６月 27 日に公表した「リスク管

理・内部統制に関する研究会」レポートからの抜

粋です。まず不祥事がなぜ起こるかというのは、

今までの話と非常にダブっているのですが、「リス

クの識別ができていない」ということが第１であ

10

組織のリスク低減

組織トップマネジメント（第7回原子力に関する倫理研究会）

「組織が悪いことを行う、個人が悪いことを行うこ
とが組織にとっての最大のリスクであり、このリス
クの低減が組織にとっての最大の課題である。現
実にニアミスが起こり、その防止のためにダイレク
トラインを設けている。」

「組織の不祥事の防止には、行動規範の制定、情
報公開が必要であり、

より重要なことは、それを、どう運用するかだ」

と組織のリスク低減が必要＝組織倫理が有用

11

リスク（我が国企業の不祥事）分析
「リスク管理・内部統制に関する研究会」報告書、経済産業政策局企業行動課、 平成15年06月27日

1. リスクの識別ができていない。

2. 法令遵守を含む行動規範等が確立されていな
い。職務権限に関し、範囲が明確でない。

3. 担当者が問題意識を持っている場合でも、通常
の報告経路では、それを伝達できず、トップまで
伝わらない。

4. 事故発生後の対応が明確になっていない。

5. 内部監査機能が存在しない。

リスクの低減が必要＝組織倫理が有用
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るとしています。 

 第２に「法令遵守を含む行動規範等が確立されていない。職務権限に関し、範囲が明確

でない」。 

 第３に「担当者が問題意識を持っている場合でも、通常の報告経路では、それを伝達で

きず、トップまで伝わらない」。 

 第４に「事故発生後の対応が明確になっていない」、「事後処理が重要なのに、それにつ

いての対応が明確になっていない。」 

 第５に「内部監査機能が存在していない」というようなことが書かれています。 

この報告書でも、リスクの低減が必要であるし、そのためには、ほとんどの場合、倫理、

特に組織倫理が有用であると結論されているように感じられます。 

 

○リスク低減のための組織倫理とは、どのように

考えたらいいのでしょうか。「組織倫理は、それぞ

れの組織が、それぞれの事情に合わせて構築する

必要がある」と考えています。原子力業界と食品

業界とは違うかもしれませんし、原子力業界だけ

でも、メーカーもあれば、発電所を運営されてい

る組織もあれば、メンテナンス・保全をされてい

る組織もあります。原子力業界だけをとっても、必ずしも一律ではありません。 

 「組織倫理は、それぞれの事情に合わせて構築する必要がある」と言ってしまいますと、

これだけでは駄目そうな気もいたしましたので、共通的なことを考えてみます。先ほど来

の話に出ていますが「原子力にとって最大のリスクは社会の信頼を失うことである」ので、

「社会の信頼を失わないための組織倫理」が必要ではないでしょうか。 

組織倫理ができあがっている組織、倫理規程なり行動規範なりができあがっている組織

には、必要ないかもしれませんが、まだ、出来上がっていない組織には、何かのキーワー

ドがあった方が考えやすいかもしれないと思いました。 

 技術者倫理と組織倫理の相違について考えてみました。技術者倫理というのは技術者個

人にかかわることですが、組織倫理というのは、その組織の構成員全員の倫理行動なり行

動規範ですから、構成員共通の価値観を提示することが必要です。 

 また、組織構成員のモチベーションの向上も必要となります。組織構成員のやる気がな

12

組織倫理＝リスク低減のための

組織倫理は、それぞれの組織が、それぞれの事情に合わせ
て構築する必要がある。

原子力にとって最大のリスクは社会の信頼を失う事である。

社会の信頼を失わないための組織倫理

組織倫理のキーワード

共通の価値観

組織構成員のモチベーション向上

風とおしの良い組織

技術の伝承

ある組織に通用する組織倫理は、普遍的なもの

ある組織に通用しない組織倫理は、普遍的でない。
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ければその組織の持続と発展がなくなります。そういう意味から組織倫理では、これをし

ては駄目、あれをしても駄目というのではなく、モチベーションを向上するような内容が

必要になってきます。 

 それと、風通しのよい組織であるということも重要です。 

 最後に、原子力関連組織は、すべての組織が技術を中心に動いていますので、そのため

には技術の伝承が必要です。最近アメリカから来られた方とお話しする機会がありました

が、アメリカでは原子力の技術というのは断絶している。ＴＭＩ以降、原子力発電所がほ

とんど建設されていないので、原子力技術が断絶している。そういう断絶が起こると、倫

理的にもまずいことが起こるかもしれないと言われていました。技術を主体とする原子力

関連組織である限りには、技術の伝承というのも重要なキーワードではないかと考えてい

ます。 

 最初に「組織倫理は、それぞれの組織が、それぞれの事情に合わせて構築する必要があ

る」と申し上げました。今から申し上げることとは最初の申し上げたことと少し違います

が、「ある組織に通用する組織倫理は、他の組織にでも通用するのではないか」とも考えて

います。一つの組織に通用する組織倫理があれば、それはそのままではないにしても、他

の組織でも通用するのだということです。全く逆に「ある組織に通用しない組織倫理は、

他の組織にも通用しない」といえます。 

 最初の話と最後の話しは別のことを言っているように見えますが、別の見方だとお考え

いただければと思います。 

 

○次は、原子力学会倫理委員会で行なった 3回の

アンケート結果のまとめですが、コンプライアン

ス、法規則の遵守には「社会にマイナスの影響を

与えない」イメージと捉えられています。 

 ＣＳＲ、ＳＲなどの社会貢献については「社会

にプラスの影響を与えるというイメージがある」

ということです。 

 倫理についてのイメージは「社会にマイナスの影響を与えないということはもちろん、

プラスの影響も与えるというイメージ」であると考えておられるようです。これは、回答

をいただいた組織の 70％を超えて、確か 80％近かったと思います。このことからも「組織

13

倫理についてのイメージ（アンケート結果）

法規則の遵守には社会にマイナスの影響を与え
ない、

社会貢献には社会にプラスの影響を与える、とい
うイメージがある

倫理についてのイメージは「社会にマイナスの影
響を与えないということは勿論、プラスの影響も与
えるというイメージ」 との回答が70％超

組織倫理は組織のリスク低減に役立つ。
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倫理は組織のリスク低減に役立つ」という結果であると考えています。 

 

○次は法と倫理の関係です。このスライドにありますように、普遍的なものが、社会の底

流にあるのではなかろうかと考えています。これ

は人間が生きてきた数万年の歴史が生みだしたも

のであるかもしれませんし、神が決めたものかも

しれません。こういう普遍的なものから、ある時

代、あるグループ、ある地域に最適なものとして

法律が取り出され、倫理が取り出されていると考

えています。従って、法と倫理は、一部重なって

いる部分もあれば、違う部分もあるのは、取り出しかたが違っているからですが、根っこ

は同じです。 

 例えば法と倫理の異なる部分は、不適切な行為があげられます。これは次のスライドで

お見せいたしますが、故意による不適切行為には、法的責任が生じますけれども、過失に

ついての法的責任は、それぞれ事情によって、また民事と刑事でも違いますし、必ずしも

法的責任が生じない場合があります。 

 日本でいわれるコンプライアンス（法令遵守）、これは欧米のコンプライアンスとは少し

違うようですが、これを偏った見方でしますと、法律に触れさえしなければいい、法的責

任を問われなければいいというようになってしまいます。従って、コンプライアンスだけ

を考えていますと、過失は仕方がないということになってしまいます。しかし、過失は認

識を欠いた行為、また誤解に基づくという行為であると考えられますので、倫理的責任が

あります。単なるコンプライアンスよりは、倫理、組織倫理はそれに勝っているのと考え

ている理由の一つです。だから、コンプライアンスだけでは、これからの原子力関連組織

は、生き残っていけないかもしれないと考えています。 

 

○このスライドの図は、どこかにあったものを使

っているのか、自分で考えたのか、自信がありま

せん。この図に示しますように、行為というのは

不適切な行為と適切な行為に分かれます。不適切

な行為は過失と未必の故意と故意に分かれます。

14

法と倫理

普遍的なもの

倫理法律

ある時代、あるグループ、ある地域に最適なものとして

故意および未必の故意による不適切行為には 法的責
任が生じ、過失の法的責任は状況による。

過失は、認識を欠いた行為または誤解に基づくから倫理
的責任がある。

組織倫理は単なるコンプライアンス（法令遵守）に優る。

15

不適切行為の防止から一歩進めて

行為

不適切行為 適切行為

過失 故意

不注意 誤解

違法性
認識無し

違法性
認識有り

悪意有悪意無

未必の故意

① 不適切行為を防止するための注意を自己の行為範囲とする。

② 注意の範囲を拡げ、自己が認識できる範囲（例えば、自己が関与
するプロジェクトの範囲）とする。

③ 適切な行為により、公衆安全を向上させる。
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過失は不注意、もしくは誤解から生じるものです。故意というのは違法性の認識なし、違

法性の認識あり、さらに違法性の認識のある場合、悪意なしと悪意ありに分かれます。 

 不適切な行為中、未必の故意と故意については、明らかにコンプライアンス違反であり

ますし、原子力関連組織の構成員の方は、こういうことをする方はいないであろうと考え

ています。そうしますと、いかに過失（不注意と誤解）を防ぐかということですが、この

ときに、これはある本に記されています考え方を引用させていただいていますが、不適切

な行為を防止するためには、自分のやっている範囲を注意範囲とするのを企業倫理、技術

者倫理の第一歩とすれば、注意の範囲を広げまして、自己が認識できる範囲、例えば自己

が関与するプロジェクトの範囲を注意範囲とするのが、組織倫理、技術者倫理の二段階目

となります。 

 そうすると、三段階目は何かということです。自分のやっている行為の内、不適切行為

は第一段階で防げて、仲間のやっている行為の内、不適切なものは、第二段階で防げるこ

とになります。第三段階は、不適切な行為を防ぐというよりも、適切な行為により、公衆

の安全を向上させるということになります。これは、より積極的な意味での適切な行為を

指していまして、不適切な行為をしないという意味での適切な行為ではなくて、積極的な

意味での適切な行為、言い換えますと公衆の安全をより良くするための適切な行為をなす、

ということです。 

 

○こういう風に考えますと、適切な行為というの

は、社会的責任と非常に似たものになってきます。

倫理委員会が行なったアンケートで「なぜ社会的

責任を考えるのか」というものがありました。話

している途中ですが、既に倫理委員の誰かが紹介

したかもしれませんが、今日お見せしているスラ

イドは後ほど参加されている方全員に、しゃべっ

ている内容とともにお配りさせていただくことになっています。それで、アンケート「な

ぜ社会的責任を考えるのか」に戻ります。答えが、このスライドの左側にありまして、「社

会からの信頼を得るため」、「組織の持続・発展」、「組織構成員への責任」などです。「組織

構成員への責任」というのは、技術者倫理ではあまり見かけないですが、組織倫理では組

織構成員への責任が必要です。 

16

アンケート結果何故、社会的責任を考えるのか（左）

1. 社会からの信頼
2. 組織の持続・発展
3. 組織構成員への責任
4. 顧客満足
5. 地球環境保全
6. 地域社会との共生
7. 原子力の持続・発展

1. 法令遵守・コンプライアンス

2. 労働安全
3. 公正な企業活動

4. 地球環境保全

5. 快適な職場作り

6. 社会貢献（福祉・福利）
7. 情報開示・説明責任

赤字は倫理（規程）
組織構成員に対する責任：企業倫理

原子力の社会的責任とは何か（右）
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 次に「原子力の社会的責任とは何か」という問い掛けもいたしました。先ほどの問い「な

ぜ社会的責任を考えるのか」をひっくり返したような問いになっています。このスライド

では、社会的責任を考える理由は左側に、原子力関連業界が考えるべき社会的責任を右側

に記しています。「原子力の社会的責任とは何か」という問いに対しては、「法令遵守」が

一番上に来まして、左側の３番目の「組織構成員への責任」と似ています「快適な職場づ

くり」というのも入っています。これが技術者倫理と組織倫理の違いの一つではないかと

いうように考えています。 

  

○最後のスライドです。「組織の存続のためにはリ

スクマネジメントが必要」であり、「組織倫理はリ

スク低減に非常に有効」であると考えています。

しかし、「マネジメントの責任」、これは北村委員

長の開会の挨拶の中で非常に強調されていたこと

だと理解していますが、トップマネジメントの関

与が一番大事であるとも考えています。 

 大学に奉職してから２年間たっていますが、学生を教える時に、過去問だけをやらして

おいてもいいのかなという気がいたしております。「過去に学ぶだけでよいのか」という疑

問を常に持っております。未来の予測、今はやりの言葉で、プロアクティブが必要ではな

いかということも考えています。まとまりのない話でしたが、ご清聴ありがとうございま

した。 

17

ご清聴ありがとうございました。

組織の存続のためには

リスクマネジメントが必要

組織倫理はリスク低減に有効

でも

マネジメントの責任が一番重い

過去に学ぶだけで良いか？：予測は必要ないか（プ
ロアクティブ＝“to act before a situation 
becomes a source of confrontation or crisis”）
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「再発防止」と倫理委員会の活動 

大場 恭子 氏（倫理委員会副委員長・金沢工業大学） 

 

 倫理委員会の副委員長の金沢工業大学の大場です。本日は倫理委員会が再発防止に対し

て、どのように取り組んでいるかについて説明いたします。 

 まず、お手元に倫理規程、４枚の表裏で８ページになるものがあるかと思います。最初

に学会の倫理活動の基本は倫理規程ですので、その中で再発防止をどのように取り組んで

いるかということを説明します。 

 まず倫理規程の説明をいたしますと、前文があり、その後に８条の憲章がございます。

その後に行動の手引。この前文、憲章、行動の手引をワンセットにして、原子力学会は倫

理規程というように言っています。ぜひ皆さま、倫理規程はじっくり読むにはなかなか長

いものなのですが、この機会に後ほど読んでください。 

 原子力学会は 2001 年に規程を制定しているのですが、制定後に、倫理委員会が組織され

まして、その任期は２年となっているのですが、１任期につき１回の倫理規程の見直し、

すなわち改訂をしています。そのため、お手元に配っていますのは、現在の３期の倫理委

員会の方で改訂いたしました最新版となっています。３期の倫理委員会は今月で活動を終

了しますので、来月から始まる第４期で、改めて見直し作業が、２年をかけて行われると

いうことになっています。 

 少し倫理規程の説明になりましたが、本題の方に入ります。 

（以下スライド併用） 

 

○倫理規程では再発防止についてどのように触れているでしょうか。倫理規程では 2001

年の制定の段階で、既に再発防止がうたわれています。規程は、憲章は一つの項目につい

て行動の手引が幾つか、例えば憲章１に関しましては１－１から１－４、憲章２に対しま

しては２－１から２－９というように対応してで

きているのですが、憲章３は「会員は、自らの専

門能力の向上に努めるとともに、関係者の専門能

力向上についても努力する」というように謳って

おり、それに対応する行動の手引３－１から３－

５のうちの３－２で、「経験からの学習と技術の継
1

倫理規程にみる再発防止（2001年版）

憲章３．会員は、自らの専門能力の向上に努めるとと
もに、関係者の専門能力向上についても努力する。

• ３－１ ＜新知識の取得＞
• ３－２ ＜経験からの学習と技術の継承＞
会員は，経験から教訓を学び取る。特に原子力施
設の事故や故障の経験からは，できるだけ多くのこ
とを学び，その再発防止に努めるとともに，技術・知
見の継承に努める。

• ３－３ ＜関係者の専門能力向上＞
• ３－４ ＜正確な知識の獲得と伝達＞
• ３－５ ＜能力向上のための環境整備＞
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承」というタイトルにて、「会員は、経験から教訓を学び取る、特に原子力施設の事故や故

障の経験からは、できるだけ多くのことを学び、その再発防止に努めるとともに、技術・

知見の継承に努める」といっています。 

 

○これが、最新版ではどうなっているかといいま

すと、まず憲章３の文言も特に色は付けていませ

んが、2001 年のを最初に改訂した 2003 年のとき

に軽くと言いますか、内容は変えないながらも、

変更をしており、さらに３－１に専門能力という

ことで、倫理を含めて専門能力だよという行動の

手引の条項を１つ追加いたしました。それによって順序が一つ繰り下がる形になるのです

が、同じく３－２から一つ下がった３－３に「経験からの学習と技術の継承」というタイ

トルがございまして、ここで単に再発防止だけではなくて、「再発防止および類似の事故や

故障の未然防止」というように未然防止を加えております。 

 

○このような倫理規程を軸にして活動する倫理委

員会ですが、倫理委員会の活動の任務は、倫理委

員会規程というものの第２条で決まっています。

任務の１から６を見ますと、５に「倫理問題に関

する意見の表明」というものがございます。これ

は倫理委員会ができたときではなく、東電問題の

際に追加されたものなのですが、これにより倫理

委員会は学会長あるいは学会とは別に、委員会として独自に倫理問題に関する意見の表明

ができるようになりました。今までにどのような

意見表明を行ったかといいますと、対象は東電問

題、関西電力の美浜事故と、今年３月にございま

した各電力会社による不正・不適切事例の発表、

の三つとなっています。 

 

 

2

倫理規程にみる再発防止（2007年版）

３．会員は，自らの専門能力の向上を図り，あわせて関係者の
専門能力も向上するように努める。

• ３－１ ＜専門能力＞
• ３－２ ＜新知識の取得＞
• ３－３ ＜経験からの学習と技術の継承＞
会員は，経験から教訓を学び取る。特に原子力施設の事故
や故障の経験からは，できるだけ多くのことを学び，その再発
防止および類似の事故や故障の未然防止に努めるとともに，
技術・知見の継承に努める。

• ３－４ ＜関係者の専門能力向上＞
• ３－５ ＜正確な知識の獲得と伝達＞
• ３－６ ＜能力向上のための環境整備＞

3

倫理委員会の「任務」－倫理委員会規程第2条 2003.1.31改訂－

1. 本会の制定した倫理規程（前文、憲章、行動の手
引）に関する事項
– 質疑に対する回答の作成

– 倫理規程の見直しの検討と改定案の作成

– その他、本会倫理規程に対する対応

2. 倫理問題の事例集や教材の発行
3. 講習会の実施と受講証明の発行
4. 原子力関連の倫理に関連する事項の現状調査
5. 倫理問題に関する意見の表明
6. その他必要な事項

4

倫理委員会が意見表明した対象事象

• 東電問題
2002年の東京電力（株）原子力発電所におけるトラ
ブル隠蔽の指摘計29件のうち，16件について不適
切な点が認められた問題

• 関西電力美浜事故
2004年の関西電力（株）美浜発電所における二次
系配管破損事故

• 各電力会社による不正・不適切事例の発表
2007年3月、電力会社から、発電設備に係る総点
検結果として、不正・不適切事案が公表されると共
に、事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策
が公表された



21 

○具体的に意見表明は、東電問題が最初に二つと、

さらにそれを提言するだけでは駄目だということ

で、フォローの話―これはまた後ほどいたします

が、フォローを行い、また関西電力に関しまして

も見解を行った上で、現在、見解のフォローを作

っている最中です。各電力会社による不正・不適

切事例については，３月末の国への報告を受けまして、５月 10 日に出しました。それぞれ

がどのような内容であるかは、すべて倫理委員会のホームページに掲載されていますので、

ご興味のある方はそちらをご覧下さい。 

 

○意見表明の中で、倫理委員会がどのように再発

防止を扱っているのでしょうか。東電問題に関し

ましては、まず「各事案の実行者は、自らの行為

のどこに問題があったかを真摯に反省し、それを

公表することで再発防止を誓うべきではないだろ

うか」。 

 さらに「責任追及が目的であるならこれは問題であるが、再発防止のための教訓とする

記録であるなら食い違いがあっても差し支えない」。 

 「再発防止の観点から、責任追及とは別に、個人の状況および行為を詳細に調査し、公

表することが必要である」。 

 「国民の皆さまには、不祥事の再発防止こそが最も大切であることをご理解いただき、

いたずらに責任問題の追及だけに固執することなく、冷静に事実の解明を見守るようお願

いする」。 

 「形式的な活動、形式的な制度となってしまっては再発防止には役立たない」。 

 このように、再発防止という言葉を非常に多く

使っています。 

 

○美浜事故に関しましては「再発防止策」という

言葉だけなのですが、各電力会社による不正・不

適切事例の発表に際しては、「評価軸とはちょっと

5

倫理委員会の意見表明

• 東京電力の問題について（平成14年9月15日）
• 東京電力の問題に関する提言（平成14年10月18日）
• 「東電問題に関する提言」フォローに関する見解（平成

17年4月25日）
• 関西電力（株）美浜発電所3号機二次系配管破損事故
に関する見解（平成17年4月30日）

• 各電力会社の原子力発電に係る不正・不適切事例発
表に際しての提言（平成19年5月10日）

• 「関西電力（株）美浜発電所3号機二次系配管破損事
故に関する見解」フォローについて（平成19年11月中）

7

意見表明に見る倫理委員会の再発防止の視点（2）

• 美浜事故：
–関西電力が自ら示した再発防止策を積極的かつ確実
に実行することを期待する。

• 各電力会社による不正・不適切事例の発表：
–評価軸とはちょっと違うものであるが、ある意味では一
番重要な評価の視点がある。それは再発防止への取
組み状況である。

–問題行為発生後の再発防止への取組み状況も評価さ
れなければならない。

–問題行為の評価の視点として、安全面、法令面、倫理
面（組織倫理面・個人倫理面）および再発防止面の４つ
を取り上げた。

–倫理委員会の関心は問題行為の再発防止にある。

6

意見表明に見る倫理委員会の再発防止の視点（1）

• 東電問題：
– 各事案の実行者は、自らの行為のどこに問題があったかを真摯
に反省し、それを公表することで再発防止を誓うべきではなかろ
うか。

– 責任追及が目的であるならこれは問題であるが、再発防止のた
めの教訓とする記録であるなら食い違いがあっても差し支えない。

– 再発防止の観点から，責任追及とは別に，個人の状況および行
為を詳細に調査し，公表することが必要である。

– 国民の皆様には、不祥事の再発防止こそが最も大切であること
をご理解いただき、いたずらに責任問題の追求だけに固執する
ことなく、冷静に事実の解明を見守るようお願いする。

– 形式的な活動、形式的な制度となってしまっては再発防止に役
立たない。
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違うものであるが、ある意味では一番重要な評価の視点がある。それは再発防止への取り

組みの状況である。問題行為発生後の再発防止への取り組み状況も評価されなければなら

ない。問題行為の評価の視点として、安全面、法令面、倫理面（組織倫理面・個人倫理面）

および再発防止面の四つを取り上げた」「倫理委員会の関心は問題行為の再発防止にある」

というように、やはり再発防止ということを非常に強調している内容となっています。 

 

○問題、あるいは事故そのものに対する提言や、

見解の中での再発防止のことを述べましたが、今

度はそれぞれに対するフォローの中ではどうであ

るか見てみましょう。フォローというのは先ほど

もちょっと言いましたが、提言を出す時点で倫理

委員会の中で、出したままでは駄目だよね、ちゃ

んとフォローしなくてはいけないよねということ 

で、最大２年をめどにフォローの活動を行って、

フォロー見解、あるいはフォローそのものを出す

ような形を行っているのですが、フォローの具体

な方法は、インタビュー調査となっています。 

 

 

 

○東電の場合には福島第一原子力発電所およびその周辺での調査を行いましたし、美浜の

事故に関しましては、やはり美浜の発電所、および周辺でこのようなインタビュー調査を

行いました。 

 

 

 

 

 

 

8

倫理委員会の意見表明

• 東京電力の問題について（平成14年9月15日）
• 東京電力の問題に関する提言（平成14年10月18日）
• 「東電問題に関する提言」フォローに関する見解（平成

17年4月25日）
• 関西電力（株）美浜発電所3号機二次系配管破損事故
に関する見解（平成17年4月30日）

• 各電力会社の原子力発電に係る不正・不適切事例発
表に際しての提言（平成19年5月10日）

• 「関西電力（株）美浜発電所3号機二次系配管破損事
故に関する見解」フォローについて（平成19年11月中）

9

フォローについての註釈

提言を出す時点から、提言を出しただけで終わ

りにするのではなく、その後の東電の状況を調

査してコメントを出す「フォロー」についての議論

を行っていた。

10

福島第一原子力発電所および周辺での調査

• グループインタビュー
–本店社員（企業倫理グループ）
–福島第一発電所所員（一般職）
–福島第一発電所所員（管理職）
–福島第一発電所所員協力会社社員（管理職）
–原子力安全・保安院 保安検査官事務所

• 個別インタビュー
–福島第一原子力品質監査部
–福島第一広報部企画広報G
–大熊町町長

11

美浜発電所および周辺での調査

• グループインタビュー
– 美浜発電所（一般職）
– 美浜発電所（管理職）
– 美浜発電所協力会社（所長）
– 原子力安全・保安院 保安検査官事務所

• 個別インタビュー
– 本店（原子力保全改革推進室）
– 原子力事業本部（支配人）
– 原子力事業本部（教育・研修担当）
– 原子力事業本部（広報）
– 美浜発電所（コミュニケーション担当）
– 美浜町町長
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○それぞれの提言は、もちろん東電のフォローは

もうホームページに掲載されていますし、関電の

フォローも 11 月末までに載りますので、それを見

ていただければと思いますが、倫理委員会といた

しましては「東電、関電ともに、自身の不祥事、

あるいは事故に起因する取り組みを、全社を挙げ

て真摯に実行している」、「再発防止策としても非常に有効に行われている」と評価してい

ます。それは各電力会社の不正・不適切事例に際しての提言の中でも、これは東電、関電

のみならず、すべての電力会社に対してなのですが、「電力会社の取り組みが一定の効果を

上げている」と評価しています。 

 ただ「一方、早い段階で過去の問題行為が洗いだせなかったことが残念でならない」と

いうことも述べているように、東電、関電についても、今回の３月末に事例が挙がってき

ているわけですが、やはり東電、関電と他の電力会社の再発防止の取り組みの温度差とい

うものがあるのではないかというように感じています。このあたりをどのようにしていく

かは今後の課題ではないでしょうか。 

 

○このように電力会社は再発防止を今一所懸命や

っていらっしゃるのですが、「とはいっても・・・」

ということで、まだ原子力業界で足りない点と思

われる倫理活動について私が考える３点を、この

後述べたいと思います。 

 

○これは先ほどの中安委員の発表にも共通すると

ころがありますが、企業は不祥事の再発防止、あ

るいは未然防止、さらには企業の社会的信頼を維

持・向上するという目的で倫理活動をしていると

いうのがほとんどとなっています。 

 

 

○実際、日本における企業倫理の取り組みについて、経団連を例に見てみますと、経団連

12

東電および関電の取り組みへの評価

• 東電、関電ともに、自身の不祥事／事故に起因する
取り組みを、全社を挙げて真摯に実効している。

今回報告された問題行為の殆どが平成14 年に発覚したい
わゆる東電問題以前の事例であった。東電問題以後、電力
会社はそのような問題行為の再発防止策に真摯に取り組ん
でおり、それをフォローアップしてきた当委員会としては、そう
した電力会社の取組みが一定の効果を挙げていることを評
価する一方、早い段階で過去の問題行為が洗い出されな
かったことが残念でならない。

－「各電力会社の原子力発電に係る不正・不適切事例発表に際しての提言」より－

13

とはいっても・・・・ その①

14

倫理活動の目的

• 企業
– 不祥事の再発防止／未然防止
– 企業の社会的信頼を維持・向上

••• 学会学会学会
––– 会員の倫理意識の向上会員の倫理意識の向上会員の倫理意識の向上

ex.ex.ex.日本原子力学会会員には個人会員（正会員、推薦会員、日本原子力学会会員には個人会員（正会員、推薦会員、日本原子力学会会員には個人会員（正会員、推薦会員、

学生会員）のほか、企業や法人等の組織が対象となる賛学生会員）のほか、企業や法人等の組織が対象となる賛学生会員）のほか、企業や法人等の組織が対象となる賛
助会員がいる。そのため本倫理規程には、個人として守助会員がいる。そのため本倫理規程には、個人として守助会員がいる。そのため本倫理規程には、個人として守
るべきものばかりでなく、組織が守るべきものるべきものばかりでなく、組織が守るべきものるべきものばかりでなく、組織が守るべきものももも含まれて含まれて含まれて
いる。いる。いる。 （原子力学会倫理規程行動の手引より）（原子力学会倫理規程行動の手引より）（原子力学会倫理規程行動の手引より）
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は日本の企業における不祥事というものを、かな

り意識して活動していると思われるのですが、

1990 年代の日本における不祥事というのは、ほと

んどが金融関係あるいは総会屋対策のものでした。

それが 1999 年にＪＣＯ事故が起こり、2000 年に

入りますと雪印であり、三菱自動車でありという、

今までとは質の異なる企業不祥事が起きてきます。こうしたことを受け、経団連は企業行

動憲章を改訂したり、あるいは実行の手引を作った、新規に経団連に入るところに関して

は、企業行動憲章遵守というものを確認するという行動をとってまいりました。 

 また、経団連の動きに伴い、日本の各企業が自社や業界の不祥事および事故を受けて、

倫理活動を進めるようになっていました。具体的には自社の行動憲章の制定や整備をする

こと、倫理担当部署というものを置くことになるわけですが、加えてＣＳＲというものも

近年は取り立たされています。 

 結局これは何かといいますと、中安委員の言葉だとリスクの低減という言葉がいいのか

もしれませんが、リスクマネジメント、再発防止、未然防止の視点によって、企業倫理を

行っているというように言えるかと思います。 

 

○これを別の視点から見るために、ＢＥＲＣ（経

営倫理実践研究センター）を紹介します。ＢＥＲ

Ｃは、経営倫理努力賞というものを毎年表象して

いるのですが、ここに挙げられている企業は、最

優秀努力賞の東京電力もやはり不祥事がきっかけ。

優秀努力賞の資生堂も、なぜ倫理に非常によく取

り組まれているのですかといいますと、公正取引委員会の方で引っかかったのがきっかけ

というようにおっしゃっています。富士ゼロックスの場合にはちょっと違って、社会との

信頼によるとおっしゃいますし、コーポレートバリュー特別賞の日本テキサス・インスツ

ルメンツも、不祥事というよりは社会との信頼とおっしゃいますが、リカバリー特別賞の

雪印などはそのまま名前のとおりですが、やはり企業不祥事が原因になって倫理に取り組

んでいる企業です。 

 つまり今、倫理に頑張っているところの半数以上は、自社の不祥事や事故が契機となっ

15

日本における企業倫理の取組み

• 日本経団連
– 1991年 9月14日 「経団連企業行動憲章」制定（1996年改定）
→2002年企業行動憲章の改訂（企業倫理を強調，システム作り等の
要請／2004年 5月改定，“「企業行動憲章」の実行の手引”整備）

– 経営トップへのアンケート実施
– 企業倫理月間（10月）
– 新規入会時における企業行動憲章遵守の確認

• 各企業（経団連の動き、あるいは自社／業界の不祥事を受
けて）
– 行動憲章の整備・制定
– 倫理担当部署・担当者の設置

+ CSRの一環として

リスクマネジメント（再発防止／未然防止）の視点

16

第３回経営倫理努力賞受賞企業（ＢＥＲＣ）

• 最優秀努力賞：東京電力株式会社
• 優秀努力賞：株式会社資生堂
• 優秀努力賞：富士ゼロックス株式会社
• リカバリー特別賞：雪印乳業株式会社
• コーポレートバリュー特別賞：日本テキサス･
インスツルメンツ株式会社

• 共生特別賞：中外製薬株式会社
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ているというように言えるのではないかと思います。 

 

○つまり、企業としては「組織がどうであるか」

ということが重要になります。それに対しまして、

学会というものは会員個人の倫理意識、個人のと

ころに主眼があります。原子力学会の場合には行

動の手引の前文のところで「個人として守るべき

ものばかりでなく、組織が守るべきものも含まれ

ている」という書き方をしていますが、「守るべき

ものも」という言葉で分かるとおり、学会は企業とは違って、基本的には個人というもの

を主体としているということが両者の違いにあるように思われます。 

 

○また２点目ですが、これは原子力産業会議の基

盤強化委員会人材問題小委員会の報告書から引っ

張ってきている原子力産業の構造に関する図です。

非常に多層構造といいますか、元請がいて、一次

下請があって、二次下請、三次下請があると。こ

ういう中で、例えば東京電力、関西電力がいかに

企業倫理を頑張ったところで、そこの元請、一次

下請、二次下請、三次下請はどうなのか、きちんと浸透しているのかという問題が起きま

す。 

○下請企業の現状です。これはいわゆる原子力立

国計画の人材育成の中にあった文言を、私が倫理

に視点を置いて改変した文章なのですが、「下請企

業の分野は、機械工、電気工、計装工、弁専門工、

塗装工」と、このようにさまざまであるし、「下請

企業の多くは、現場での実際の仕事（ＯＪＴ）を

通して、技能やノウハウを養成・蓄積していく気

質が強い」と書かれています。下請け企業個々では、なかなか研修まで行うに至らず、Ｏ

ＪＴだというのです。 

17

倫理活動の目的

• 企業
– 不祥事の再発防止／未然防止
– 企業の社会的信頼を維持・向上

• 学会
– 会員個人の倫理意識の向上が主眼
ex.日本原子力学会会員には個人会員（正会員、推薦会員、
学生会員）のほか、企業や法人等の組織が対象となる賛
助会員がいる。そのため本倫理規程には、個人として守
るべきものばかりでなく、組織が守るべきものも含まれて
いる。 （原子力学会倫理規程行動の手引より）

「組織」がどうか

19

原子力産業の構造：定期検査の実施体制の例

※より多層の構造を形成しているケースもある

20

下請企業の現状
総合資源エネルギー調査会電気事業分科会原子力部会報告書～「原子力立国計画」～より改変

• 下請企業の分野は、機械工、電気工、計装
工、弁専門工、塗装工、保温工、除染工、土
木工、建築工等、さまざまである。

• 下請企業の多くは、現場での実際の仕事
（OJT）を通して、技能やノウハウを養成・蓄
積していく気質が強い。

• 二次以下の下請中小企業の多くは、倫理を
含めた研修を自社従業員向けに実施したり、
他社が実施する研修を費用負担して積極的
に受講するだけの時間的・人的・資金的余裕
がない。
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 また、「二次以下の下請中小企業の多くは、倫理を含めた研修を自社従業員向けに実施し

たり、他社が実施する研修を費用負担して積極的に受講するための時間的・人的・資金的

余裕がない」というのが現状になっています。 

 こういう中で、いくら電力会社が自分のところだけを頑張ったところで、そこにいる元

請、一次下請などにどのように伝わっているのか、彼らまで変えられているのかというと

疑問が残ってしまうのです。 

 

○このような取引先への企業倫理重視の動きとし

ましては、代表的なのが、ソニーで、世界の約 4000

社にのぼるすべての調達取引先に対して、ＣＳＲ

の監査を義務付けるということを今年より行って

います。また、ソフトバンクグループの通信３社

は、かなり細かい「サプライヤー倫理行動規範」

というものを制定し、これは義務ではないのですが、積極的な取り組みを求めるというよ

うなことをしています。 

 また、原子力学会の倫理規程ではどうかといいますと、「関係者の専門能力向上」という

部分がこれに関係しているかと思いますが、「会員は、専門家として自らが研鑽に励むだけ

ではなく、専門能力を有すべき周囲の者、特に自らの監督下にある者の専門能力向上にも

努力し、機会を与えるよう努める」ということをうたっています。 

 

○最後の３点目ですが、誇りとの両立。これは不

祥事によるもの、倫理活動によるもの、ちょっと

分かりづらいかと思いますが、やはり自分の会社、

あるいは自分の勤め先のプラントなり何なりで、

不祥事や事故が起こるというのは社員の誇りとい

うものを失わせるものです。少なくとも誇りを高

めるものではありません。 

 そうした中、倫理活動によって、自分が悩んだときにはすぐに相談しなさいなどと言っ

た場合、自らの専門家としてのプライドはどこに行ってしまうのだろうと。不祥事が起き

た後、いろいろな取り組みをしている中で、どうも社員が誇りを失っていることが気にな

21

取引先への企業倫理遵守の動き

• ソニー：世界で約４０００社に上るすべての調
達取引先企業に対し、ＣＳＲ（企業の社会的
責任）監査を義務付けている

• ソフトバンクグループ通信3社：「サプライヤー
倫理行動規範」 を制定し、積極的な取り組み

を求めている

＜関係者の専門能力向上＞
３－４．会員は，専門家として自らが研鑚に励むだけではなく，専
門能力を有すべき周囲の者，特に自らの監督下にある者の専門

能力向上にも努力し，機会を与えるよう努める。

21

取引先への企業倫理遵守の動き

• ソニー：世界で約４０００社に上るすべての調
達取引先企業に対し、ＣＳＲ（企業の社会的
責任）監査を義務付けている

• ソフトバンクグループ通信3社：「サプライヤー
倫理行動規範」 を制定し、積極的な取り組み

を求めている

＜関係者の専門能力向上＞
３－４．会員は，専門家として自らが研鑚に励むだけではなく，専
門能力を有すべき周囲の者，特に自らの監督下にある者の専門

能力向上にも努力し，機会を与えるよう努める。
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るというご意見を原子力関係者からいただくことがあります。このような誇りとの両立を

持った企業倫理活動をきちんと展開していくということも重要な視点ではないかと思いま

す。 

 原子力学会の憲章では、憲章８の中で「会員は、原子力業務に従事することに誇りを持

ち、その業務の社会的な評価を高めるよう努力する」とうたっていますが、誇りとの両立

というのが、今、心のケア的な部分では最大の問題とも言えるのではないかと強く感じて

います。 

 

○まとめです。倫理委員会は規程にもうたわれて

いるとおり、当初より再発防止というものを非常

に注目していました。 

 東電や関電は自らの不祥事や事故を受け、取り

組んでいる再発防止策は、一定の効果を上げてい

ると思われます。評価できると思います。 

 しかし、現在、各電力の総点検によって、各電

力が再発防止策というものを上げられているわけですが、これをずっと継続させるだけの

インパクトをそれぞれの会社が持っているかというのは、今後、倫理委員会としても注目

し、フォローしていこうと思っています。 

 また、現在の企業倫理の取り組みにおいて私が不十分と感じられる点を３点を述べまし

たが、これについても倫理委員会の活動で補える、あるいは倫理委員会としてそこに活動

の重点を置いていくことも可能ではないかと思います。 

 

○最後になりましたが、企業をはじめとする組織

と学会は、協力・補完し合えるところは積極的に

協力・補完し合い、すべてをそれぞれの組織がや

れ。あるいは学会がやれということではないと思

います。学会は学会がすべきところ、組織は組織

としてすべきところ、そして互いが協力・補完し

合えるところはしていくということで、業界全体

として、原子力技術全体として、より強固な再発防止の取り組みをしていかなければなら

24

まとめ

• 倫理委員会は、規程にも謳われている通り、当初より
「再発防止」に注目している。

• 東電や関電が自らの不祥事や事故を受け、取り組ん
でいる再発防止策は、一定の効果を挙げている。

• 各電力総点検が、実効性のある再発防止策を継続さ
せるのに十分なインパクトのある事象であるかは、今
後フォローしていく必要がある。

• 現在の企業倫理の取り組みにおいて不十分と感じら
れる点について、倫理委員会の活動が補える可能性
がある。

25

さいごに

企業をはじめとする組織と学会は、協力／補完

しあえるところは積極的に協力／補完しあい、

現在取り組んでいる「再発防止策」を、原子力

技術全体としてより強固な取り組みとしていか

なければならない。
がんばっていきましょう！
＆ご協力お願いします！
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ないのでしょうか。「頑張っていきましょう！ご協力お願いします！」と、かわいくまとめ

ましたが、今後とも倫理委員会の活動へのご支援も含めまして、どうぞよろしくお願いい

たします。 
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倫理委員会による電気事業者の不正・不適切行為の評価 

鳥飼 誠之 氏（倫理委員・エネルギー総合工学研究所） 

 

 こんにちは。倫理委員の鳥飼です。私の方からは「倫理委員会による電気事業者の不正・

不適切行為の評価」と題してお話しさせていただきたいと思います。 

 最初に皆さんにお聞きしたいのですが、この前の９月末にありました原子力学会の秋の

大会で、倫理委員会の特別セッション、企画セッションの方に参加された方はいらっしゃ

いますでしょうか。すみません、そのお二人の方、非常に申し訳ないのですが、あまり代

わり映えがしないかもしれません（笑）。たかだか１カ月半ということで、まだ検討過程で

すので、若干違いは加えていますが、ほとんど似たようなお話になっています。 

 ただ、今日、これが終わりましてグループ・ディスカッションの際に、皆さまで、ここ

でご説明するような評価をトレース的にやっていただこうと思っていますので、その辺を

中心にお話しできたらと思います。 

 電気事業者の不正・不適切行為というのは、皆さん、まだ記憶に新しいと思いますが、

本年３月 30 日に、電気事業者各社から不正・不適切行為の総合点検の結果が発表されたと

思いますが、それについてのお話ということです。 

 最初に、今日お話しする順番ですが、最初に倫理委員会が何でこんな評価をやるのかと

いう、そのあたりの背景の話を思い起こすというか、復習の意味合いも含めて、この３月

30 日の発表までの流れと、それからどんな結果だったかということをご紹介させていただ

きまして、それから倫理委員会がなぜやることになったのかという流れ、そのあたりを説

明させていただいて、具体的な評価の仕方、それから結果というところをご説明したいと

思います。 

（以下スライド併用） 

 

○最初に評価の背景です。先ほどから申し上げて

いるように、３月 30 日に各電力会社から総点検結

果報告ということで、原子力に関して言いますと、

後ほども出てまいりますが、98 件の不正・不適切

行為というものがあったという自己申告があった

わけです。これに関しまして、４月６日に各電力
2

評価の背景

発電設備の総点検に関する経緯
H18.11.30 経済産業相から全電力会社に

対して全発電設備の総点検（ﾃﾞｰ
ﾀ改ざんや手続き不備等）を指示

H19.3.30 各電力会社から原子力安全・保安院
に総点検結果を報告

H19.4.6 各電力会社から保安院に再発防
止対策報告

H19.4.20 経済産業省から総点検の評価公表

H19.5.21 各電力会社から保安院に再発防止
対策に係る行動計画を提出

発電設備の総点検に関する経緯
H18.11.30 経済産業相から全電力会社に

対して全発電設備の総点検（ﾃﾞｰ
ﾀ改ざんや手続き不備等）を指示

H19.3.30 各電力会社から原子力安全・保安院
に総点検結果を報告

H19.4.6 各電力会社から保安院に再発防
止対策報告

H19.4.20 経済産業省から総点検の評価公表

H19.5.21 各電力会社から保安院に再発防止
対策に係る行動計画を提出
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会社から再発防止対策というものが報告されまして、４月 20 日には保安院の方から総点検

の評価が公表されたという流れになっています。 

 

○今回は原子力だけに着目させていただきますが、

総点検の結果、トータルで 98 件、各電力会社の内

訳はこういう形になっています。 

 今日、個別にご紹介する余裕はとてもございま

せんが、残念なのは中国電力が非常に多くなって

いますが、かなりご自分たちに厳しい評価を下さ

れて、少数の細かいトラブルも出されているとい

うことでして、その結果が 29 件という件数になっ

たのではないかと思います。 

 

○今回の原子力関連の事案に対する保安院の評価

区分と結果です。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳと保安院は４区

分の評価をしています。これは当然安全面重視、

かつ法令違反があったかどうかということを重視

した結果だと思いますが、Ⅰというのは原子炉規

制法、あるいは電気事業法、このあたりの安全確

保をするために設けている規制に抵触して、安全

確保という部分が損なわれたもの、または損なわれた恐れがあるものという一番厳しいと

ころです。こういったものに関してはⅠという評価が下されています。 

 Ⅱというのは、こういった法律に抵触しているけれども、直ちに安全性には問題はなか

ったというように判断されたものということです。 

 Ⅲというのは、原子炉規制法、電気事業法以外の法令で、こういったものに抵触したも

のという分類になっています。 

 最後のⅣ、その他はうっかりミス、誤記ということで、こういう分類になっています。

これをトータルしまして 98 件ということです。 

 

○われわれがこの評価を、既に保安院から評価が出ているのに、あらためてやろうと思っ

3

発電設備総点検結果－原子力

２９中国電力

９８合 計

１５日本原子力発電

８関西電力

４北陸電力

１４中部電力

２０東京電力

８東北電力

件数電力会社

備考：北海道電力、四国電力、九州電力は原子力の該当事案なし

4

原子力事案に対する今回の保安院評価区分と結果

９８計

９Ⅳ

４０Ⅲ

３８Ⅱ

１１Ⅰ

原子力対象件数保安院評価区分

その他（誤記等）Ⅳ

原子炉等規制法、電気事業法以外の法令等（電気事業法が電力の安定的・効率的な供給の観点から設けている
規定を含む）に抵触したものであって、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの観点からは問題があったもの

Ⅲ

原子炉等規制法又は電気事業法が安全を確保するために設けている規制に抵触したが、当該抵触によって直ち
に安全が損なわれなかったこと又は損なわれるおそれがなかったことが4月20日までに確認又は評価されている
ものの、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの観点からは問題があったもの

Ⅱ

原子炉等規制法又は電気事業法が安全を確保するために設けている規制に抵触し、同法が確保しようとする安
全が損なわれたもの又は損なわれたおそれのあるもの

Ⅰ

保安院評価区分（定義）区分
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た経緯ですが、一つ一つの事案を見ますと、やはり倫理的に少し見た方がいいものがある

のではないかということで、その点はかなりわれわれとしても重く受け止めまして、５月

10 日に、これは倫理委員会のホームページに載っていますが、「各電力会社の原子力発電

に係る不正・不適切事例発表に際しての提言」を発表しております。この提言の内容は後

ほど詳しく説明しますが、安全面、それからコンプライアンスといいますか、法令違反か

違反ではないかというところを含めて、ほかの視

点も少し入れてもう少し分かりやすく、かつ、あ

る意味、少し普通の視線というところから見ては

どうかと。まず、分かりやすさというところで見

直してみたら、こういった視点もあるのではない

かということで見直してはどうかという提言にな

っています。この提言に沿って、われわれの方で

各事案、98 件に関して評価し直してみたというところです。 

 従いまして、決して保安院が下しました評価がおかしいと言っているわけではなくて、

それがあくまでも前提になるわけですが、例えばほかの視点を入れてみたときにどうなる

かというところで見直してみたということです。作業の流れとしましては、早速この提言

の後にタスクフォースを組みまして、その検討タスクのメンバーによって、短い期間で、

かつ皆さん忙しいところでなかなか時間が取れないところだったのですが、このメンバー

で倫理委員会独自の評価尺度というものを設定しまして、この尺度を用いて各電力の事案

の評価というのを一件一件行ってみました。この結果は後ほどご説明します。その結果を

取りまとめまして、原子力学会の秋の大会で、途中経過ということでしたが、発表させて

いただいたわけです。 

 

○その倫理委員会の提言の骨子です。これは先ほ

ど申し上げましたように、問題行為の重さを一般

の人々がより理解しやすい形で評価する方法の提

案ということと、そのために複数の視点をとって

はどうかということです。 

 提案の内容ですが、第１の視点は安全面。第２

の視点は法令面。このあたりは当然のごとく見て

5

倫理委評価の経緯

H19.5.10 「各電力会社の原子力発電に係る不正・
不適切事例発表に際しての提言」を発表

H19.5.21 倫理委員会において不正・不適切な行為
に関する検討タスク設置を決定

H19.6～8 検討タスクのメンバーにより、倫理委独自
の評価尺度を策定、同尺度を用いて各電
力の事案の評価検討を実施

H19.9 各事案の評価原案の見直し＆再発防止
対策について第一段階の評価検討を実施

H19.9.27 原子力学会秋の大会で報告

H19.5.10 「各電力会社の原子力発電に係る不正・
不適切事例発表に際しての提言」を発表

H19.5.21 倫理委員会において不正・不適切な行為
に関する検討タスク設置を決定

H19.6～8 検討タスクのメンバーにより、倫理委独自
の評価尺度を策定、同尺度を用いて各電
力の事案の評価検討を実施

H19.9 各事案の評価原案の見直し＆再発防止
対策について第一段階の評価検討を実施

H19.9.27 原子力学会秋の大会で報告

6

倫理委員会の提言（H19.5.10）の骨子

問題行為の重さを一般の人々がより理解しやすい形
態で評価する方法を提案

倫理委員会の提案
→複数の視点を評価軸にとり、問題行為を分析
→法令違反の有無だけより、理解を深める上で有用

第1の視点：安全面
第2の視点：法令面
第3の視点：倫理面
第4の視点：再発防止面

第1の視点：安全面
第2の視点：法令面
第3の視点：倫理面
第4の視点：再発防止面
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いかなければならないのだということですが、第３の視点のところで倫理面という視点を

導入しています。それから第４の視点で、これがある意味最も重要なのではないかと思い

ますが、再発防止面という視点を含め、この四つの視点を取り入れてはどうかということ

を提案させていただいています。 

 

○おのおのの視点について少し詳しく見てみるこ

とにいたします。第１の視点の安全面ですが、こ

れは安全性をどれだけ損なう行為であったか。先

ほどの保安院の評価にもありましたように、直接

安全性に影響を及ぼす行為であったかどうか、こ

れが一番問題になるわけです。安全確保が最優先

のところで、これが一番大切であると。 

 ただし、わが国の場合もそうですし、国際的に

も国際原子力事象評価尺度（ＩＮＥＳ）というのが 1992 年から運用されていまして、大き

なトラブルがあった場合にはこれを適用するということで、今まで使われてきています。

今回の 98 事案の中で、これを適用するような行為というのはわずかでして、確か２件ぐら

いしかなかったと思いますが、こういった確立された制度があるというのが一つ。 

 それから、今回の場合は、先ほど来申し上げていますように、保安院の方の評価が４月

20 日に公表されていまして、一つ一つの安全面上の問題というのがピックアップされた上

でランク付けがされています。こういったものが安全の評価の上では参考といいますか、

もう既にあるというもので、わざわざ倫理委員がこれに対して何か評価するべきところと

いうのは、ほとんどないというように考えています。 

 

○第２の視点は法令違反の有無ということで、法

令というのは「最低限守るべき国民への約束」と

書いてございますし、これが非常に重要であるこ

とはあえて言うまでもありません。しかし、法令

違反の有無だけを重視していますと、問題行為の

重さというのを見誤る危険性があるということで、

特に法令違反でなくてもしてはならない行為があ

7

倫理委提言の４つの視点について
第1の視点：安全面

第1の視点：
安全性をどれだけ損なう行為であったか

第1の視点：
安全性をどれだけ損なう行為であったか

原子力発電所
では安全確保
が最優先

評価制度：国際原子力事象評価尺度（INES）
1992年～運用

評価制度：国際原子力事象評価尺度（INES）
1992年～運用

発電設備総点検：原子力安全・保安院の評価
本年4/20に公表

発電設備総点検：原子力安全・保安院の評価
本年4/20に公表

今回の98事案
の内、INES評価
が示されたのは
ごく僅か

これらの制度あるいは評価を参考にすることができる

8

倫理委提言の４つの視点について
第２の視点：法令面

第２の視点：
法令違反の有無

第２の視点：
法令違反の有無

最低限守るべき
国民への約束

法令違反の有無だけを重視していると
問題行為の重さを見誤る危険性がある

法令違反の有無だけを重視していると
問題行為の重さを見誤る危険性がある

法令違反ではなくても、し
てはならない行為がある

法令違反ではなくても、し
てはならない行為がある

倫理、品質保証なども評価要素に倫理、品質保証なども評価要素に 第3の視点
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る。倫理面、あるいは品質保証面、品質保証上の不適切行為なども評価要素に含める必要

があるのではないかということで、これを第３の視点に結び付けて、先ほど申し上げまし

たように、倫理面という要素を加えているわけです。 

 

○第３の視点の倫理面ですが、単純に倫理と言っ

ても、中にいろいろあるだろうと思います。先ほ

どの、中安委員のお話にもありましたし、それか

ら大場副委員長のお話にもありましたが、組織倫

理、企業倫理という観点と、それからご質問にも

ありました個人倫理というところはどうなのかと

いうことで、この二つに考えてみることにしました。 

 組織倫理というのは、企業の制度や風土といったものへの着目というところで、比較的

評価しやすいところですが、個人倫理というのは問題行為の実行者だけではなくて、その

行為を防止できた者の倫理とか、周りを取り巻く状況というものがさまざまであることも

あります。それから、個人個人の判断のよりどころといいますか、判断基準もさまざまと

いうことで、客観的評価は非常に難しい部分もあります。 

 そこで、個人倫理についても評価しなければいけないのでしょうが、当面は組織倫理を

主としまして、可能な限り個人倫理面を考慮しようということで、今回の評価を行ってい

ます。 

 

○第４の視点がある意味で最も重要なのかもしれ

ません。いろいろなものが総合されてくるという

ことだと思いますが、問題行為発生後の再発防止

への取り組み状況というものを評価していく必要

があるのではないかということです。これは発生

した直後といいますか、その段階だけではなかな

か判断がつかないということで、問題行為の再発防止に対する電力会社の努力を見守り続

ける必要があるのではないかということで、一つの例としまして、平成 14 年８月の東電問

題の後、電力会社の再発防止策が水平展開されたというように伺っていますが、この取り

組みによって問題行為の発生件数は減少しています。これは電力会社の取り組みの効果が

9

倫理委提言の４つの視点について
第３の視点：倫理面

組織倫理組織倫理 個人倫理個人倫理

企業の制度や風土への着目企業の制度や風土への着目

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ構築ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ構築 健全な企業文化健全な企業文化

問題行為の実行者の倫理
＋

その行為を防止できた者の倫理

問題行為の実行者の倫理
＋

その行為を防止できた者の倫理

客観的評価
が困難

教育・啓発教育・啓発

規制状況や時代背景

組織倫理を評価の主とし、可能な限り個人倫理面も考慮

第3の視点：倫理的な視点第3の視点：倫理的な視点

・・・・・

10

倫理委提言の４つの視点について
第４の視点：再発防止面

第4の視点：
問題行為発生後の再発防止への取組状況

第4の視点：
問題行為発生後の再発防止への取組状況

問題行為の再発防止に対する電力会社の努力を
国民は注視し続ける必要がある

問題行為の再発防止に対する電力会社の努力を
国民は注視し続ける必要がある

平成14年の東電問題以後は電力会社の再発防止策の取り組みにより
問題行為の発生件数は減少
→電力会社の取り組みに効果
→一方で、過去の問題行為の洗い出しに更なる時間を要したことは遺憾

平成14年の東電問題以後は電力会社の再発防止策の取り組みにより
問題行為の発生件数は減少
→電力会社の取り組みに効果
→一方で、過去の問題行為の洗い出しに更なる時間を要したことは遺憾

問題行為発生後の再発防止策取組状況の評価は非常に重要
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あったということではないかと思います。 

 ただ、一方で、今年の３月になるまで、過去の問題行為の洗いだしということが遅れた

ということに関しましては、甚だ遺憾であったわけですが、少なくとも平成 14 年の東電問

題以降、組織的にかなりの改善が見られたということは事実のようです。そういった意味

もありまして、われわれとしてはフォローアップというのが必要ではないかという見方を

しているところです。 

 

○以上の四つの視点をどのように評価に取り入れ

たかということです。先ほど申し上げましたよう

に、再発防止策というのは、ある意味、発生した

その場ではなかなか見られないということで、今

回の評価尺度による評価というのは、安全面、法

令面、倫理面、特に倫理面を重視しまして、統一

評価尺度というものをわれわれの方で立案して、

個別事案の評価を行ってみました。今後、再発防止策につきましては、各社別に既に対策

評価案というのが出ていますし、それに対する取り組みも進められているというように伺

っていますので、時機を見まして、われわれとしてフォローアップの調査をさせていただ

きたいというように考えているところです。 

 

○１番目の統一評価尺度の設定ということで、どういう形で設定しようかというところで

す。ポイントが書いてありますが、一つは不正行

為か不適切行為かということ。不正行為というの

は法律、あるいは保安規定に違反したか違反して

いないか。不適切行為の場合は、法令の違反とい

うのはないけれども、大きく見てのコンプライア

ンス上といいますか、あるいは倫理面というとこ

ろで不適切な行為というように言える部分はなか

ったのか。これがポイントです。 

 ２番目は、その認識があったか、認識がなかったか。要するに実行者が法に違反してい

る、あるいは不適切な行為であるという認識があってやったことか、それとも認識がなく

11

倫理委員会評価の方法

Ⅰ．評価尺度による評価Ⅰ．評価尺度による評価

安全面の視点安全面の視点

法令面の視点法令面の視点

倫理面の視点倫理面の視点

Ⅱ．再発防止策の評価Ⅱ．再発防止策の評価

個別事案の評価個別事案の評価

再発防止策評価項目再発防止策評価項目 各社別対策評価各社別対策評価

再発防止策実施状況評価再発防止策実施状況評価 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査

統一評価尺度の設定統一評価尺度の設定

12

統一評価尺度の設定

評価基準設定上のポイント
不正行為か、不適切行為か（法律違反の有無）

その認識があったか、認識がなかったか

現場を越えるレベルであったか、現場レベルであったか

評価基準設定上のポイント
不正行為か、不適切行為か（法律違反の有無）

その認識があったか、認識がなかったか

現場を越えるレベルであったか、現場レベルであったか

この3ポイントに基づき倫理委員会評価尺度を設定この3ポイントに基づき倫理委員会評価尺度を設定
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てうっかりやってしまった、あるいは知らないでやってしまったということです。このあ

たりも、実際に知っていようが知るまいが、法律や保安規制に違反するということは、事

実上厳しい評価を受けるわけですが、倫理面から見ると、認識があったか、認識がなかっ

たかというところは、ポイントとしては比較的大きなところではないかということで、こ

ういう評価尺度を設定させていただいています。 

 ３番目は、現場を超えるレベルであったか、現場レベルであったか。これは現場の中で

個人の判断とか、あるいはその現場で、これはもういいから、そのままにしておこうとか、

変えてしまおうというものであったのか、それとも、例えば発電所長まで話を上げて、承

認して、組織としての判断でそういう不正行為ないしは不適切行為をやったものかという

ことです。このあたりも組織倫理上は大きなポイントではないかということで、この三つ

のポイントを評価基準の一つとして含めさせていただいています。 

 

○これを組み合わせて、評価尺度というものを５

ランクに分けて設定したものがこの倫理委員会評

価尺度です。後ほどのグループ・ディスカッショ

ンのときに、皆さんグループごとに担当される事

案で、この評価を行っていただきたいと思います。 

 実際には事案の詳細部分が分かれば、比較的機

械的にランク付けすることができます。法令違反

であったか、なかったか、それから、その認識が現場にあったか、なかったか、また、そ

の現場レベルか現場レベルを超えるかということは、ここでは現場の課レベルというとこ

ろで、１回筋を引かせていただいていますが、誰が最終的に判断を行ったかというところ

で、課長を超えているか、あるいは課長以下だったか、このあたりが分かれば比較的機械

的に判断できるのですが、出てきた事案の中では、その辺があまりはっきり分からないの

で、行為の中身を見ながら推測せざるを得ない部分があるということで、そのあたりも含

めて、後ほどトライしていただきたいと思います。 

 

○倫理委評価尺度による評価作業ということは、先ほど来申し上げていますように、まず

内容を調査しまして、評価尺度で評価して、保安院評価と比較対照した上で評価の結果を

チェック、集計という形で、ここまでを秋の大会で、今日の場合もここまでの結果のお話

13

倫理委員会評価尺度

⑤ 不正行為ないしは不適切行為との認識ないまま行ったもの（うっかりミスないしやむを
えない事情のあったものを含む）

④ 不適切行為との認識がありながら、課レベル以下の現場や個人の判断で行ったもの

③ 不適切行為との認識がありながら、課レベルの範囲を超えて下された判断・決定に
従ったと考えられるもの

② 不正行為との認識がありながら、課レベル以下の現場や個人の判断で行ったもの

① 不正行為との認識がありながら、課レベルの範囲を超えて下された判断・決定に従っ
たと考えられるもの

＊内容を精査して、気の毒な事情があるなど情状酌量すべきと認定された場合、逆に複数
のねつ造・隠ぺい行為が重なっているなど悪質さが目立つ場合には、それぞれ1段階に
限りランクの変更を行う。
＊不正行為とは法令等明確な違反があったものとし（本評価では、電気事業法及び原子炉
等規制法を対象とした；保安規定の抵触を含む）、拡大解釈は避ける。
＊課レベルの範囲を超えて下された判断・決定に従った行為には、個人の良識を圧殺した
場合もあると考えられ、組織上の問題があることから、重いランクとしている。
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になります。 

 作業時の考慮事項は、先ほども申し上げました

ように、公表事案の内容から状況を推測しなけれ

ばならないというケースが結構多かったというこ

とで、そのあたりを踏まえて、後でぜひトライし

ていただければと思います。この辺の細かい話は

省かせていただきます。 

 

○結果ですが、これは電力会社別の内訳です。公

表結果そのもののみを参考にしまして、われわれ

で評価した結果です。①、②、③、④、⑤と下に

書いてありますのが先ほどの評価の尺度です。①

は非常に厳しい評価です。②、③、④、⑤と行く

に従って、だんだん厳しくなくなってくるわけで

すが、④と⑤のあまり厳しくないところ、特に⑤

はうっかりミスとかやむを得ないという場合も含めてですが、④と⑤を合わせて全体の

75％というぐらい、このあたりの現場レベル、ないしは自分たちに認識がないままやって

しまったというところが非常に多いのが、結果として出てきています。 

 

○それから、時系列的にも整理してみました。い

つ始まったか、いつ起こったかというところを、

時系列に整理し直して並べてみたところ、こうい

う結果が出てまいりました。 

 「Ｈ４～７」以降が、「もんじゅ」のナトリウム

漏えい事故とか一連の、動燃のアスファルト固化、

あるいはＪＣＯといった事故の発生した時期になります。「14.8」と書いてある部分という

のは、東電の自主点検記録の改ざん問題が発覚したところです。この 14 年 8 月までの期間

だけで全体の約６割を占めています。 

 特に平成７年あたりから平成 12～13 年あたりといいますと、この期間の初期というのは、

旧動燃事業団での事故やＪＣＯ事故といったかなり大きな事故が起きて、このあたりで電

14

倫理委評価尺度による評価作業

各公表事案の内容から倫理委評価尺度で評価
可能な情報が必ずしも得られる訳ではなかった

公表事案の内容から倫理委の状況推測
により判断

法令面の評価では、保安院評価も参考にした

各電力会社で類似の事案もあり、発生時の状
況にもよるが、評価の整合にも配慮

時系列的な整理も行い、その時点の時代背景
等も考慮

評価作業フロー

各電力会社公表事案内容調査

各事案を倫理委評価尺度で評価

保安院評価と比較対照

評価結果チェック＆集計

分析作業＆評価尺度妥当性評価

必要に応じ評価見直し

作業時考慮事項

評価判断例

安全確保が別途確認されている上で、データ改ざ
ん等の不適切な行為を行った場合（例：計器の不
適切な補正等）
→説明責任不足ではあるが、不正行為ではなく、
不適切行為として取り扱った

組織の上層部（例：発電所長）に報告がなされてい
ても、事案の内容と状況により現場レベルで処理
されたと判断できるものは、そのように評価

但し、上司は、報告がなされた時点で適切な
指導を行うべきであり、不適合管理が徹底し
ていないという点は猛省を促したい

15

倫理委員会評価尺度による発生件数分類
－電力会社別内訳－
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評価尺度

倫理委員会評価尺度による評価－電力会社別内訳

日本原電

中国電力

関西電力

中部電力

北陸電力

東京電力

東北電力

16

事案の時系列的整理
－評価尺度別発生件数と期間区分－

注：継続事案については最初の発生時点で整理（1事案で複数発生時期があるものも各々個別に勘定）

時系列→ S50～S53 S54～59 S60～63 H1～3 H4～7 H8～11 H12～14.8 H14.9～現在
主な発生事象 ･「むつ」放射線漏

れ（S49.9）後
･米TMI事故
（S54.3）
･原電敦賀放射能
漏れ（S56.4）

･ﾁｪｴﾙﾉﾌﾞｲﾘ事故
（S61.4）

･「もんじゅ」ﾅﾄﾘｳ
ﾑ漏えい事故
（H7.12）

･動燃ｱｽﾌｧﾙﾄ固
化施設火災・爆発
事故（H9.3）
・使用済燃料輸送
容器ﾃﾞｰﾀ改ざん
発覚(H10.10)
･JCO臨界事故
（H11.9）

･東電自主点検記録
改ざん問題発覚
（H14.8）
･中部電力浜岡1号
機配管破断事故/制
御棒駆動機構下部
漏水（H13.11）

･関電美浜3号機
ﾀｰﾋﾞﾝ建屋内復水
配管破断事故
（H16.8）
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① ② ③ ④ ⑤評価尺度凡例：
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力事業者では、ちょうどプルサーマル導入の話があったところで、こういったトラブルに

よって、これがどんどん遅らされたということで、やきもきしていた時代ではないかと思

いますが、電気事業者の方だけ挙げましても、この時代というのは、やはり件数的には非

常に多かったという結果が出てきています。 

 

○倫理委員の評価尺度と保安院の評価を対照させ

たものです。左側のⅠからⅣが保安院の評価、上

の①から⑤というのが倫理委員会の評価です。大

体の傾向としては、厳しいものは厳しいもの、軽

いものは軽いものというように分かれていますが、

例えば赤丸をした部分については倫理委員会の方

の評価と保安院の評価が違っているもので、それがどんなものだったのだろうかというこ

とを事例的に説明させていただきます。 

 

○一つは、保安院の評価は非常に厳しくⅠで、倫

理委員の評価が④とあまり厳しくなかったもので

す。「原子炉建屋ガス処理系機能検査における流量

データの改ざん」というのがありまして、これは

流量計の不具合（ピトー管の詰まり）だったわけ

ですが、計器指示値が実流量より低めに指示され

ていたために、計器調整によりデータを改ざんしたという事案です。これはほかの手段で

流量を確認をして、安全であるということを事業者側が確認した上で、検査を通すために

データ改ざんを行ったということで、安全上は問題ないということもあって、倫理委員の

評価では不適切行為というように判断して、比較的軽めの評価をしています。 

 逆に次の「蒸気タービン性能における警報表示の改ざん」という事実については、保安

院の評価はⅣということで一番低いところですが、倫理委員の評価は、組織レベルで不適

切行為を行ったという少し厳しめの③という評価になっています。これは検査要領書の誤

記であって、かつ保安規定にも抵触しないし、安全上の問題もなかったというわけですが、

複数の検査関係責任者が合議の上で検査記録を改ざんしたということで、不正行為ではな

いのですが、複数の検査関係責任者が合議したというところを重く見て、不適切行為であ

17

倫理委評価尺度と保安院評価区分

① ② ③ ④ ⑤ 計
Ⅰ 5 5 0 1 0 11
Ⅱ 3 7 3 19 8 40
Ⅲ 0 0 1 20 17 38
Ⅳ 0 0 1 1 7 9
計 8 12 5 41 32 98

① ② ③ ④ ⑤
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

0
2

4
6

8
10

12

14

16

18

20

該当事案件数

倫理委評価尺度

保安院評価区分

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

この2事案についての評価例を次頁に示す。

18

事案評価例

原子炉建屋ｶﾞｽ処理系機能検査における流量ﾃﾞｰﾀの改ざん
（保安院評価：Ⅰ、倫理委評価：④）
流量計の不具合（ﾋﾟﾄｰ管の詰まり）により計器指示値が実流量（風量
測定による）より低めに指示されていたため、計器調整によりﾃﾞｰﾀ改
ざん
→他の手段により安全確保を確認した上で検査を通すためにﾃﾞｰﾀ改
ざん［倫理委評価では不適切行為と評価］

蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ性能検査における警報表示の改ざん（保安院評
価：Ⅳ、倫理委評価：③）
検査要領書の誤記であり、かつ、保安規定にも抵触せず安全上の問
題はなかったが、複数の検査関係責任者が相談の上で検査記録を
改ざん
→不正行為ではないが、不適切行為であることを認識しつつ、複数
の検査責任者合議の上で改ざん
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るが、組織として不適切行為を認識した上でやったということで、厳しい評価を下してい

るわけです。 

 

○次に再発防止評価の視点です。今日も再発防止

に対してグループ・ディスカッションの方で検討

していただきたいと思っていますが、まだわれわ

れも深く検討しているわけではございません。逆

に言うと、今日のグループ・ディスカッションの

結果などを参考にさせていただくという、ずるい

考え方も持っているわけです。 

 ここでは第１段階として現段階での評価の視点、それからフォローアップの必要性とい

うことで、幾つかの項目をピックアップさせていただいています。 

 

○その項目をピックアップした上で、上の方の評

価項目というところに先ほどの項目がざっと書い

てありまして、縦に電力会社の名前が書いてあり

ます。おのおのの電力会社の再発防止策というも

のが、おのおのの評価項目で見た場合にどういっ

たものが挙げられているか、こういった整理をす

ることによって、結果的には全然なかったわけで

すが、電力会社によってはあるポイントで薄いところがあれば、その辺をピックアップし

ようと思ったのですが、どの電力会社もきちんと対応しているのではないかということで、

こんな整理をしながら第１段階の評価をやってみたということです。 

 

○これから対策面について重点を置いた検討を行

いたいと考えていますが、そのためにこういうグ

ラフを書いてみました。これもまだ途中段階です

が、一番左側、課題といいますか、イシューです。

組織面での、制度・管理面でのイシューというこ

とで、これに対しての対策というのは、電力会社

19

再発防止の評価の視点（第1段階）
現段階での評価の視点
徹底した原因分析
再発防止策立案には不可欠（全社実施済み）

情報公開と透明性確保
法令・品質管理システム（QMS）に対する認識の徹底策
現場への過大な負担の軽減：
適正なマンパワーの配分＋業務の合理化

教育と啓発
法令・倫理・品質保証等

組織文化の改善策
客観的評価・確認体制の確立
内部監査、相談窓口等

フォローアップの必要性
再発防止策の持続的遂行の確認
その成果の客観的評価

20

再発防止対策の評価（第1段階）

社内外への報・連・相
の徹底

保安検査結果公開

情報公開の推進

地元への情報提供の
徹底

対外情報・報告体制
整備

情報公開ﾙｰﾙ改訂

部門内・他電力との
情報共有化

情報公開と透明性確
保（第一の約束）

社外とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
充実化

各層での対話充実

情報公開と透明性
確保（広報・広聴）

内部監査の検証と
改善

発電所内組織間相
互ﾚﾋﾞｭｰ

職場風土・安全文化改
善

社内対話促進

企業倫理・安全意識
の改善

人的資源・業務の適正
配分に関する評価・検
証

QMSの改善日本原電

内部監査部門によ
るﾁｪｯｸ体制充実化

不正を隠さない仕組み・
企業風土作り

内外ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ改善

明るい職場創り

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ教育充実
化

法令遵守徹底のため
の教育徹底

ﾙｰﾙの明確化・ﾏﾆｭｱﾙ
類見直し

QMS高度化
確実な予防保全

中国電力

再発防止ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

法令相談窓口

CSRの推進
対話による意識改善活
動の充実

法令・CSR・QA・ｺﾝﾌﾟ
ﾗｲｱﾝｽ等教育の充実

第一線職場への支援

ﾏﾆｭｱﾙ・手順書整備

法令教育の充実関西電力

外部組織による評
価活用

企業倫理最重視への意
識改革

経営ﾄｯﾌﾟと原子力部門
との対話充実

企業倫理窓口強化

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ研修

幹部・管理職教育

発電所内組織強化・増
員

事故・ﾄﾗﾌﾞﾙ時応援体
制整備

安全・品質管理の強
化

共通法令の部門横断
的管理体制構築

北陸電力

内部監査の充実化
（経営考査室）

安全文化教育実施

言い出し易い仕組み作
り

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ研修・教
育の充実

発電所組織改正（ﾘｽｸ
管理体制構築）

法令遵守の徹底

QMS導入
中部電力

原子力部門の社内監査の強化と企業風土の改
革（第三の約束）

企業倫理遵守の徹底
（第四の約束）

／「言い出す仕組み」
を追加

業務の的確な遂行に向けた環境整備（第二の約
束）

東京電力

外部機関によるﾋﾟｱ
ﾚﾋﾞｭｰ実施

法令遵守の内部監
査強化

社長ﾒｯｾｰｼﾞ（企業倫
理・法令遵守）

企業行動指針改定

技術者に対する企業
倫理・法令遵守教育

現場から法令遵守関
連問題を吸い上げる仕
組みを充実

法令解釈・手続き等
明確化を含め、業務
ﾏﾆｭｱﾙ等の充実化

東北電力

客観的評価・確
認体制の確立

組織文化の改善教育・啓発（倫理・
ＱＡ）

現場負担の軽減法令・QMSに対す
る認識の徹底

評価項目

電力会社

21

原因分析と再発防止対策（１）－組織面

組織面：制度・管理組織面：制度・管理

体制；組織的対応と責任の所在
の明確化

ﾙｰﾙ･ﾏﾆｭｱﾙ類；整備と履行

内部／外部監査機能

企業・組織の風土の変革；
－言い出せない土壌
－経済性・効率性優先 等

対外関係の維持
（ﾄﾗﾌﾞﾙ情報の共有等）

・組織の責任体制の明確化
・危機管理体制整備・強化

・規格・基準類の整備
・マニュアル類の整備

・監査機能の整備と強化

・経営トップからﾒｯｾｰｼﾞ発信
・安全文化の醸成
・意識・情報の組織的共有化
・企業倫理意識の醸成

・関係会社・協力会社との情報共有
・社外とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ改善
・企業ﾒｯｾｰｼﾞの発信

教 育

QMS活動

情報提供
情報共有

CSR

対策 ｷｰﾜｰﾄﾞ
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が考えられているような対策を真ん中に並べて、キーワードをピックアップして、そのキ

ーワードに従って対策の評価を行っていこうとしています。これはまだ結果ではございま

せん。その対策を評価する上で、われわれの倫理規程というのも絡めて見ていければと思

っているところです。まだ途中経過ですので、参考のために提示させていただきました。 

 

○次は個人面ということで、個人面の場合はやは

り技術者倫理とか、あるいは特にコミュニケーシ

ョンといったところが重点になるのかなという気

がしていますが、これも今後の検討によりたいと

思っています。 

 

 

○まとめです。たくさん書いてありますが、簡単

にご紹介いたします。先ほどご覧いただいたよう

に、時系列的に事案の発生傾向を見ますと、平成

14 年８月（東電自主点検記録改ざん問題）以降の

事案発生数というのはかなり減ってきているとい

うところで、東電のみならず、電力会社各社にお

ける意識改革の成果が反映されているというよう

に見るべきではないかと思います。 

 しかし、今後のさらなる不正・不適切行為撲滅のためには、有効な組織的再発防止対策

を講じるというのはもちろんのこと、現場の技術者一人一人の知識とか意識の向上と浸透

が強く望まれるのではないかというように考えられます。特に技術者倫理というのは、こ

ういうところにも必要になってくるのかなと思います。一人一人が何か行為の判断のより

どころとするときに、こういったことを頭の片隅に置いてということができればと思いま

す。 

 それから、倫理委評価尺度については有効性をもう少し考えていきたいとは思っていま

すが、これまでのところでは比較的単純な構成になっていますので、分かりやすさという

面では評価できるのではないかと自画自賛しています。安全面以外の要素というところは

かなり難しい面もございますので、今後も必要に応じて改善を進めていきたいと思います。 

22

原因分析と再発防止対策（２）－個人面

個人面：意識・知識個人面：意識・知識

経済性・効率性優先

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ意識不足

責任回避意識

法規・規定理解不足

安全過信

慢性的繁忙感

説明責任回避（行政･地元）
・社内対話活動の推進
・小集団活動の復活
・社外とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ充実

・現場支援活動強化
・相談窓口の開設

・経営ﾄｯﾌﾟからﾒｯｾｰｼﾞ発信
・意識・情報の組織的共有化
・企業倫理意識の醸成

対策

・法令・倫理・QA啓発・教育

教育・啓発

QMS活動

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

技術者倫理

ｷｰﾜｰﾄﾞ

23

まとめ

時系列的に事案の発生時期から見てみると、平成14年8月（東電自主点
検記録改ざん問題）以降の事案発生数は激減
東電のみならず、電力会社各社における意識改革の成果が反映されていると
見るべき

今後の更なる不正・不適切行為撲滅のためには、有効な組織的再発防止
対策を講じることはもちろんのこと、現場の技術者一人一人の知識（法令、
QMS、適正な手続き等）と意識（技術者倫理等）の向上と浸透が強く望ま
れる。
倫理委評価尺度については、分かり易さや安全面以外の要素を含めた評
価として有用と考えられるが、今後も必要に応じ改善を進めていきたい。
事案評価に、原子力学会倫理規程（行動の手引きを含む）と対照し、改善
のポイントをより明確化する方策も今後の検討の視野に入れていきたい。
各社の再発防止策には、当面必要と考えられる要素は考慮されている。
今後は、その対策をいかに効果的に継続していくかがﾎﾟｲﾝﾄになろう。
再発防止策の実施状況とその効果については、ほとんどの電力会社の再
発防止策に盛り込まれているように、客観的評価・確認が必要

QA体制と同様の内部監査ｼｽﾃﾑや外部ﾚﾋﾞｭｰ体制等の充実化が望まれる
（例：QMS以外の部分では技術士制度の活用等も考えられる）。
再発防止策の有効性についてはﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査が必要と考えられる。
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 事案評価には、先ほど申し上げましたように、原子力学会の倫理規程というものを絡め

ていきたいと思います。特に再発防止策というところで、原子力学会の倫理規程との結び

付けのようなものができたら非常にいいのではないかというように考えています。 

 それから、各社の再発防止策につきましては、当面必要と考えられる要素は考慮されて

いるようです。対策をいかに効果的に継続していくかがポイントということで、その継続

というところをチェックする意味で、客観的評価による確認というのが必要になってくる

のではないか。例えばＱＡ体制と同様の内部監査システムとか、外部レビュー体制の充実

化というのが望まれるのではないか。ＱＭＳ以外の部分では、例えば技術士制度の活用に

よって、アドバイザー制度とか、そういったものを各社導入して、内部としても客観的に

チェックできるような制度ができれば、より望ましいのではないかというように考えてい

ます。 

 最後に、再発防止策の有効性というのは、フォローアップ調査が必要だというように強

く考えていますので、われわれはこれからもこういった活動を進めて、継続していきたい

というように考えています。以上です。 

 

＊＊＊ 班分け および 休憩 ＊＊＊ 

 

 それでは、グループ・ディスカッションを始めたいと思います。グループ・ディスカッ

ションはもう皆さまの会社の方でもよくされていると思いますが、今回初めてという方は

いらっしゃいますでしょうか。結構、分かりました。よろしくお願いします。どちらかと

いうと楽しんでくださいと言う方が多分適当だと思いますので、ぜひ議論を楽しんでいた

だきたいと思います。私の方から簡単に進め方を説明させていただきたいと思います。今

日行っていただく課題というのをご説明したいと思います。 

（以下スライド併用） 

 

○もう既に１グループ当たり５～６名、もっと多

くて６～７名のところもあるかもしれませんが、

分かれていただいて。事例を読み合わせるのはち

ょっと待ってください。後でどの事例をやってい

ただくかということを説明したいと思います。 2

１グループ当たり５～６名のグループに分かれる。

事例を読み合わせる。

グループ･ディスカッションによりグループとしての意
見をまとめる。
【課題】

各事案の理解を深めるため、倫理委評価尺度を用いて
評価ランクを設定

各事案の原因を分析・抽出し、再発防止策をまとめる

倫理意識の必要性を盛り込んだ、気の利いた一言を

グループ毎にまとめた意見を発表し、クラス・ディス
カッションを行う。

ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの進め方



41 

 今日の課題ですが、この黄色のバックのところですが、先ほども申し上げましたように、

まず倫理委員会が設定しました評価尺度を用いて、おのおの担当の事例について評価ラン

クを付けていただきたいと考えています。非常にあいまいな部分があると思います。これ

は中の議論で、この書きぶり、ないしはこの事例であればこうに違いないということを推

測していただいて、ランクを付けて下さい。そこが決まればランクが付けられると思いま

す。 

 それから、各事案の原因を分析・抽出して、再発防止策というのを簡単にまとめていた

だきたいと思います。 

 それで、後ほどまたご説明しますが、そういった再発防止策が何かということも踏まえ

まして、各グループの担当の事案に関して、マンガの最後に空欄の吹き出しがありますの

で、倫理意識の必要性を盛り込んだ、気の利いた一言を入れていただきたいと思います。

この三つが課題です。非常に盛りだくさんですので、議論の時間もなかなか足りないとは

思うのですが、頑張って議論していただきたいと思います。 

 グループ・ディスカッションが終わりましたら、クラス・ディスカッションということ

で、各グループから一人、代表の方に結果を発表していただきまして、皆さんで議論して

いただくという形にしたいと思います。 

 

○タイムスケージュールです。できるだけ早く終

わりたいと思いますが、まず進め方の説明があり

まして、グループ・ディスカッションは約 50 分を

取っています。その後にクラス・ディスカッショ

ンということで、各班５～６分の説明で、質疑に

２～３分を取りまして、７～８分ぐらいの割り当

てで発表していただきまして、議論していただく 

という形にしたいと思います。そうすると、トー

タルで約１時間 50 分の予定になろうと思います。 

 

○評価尺度①から⑤ですが、これは先ほども見て

いただいたので、また後でゆっくり。 

3

ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの時間割

ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの進め方； 約１５分（本説明）

ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ； 約５０分

ｸﾗｽ・ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ； 説明５～６分

質疑２～３分

１ｸﾞﾙｰﾌﾟ当たり 合計約８分程度

総計 約１時間５０分程度

4

倫理委員会評価尺度による評価

⑤ 不正行為ないしは不適切行為との認識ないまま行ったもの（うっかりミスないしやむを
えない事情のあったものを含む）

④ 不適切行為との認識がありながら、課レベル以下の現場や個人の判断で行ったもの

③ 不適切行為との認識がありながら、課レベルの範囲を超えて下された判断・決定に
従ったと考えられるもの

② 不正行為との認識がありながら、課レベル以下の現場や個人の判断で行ったもの

① 不正行為との認識がありながら、課レベルの範囲を超えて下された判断・決定に従っ
たと考えられるもの

＊内容を精査して、気の毒な事情があるなど情状酌量すべきと認定された場合、逆に複数
のねつ造・隠ぺい行為が重なっているなど悪質さが目立つ場合には、それぞれ1段階に
限りランクの変更を行う。
＊不正行為とは法令等明確な違反があったものとし（本評価では、電気事業法及び原子炉
等規制法を対象とした；保安規定の抵触を含む）、拡大解釈は避ける。
＊課レベルの範囲を超えて下された判断・決定に従った行為には、個人の良識を圧殺した
場合もあると考えられ、組織上の問題があることから、重いランクとしている。
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○評価尺度による評価ということで、われわれが

実際に用いましたフォーマットです。不正行為か

不適切行為か。われわれの評価では、保安規定の

抵触までを不正行為というようにいたしました。

それ以外のものに関して、軽く見ているわけでは

ありませんが、例えば地元の協定とか、そういっ

たものに関しては不適切行為という形で今回は判断しました。 

 それから、実行者の認識の有無。これは実行者に悪いことをしているという認識があっ

たのか、全然分からずにやってしまったというか、うっかりしてしまって後で気が付いた

というものなのかどうか。このあたりも判断が非常に難しい部分があると思います。 

 それから、組織なのか現場なのかというところです。これは実行者が現場というのは多

分当たり前の話であると思いますが、その判断を承認ないしは判断した最上位職がどのレ

ベルであったかということで、これは現場の担当課長までを現場としたいと思います。そ

れを超える立場、例えば所長とか、発電所に部長がいれば部長とか、あるいは本社サイド

まで話を上げたという場合は組織でということにしたいと思います。 

 このあたりを埋めていただいた上で、評価尺度はどれになるかということで、下に評価

パターン例というのが幾つか書いてございますが、こういう形でやってみていただければ

と思います。割と組織ないしは現場かというところの判断も非常に難しいと思います。98

件の事案を見ましても、ここのところの判断というのは迷うものが多かったところですが、

これぐらいだったら現場だろうとか、こういう大きな問題はきっと上まで上がっているに

違いないという推測をせざるを得ないケースもあります。これは皆さま方の現場での経験

とか、そういったものも含めて考えていただいて結構だと思います。 

 

○再発防止策の原因の分析・抽出チェックポイン

トですが、一つずつ説明していると大変ですので、

これは皆さまの議論のときの足しにと思いまして、

ざっと気付くものを書き上げてみました。 

 二つあり、「制度・管理面－組織」というのと、

「意識・知識面－個人」というのに分けてありま

す。そういう目で、組織的にはこういう対策が必

5

倫理委員会評価尺度による評価

最上位職実行者職位

倫理委評価尺度
ランク

組織or現場
実行者認識の有
無

不正行為or
不適切行為

倫理委評価尺度によるランキング用のフォーマット

法令や保安規程に抵触する
行為か否か；
・不法行為＝不正行為
・法規・保安規程には抵触し
ないが適正とは言えない行為
＝不適切行為

実行者に不正・不
適切行為を行って
いるという認識が
あったか否か

当該不正・不適切行為の
実行を認識・承認した最
上位職が現場の課長レ
ベルを超える職位であっ
た場合には、組織として
認めた行為と認識

評価パターン例：
・「不正行為」×「認識有り」×「最上位職＝発電所長＞現場の課長レベル」 →ランク①
・「不正行為」×「認識有り」×「最上位職＝担当課長＝現場の課長レベル」 →ランク②

・「不適切行為」×「認識有り」×「最上位職＝発電所長＞現場の課長レベル」→ランク③
・「不適切行為」×「認識有り」×「最上位職＝当直長≦現場の課長レベル」 →ランク④

・「不正行為」×「認識無し」×「？（認識がないということは組織としても認知しない）」
→ランク⑤

6

原因の分析・抽出－チェックポイント例

チェックポイント例
制度・管理面－組織
責任の所在は明確だったか。
前例や慣習に倣っていないか。
ルールの形骸化が生じていないか（実施と規則の乖離）。
マニュアル類はきちんと整備されていたか。
組織として内部監査機能を有していたか。
問題解決に向けての組織的対応策が確立していたか。
言い出しにくい組織的文化・風土に陥っていなかったか。

意識・知識面－個人
効率優先の意識はなかったか。
経済性優先の意識はなかったか。
コンプライアンス意識が不足していなかったか。
責任回避意識はなかったか。
法規・規定類に対する理解不足や知識不足はなかったか。
安全に対する過信はなかったか。
行政等への説明を回避したいという意識はなかったか。
地元への説明責任を面倒だと思う意識はなかったか。
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要だけれども、個人にはこういう対策が必要だという分け方にしていただいても結構かと

思います。 

 

○これも評価の視点ということで、先ほど出てき 

たものと同じですので、参考にしてもらえればと

思います。 

 

 

 

 

○スローガンと書いてありますが、再発防止策を踏まえた上で、最後に気の利いた一言を

ということで、皆さまのお手元にマンガを描いた資料があると思いますが、全部で４件の

事例が入っていると思います。このマンガは当委員会、班目幹事作のマンガでして、事案

を基に急きょ作成していただいたものです。このうち不適切事例の４は、若干判断するの

に難しい面もいろいろ含まれていますので、今回の場合は６班ということもあって、不適

切事例の１、２、３の三つを使って実施したいと思います。 

 

○一つ目は、中性子線量計の指示値を 0.6 倍に減

じる独自係数の使用ということで、これは簡単に

申し上げますと、施設の放射線防護という観点か

ら言って、よく問題になるのがスカイシャインで

すが、スカイシャインを建設した時点では大丈夫

だったのですが、その後、ＩＣＲＰの勧告値が改

定されて、これが引っかかる恐れが出てきたとい

うことで、本来であれば遮へいを増強しなければいけないのですが、ある新しい線量計が

あるということで、これで計ると、普通のカウンタに 0.6 を掛ければＯＫだということを

現場で発見しまして、それを適用したという内容になっています。結果的には、落ちは、

増強しなければならない別の理由で、天井を増強しなければいけないということになりま

したので、心配なくなった、ああ、よかったという事例です。 

7

再発防止策の検討－評価の視点

情報公開と透明性確保

法令・品質管理システム（QMS）に対する認識の
徹底策

現場への過大な負担の軽減：
適正なマンパワーの配分＋業務の合理化

教育と啓発
法令／倫理／品質保証等

組織文化の改善策

客観的評価・確認体制の確立
内部監査、相談窓口等

9

検討対象の不適切事例

1. 中性子線量計の指示値を0.6倍に減じる独自係
数の使用

2. 総合負荷性能検査における不適切な計器調整
3. 高圧炉心スプレイ系（HPCS）第1テスト弁の偽
装

＊：各事例の流れは、配付資料のマンガ（班目幹
事制作）をご参照下さい。
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不適切事例１；中性子線量計の指示値を
0.6倍に減じる独自係数の使用



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２番目は、総合負荷性能検査における不適切な計器調整ということです。これは定期検

査の最後に行われる総合負荷性能検査で、どうも計器にばらつきがあって、前回との差を

指摘されると説明に窮するということですので、計器を手動で調節して、前回と同じに合

わせてしまえ、後でまた戻しておけばいいやという話です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不適切事例２；総合負荷性能検査にお
ける不適切な計器調整
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 ３番目は、高圧炉心スプレイ系（ＨＰＣＳ）第１テスト弁の偽装ということです。これ

は電動弁でして、検査の際に電動弁で、モーターで開けようと思ったら、途中までしか開

かなかったので、手動で無理やり開けてテストを合格させたのですが、中央制御室で見る

とこの弁の開閉の表示がおかしい、警報も出るということで、この辺の表示も偽装して変

えてしまったという事例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不適切事例３；高圧炉心スプレイ系
（HPCS）第1テスト弁の偽装
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 これは先ほど辻委員から説明がありましたように、事実を基にしていますが、若干の脚

色を経て、全く同じというものはないような形になっています。 

 

○先ほどちょっと申し遅れましたが、どういう形でやるかということで、一つのグループ

で一つの事例を検討していただきます。先ほど挙

げましたように、３件の事例を挙げますので、二

つのグループで１事例を検討していただきます。

従って、自分たちと同じ事例を検討しているグル

ープが一つあるという形になります。後で発表の

際に、自分たちとどう違うかということを見比べ

るのも面白いのではないかと思いまして、そうい

う形にさせていただきました。どの事例を選ぶかはくじ引きで順番を決めるということで

すが、今、お手元に先ほど辻委員がお配りしたカードがあって、引いていただいたと思い

ますが、そのカードで１番と２番の班は事例１をやっていただきます。３番、４番は事例

２、残りの５番、６番は事例３ということで進めていただければと思います。何かご質問

10

本日のﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ用事例の選び方

1グループで1つの事例を検討して頂きます。
1事例を２つのグループで検討して頂きます。
どの事例を選ぶかは、くじ引きで順番を決めます。
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はあるでしょうか。 

 

○では、事例１を選ばれたところ、手を挙げてく

ださい。ここですね。では、事例２のところは。

対角線。では、残りが事例３ということです。も

う既に済んだかもしれませんが、時間がかかると

議論の時間が少なくなりますので、簡単に自己紹

介をして下さい。 

 あと、グループ内の役割分担です。これは議長、成果の発表者、それから書記というの

は、後ほど各グループに１枚ずつホワイトボードをお配りします。ここに結果を書き込ん

でいただいて、後ほど発表の際にそれを使っていただくという段取りになっています。そ

れからタイムキーパーです。クラス・ディスカッションを始める時間を 16 時 20 分にした

いと思いますので、それまでにすべて、ホワイトボードを書き終えるのも終わりにすると

いう、かなり忙しいスケジュールですが、ぜひ効率のいい議論を行っていただいて、間に

合わせていただきたいと思います。 

 発表の順番ですが、せっかくカードを引いていただいたので、１番、２番、３番、４番、

５番、６番の順番でやっていただこうと思います。従いまして、残念ながら１番を引いた

方は最初の発表ということになります。最後のところの方は、もしかしたら発表を聞きな

がらホワイトボードを書くとか、補てんするということも可能かもしれませんが、そのあ

たりはご了承願いたいと思います。 

 以上、ご質問がなければ、早速議論を始めていただきたいと思います。 

 それから、申し遅れましたが、後で各班に数部ずつ、この事案を文章で書いたものも参

考のためにお配りします。若干マンガとニュアンスが違う部分がありますが、それはマン

ガの方を優先してください。何を確認していただくかというと、例えば先ほどの組織か現

場か、実行者認識の有無かというところが文章に書いてある場合もありますので、そのあ

たりを確認していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

11

さぁ、グループ・ディスカッションを始めましょう！

先ず簡単に自己紹介をしましょう。

氏名・所属組織・現在の業務の内容を要領よく

グループ内の役割分担を決めましょう。

議長、成果の発表者、書記、ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ等

各事例の読み合わせを行って、議論の順番と大
体のﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙを決めましょう。

限られた時間内ですが、活発な議論を期待します。
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クラス・ディスカッション 

 

（鳥飼） クラス・ディスカッションの方に入りたいと思いますが、まだ未完成のところ

はありますでしょうか。いかがでしょうか。大体もうＯＫですか。 

 

 

（5 班発表者） それでは５班の発表です。あまり時間もなくて、われわれも慣れてなく

て、あまり書き込みがなくてしょうがないのですが、１番ですから、こんな程度でよろし

いかと思います。 

 事例１の中で、スカイシャイン評価に関して 0.6 のファクターを使ったというところで

すが、これについてランクのところでは、通常の測定値に対して 0.6 のファクターを掛け

て、いわゆる数字を 0.6 倍して出すということは改ざんに近いということで、これは法令

を超えているのではないかということで、不適切ではなくて不正の範囲ではないか。 

 認識の方については、0.6 を使って出すということから見て認識はあったと。 

 職責のところでは、なかなかこれは見づらかったのですが、後任の放射線管理課長が来

ましたということがあったので、これを判断した方は前任の放射線管理課長であろうとい

うことで、現場の課長ということで、それで式に入れていきますと、ランクは②であると

いうようにわれわれの方では判定しました。 

 原因の分析の中では、この中にもありましたが、技術的なところをやっている人から、

このようなファクターを使っていいのですかというのもあったのですが、それを押し切っ

ているようなところもあるので、実際には部下が上司に意見しにくいような職場環境では

ないか。 

 また、この 0.6 のファクターについても、ただ申し送りをしていって引き継いでいるだ

けなので、特にこういうことをしなさいという社内的なルールがないような職場であろう

と。あと、ほかにも幾つか出ていたのですが、書き込みがちょっとできていません。 

 再発防止策としては、１に対応して、明るい風通しのよい職場づくりが必要であろうと。 

 それと、２に対応して、社内標準の確立ということで、実際の測定方法についてはしっ

かりとした標準を作っておくべきであると。 

 こういう原因を作った担当課長、次に来た人についても「前任者の言うとおりにやれば

いいのですね」という程度なので、いわゆるコンプライアンス教育を充実させなければい
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けないだろうと。 

 それと、これは最終的には飛来物防護用に遮へいは強化されているので、安全上は問題

ないのですが、多分この 0.6 のファクターの数字を今後も使い続けるというところが残っ

てしまうのではないかということがありますので、これについては使用を止めるというこ

とで、こういうことをやっていましたという情報公開をしないと再発防止につながらない

だろうということを判断しました。 

 最後のスローガン的なところについては、これも議論する時間が本当に少なくて、なか

なか気の利いた言葉になってないのですが、元課長は「めでたし、めでたしじゃないの？」

というところで、最初からちゃんとやっておけばよかったのに何で今ごろという感じでは

ないかなと思います。以上です。 

 

（鳥飼） ありがとうございました。何かご質問、あるいはご意見がありましたら。 

 

（I さん） I です。同じ事案をしたものですから、ちょっとご質問なのですが、課長以上

か課長以下かという判断基準ですが、その事象が現場の課長レベルであるかどうかという

判断であると思うのですが、当人が課長であるかどうかという問題ではないと思うのです

が、どうでしょうか。 

 

（5 班発表者） その辺はあるのですが、多分本店の部長が意見して、そういう方向性に

持っていった可能性もあるのですが、ただ、現場の課長が最終的にはそれを決めて、上に

承認を取ったのではないか。上としては中身をちゃんと精査せずに、単純にコストが安い

からいいなと思っただけではないか。そういう意味では、どこが責任かというのはありま

すが、放射線に関することについては、多分現場の課長に一任していたのではないかと思

います。 

 

（辻） 事案の説明で、本店の部長が了承していたということと、この会社のほかの発電

所でも、同じことをやっていたというのが書いてあったと思うのです。だから、そういう

意味では、課だけにとどまるのではなくて、これは全社的なものだったのです。ちょっと

コメントです。 
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（鳥飼） ほかに何かございますでしょうか。質問、あるいはご意見。それでは時間も押

しているようですので、次の班に。また同じ事案ですが。 

 

（2 班発表者） それでは、事例１に対して２班がグループ・ディスカッションしたこと

を発表します。最初の尺度による評価ですが、不正行為については先ほどのお話と同じで、

管理基準を超えていたことを認知していたにもかかわらず報告を怠ったということで、法

令に違反しているということで、不正行為だと思います。 

 認識も同じで、認知していたということなので、ありということです。 

 組織ですが、これは先ほどのグループとちょっと違うところで、石川さんがおっしゃっ

たように、課長の上の部長が知っていたのではないかということで、それは絵の８番から

部長の方針に、「安全には念を入れて素晴らしいですよね」と部長に対して言っているとい

うことは、最初に 0.6 を掛けた方がいいと言った人は部長だと思いましたので、課長以上

は知っていたということで、式に入れるとランク①という結果に私どもはなりました。 

 不正行為のほかに、幾つかまた論点があるのではないかという話に発展しまして、一つ

は新型レムカウンタという機器ですが、測定の正当化、ちゃんとすることを怠ったという

ことがあるのではないか。もう一つは、新しい課長が就任したとき、係数の 0.6 を掛けて

いるということに対して、本当にいいのかということに気付くべきだったという、技術的

能力が欠けていたのではないかという話も出ました。 

 再発防止はどうするかということになりまして、まず、１番目に出たのは法令改正に対

する全社的対応ということで、法令が変わったのだから全社で対応していくべきでしたが、

関係していた人たちで収めようと思ってやったことがまずいということで、そうではなく

て全社的に対応していくべきではないか。 

 そのほかには情報公開。こういう問題がありますよとか、レムカウンタを使ったら、0.6

というものを掛けていくと基準にうまく収まるという話があるのでしたら、そういうのを

情報公開していって、それが本当に正しいかというのを関係者に検討してもらうという方

法もあるのではないかということがあります。 

 ３番目としまして、先ほどの新課長の話ではありませんが、そういった技術能力がない

ということでしたら、そういうのを高めていく必要もあるというような再発防止が出まし

た。 

 最後に気の利いた一言ということで、「独りよがりじゃないの」ということで、そういっ
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たものにまとめました。これはこの部長というか、関係者の一人の方が自分で 0.6 を掛け

たり、後任の課長には「そんなこと、言われたとおりにやっていればいい」という感じで、

一人でやっていたというのがあるので、結果的には法令違反ではなかったのかもしれませ

んが、一人でやっていたというのが原因だったということで、「独りよがりじゃないの」と

いう締め文句になりました。以上です。 

 

（鳥飼） ありがとうございました。何かご意見やご質問はおありでしょうか。何でも結

構です。ほかのグループの方で同じ案件を扱っていないところでも結構です。ありません

か。それでは、どうもありがとうございました。では、次にカードナンバー３の班、お願

いします。 

 

（1 班発表者） それでは、不正事例の２ということで検討いたしました。この事例につ

きましては、総合負荷性能試験を最終的にやるに当たって、その前に、事前に現場で点検・

試験がやられていたと。その際に、自分たちで決めていた自主基準値を超えるような結果

が得られたものがあったけれども、それは最終的に保安規定に違反するようなものではな

かったという事例でした。 

 それで、検討課題の初めの各事案のランクを設定するというところで、これはまず不適

切な行為であったか、不正行為であったかということに対して、法令や保安規定に抵触す

るかいないかという観点で見た場合に、これは自分たちの決めた自主基準を満足しなかっ

たということなので、不正行為であろうということにいたしました。 

 実行者の認識の有無については、これは以前からそのようなことが行われていたという

ことを認識していたけれども、そのままずっとほったらかしにしていたということで、あ

りということにしました。 

 組織または現場で誰が関与していたかといった場合に、ここで出てきた技術課長という

ところの人が、この事実については認識しているということで、これは課長であろうとい

うことから、倫理委員会の評価尺度においてランク④ということにいたしました。 

 次に、原因の分析・抽出および再発防止対策ということで、なぜそのようなことが起き

てしまったのかというのを、チェックポイントの例というのを参考にしながらやっていき

ました。制度管理面において、組織においてどういう問題があったのかといった場合、責

任の所在は、技術課長がやることになっていたということで明確であったと。また、前例
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や慣習に倣っていなかったかということについては、以前から気が付いていたけれどもそ

のまま行っていたと。また、ルールの形骸化が生じていないかということについては、本

来であれば自主点検の際に許容値を超えた際に、どうするのかというのが明確に決められ

ていないというのがあって、この辺が結局あやふやなまま、最終的には保安規定の内容が

守られていればいいだろうということで、ずっと来てしまったと。マニュアル類がきちん

と整理されていたかという観点では、されていたのだけれども、基準を超えた場合の措置

がしっかり書かれていなかったのではないかというように考えました。 

 組織として内部監査機能を有していたかということでは、なかったと。問題解決に向け

ての組織的対応策が確立していたかといった場合、これもしていなかったと。言いだしに

くい組織的・文化的風土に陥っていなかったかといった場合、これは陥ってしまっていた

ということのようです。 

 「意識・知識面－個人」で見た場合、効率優先の意識はなかったかといった場合に、こ

れは本部の方からいろいろ言われていたので、優先しないといけないという意識があった

と。経済性の優先性についてもあったと。コンプライアンス意識が不足していたかどうか

ということについては、法令は守っていたけれども、自分たちが決めたルールについては

守れないところがあったと。責任回避意識はなかったかといった場合には、これはやはり

あったというように判断できると。 

 その次に再発防止対策ということで、組織面から見た際に検査基準の見直し、例えば基

準を上回る場合にどうするのかというところをはっきりさせておくという仕組みがなかっ

たというのがいけなかったのだろうと。あと、個人の方につきましては、その基準の意味

するところの教育というものを、自分でしっかり認識していなかったということと、Know

－Why 教育といいますか、これは私もよく分かっていないのですが、そういうものを今後

やっていく必要があるだろうという話になりました。 

 最後に、再発防止対策を踏まえて、倫理意識の必要性を盛り込んだ気の利いた一言とい

うことで、なかなか出なかったのですが、話をしている中では三つぐらい上がりました。

「すべては自分に降りかかってきますよ」「黄色信号、みんなで渡ってはいけないよ」「新

しい風を感じたら見直そう」と。「新しい風を感じたら見直そう」というのは、人事異動で

もって新しい人が来て「今までやっていたことがおかしいのではないの」ということを言

ったときに、「これは前からこうやっているのだから」と言うような風土があったというこ

となので、せっかく人が替わった際には、そういうのを見直す良い機会になるのではない
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かという話し合いをいたしました。以上です。 

 

（鳥飼） 何かご質問等、あるいはご意見、何でも結構です。なかなかよくまとめられて

いたような気がしますが。よろしいですか。そうしましたら、同じ事例になりますが、次

の方、お願いいたします。 

 

（6 班発表者） それでは、グループ６の発表をいたします。事案は今のグループの方と

同じです。定期検査中に、総合負荷検査のときに計器を改ざんして、改ざんした検査記録

を使ったというものです。 

 まず、最初の倫理委員会尺度による評価ですが、不適切行為かどうかというのは、これ

は通常起こり得るもので安全上問題ないということ、それから保安規定上問題ないという

ことから、不正ではなくて不適切行為。 

 それから、認識があったかどうか。これははっきりと技術課の副長、課長が認識してい

たとなっていますので、認識はあります。 

 最高上位者は、技術課が検査統括担当でしたので、技術課長ということですので、この

辺は先ほどと同じですがランク④になります。 

 次に原因の分析ですが、われわれも組織面、それから人の面から議論しまして、ポイン

トをまとめてございます。一つ目、現場計器のばらつきに対して検査合格範囲が厳しい。

先ほどもありましたが、こういう場合についての対策が規制されていない。例えばこうい

うのを不適合とすると、不適合に対する何かシステムがなかったのではないかと一つは思

います。そういうことをしようと思うと時間がかかったから、そういうことが原因であっ

たのではないかと思います。 

 二つ目は、言いだしにくい組織的文化。このことは前任者から代々引き継がれていると

いうようにも書いてありますし、先ほどもございましたが、他の発電所から異動してきた

人が「これはおかしいのではないか」と言ったことについて取り上げられていない。それ

が上まで上がっていっていないという組織があるということです。 

 三つ目は、効率・経済性優先。これも先ほどの方と同じになるのですが、本店から点検

はできるだけ短縮化するようにという強い要請が来ていたという話もございましたし、そ

ういうこともあって経済性優先になっていたと。 

 それから、倫理観の欠如。これは初めにも申しましたが、法令とか保安規定に触れてい
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ない、安全上問題ないということは分かっている。だったら、それではないところでやっ

てもいいのではないかという、倫理観が欠如していたということです。 

 それから、説明責任の回避。本来、こういうものが問題ないのであれば、検査官に説明

すればいいのではないか。それでたとえ定検が遅れたとしても、行政や地元に説明すれば

いいのではないかということもあるのですが、そういう説明を回避してしまったと。これ

ぐらいを主な原因として挙げました。 

 再発防止対策ですが、最初に効率優先の対策として、トップが効率とか経済性ではなく

て、安全最優先だという強いメッセージを出すということ、これがないと駄目だというこ

とです。 

 それから、それを基にして今度はコンプライアンス、技術者倫理教育をするということ。 

 ３番目は、風通しのよい職場づくり。先ほども言いましたが、言いにくい組織文化があ

りましたので、例として出たのはコーチング研修。コーチング研修といいますのは、部下

の言うことを聞くという研修がありまして、これも他の発電所から異動してきた者がせっ

かく異議を唱えているのに、結局聞かなかったということもございますので、こういう研

修が効果的ではないかということで、主なものとして三つ挙げています。 

 最後のスローガンですが、ちょっと読みますと「都合のいいデータを作ったりすること

を改ざんというんだよ。世間はそれを『うそつき』と言うんだよ」ということでまとめま

した。以上です。 

 

（鳥飼） 何かご質問やご意見はおありになりますでしょうか。これもなかなかよくまと

められていたのではないかと思います。 

 実を言いますとこの事例は、どこそこの電力会社というわけではなくて、今度の 98 件の

中の一つのリアレンジした、脚色をした案ですが、ほとんどの電力会社で同じような、微

妙に違いますが、やはり総合負荷性能検査の折に、同じように計器調整をしたり、警報を

ジャンパーで解除したりといったことをやっているという事例が挙がっていまして、それ

もかなり長きにわたって、代々引き継がれていたというケースです。 

 一つは、おっしゃったように、マニュアル化などがきちんとされていないというのもあ

るのかもしれませんし、言いだす勇気といいますか、きちんとそれを見直していくという、

正しいものは何かということの知識と、それを言いだす勇気、聞く勇気というものが必要

だということの大きな事例の一つではないかと思いまして、取り上げました。 
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 では、こういう場合、倫理委員会の評価はどうしたのかというのをばらしますと、最初

は意識があってこうやった、認識があってこういうことをしたと。しかし、代々引き継が

れて、十何年も引き継がれていくケースがあります。そのうち何か訳が分からなくなって、

とにかく言うとおりやっていこうということで意識がなくなったので「④→⑤」というひ

ねり技なのですが、そういう評価にさせていただいています。 

 ただ、今回の場合、どれぐらい続いたかという期間はあえて入れませんでしたので、④

ということで、正解はないのですが、われわれと同じような評価かなと思っています。 

 では、次のグループの方、お願いいたします。 

 

（4 班発表者） では、４班の発表に入ります。４班は事例の３ということで、「高圧炉心

スプレイ系（ＨＰＣＳ）第１テスト弁の偽装」ということです。 

 ここにある事象は読んでいただくとして、尺度による評価は、不正行為か不適切行為か

ということですが、われわれの方はこれを不正行為というように判断いたしました。理由

といたしましては、ここで言う運転記録とか、そのようなものを意図的に改ざんしている

ということで、これはあくまでも保安規定の方の違反に入る話ではないだろうかというこ

とで、不正行為と。偽装行為は後からそれを改ざんするというのを、ちゃんと改ざんとい

うように書いていますので、認識しているということから、これは認識しているのでしょ

うと。 

 現場としては、これは実際に書かれているところは副長しか出てきませんので、一応副

長の指示ということで実行者。ただし、最上職としては、副長は現場クラスという形でい

くと、課長クラスとか、そのようなところかなということで、最終的にはランク②という

形でわれわれの方は判断いたしました。 

 原因です。いろいろ議論が白熱しましたので、いろいろなことが出て、まとめたところ

がこういうところです。組織としましては、まず前例とか、このようなものが常日ごろ行

われていたのではないか。あとは当然、こういうことをやっていくということで、ルール

の形骸化というようなものが行われていると。 

 もう一つありましたのは、先ほどあったチェックポイントの内部監査の中で、情報化で

きるような監査という体制がちゃんとできていたのかとか、ダブルチェックをしていたの

かとか、そういうところ。そういうことからいくと、組織的にもいろいろ、こういう対応

策が不足しているようなところがあったのではないかというように考えています。 
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 個人的なレベルでいきますと、当然現場の方ですので、効率優先とか、炉関係を止める

というところで経済性優先とか、そのような考え方。あと、安全上あまり問題がないバル

ブということがあったのか分かりませんが、コンプライアンスの意識というのが薄かった。

そのためにそういうルール、マニュアルとかそういうもの、何でこういうことをやるのか

という知識も不足していたのではないかということ。行政への説明を回避したいというよ

うなものは、現場の人間としてはある程度正直なところなのかなと思います。このような

ところに原因があったかと思います。 

 あと、対策です。いろいろなことがありますが、情報公開とか、こういうことをちゃん

とやっていますという透明性をちゃんと確保できるような組織とか、あとはトップの意識

を改める必要はないのか。また、組織の文化、そのようなものを変えていく。要はデータ

を、こういうことは結局は捏造、改ざんしているということはやっては駄目ですよという、

そのものを変えていく必要があるでしょうと。あとは当然このようなトラブルが起こった

ときに、現場の副長クラスうんぬんというよりも、どのようにするのか、適切にするのか

というのをある程度、上司なり組織として決めていく、そういうものができるような体制

というのが必要ではないか。そのようなものをちゃんと教育して、社員の中に浸透させる

というのが一つの対策ではないかと思っています。 

 あとはわれわれの最後の一言ですが、私がこの議論の中で一番いいなと思ったのは「正

直が一番だよね」「お天道さまが見ていますよ」と。こういうのは私が小さいとき、年寄り

に必ず言われたのが、正直が一番いいよ、楽だよと。そして何かやったらお天道さまが見

ているよということを久々に聞いた覚えがあって、今回のグループの中、年齢層の関係も

あったので、昔聞いた言葉を思いだして、やはりこれに尽きるのかなということで、これ

でいきましょうというようにさせてもらいました。以上です。どうもありがとうございま

した。 

 

（鳥飼） 何かご質問やご意見ありましたら。同じグループの方でも結構ですが。ありま

せんか。それでは最後になりますが、次のグループの方、お願いいたします。 

 

（3 班発表者） ３班です。事例は前班と同じ３番目の事例で、非常用炉心冷却系のテス

トにかかわる問題です。原子力発電所では毎月１回、安全設備がきちんと動くかというこ

とを自主検査として、サーベイランスといいますが、実施しています。この非常用炉心冷
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却系は、本当は事故のときに原子炉内に注水するのですが、テストの場合には１の図に書

いてある、左の方のタンクに戻る方のラインで流すということで、この戻る方のラインの

バルブがちゃんと動かなくて、試験ができないので、そのバルブに細工をしたということ

です。 

 それで、中には幾つか問題行為が書いてありますが、バルブが止まってしまったので、

３番目で表示をいじったとか、４番目で弁に少し手を加えたとかありました。ただ、５番

目のところに、副長の指示でやったと別の文章の方の紙には書いてあったのですが、その

副長と、多分その上司と思われる人の議論で、確かに保安規定には違反していないね」と

いうように書いてありますよね。それで結局、その事例が不正行為か不適切行為かという

ことに関しては、前班と同じく、当時は保安規定で直接試験の手順までは書いてなかった

と。最近は保安規定も詳しくなってきていますが、その当時は、試験要領書はあったので

しょうが、その要領書と違う手順をやったから、直接保安規定になるというようには解釈

できなかったと考えられます。 

 ただ、この絵には描いてないのですが、別紙の方に、最後に日誌を改ざんしたというこ

とが書いてありまして、日誌の改ざんというのは、やはりどう見ても保安規定に違反する

だろうということで、不正行為。当然悪いという認識があったのでしょうというように考

えました。 

 ただ、それを誰の判断でやったのかというと、指示したのは副長ですが、５番目でその

上司と思われる方と相談しています。ただ、この相談が１対１なので、多分これは課長で

しょうと。もし所長とか炉主任とかだったら、もっと大勢集まって大議論になるだろうと

いうことで、課長レベルという判断をして、結局ランクとしては②と判定いたしました。 

 原因ですが、その当時では、そういう違ったやり方であっても、本来のＥＣＣＳのポン

プの性能を確認するという意味では問題ないので、ちゃんと説明して、このようにやりま

したと言っても、絶対通らないということではないとは考えられるのですが、多分原子力

発電所の運転管理専門官とか、その当時いたか分かりませんが保安検査官の方に、そうい

う違ったやり方でやりましたと言うと、それでいいのかと長々と説明させられると大変だ

なと安易に考えて、違ったやり方で試験してしまったのだろうと。それと最後の、ちょっ

と書き忘れましたが、当然日誌を改ざんしたということは、コンプライアンス意識が不足

していたということが原因と考えられます。 

 再発防止対策ですが、やはり試験の要領書に従ってやる。あと、外れた場合にはどうい
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う手続きをするということが、保安規定から直接追いかけられるように、リンクをはっき

りさせておくということがまず一番かなと思います。 

 それと、このような操作を発電課内だけでやるということが秘密裏に行われないように、

やはりいろいろ情報、そういうことに関しては広く課内の人にも情報が共有化されるとい

うことも大事かなと思います。 

 それと、プリンターの印字を直したとか、ジャンパーでいろいろ操作したと書いてある

ので、そういうことも簡単にできないようにするという面もあるのかなと。それが３番目

の設備・制度の整備ということなのですが、実際にそれが本当に簡単にできるかどうかと

いうのは分かりません。ただ、そういう案もあるのかなということです。以上が再発防止

策です。 

 最後の一言ですが、前班と似ていて、少し子供に言うようなのですが、結局、一番悪か

ったのは日誌を改ざんしたことですねということで、結局「うそは泥棒の始まりだよ」と

いうのを一言ということにいたしました。以上です。 

 

（鳥飼） 何かご質問やご意見、それから同じ班から補足でも結構ですが、ありましたら

お願いします。ありませんか。この件は少し脚色をしていますが、やはり 98 件の中に入っ

ていまして、今、二つの班にかなり緻密に分析していただいて、ランク②ということで厳

しめの判断が下っていますが、実は一部、ここにはない事実が入っていまして、実際のわ

れわれの評価では現場レベルの不適切行為ということで、④というランクでした。ただ、

実際にはない事実を加えて脚色していますので、少し厳しめの評価が下ったのだと思いま

す。 

 ということで、あとは皆さん、最後のきつい一言はいろいろ出てきて面白かったと思い

ますが、大場副委員長、ご自分の事例１の案、面白いのがありましたが。 

 

（大場） 皆さまが非常にまじめに考えていらっしゃったところで、私は事例の中を読ま

ないで、マンガだけをやったのですが、事例１、２、３で私が考えたのをご参考までに言

いますと、まず事例１は、絵の雰囲気も含めて考えたのですが、「あなたのお昼代は今日か

ら６掛けよ。ダイエットということでそれに合わせて生活してね」というのにしました。

その次は女性が優しい感じだったので、「前の人ばかり見て赤信号を渡っちゃったわね」と

いうのにして、事例３は、ちょっとずれているかもしれませんが「原子力の人って、そば
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屋の出前のようなうそをつくんだね」というようにしてみました。 

 

（鳥飼） ありがとうございました。何か全体を通してご質問やご意見、あるいは補足説

明でも結構ですが、あればお聞きしたいと思いますが。なかなか皆さん、活発な議論をさ

れて、こういう場で、内容はまじめな話ですが、ぜひ議論を楽しんでいただくことも一つ

の意義であると思います。楽しんでいただきながら、いろいろな組織の方々と一緒に意見

を交えさせるということで、違うカルチャーのお話を聞いたりというところが非常に大切

なのではないかなと思います。社内でやるとどうしても一色に染まった結論になりがちで

すので、そういったところがこういう場の大切なところではないかと思います。 

 それでは時間も迫ってきていますので、講評をお願いしたいと思います。最初に班目幹

事の方からお願いしたいと思います。 
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講評① 

班目 春樹 氏（倫理委員会幹事・東京大学大学院教授） 

 

皆さま、お疲れさまでした。皆さまの分析を拝聴して、大変きちんとやってくださってい

るので、特に付け加えることはあまりありません。ただ、少し違う視点から幾つかコメン

トを申し上げます。まず、この三つの事例にすべて共通しているのは、何が補正で何が改

ざんかという問題です。確かどこかの班がおっしゃったと思いますが、きちんと説明して

実施すれば補正なのですが、全く説明もしないでこっそりとやったらば、幾ら根拠はあっ

てもこれは改ざんです。世間には必ずそのようにとられます。実はこれがこの三つの事例

に全部共通しているわけです。 

 不適切事例１について付け加えます。分析で出てこなかった話ですが、こういう場合は、

もうちょっと規格基準ということを考えていただきたい。これから先も新しい技術がどん

どん出てきますが、その採用は、第三者を交えたところできちんとした議論をして認めら

れないと、お役所も認めることができません。原子力学会とか機械学会とか、いろいろな

ところで規格基準を作っていますので、ぜひそういう場に上げていただきたい。 

 現実にそういう苦しい問題が生じたならば、まずは規制当局ときっちりと話し合ってい

ただきたい。暫定的にはこうするけれども、将来的には規格基準としてきちんと決めて適

用しよう、というような枠組みを、規制当局も整備してきています。ぜひそのことをご認

識いただいて、物を言うようになっていただきたい。きちんと規制当局にも言えば何らか

の反応があるはずです。これは決してなれ合いというわけではありません。技術にはそう

いう不明瞭な部分がたくさんあるわけなので、それをちゃんと表に出して説明するように

していただきたいというのが、この事例についての私からの補足です。 

 次が２番目の事例についての補足です。鳥飼委員から説明があったとおり、ほとんどの

電力がこれをやっていたのです。この背景は、皆さんははっきりおっしゃいませんでした

が、規制当局と事業者との関係がこうだったことにあります。皆さんに考えていただきた

いのは、安全確保は何のためにやるか、ということです。これは規制当局のためではない

のです。あくまでも国民の安全を守るためにやるのです。この事例の背景に、総合負荷性

能検査で保安院のお墨付きをもらうことが目的化していることがある。そのために何かす

るという発想自体がおかしい。こういうことをやるのだったら当然、検査官の方に、こう

いうことをやらせてください、その方が分かりやすいでしょうと言えばいいわけです。大
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体それでＯＫするような保安検査官がいたら問題です。そういう意味で、誰が本当に向き

合う相手なのかというのを考えていただきたいと思います。 

 ただ、この事例というのは、恐らくこれからは再発しないだろうと思っています。とい

うのは、一度これを表に出しましたので、これからこういうのはしにくくなるはずです。

また、かなり前までは検査官の方の実力も低くて、説明するのが大変だったからこういう

ことをしていたのだと思います。制度もかなり改革されて、検査官の実力も上がってきて

います。これは今後起こらないのではないかというように私は期待しています。 

 それから、３番目の事例です。これはランク②か④か、ちょっと悩ましいところです。

実はこれと関連のある最近の事例があります。女川原子力発電所１号機で、この弁が壊れ

たことによって原子炉を止めています。こういう事例があったときに、まずしなくてはい

けないのは、検査官ときちんと相談することです。そもそも安全確保という観点から考え

てみましょう。女川はこういうことで原子炉を止めていますが、本当にそれがいいのでし

ょうか。というのは、原子炉を止めるという行為は非常に危険な操作なので、止めようと

する行為自体がリスクの増大を招く。これは原子炉の運転とは全く関係ないところで起こ

っている故障なのに、そういう故障があるたびに原子炉を傷め、リスクを増大させるとい

う行為は、本当はやめていただきたいのです。そんなことは規制当局も言えば分かる話で

す。将来的には、やはりこういう事案をどんどん規制当局にぶつけて、規制当局と事業者、

それに大学の人間などの第三者も交えて、こういう場合どうするかという議論をするよう

にしていただきたい。結局、こういうことが行われているというのは、その辺が今まで足

りなかったからです。今はちょうどそういう改革の時期にありますので、ぜひこういうの

もどんどん規制当局に言っていただきたいと思っています。 

 事例４は後で見ていただければ結構です。ただ、事例３と４は、安全屋から見たときに

両極端にあります。事例３の方は、何かいろいろごちゃごちゃやっていて、罪が重そうに

見えますが、安全屋の観点からいくと、これは安全装置のチェックの機能がちょっとおか

しくなったというだけで、安全には直接関係ないのです。一方、事例４は、非常用ディー

ゼルがある瞬間、動かないということが分かったというもので、実はこれは安全屋の観点

から言うと非常に重い。こういう安全の観点からの重さというのと、それから倫理の観点

からの重さというのはちょっと違うというところもございます。そういう意味からいくと、

実は事例４のような行為をやってしまうのは、何が安全上重要かについてわかっていない

という意味で、技術能力の不足なのかなという感じもします。先ほど Know－Why が重要だ
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という話が出ましたが、少しこういう事例をいろいろと勉強していただければありがたい

と思っています。 

 今日は、こういう事例が公表されています。皆さん、一体どんなことが現場で起こって

いたかというのはなかなか勉強する機会がないと思いますが、倫理委員会の方でもこうい

う事例を分かりやすい形でどんどん解説していきたいと思いますので、それを勉強の材料

に使っていただけると思います。私の方からは以上です。 
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講評② 

三好 義洋 氏（倫理委員東株式会社エネテック総研） 

 

三好です。もともと商社で働いていました。なぜ倫理委員をやっているのだろうと思わ

れる方は、私の会社のホームページに経歴が載っていますので、見てください。 

 今日のお話を聞いて「自分なら本当にこれをやれるのだろうか」ということだと思いま

す。なぜかといいますと、アメリカにおけるＭＢＡのコースの中では、企業倫理の講座数

が一番多いのですが、日本は非常に少ないです。私は今、法政大学の専門職大学院でコン

プライアンス・アンド・ガバナンスを教えていますが、他大学院での講義はほとんどあり

ません。理由は、この専門分野は、まだ日本では育っていないからだと思います。 

 もう一つ、商社にいて、売り上げだ、利益だということを非常に重視する世界に 40 年い

ますと、上場企業が効率性とか経済性を求めるのは当然のことであって、倫理と抵触する

というのは恒常的に起こってくると見ています。ですから、個人の性善説とか性悪説では

なくて、どうしたら接点を探っていけるかということだと思います。 

 例えばＭＢＡコースで教えているケースで、船が沈没して救命ボートにみんなが入って

きたが、一杯になった。海の中から一人「助けてくれ」と言ってきた。乗せるかどうか。

一等航海士が「その手を砕いて海に落とせ」と言った。では、君たちはどうするのだとい

って生徒に聞くわけです。助けて全員死ぬのか、一人の命は全員の命よりも軽いのかとい

うところで、道徳観といいますか、自分の考え方とか哲学というものとの接点が、企業倫

理の底辺にある個人倫理だと思います。それがないと、幾らマニュアルを作ってもあまり

意味がないと思います。 

 もう一つ、リスク、リスクと言いますが、実業の世界では例えばクレジットリスクだ、

流動性リスクだ、レピュテーションリスクだとあります。商社の基本的な考え方は、リス

クのないところに収益なしだ、積極的にリスクは取っていくのだ、そのリスクをコントロ

ールしていくのだ、コントロールできるかどうかという見極めが経営者の役割だと考えま

す。逆に、リスク・イコール悪だという考え方は決して正しくないと思っています。 

 いろいろ勝手なことを申し上げますが、もう一つ、再発防止についてグループの方が、

法律を遵守していることの挙証責任、立証責任は経営者にあるとおっしゃっていました。

では、経営者は自分で確認できるのか、どうやって確認するのかというと、いわゆる確認・

保証業務（Assurance）をやる人たちが必要です。これが内部監査機能になります。私は今、
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内部監査協会に入会し、不正検査事例の研究その他をやっています。年をとった経理の方

とか、社内で役に立たなくなった人とか、そういう人が重箱の隅をほじくるような内部監

査というのはほとんど無意味です。 

 では、世界的にどうなっているかといいますと、二つの大きな専門分野があります。一

つはＣＩＡ（公認内部監査人）、もう一つがＣＦＥ（公認不正検査士）です。これら資格保

有者の人たちは、毎年、勉強を継続しないと資格をはく奪されます。ＣＩＡの仲間組織、

レッドリボンと言いますが、そのグループは非常な勢いで増えています。なぜなら、彼ら

が経営者に代わって、実際に内部でルールが守られているかを確認する作業をしており、

その必要性が増しているからです。ところが、原子力分野では私は内部監査ができません。

私は、技術を持った人がＣＩＡの資格をどんどん取り、そういう人たちが内部監査をすれ

ば良いと思います。例えば私は 10 年以上内部監査をやっていますが、「おまえ、やれ」と

言われても断念します。現場が分からないし、技術が分からないし、どこを見ればいいか

分からないからです。技術を理解して内部監査が出来る人たちを育てるべきだと思います。 

 次に、コンプライアンス教育です。私が今まで三井物産とか、いろいろなところで教育

した経験から、階層別の教育をしなければ駄目です。末端の人のコンプライアンス、中間

職のコンプライアンス、管理職のコンプライアンス。管理職は自分のコンプライアンスを

棚に上げて、下に対してコンプライアンスを要求してきます。例えば客先とゴルフをして

いいのか、お中元やお歳暮は受け取っていいのか、やはり送り返すべきなのか、それとも

下請の人と仲よくすることがいいのか悪いのか、そういったことも含めて、それぞれの会

社が経営者としてのコンプライアンス、本部長としてのコンプライアンス、部長としての

コンプライアンスを、それぞれ区分けして教育していくということがあれば、日本の会社

は良くなると思っています。班目先生と違って、私はたたき上げの商社マンなので、理論

的には立証できませんが、多分これからの原子力の中で必要とされるのは、技術を持った

人の内部監査人、技術を持った人の不正検査士、そういう人たちが今後ますます輩出され

ていったら、この業界は素晴らしいものになると私は信じています。 

 私はエネルギーというものを、原子力発電所というのを信じて今の会社をやっています

ので、皆さんと一緒に発展したいと思っています。どうもありがとうございました。 
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閉会のことば 

辻 政俊 氏（倫理委員 原子力安全・保安院） 

 

どうもありがとうございました。今のご講評について何か質問やご意見、コメントがあ

りましたら。 

 本日は事例研究といいますか、グループ・ディスカッションで三つの事例をやっていた

だきまして、同じ事例でもグループが違うと若干違うところもあったりして、それぞれい

ろいろな見方があるのだなと私自身は思いました。 

 ご質問がないようでしたら、この事例のその後についてコメントしますと、事例２と３

というのは、国の発電設備総点検に対して電気事業者の方からこういうことがありました

ということで自己申告されたものでして、それに対する今後の再発防止対策というのも事

業者自ら出して、われわれは規制側ですが、その遵守状況というのを今見ているところで

す。 

 事例１というのも、これは事実そのままではありませんが、ほぼ９割方は事実に近い事

象でして、これに関しては保安院の方で年４回、保安検査というのをやっています。原子

力発電所の運転が安全に、問題なく行われているかというのを検査する検査ですが、その

ために全国で十幾つだったか、各発電所に保安院の出先の事務所がありまして、日常的に

発電所に行って現場を見ると同時に、年４回、３週間ずつですが、日常で気になることが

ありましたら、これについてはどうですかという立場から検査しています。事例１という

のはその検査の段階で出てきたものです。事業者としては、もう５年くらい前のことで、

そのままいけば分からなかったと。このマンガでは分からないことになっていますが、実

際は今年度の保安検査で検査しまして、こういうことが分かって不適切ですねということ

で、事業者の方も、これからはその 0.6 倍という係数は使いませんということで、一応対

策はされています。 

 ということで、私の方の宣伝になってしまいますが、検査官も、昔はいろいろとだまさ

れたと言うと言葉が悪いのですが、見過ごしていたこともありましたが、今は国民の負託

を受けて安全を監視するという立場から、それなりに技術レベルも高い人間を入れまして、

本当に大丈夫かという観点で見ていますので、そういう意味では、これからこういった不

適切な事例というのはなくなってくるものかと思っています。 

 ほかに何かご質問等ありましたら。今日の講演、あるいはグループ・ディスカッション
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の発表、何でも結構ですが、お受けしたいと思います。ないようでしたら、時間は早いで

すが。先ほどもお願いしましたが、黄色い紙のアンケートを書いていただきまして、出口

のところに回収箱を置いておきますので、ご提出をお願いしたいと思います。それから名

札も、お帰りのときに回収箱の中に置いていただくようにお願いいたします。 

 それでは皆さま、長い間、どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 

 



 68

アンケート回答結果（回答数：36） 

 

今後，より良い委員会活動，研究会の開催のために，お手数ですが，アンケートへの御協力を御願い致します． 

研究会終了後、出口近くにございます回収ボックスへ御入れて頂くか，近くにおります倫理委員へお渡し下さい． 

よろしくお願い致します． 

 

【設問１】あなたは日本原子力学会の会員ですか．該当するアルファベットを○で囲んで下さい． 

a. 自身が会員である        21 

b. 自身は会員ではないが，所属組織が賛助会員である．    11 

c. 自身も所属組織も会員ではない．      4 

 

【設問２】原子力に関する倫理研究会の情報をどこでお知りになりましたか．該当するアルファベットを○で囲んで下

さい．○はいくつでも結構です． 

a. 所属組織・団体への案内       13 

b. 学会のメーリングリスト       5 

c. 倫理委員会のホームページ       3 

d. 過去にアンケートに回答したことによる学会からの連絡    5 

e. 倫理委員からの情報提供（倫理委員名：          ）   11 

谷委員（4）、矢野委員（1）、志賀松氏（2）、小沢委員（1）、大場委員（1） 

f. 倫理委員以外からの情報提供（差し支え無ければ知り合いの方のお名前，もしくは関係をご記入下さ
い                 ）      4 

JAEA技術士会（1）、所属部次長（1）、エネルギー問題に発言する会（1）、技術士会原子力・放射線部会のメーリングリスト（1） 

g. その他（                    ）    1 

上司からの指示（1） 

 

【設問３】今回の研究会に参加された動機は何ですか．該当するアルファベットを○で囲んで下さい．○はいくつでも

結構です． 

a. （研究会のテーマや内容に）興味を持ったから．     10 

b. 技術倫理について関心があるから．      12 

c. 技術倫理の事例検討について関心があるから．     9 

「原子力の」という追記あり（1） 

d. 倫理委員会の活動に関心があるから．      2 

e. 上司（所属組織）により指示されたから．      11 

f. なんとなく         0 

g. その他（                    ）    5 

発電設備の総点検を踏まえて（1）、技術士合格者としての自己けい発のため（1）、技術士活動の参考にした

い（1）、S 氏からの強い要請（1）、鳥飼さんのすすめ（1）、不適切事例に関し再発防止に取り組んでいるた

め（1） 

 

【設問４】今回の研究会の内容と研究会の時間配分はいかがでしたか．（ ）内のものから該当するものを○で囲まれた
上，※の設定のあるところは「適切」以外を選ばれた方のみ，適切と思われる時間をご記入下さい 

a. 全体の時間について （ 長い ・ 適切 ・ 短い）  ※     日／時間が適切と考える 
長い（2）、適切（31）、短い（2） 

4時間（1）、1日（1） 

 

b. 事例検討（グループディスカッション）の時間について（ 長い ・ 適切 ・ 短い）※      時間が適切
と考える 

長い（0）、適切（25）、短い（10） 

1時間（2）、2時間（2）、3時間（1）、＋1時間（1） 
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c. 参加者全員によるディスカッションについて（ 長い ・ 適切 ・ 短い） ※      時間が適切と
考える 

長い（0）、適切（27）、短い（3） 

0.5時間（1）、1時間（1） 

 

【設問５】今回の研究会に対する感想をお伺い致します．率直なご意見をお聞かせ下さい． 
【設問5－1】講演内容は，ご興味やご期待に添う内容でしたか．ご意見，ご要望などを，ご自由にお書き下さい． 
 

・ 大変参考になりました。 
・ 事例研究は参加者に丁度よいレベル。 
・ 講演者の各パートがみじかかったように思います。 
・ 少し時間が足りない。 
・ 大体良かった。特にグループディスカッションは良かった（いろいろな分野の方の考えを知ることがで

きた）。 
・ 十分な内容であったが、少し難しく、一般的な事例を含めて説明して欲しい。 
・ 勉強になりました。 
・ やや抽象的な内容が多かったように思われます。 
・ 倫理を学術的に見た視点が参考となった。 
・ 具体的に事例に基づいて、盲点となるような課題、対策系の紹介が欲しい。 
・ 精神論、概念的なプレゼンが多い。 
・ 特になし。 
・ 内ようがつまりすぎ。 
・ 講演内容を減らして、事例検討の時間を増やしてほしい。 
・ コンプライアンスと技術者倫理の教育方法についての話が聞きたかった。 
・ 具体的な事例紹介があってほしい。 
・ 倫理意識の大切さを再度認識しました。 

 【設問 5－2】事例検討（グループディスカッション）は，ご興味やご期待に添う内容でしたか．ご意見，ご要望などを，
ご自由にお書き下さい． 

・ 様々な企業、団体の方とディスカッションできてよかったです。 
・ 原子力村は視野が狭い。 
・ 今回、グループディスカッションとは知らずに参加しましたが有意義でした。 
・ 興味深い内容でした。 
・ 検討するのに良い事例であったと思う。 
・ 前回の方が面白かったです。 
・ 参加者の職場が違うことから、様々な情報を入手・紹介できたことは良かった。なお、安全に対する意

識はあまり差がないことが判ったことは有意義であった。 
・ マンガは細かい状況が省略されており、それを別紙から読み取るには時間がなかった。 
・ こちらは逆に生々しすぎるような気がします。P電力にM重工、ボナーボールとくると、居心地が悪い
です（MHI所属のため） 

・ 大変良かった。 
・ 皆良い意見が出ていた。 
・ 事例の経緯を理解するための時間が不足している。或いは、事例紹介を予め行う等の配慮が欲しい。 
・ 特になし。 
・ 良い。 
・ 特になし。 
・ 原子力に直接かかわっていない方もディスカッションに加わっており、有効であったと考える。 
・ 良いと思います。 
・ 本来はもっと詳しい内容を見て議論したかった。 
・ 事例検討は、倫理についての考えを整理するために有効でした。 
・ 事例研究は有効だと思います。 
・ 事業者の方とディスカッションすることで、いろいろご苦労があったんだなとしのばれました。このよ
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うな検討をふまえて新検査制度がよいものになるといいと思いました。 
・ 異分野の方がグループに居られることにより、原子力屋の世界に対する外からの見方、ご意見がたいへ

ん勉強になった。 
・ 他の企業の方などの意見を聞くことができて良かった。 
 

【設問5－3】参加者全員によるディスカッションは，ご興味やご期待に添う内容でしたか．ご意見，ご要望などを，
ご自由にお書き下さい． 

・ あまり意見が出ず残念でした。 
・ 原子力関係で働いている人々は保安規程とマニュアルだけで働いているのですか。このような人は技術

者ですか？技能者又は作業者？どんな事象が起こってもマニュアルがあるのですか。保安規程で官と民

の間のコミュニケーションはうまくいっていますか。 
・ 時間がなく、殆んど実施できなかったので、もう少し時間を取っても良いと思います。 
・ 適切。 
・ 原子力発電所でどのようなことがおこなわれているか知る機会が私の場合あまりないので面白いです。 
・ 特になし。 
・ 正しい判断を導くにはじっくりと状況報告を読み解く必要があると考えます。もう少し時間が欲しいと

思います。 
・ 同じ事例を複数のGpによる方法は良かった。参考となった。 
・ 特になし。 
・ 特になし。 
・ 良かった。事例のシートを持ちかえりたかった。 
・ 特になし。 
・ 良いと思います。 
・ 三好先生のコメントが興味深かったです。 

 

【設問６】倫理研究会ではどのような内容（テーマ）を取り上げるべきだと思われますか．取り上げるべきと思われる

項目に○をご記入下さい．また，①～④については開催スタイルについて，ご回答下さい． 

項    目 記入欄

a 技術倫理概要：必要性・内容について ○（7） 

b 技術倫理概要：日本の教育機関や企業での取り組みについて ○（7） 

c 技術倫理概要：各国（国内外）の教育機関や企業での取り組みについて ○（2） 

d 技術系学協会における倫理活動の現状について ○（4） 

e 倫理プログラムの要素・構築方法について ○（10） 

f 原子力業界組織（企業等）における倫理・法令遵守へ向けた取り組みの現状について ○（10） 

g 他業界組織（企業等）における倫理・法令遵守へ向けた取り組みの現状について ○（14） 

h 海外組織（企業等）における倫理・法令遵守へ向けた取り組みの現状について ○（2） 

i 企業倫理の規格化について ○（3） 

j 企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility; CSR）について ○（7） 

k 公益通報者制度（内部告発）について ○（7） 

l 原子力業界の国内外における良好事例，不適切事例について ○（14） 

m さまざまな産業における良好事例，不適切事例について ○（12） 

o その他（具体的に：                                  ） ○（0） 

① 講演会型研究会 ○（2） 

② 登壇者と会場での意見交換会型研究会 ○（3） 

③ グループワークなどを伴う参加型研究会 ○（7） 

④ 
その他（具体的に：倫理の研究がどのように改善に有効に働くかをまとめていくのも良いと思う。

不正防止というマイナス側への対応だけでなく。） 
○（1） 
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【設問７】倫理委員会の活動として，今後，どのようなものに力を入れるべきだと思われますか．優先して力を入れる

べきと思われる項目に◎，力を入れるべきだと思われる項目に○，力を入れる必要がないと思われる項目に

×をご記入下さい（いずれでもない場合は，無記入で結構です）． 

項    目 記入欄 

a 倫理規程の認知・浸透活動 ◎（6）、○（4）、×（0） 

b 時代や状況に合わせた倫理規程にするための見直し（改訂） ◎（2）、○（9）、×（0） 

c 技術倫理の必要性や内容の普及 ◎（5）、○（6）、×（0） 

d 事例集等の技術倫理に関する教材の作成 ◎（5）、○（11）、×（0）

e 会員（個人・賛助）の倫理意識の調査 ◎（1）、○（7）、×（1） 

f 賛助（＝組織）会員とのCSRを含めた倫理活動に関する連携 ◎（0）、○（5）、×（0） 

g 研究会の実施 ◎（0）、○（9）、×（0） 

h ホームページの充実 ◎（0）、○（6）、×（0） 

i 年会／大会での委員会企画セッションの開催 ◎（0）、○（4）、×（1） 

j 会員への倫理関連情報の提供 ◎（1）、○（5）、×（0） 

k 倫理関連事象への意見表明や情報発信 ◎（1）、○（10）、×（0）

l 学会内の他の委員会や部会，支部との連携 ◎（1）、○（1）、×（1） 

m 他産業（学会）との連携 ◎（0）、○（7）、×（0） 

ｎ その他（具体的に：                                  ） ◎（0）、○（0）、×（0） 

 

【設問８】普段から感じられていらっしゃる倫理に関する問題や疑問，倫理委員会に対するご意見，ご要望，ご感想な

どを，自由にお書き下さい． 

・ 倫理は継続して努力が必要と思う。 

・ 倫理委としてTop Managementとの交流の機会を増すのはどうでしょうか。 

・ 今後、倫理委員会のホームページを興味を持って観るようにします。 

・ 誰の為の規制なのか。と、1日 1億/基かせぐ原子力発電所止めることが必ずしも安全ではないこと

にどこに線を引くことはむずかしいです。 

・ 放射線を応用する際、応用分野にも倫理的なガイドラインなどあり、双方の倫理的見方を理解しあ

うことが最良であるが、時々、難しい局面になる。どちらも正しいというジレンマも取り扱って欲

しい。 

・ 本来理に利は幼児からの教育（環境を含む）に拠るところ大で、知識で与える種類のものでは無い

のでは。 

・ 技術者の定義が必要。前記のような仕事をやっていたのでは面白くない職業だと思います。 

 
【設問９】今後、倫理委員会から研究会またはその他のご案内を差し上げてもよろしいでしょうか 

案内（どちらかに○をお付け下さい）  可   不可 

ご記入者名：                



1

本研究会開催にあたって

東北大学 北村正晴

第９回 「原子力に関する倫理研究会」

技術倫理＆原子力技術倫理

原子力技術の実践に際して直面する

倫理的困難

原子力技術そのものが内包する倫理的諸課題

原子力と社会との調和に関して直面する困難



2

最近の関連学会から
（科学技術社会論学会)

ナノテク分野での懸念・疑問の急速拡大

実害が発生していない段階でも事前警戒

グリーンピース的な組織もすでに発生

企業倫理、技術倫理についても高い関心

技術士会などの努力も顕著

社会には「技術への懸念」、「組織への懸念」
が遍在

原子力業界の反応は？

社会が原子力を見る批判的視線

1.技術基盤
の劣化・崩壊

個人の
能力低下

組織の

能力低下

2.企業行動
の劣化

3.原子力
組織の劣化

4.原子力
忌避反応

対象外
私益中心
反倫理



3

原子力専門家の倫理

倫理的に考えれば明らかな問題行動が続出し
ている現状を、見える形で変革

自分の行動規範である「技術倫理」とその実践
実績なしで原子力の社会的機能は停滞。

大企業と国家の連携（e.g. 原子力立国計画）で
原子力の社会定着が進むと考えることは問題
の見逃し。

National レベルとLocalレベルの落差
環境（至上）主義の拡大

社会が歓迎する論調

原子力は、統制不可能なエネルギーだと私は思う。
科学的にみて統制不可能。

廃棄物の扱いが明らかではありませんし、原子力
発電所が増えれば増えるほど、核廃棄物は増えま
す。その自然分解には何千年とかかります。危険か
つ、統制、統御不可能な上、30～40年しか使用でき
ない原発は、費用が非常に高くつきます。さらにい
えば、今となっては過去の技術、1950年代の技術と
いえます。



4

学会活動に関わる倫理とその
ルール化

組織の中の原子力技術者：社会の信頼
を裏切らないためには：

自律的行動原理の明示と遵守

それが組織内での行動形成因子にも

抱えている問題

「トップ」のコミットメント．

繰り返される同内容の議論

なぜ学会が倫理に取り組むのか

倫理に取り組むメリットはなにか

企業倫理との関係はなにか

倫理という言葉は避けてはどうか

法（コンプライアンス）との関係はどうあるべきか

技術者だけに倫理が必要なのか



5

本研究会を「問題の気付き」、「解決への道し
るべ」を見出すための場としてご活用を。

原子力の社会的機能が適切に発揮されるた
めの必要条件、中心的課題であることをご確
認願いたい。

最近の原子力報道から
（産経ニュース：論説委員 長辻氏 １１月１０日）

日本の原子力はこれからどこへ行くのだろうか。昨今の原子
力発電を取り巻く動きを見ていると、そういう不安を抱いてし
まう。
昨年の末から今年３月にかけて、臨界事故をはじめとする
電力各社による原発などのトラブル隠しの実態が明るみに
出た。
その混乱が一段落して４カ月もたたない７月１６日に新潟県
中越沖地震が起きて、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所
が被災した。運転中と起動中の原子炉４基は正常に自動停
止して、基本的な安全性は保たれた。
だが、東電は、ほぼ全面的な非難を浴びた。同社も不運な
被災者の一員であるにもかかわらず、諸悪の根源であるか
のような批判のされ方である。



6

先日、在京のメディアの一員として柏崎刈羽原子力
発電所を訪問したときである。発電所の幹部はあい
さつを次のように始めた。
「地震直後から、テレビや新聞等でいろいろ報道
がなされているところでございますが、なかなか、わ
れわれから見ると正しく報道されているかどうか、非
常に首をかしげたくなる…」
これがメディア一行に対する歓迎の言葉である。
世間一般の常識で言えば、けんかを売ったことにほ
かならない。他の発言と合わせても、メディアの報道
のせいで大事故に仕立てられたと言わんばかりの
口ぶりであった。



1

1

原子力関連組織の組織倫理について

日本原子力学会 倫理委員

福井工業大学大学院 中安文男

2

不祥事はなくならない

2000 雪印乳業集団食中毒・三菱自工リコール隠し
2002 東京電力データ改ざん
2003 トヨタ整備士国家試験問題漏洩
2004 関西電力美浜原発事故
2005 ＪＲ西日本暴走事故，耐震強度データ偽装
2006 ライブドア粉飾決算，パロマガス湯沸かし器

事故

2007 赤福、白い恋人、船場吉兆



2

3

日本原子力学会倫理委員会の調査

（アンケート結果）

種々の不祥事により

原子力技術者集団への不信
感

原子力関連組織への不信感

原子力に対する嫌悪感

地域社会との信頼関係崩壊

企業経営の危機

組織の継続・発展に対してリス
クが増大。

原子力関連組織へのアン
ケート

第1回（2002年12月）：145通
（回収率：50%）

第2回（2004年10月）：116通
（回収率：43%）

第3回（2005年 9月）： 62通
（回収率：23％）
注：第3回アンケートの回
収率が低いのは、記述式
にしたため。（と考えてい
る）

4

不祥事がなくならない理由（アンケート結果）

個人主義、内部告発、帰属意識低下、価値観の変化

対応できない古い経営感覚（忠誠を期待す
る）

マネジメント機能の低下

欧米型管理システムの形だけの導入
優勝劣敗、効率優先、マニュアル優先、コミュニケーション不
足、監視機能劣化

社会基準と社内基準の乖離
ベースが違う？
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リスク管理（リスクマネジメント）

• リスク分析（リスク因子の
明確化）

• リスクアセスメント（リスク
の大きさを評価し、そのリス
クが許容できるか否かを決
定する）

• 改善（ハザードの発生頻度
や、顕在化による被害を最
小化する）

• リスク顕在化への対応
（リスク移転など）。

ハザード発生確率

ハ
ザ
ー
ド
の
大
き
さ

改善すべき領域

(リスク管理の改善とは、
ハザード（危険源）の発生
確率を低減するか顕在化
による被害の大きさの低
減をはかるプロセス )

許容できる

6

リスクの識別：定量評価（例）
リスクアセスメント（MIL-STD-882C)

11--55 ((許容できない許容できない) ) 
66--10(10(望ましくない望ましくない) ) 
1111--17(17(検討要検討要))
1818--20(20(許容できる許容できる))

2017151210-6> X

191410810-3> X>10-6

18116410-2> X>10-3

1695210-1> X>10-2

13731X>10-1

ネグリジブル限界的危機的致命的大きさ
発生確率

リスク低減には、時間（Schedule）
と金（Dollars）が必要
リスクの識別・定量評価は個別組
織により異なる。筆者注
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リスク低減の試みがなされてきた

TQCから品質マネジメントシステム（ISO9001)
環境マネジメントシステム（ISO14001）
リスクマネジメント

倫理（組織倫理）

コーポレートガバナンス

コンプライアンス

CSR（ISO26000をにらみながら）
日本版SOX（Sarbanes‐Oxley act）法（2007年）
ISO26000（SRガイドライン）（2009年）

8

日本版SOX法（俗称）

証券取引法の抜本改正である「金融商品取引法」の一部
規定がこれに該当

第24条の4の4で「有価証券報告書を提出しなければなら
ない会社のうち、金融商品取引所に上場している有価証
券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、事
業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社
に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を
確保するために必要な体制について評価した報告書（内
部統制報告書）を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣
に提出しなければならないこととする」

「内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査
証明を受けなければならないこととする」と定めている。
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リスク管理（リスク低減）

組織の持続的発展のために

PDCAをまわし
継続的改善が必要

改善（ハザードの低減）努力

ハザード低減には色々な方法

P

D

C

A
経営理念

行動憲章

倫理

法令順守

ISO14001

ISO9001

労働安全

目標管理

内部統制

SCM

CSR

倫理

PDCAをまわすツール

10

組織のリスク低減

組織トップマネジメント（第7回原子力に関する倫理研究会）

「組織が悪いことを行う、個人が悪いことを行うこ
とが組織にとっての最大のリスクであり、このリス
クの低減が組織にとっての最大の課題である。現
実にニアミスが起こり、その防止のためにダイレク
トラインを設けている。」

「組織の不祥事の防止には、行動規範の制定、情
報公開が必要であり、

より重要なことは、それを、どう運用するかだ」

と組織のリスク低減が必要＝組織倫理が有用
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リスク（我が国企業の不祥事）分析
「リスク管理・内部統制に関する研究会」報告書、経済産業政策局企業行動課、 平成15年06月27日

1. リスクの識別ができていない。

2. 法令遵守を含む行動規範等が確立されていな
い。職務権限に関し、範囲が明確でない。

3. 担当者が問題意識を持っている場合でも、通常
の報告経路では、それを伝達できず、トップまで
伝わらない。

4. 事故発生後の対応が明確になっていない。

5. 内部監査機能が存在しない。

リスクの低減が必要＝組織倫理が有用

12

組織倫理＝リスク低減のための

組織倫理は、それぞれの組織が、それぞれの事情に合わせ
て構築する必要がある。

原子力にとって最大のリスクは社会の信頼を失う事である。

社会の信頼を失わないための組織倫理

組織倫理のキーワード

共通の価値観

組織構成員のモチベーション向上

風とおしの良い組織

技術の伝承

ある組織に通用する組織倫理は、普遍的なもの

ある組織に通用しない組織倫理は、普遍的でない。
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倫理についてのイメージ（アンケート結果）

法規則の遵守には社会にマイナスの影響を与え
ない、

社会貢献には社会にプラスの影響を与える、とい
うイメージがある

倫理についてのイメージは「社会にマイナスの影
響を与えないということは勿論、プラスの影響も与
えるというイメージ」 との回答が70％超

組織倫理は組織のリスク低減に役立つ。

14

法と倫理

普遍的なもの

倫理法律

ある時代、あるグループ、ある地域に最適なものとして

故意および未必の故意による不適切行為には 法的責
任が生じ、過失の法的責任は状況による。

過失は、認識を欠いた行為または誤解に基づくから倫理
的責任がある。

組織倫理は単なるコンプライアンス（法令遵守）に優る。
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不適切行為の防止から一歩進めて

行為

不適切行為 適切行為

過失 故意

不注意 誤解

違法性
認識無し

違法性
認識有り

悪意有悪意無

未必の故意

① 不適切行為を防止するための注意を自己の行為範囲とする。

② 注意の範囲を拡げ、自己が認識できる範囲（例えば、自己が関与
するプロジェクトの範囲）とする。

③ 適切な行為により、公衆安全を向上させる。

16

アンケート結果何故、社会的責任を考えるのか（左）

1. 社会からの信頼
2. 組織の持続・発展
3. 組織構成員への責任
4. 顧客満足
5. 地球環境保全
6. 地域社会との共生
7. 原子力の持続・発展

1. 法令遵守・コンプライアンス

2. 労働安全

3. 公正な企業活動

4. 地球環境保全

5. 快適な職場作り

6. 社会貢献（福祉・福利）

7. 情報開示・説明責任

赤字は倫理（規程）
組織構成員に対する責任：企業倫理

原子力の社会的責任とは何か（右）
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ご清聴ありがとうございました。

組織の存続のためには

リスクマネジメントが必要

組織倫理はリスク低減に有効

でも

マネジメントの責任が一番重い

過去に学ぶだけで良いか？：予測は必要ないか（プ
ロアクティブ＝“to act before a situation 
becomes a source of confrontation or crisis”）
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『再発防止』と倫理委員会の活動

倫理委員会副委員長／金沢工業大学

大場恭子

第9回倫理研究会

2007年11月12日

1

倫理規程にみる再発防止（2001年版）

憲章３．会員は、自らの専門能力の向上に努めるとと
もに、関係者の専門能力向上についても努力する。

• ３－１ ＜新知識の取得＞
• ３－２ ＜経験からの学習と技術の継承＞
会員は，経験から教訓を学び取る。特に原子力施
設の事故や故障の経験からは，できるだけ多くのこ
とを学び，その再発防止に努めるとともに，技術・知
見の継承に努める。

• ３－３ ＜関係者の専門能力向上＞
• ３－４ ＜正確な知識の獲得と伝達＞
• ３－５ ＜能力向上のための環境整備＞



2

2

倫理規程にみる再発防止（2007年版）

３．会員は，自らの専門能力の向上を図り，あわせて関係者の
専門能力も向上するように努める。

• ３－１ ＜専門能力＞
• ３－２ ＜新知識の取得＞
• ３－３ ＜経験からの学習と技術の継承＞
会員は，経験から教訓を学び取る。特に原子力施設の事故
や故障の経験からは，できるだけ多くのことを学び，その再発
防止および類似の事故や故障の未然防止に努めるとともに，
技術・知見の継承に努める。

• ３－４ ＜関係者の専門能力向上＞
• ３－５ ＜正確な知識の獲得と伝達＞
• ３－６ ＜能力向上のための環境整備＞

3

倫理委員会の「任務」－倫理委員会規程第2条 2003.1.31改訂－

1. 本会の制定した倫理規程（前文、憲章、行動の手
引）に関する事項
– 質疑に対する回答の作成

– 倫理規程の見直しの検討と改定案の作成

– その他、本会倫理規程に対する対応

2. 倫理問題の事例集や教材の発行
3. 講習会の実施と受講証明の発行
4. 原子力関連の倫理に関連する事項の現状調査
5. 倫理問題に関する意見の表明
6. その他必要な事項
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倫理委員会が意見表明した対象事象

• 東電問題
2002年の東京電力（株）原子力発電所におけるトラ
ブル隠蔽の指摘計29件のうち，16件について不適
切な点が認められた問題

• 関西電力美浜事故
2004年の関西電力（株）美浜発電所における二次
系配管破損事故

• 各電力会社による不正・不適切事例の発表
2007年3月、電力会社から、発電設備に係る総点
検結果として、不正・不適切事案が公表されると共
に、事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策
が公表された

5

倫理委員会の意見表明

• 東京電力の問題について（平成14年9月15日）
• 東京電力の問題に関する提言（平成14年10月18日）
• 「東電問題に関する提言」フォローに関する見解（平成

17年4月25日）
• 関西電力（株）美浜発電所3号機二次系配管破損事故
に関する見解（平成17年4月30日）

• 各電力会社の原子力発電に係る不正・不適切事例発
表に際しての提言（平成19年5月10日）

• 「関西電力（株）美浜発電所3号機二次系配管破損事
故に関する見解」フォローについて（平成19年11月中）
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意見表明に見る倫理委員会の再発防止の視点（1）

• 東電問題：
– 各事案の実行者は、自らの行為のどこに問題があったかを真摯
に反省し、それを公表することで再発防止を誓うべきではなかろ
うか。

– 責任追及が目的であるならこれは問題であるが、再発防止のた
めの教訓とする記録であるなら食い違いがあっても差し支えない。

– 再発防止の観点から，責任追及とは別に，個人の状況および行
為を詳細に調査し，公表することが必要である。

– 国民の皆様には、不祥事の再発防止こそが最も大切であること
をご理解いただき、いたずらに責任問題の追求だけに固執する
ことなく、冷静に事実の解明を見守るようお願いする。

– 形式的な活動、形式的な制度となってしまっては再発防止に役
立たない。

7

意見表明に見る倫理委員会の再発防止の視点（2）

• 美浜事故：
–関西電力が自ら示した再発防止策を積極的かつ確実
に実行することを期待する。

• 各電力会社による不正・不適切事例の発表：
–評価軸とはちょっと違うものであるが、ある意味では一
番重要な評価の視点がある。それは再発防止への取
組み状況である。

–問題行為発生後の再発防止への取組み状況も評価さ
れなければならない。

–問題行為の評価の視点として、安全面、法令面、倫理
面（組織倫理面・個人倫理面）および再発防止面の４つ
を取り上げた。

–倫理委員会の関心は問題行為の再発防止にある。
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倫理委員会の意見表明

• 東京電力の問題について（平成14年9月15日）
• 東京電力の問題に関する提言（平成14年10月18日）
• 「東電問題に関する提言」フォローに関する見解（平成

17年4月25日）
• 関西電力（株）美浜発電所3号機二次系配管破損事故
に関する見解（平成17年4月30日）

• 各電力会社の原子力発電に係る不正・不適切事例発
表に際しての提言（平成19年5月10日）

• 「関西電力（株）美浜発電所3号機二次系配管破損事
故に関する見解」フォローについて（平成19年11月中）

9

フォローについての註釈

提言を出す時点から、提言を出しただけで終わ

りにするのではなく、その後の東電の状況を調

査してコメントを出す「フォロー」についての議論

を行っていた。
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福島第一原子力発電所および周辺での調査

• グループインタビュー
–本店社員（企業倫理グループ）
–福島第一発電所所員（一般職）
–福島第一発電所所員（管理職）
–福島第一発電所所員協力会社社員（管理職）
–原子力安全・保安院 保安検査官事務所

• 個別インタビュー
–福島第一原子力品質監査部
–福島第一広報部企画広報G
–大熊町町長

11

美浜発電所および周辺での調査

• グループインタビュー
– 美浜発電所（一般職）
– 美浜発電所（管理職）
– 美浜発電所協力会社（所長）
– 原子力安全・保安院 保安検査官事務所

• 個別インタビュー
– 本店（原子力保全改革推進室）
– 原子力事業本部（支配人）
– 原子力事業本部（教育・研修担当）
– 原子力事業本部（広報）
– 美浜発電所（コミュニケーション担当）
– 美浜町町長
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東電および関電の取り組みへの評価

• 東電、関電ともに、自身の不祥事／事故に起因する
取り組みを、全社を挙げて真摯に実効している。

今回報告された問題行為の殆どが平成14 年に発覚したい
わゆる東電問題以前の事例であった。東電問題以後、電力
会社はそのような問題行為の再発防止策に真摯に取り組ん
でおり、それをフォローアップしてきた当委員会としては、そう
した電力会社の取組みが一定の効果を挙げていることを評
価する一方、早い段階で過去の問題行為が洗い出されな
かったことが残念でならない。

－「各電力会社の原子力発電に係る不正・不適切事例発表に際しての提言」より－

13

とはいっても・・・・ その①
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倫理活動の目的

• 企業
– 不祥事の再発防止／未然防止
– 企業の社会的信頼を維持・向上

••• 学会学会学会
––– 会員の倫理意識の向上会員の倫理意識の向上会員の倫理意識の向上

ex.ex.ex.日本原子力学会会員には個人会員（正会員、推薦会員、日本原子力学会会員には個人会員（正会員、推薦会員、日本原子力学会会員には個人会員（正会員、推薦会員、

学生会員）のほか、企業や法人等の組織が対象となる賛学生会員）のほか、企業や法人等の組織が対象となる賛学生会員）のほか、企業や法人等の組織が対象となる賛
助会員がいる。そのため本倫理規程には、個人として守助会員がいる。そのため本倫理規程には、個人として守助会員がいる。そのため本倫理規程には、個人として守
るべきものばかりでなく、組織が守るべきものるべきものばかりでなく、組織が守るべきものるべきものばかりでなく、組織が守るべきものももも含まれて含まれて含まれて
いる。いる。いる。 （原子力学会倫理規程行動の手引より）（原子力学会倫理規程行動の手引より）（原子力学会倫理規程行動の手引より）

15

日本における企業倫理の取組み

• 日本経団連
– 1991年 9月14日 「経団連企業行動憲章」制定（1996年改定）
→2002年企業行動憲章の改訂（企業倫理を強調，システム作り等の
要請／2004年 5月改定，“「企業行動憲章」の実行の手引”整備）

– 経営トップへのアンケート実施
– 企業倫理月間（10月）
– 新規入会時における企業行動憲章遵守の確認

• 各企業（経団連の動き、あるいは自社／業界の不祥事を受
けて）
– 行動憲章の整備・制定
– 倫理担当部署・担当者の設置

+ CSRの一環として

リスクマネジメント（再発防止／未然防止）の視点
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第３回経営倫理努力賞受賞企業（ＢＥＲＣ）

• 最優秀努力賞：東京電力株式会社
• 優秀努力賞：株式会社資生堂
• 優秀努力賞：富士ゼロックス株式会社
• リカバリー特別賞：雪印乳業株式会社
• コーポレートバリュー特別賞：日本テキサス･
インスツルメンツ株式会社

• 共生特別賞：中外製薬株式会社

17

倫理活動の目的

• 企業
– 不祥事の再発防止／未然防止
– 企業の社会的信頼を維持・向上

• 学会
– 会員個人の倫理意識の向上が主眼
ex.日本原子力学会会員には個人会員（正会員、推薦会員、
学生会員）のほか、企業や法人等の組織が対象となる賛
助会員がいる。そのため本倫理規程には、個人として守
るべきものばかりでなく、組織が守るべきものも含まれて
いる。 （原子力学会倫理規程行動の手引より）

「組織」がどうか
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とはいっても・・・・ その②

19

原子力産業の構造：定期検査の実施体制の例

※より多層の構造を形成しているケースもある
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20

下請企業の現状
総合資源エネルギー調査会電気事業分科会原子力部会報告書～「原子力立国計画」～より改変

• 下請企業の分野は、機械工、電気工、計装
工、弁専門工、塗装工、保温工、除染工、土
木工、建築工等、さまざまである。

• 下請企業の多くは、現場での実際の仕事
（OJT）を通して、技能やノウハウを養成・蓄
積していく気質が強い。

• 二次以下の下請中小企業の多くは、倫理を
含めた研修を自社従業員向けに実施したり、
他社が実施する研修を費用負担して積極的
に受講するだけの時間的・人的・資金的余裕
がない。

21

取引先への企業倫理遵守の動き

• ソニー：世界で約４０００社に上るすべての調
達取引先企業に対し、ＣＳＲ（企業の社会的
責任）監査を義務付けている

• ソフトバンクグループ通信3社：「サプライヤー
倫理行動規範」 を制定し、積極的な取り組み

を求めている

＜関係者の専門能力向上＞
３－４．会員は，専門家として自らが研鑚に励むだけではなく，専
門能力を有すべき周囲の者，特に自らの監督下にある者の専門

能力向上にも努力し，機会を与えるよう努める。
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とはいっても・・・・ その③

23

「誇り」との両立

• 不祥事によるもの

• 倫理活動によるもの

憲章８．

会員は，原子力業務に従事することに誇りを
持ち，その業務の社会的な評価を高めるよう
努力する。
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まとめ

• 倫理委員会は、規程にも謳われている通り、当初より
「再発防止」に注目している。

• 東電や関電が自らの不祥事や事故を受け、取り組ん
でいる再発防止策は、一定の効果を挙げている。

• 各電力総点検が、実効性のある再発防止策を継続さ
せるのに十分なインパクトのある事象であるかは、今
後フォローしていく必要がある。

• 現在の企業倫理の取り組みにおいて不十分と感じら
れる点について、倫理委員会の活動が補える可能性
がある。

25

さいごに

企業をはじめとする組織と学会は、協力／補完

しあえるところは積極的に協力／補完しあい、

現在取り組んでいる「再発防止策」を、原子力

技術全体としてより強固な取り組みとしていか

なければならない。
がんばっていきましょう！
＆ ご協力お願いします！
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倫理委員会による電気事業者の不正・
不適切行為の評価

平成19年11月12日

日本原子力学会倫理委員
財団法人 エネルギー総合工学研究所

鳥飼 誠之

第9回「原子力に関する倫理研究会」
原子力関連組織における不正・不適切行為の再発防止
～倫理委員会の評価と参加者によるｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ～

2

評価の背景

発電設備の総点検に関する経緯
H18.11.30 経済産業相から全電力会社に

対して全発電設備の総点検（ﾃﾞｰ
ﾀ改ざんや手続き不備等）を指示

H19.3.30 各電力会社から原子力安全・保安院
に総点検結果を報告

H19.4.6 各電力会社から保安院に再発防
止対策報告

H19.4.20 経済産業省から総点検の評価公表

H19.5.21 各電力会社から保安院に再発防止
対策に係る行動計画を提出

発電設備の総点検に関する経緯
H18.11.30 経済産業相から全電力会社に

対して全発電設備の総点検（ﾃﾞｰ
ﾀ改ざんや手続き不備等）を指示

H19.3.30 各電力会社から原子力安全・保安院
に総点検結果を報告

H19.4.6 各電力会社から保安院に再発防
止対策報告

H19.4.20 経済産業省から総点検の評価公表

H19.5.21 各電力会社から保安院に再発防止
対策に係る行動計画を提出
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3

発電設備総点検結果－原子力

２９中国電力

９８合 計

１５日本原子力発電

８関西電力

４北陸電力

１４中部電力

２０東京電力

８東北電力

件数電力会社

備考：北海道電力、四国電力、九州電力は原子力の該当事案なし

4

原子力事案に対する今回の保安院評価区分と結果

９８計

９Ⅳ

４０Ⅲ

３８Ⅱ

１１Ⅰ

原子力対象件数保安院評価区分

その他（誤記等）Ⅳ

原子炉等規制法、電気事業法以外の法令等（電気事業法が電力の安定的・効率的な供給の観点から設けている
規定を含む）に抵触したものであって、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの観点からは問題があったもの

Ⅲ

原子炉等規制法又は電気事業法が安全を確保するために設けている規制に抵触したが、当該抵触によって直ち
に安全が損なわれなかったこと又は損なわれるおそれがなかったことが4月20日までに確認又は評価されている
ものの、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの観点からは問題があったもの

Ⅱ

原子炉等規制法又は電気事業法が安全を確保するために設けている規制に抵触し、同法が確保しようとする安
全が損なわれたもの又は損なわれたおそれのあるもの

Ⅰ

保安院評価区分（定義）区分
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倫理委評価の経緯

H19.5.10 「各電力会社の原子力発電に係る不正・
不適切事例発表に際しての提言」を発表

H19.5.21 倫理委員会において不正・不適切な行為
に関する検討タスク設置を決定

H19.6～8 検討タスクのメンバーにより、倫理委独自
の評価尺度を策定、同尺度を用いて各電
力の事案の評価検討を実施

H19.9 各事案の評価原案の見直し＆再発防止
対策について第一段階の評価検討を実施

H19.9.27 原子力学会秋の大会で報告

H19.5.10 「各電力会社の原子力発電に係る不正・
不適切事例発表に際しての提言」を発表

H19.5.21 倫理委員会において不正・不適切な行為
に関する検討タスク設置を決定

H19.6～8 検討タスクのメンバーにより、倫理委独自
の評価尺度を策定、同尺度を用いて各電
力の事案の評価検討を実施

H19.9 各事案の評価原案の見直し＆再発防止
対策について第一段階の評価検討を実施

H19.9.27 原子力学会秋の大会で報告

6

倫理委員会の提言（H19.5.10）の骨子

問題行為の重さを一般の人々がより理解しやすい形
態で評価する方法を提案

倫理委員会の提案
→複数の視点を評価軸にとり、問題行為を分析
→法令違反の有無だけより、理解を深める上で有用

第1の視点：安全面
第2の視点：法令面
第3の視点：倫理面
第4の視点：再発防止面

第1の視点：安全面
第2の視点：法令面
第3の視点：倫理面
第4の視点：再発防止面
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倫理委提言の４つの視点について
第1の視点：安全面

第1の視点：
安全性をどれだけ損なう行為であったか

第1の視点：
安全性をどれだけ損なう行為であったか

原子力発電所
では安全確保
が最優先

評価制度：国際原子力事象評価尺度（INES）
1992年～運用

評価制度：国際原子力事象評価尺度（INES）
1992年～運用

発電設備総点検：原子力安全・保安院の評価
本年4/20に公表

発電設備総点検：原子力安全・保安院の評価
本年4/20に公表

今回の98事案
の内、INES評価
が示されたのは
ごく僅か

これらの制度あるいは評価を参考にすることができる

8

倫理委提言の４つの視点について
第２の視点：法令面

第２の視点：
法令違反の有無

第２の視点：
法令違反の有無

最低限守るべき
国民への約束

法令違反の有無だけを重視していると
問題行為の重さを見誤る危険性がある

法令違反の有無だけを重視していると
問題行為の重さを見誤る危険性がある

法令違反ではなくても、し
てはならない行為がある

法令違反ではなくても、し
てはならない行為がある

倫理、品質保証なども評価要素に倫理、品質保証なども評価要素に 第3の視点
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倫理委提言の４つの視点について
第３の視点：倫理面

組織倫理組織倫理 個人倫理個人倫理

企業の制度や風土への着目企業の制度や風土への着目

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ構築ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ構築 健全な企業文化健全な企業文化

問題行為の実行者の倫理
＋

その行為を防止できた者の倫理

問題行為の実行者の倫理
＋

その行為を防止できた者の倫理

客観的評価
が困難

教育・啓発教育・啓発

規制状況や時代背景

組織倫理を評価の主とし、可能な限り個人倫理面も考慮

第3の視点：倫理的な視点第3の視点：倫理的な視点

・・・・・

10

倫理委提言の４つの視点について
第４の視点：再発防止面

第4の視点：
問題行為発生後の再発防止への取組状況

第4の視点：
問題行為発生後の再発防止への取組状況

問題行為の再発防止に対する電力会社の努力を
国民は注視し続ける必要がある

問題行為の再発防止に対する電力会社の努力を
国民は注視し続ける必要がある

平成14年の東電問題以後は電力会社の再発防止策の取り組みにより
問題行為の発生件数は減少
→電力会社の取り組みに効果
→一方で、過去の問題行為の洗い出しに更なる時間を要したことは遺憾

平成14年の東電問題以後は電力会社の再発防止策の取り組みにより
問題行為の発生件数は減少
→電力会社の取り組みに効果
→一方で、過去の問題行為の洗い出しに更なる時間を要したことは遺憾

問題行為発生後の再発防止策取組状況の評価は非常に重要



6

11

倫理委員会評価の方法

Ⅰ．評価尺度による評価Ⅰ．評価尺度による評価

安全面の視点安全面の視点

法令面の視点法令面の視点

倫理面の視点倫理面の視点

Ⅱ．再発防止策の評価Ⅱ．再発防止策の評価

個別事案の評価個別事案の評価

再発防止策評価項目再発防止策評価項目 各社別対策評価各社別対策評価

再発防止策実施状況評価再発防止策実施状況評価 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査

統一評価尺度の設定統一評価尺度の設定

12

統一評価尺度の設定

評価基準設定上のポイント
不正行為か、不適切行為か（法律違反の有無）

その認識があったか、認識がなかったか

現場を越えるレベルであったか、現場レベルであったか

評価基準設定上のポイント
不正行為か、不適切行為か（法律違反の有無）

その認識があったか、認識がなかったか

現場を越えるレベルであったか、現場レベルであったか

この3ポイントに基づき倫理委員会評価尺度を設定この3ポイントに基づき倫理委員会評価尺度を設定
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倫理委員会評価尺度

⑤ 不正行為ないしは不適切行為との認識ないまま行ったもの（うっかりミスないしやむを
えない事情のあったものを含む）

④ 不適切行為との認識がありながら、課レベル以下の現場や個人の判断で行ったもの

③ 不適切行為との認識がありながら、課レベルの範囲を超えて下された判断・決定に
従ったと考えられるもの

② 不正行為との認識がありながら、課レベル以下の現場や個人の判断で行ったもの

① 不正行為との認識がありながら、課レベルの範囲を超えて下された判断・決定に従っ
たと考えられるもの

＊内容を精査して、気の毒な事情があるなど情状酌量すべきと認定された場合、逆に複数
のねつ造・隠ぺい行為が重なっているなど悪質さが目立つ場合には、それぞれ1段階に
限りランクの変更を行う。
＊不正行為とは法令等明確な違反があったものとし（本評価では、電気事業法及び原子炉
等規制法を対象とした；保安規定の抵触を含む）、拡大解釈は避ける。
＊課レベルの範囲を超えて下された判断・決定に従った行為には、個人の良識を圧殺した
場合もあると考えられ、組織上の問題があることから、重いランクとしている。

14

倫理委評価尺度による評価作業

各公表事案の内容から倫理委評価尺度で評価
可能な情報が必ずしも得られる訳ではなかった

公表事案の内容から倫理委の状況推測
により判断

法令面の評価では、保安院評価も参考にした

各電力会社で類似の事案もあり、発生時の状
況にもよるが、評価の整合にも配慮

時系列的な整理も行い、その時点の時代背景
等も考慮

評価作業フロー

各電力会社公表事案内容調査

各事案を倫理委評価尺度で評価

保安院評価と比較対照

評価結果チェック＆集計

分析作業＆評価尺度妥当性評価

必要に応じ評価見直し

作業時考慮事項

評価判断例

安全確保が別途確認されている上で、データ改ざ
ん等の不適切な行為を行った場合（例：計器の不
適切な補正等）
→説明責任不足ではあるが、不正行為ではなく、
不適切行為として取り扱った

組織の上層部（例：発電所長）に報告がなされてい
ても、事案の内容と状況により現場レベルで処理
されたと判断できるものは、そのように評価

但し、上司は、報告がなされた時点で適切な
指導を行うべきであり、不適合管理が徹底し
ていないという点は猛省を促したい
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倫理委員会評価尺度による発生件数分類
－電力会社別内訳－

0

5
10
15
20
25

30
35
40
45

件数（件）

① ② ③ ④ ⑤

評価尺度

倫理委員会評価尺度による評価－電力会社別内訳

日本原電

中国電力

関西電力

中部電力

北陸電力

東京電力

東北電力

16

事案の時系列的整理
－評価尺度別発生件数と期間区分－

注：継続事案については最初の発生時点で整理（1事案で複数発生時期があるものも各々個別に勘定）

時系列→ S50～S53 S54～59 S60～63 H1～3 H4～7 H8～11 H12～14.8 H14.9～現在
主な発生事象 ･「むつ」放射線漏

れ（S49.9）後
･米TMI事故
（S54.3）
･原電敦賀放射能
漏れ（S56.4）

･ﾁｪｴﾙﾉﾌﾞｲﾘ事故
（S61.4）

･「もんじゅ」ﾅﾄﾘｳ
ﾑ漏えい事故
（H7.12）

･動燃ｱｽﾌｧﾙﾄ固
化施設火災・爆発
事故（H9.3）
・使用済燃料輸送
容器ﾃﾞｰﾀ改ざん
発覚(H10.10)
･JCO臨界事故
（H11.9）

･東電自主点検記録
改ざん問題発覚
（H14.8）
･中部電力浜岡1号
機配管破断事故/制
御棒駆動機構下部
漏水（H13.11）

･関電美浜3号機
ﾀｰﾋﾞﾝ建屋内復水
配管破断事故
（H16.8）

0

5

10

15

20

25

30

件数

発生時期

時系列発生件数

① ② ③ ④ ⑤評価尺度凡例：
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倫理委評価尺度と保安院評価区分

① ② ③ ④ ⑤ 計
Ⅰ 5 5 0 1 0 11
Ⅱ 3 7 3 19 8 40
Ⅲ 0 0 1 20 17 38
Ⅳ 0 0 1 1 7 9
計 8 12 5 41 32 98

① ② ③ ④ ⑤
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

0
2

4
6

8
10

12

14

16

18

20

該当事案件数

倫理委評価尺度

保安院評価区分

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

この2事案についての評価例を次頁に示す。

18

事案評価例

原子炉建屋ｶﾞｽ処理系機能検査における流量ﾃﾞｰﾀの改ざん
（保安院評価：Ⅰ、倫理委評価：④）
流量計の不具合（ﾋﾟﾄｰ管の詰まり）により計器指示値が実流量（風量
測定による）より低めに指示されていたため、計器調整によりﾃﾞｰﾀ改
ざん
→他の手段により安全確保を確認した上で検査を通すためにﾃﾞｰﾀ改
ざん［倫理委評価では不適切行為と評価］

蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ性能検査における警報表示の改ざん（保安院評
価：Ⅳ、倫理委評価：③）
検査要領書の誤記であり、かつ、保安規定にも抵触せず安全上の問
題はなかったが、複数の検査関係責任者が相談の上で検査記録を
改ざん
→不正行為ではないが、不適切行為であることを認識しつつ、複数
の検査責任者合議の上で改ざん
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再発防止の評価の視点（第1段階）
現段階での評価の視点
徹底した原因分析
再発防止策立案には不可欠（全社実施済み）

情報公開と透明性確保
法令・品質管理システム（QMS）に対する認識の徹底策
現場への過大な負担の軽減：
適正なマンパワーの配分＋業務の合理化

教育と啓発
法令・倫理・品質保証等

組織文化の改善策
客観的評価・確認体制の確立
内部監査、相談窓口等

フォローアップの必要性
再発防止策の持続的遂行の確認
その成果の客観的評価

20

再発防止対策の評価（第1段階）

社内外への報・連・相
の徹底

保安検査結果公開

情報公開の推進

地元への情報提供の
徹底

対外情報・報告体制
整備

情報公開ﾙｰﾙ改訂

部門内・他電力との
情報共有化

情報公開と透明性確
保（第一の約束）

社外とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
充実化

各層での対話充実

情報公開と透明性
確保（広報・広聴）

内部監査の検証と
改善

発電所内組織間相
互ﾚﾋﾞｭｰ

職場風土・安全文化改
善

社内対話促進

企業倫理・安全意識
の改善

人的資源・業務の適正
配分に関する評価・検
証

QMSの改善日本原電

内部監査部門によ
るﾁｪｯｸ体制充実化

不正を隠さない仕組み・
企業風土作り

内外ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ改善

明るい職場創り

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ教育充実
化

法令遵守徹底のため
の教育徹底

ﾙｰﾙの明確化・ﾏﾆｭｱﾙ
類見直し

QMS高度化
確実な予防保全

中国電力

再発防止ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

法令相談窓口

CSRの推進
対話による意識改善活
動の充実

法令・CSR・QA・ｺﾝﾌﾟ
ﾗｲｱﾝｽ等教育の充実

第一線職場への支援

ﾏﾆｭｱﾙ・手順書整備

法令教育の充実関西電力

外部組織による評
価活用

企業倫理最重視への意
識改革

経営ﾄｯﾌﾟと原子力部門
との対話充実

企業倫理窓口強化

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ研修

幹部・管理職教育

発電所内組織強化・増
員

事故・ﾄﾗﾌﾞﾙ時応援体
制整備

安全・品質管理の強
化

共通法令の部門横断
的管理体制構築

北陸電力

内部監査の充実化
（経営考査室）

安全文化教育実施

言い出し易い仕組み作
り

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ研修・教
育の充実

発電所組織改正（ﾘｽｸ
管理体制構築）

法令遵守の徹底

QMS導入
中部電力

原子力部門の社内監査の強化と企業風土の改
革（第三の約束）

企業倫理遵守の徹底
（第四の約束）

／「言い出す仕組み」
を追加

業務の的確な遂行に向けた環境整備（第二の約
束）

東京電力

外部機関によるﾋﾟｱ
ﾚﾋﾞｭｰ実施

法令遵守の内部監
査強化

社長ﾒｯｾｰｼﾞ（企業倫
理・法令遵守）

企業行動指針改定

技術者に対する企業
倫理・法令遵守教育

現場から法令遵守関
連問題を吸い上げる仕
組みを充実

法令解釈・手続き等
明確化を含め、業務
ﾏﾆｭｱﾙ等の充実化

東北電力

客観的評価・確
認体制の確立

組織文化の改善教育・啓発（倫理・
ＱＡ）

現場負担の軽減法令・QMSに対す
る認識の徹底

評価項目

電力会社
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原因分析と再発防止対策（１）－組織面

組織面：制度・管理組織面：制度・管理

体制；組織的対応と責任の所在
の明確化

ﾙｰﾙ･ﾏﾆｭｱﾙ類；整備と履行

内部／外部監査機能

企業・組織の風土の変革；
－言い出せない土壌
－経済性・効率性優先 等

対外関係の維持
（ﾄﾗﾌﾞﾙ情報の共有等）

・組織の責任体制の明確化
・危機管理体制整備・強化

・規格・基準類の整備
・マニュアル類の整備

・監査機能の整備と強化

・経営トップからﾒｯｾｰｼﾞ発信
・安全文化の醸成
・意識・情報の組織的共有化
・企業倫理意識の醸成

・関係会社・協力会社との情報共有
・社外とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ改善
・企業ﾒｯｾｰｼﾞの発信

教 育

QMS活動

情報提供
情報共有

CSR

対策 ｷｰﾜｰﾄﾞ

22

原因分析と再発防止対策（２）－個人面

個人面：意識・知識個人面：意識・知識

経済性・効率性優先

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ意識不足

責任回避意識

法規・規定理解不足

安全過信

慢性的繁忙感

説明責任回避（行政･地元）
・社内対話活動の推進
・小集団活動の復活
・社外とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ充実

・現場支援活動強化
・相談窓口の開設

・経営ﾄｯﾌﾟからﾒｯｾｰｼﾞ発信
・意識・情報の組織的共有化
・企業倫理意識の醸成

対策

・法令・倫理・QA啓発・教育

教育・啓発

QMS活動

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

技術者倫理

ｷｰﾜｰﾄﾞ
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まとめ

時系列的に事案の発生時期から見てみると、平成14年8月（東電自主点
検記録改ざん問題）以降の事案発生数は激減
東電のみならず、電力会社各社における意識改革の成果が反映されていると
見るべき

今後の更なる不正・不適切行為撲滅のためには、有効な組織的再発防止
対策を講じることはもちろんのこと、現場の技術者一人一人の知識（法令、
QMS、適正な手続き等）と意識（技術者倫理等）の向上と浸透が強く望ま
れる。
倫理委評価尺度については、分かり易さや安全面以外の要素を含めた評
価として有用と考えられるが、今後も必要に応じ改善を進めていきたい。
事案評価に、原子力学会倫理規程（行動の手引きを含む）と対照し、改善
のポイントをより明確化する方策も今後の検討の視野に入れていきたい。
各社の再発防止策には、当面必要と考えられる要素は考慮されている。
今後は、その対策をいかに効果的に継続していくかがﾎﾟｲﾝﾄになろう。
再発防止策の実施状況とその効果については、ほとんどの電力会社の再
発防止策に盛り込まれているように、客観的評価・確認が必要

QA体制と同様の内部監査ｼｽﾃﾑや外部ﾚﾋﾞｭｰ体制等の充実化が望まれる
（例：QMS以外の部分では技術士制度の活用等も考えられる）。
再発防止策の有効性についてはﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査が必要と考えられる。

ご清聴ありがとうございました
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グループ・ディスカッション；
不正・不適切行為の評価と再発

防止策
平成19年11月12日

日本原子力学会倫理委員会

倫理委員 鳥飼 誠之

第9回「原子力に関する倫理研究会」
原子力関連組織における不正・不適切行為の再発防止
～倫理委員会の評価と参加者によるｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ～

26

１グループ当たり５～６名のグループに分かれる。

事例を読み合わせる。

グループ･ディスカッションによりグループとしての意
見をまとめる。
【課題】

各事案の理解を深めるため、倫理委評価尺度を用いて評価ラン
クを設定

各事案の原因を分析・抽出し、再発防止策をまとめる

倫理意識の必要性を盛り込んだ、気の利いた一言を

グループ毎にまとめた意見を発表し、クラス・ディス
カッションを行う。

ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの進め方
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ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの時間割

ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝの進め方； 約１５分（本説明）

ｸﾞﾙｰﾌﾟ・ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ； 約５０分

ｸﾗｽ・ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ； 説明５～６分

質疑２～３分

１ｸﾞﾙｰﾌﾟ当たり 合計約８分程度

総計 約１時間５０分程度

28

倫理委員会評価尺度による評価

⑤ 不正行為ないしは不適切行為との認識ないまま行ったもの（うっかりミスないしやむを
えない事情のあったものを含む）

④ 不適切行為との認識がありながら、課レベル以下の現場や個人の判断で行ったもの

③ 不適切行為との認識がありながら、課レベルの範囲を超えて下された判断・決定に
従ったと考えられるもの

② 不正行為との認識がありながら、課レベル以下の現場や個人の判断で行ったもの

① 不正行為との認識がありながら、課レベルの範囲を超えて下された判断・決定に従っ
たと考えられるもの

＊内容を精査して、気の毒な事情があるなど情状酌量すべきと認定された場合、逆に複数
のねつ造・隠ぺい行為が重なっているなど悪質さが目立つ場合には、それぞれ1段階に
限りランクの変更を行う。
＊不正行為とは法令等明確な違反があったものとし（本評価では、電気事業法及び原子炉
等規制法を対象とした；保安規定の抵触を含む）、拡大解釈は避ける。
＊課レベルの範囲を超えて下された判断・決定に従った行為には、個人の良識を圧殺した
場合もあると考えられ、組織上の問題があることから、重いランクとしている。
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倫理委員会評価尺度による評価

最上位職実行者職位

倫理委評価尺度
ランク

組織or現場
実行者認識の有
無

不正行為or
不適切行為

倫理委評価尺度によるランキング用のフォーマット

法令や保安規程に抵触する
行為か否か；
・不法行為＝不正行為
・法規・保安規程には抵触し
ないが適正とは言えない行為
＝不適切行為

実行者に不正・不
適切行為を行って
いるという認識が
あったか否か

当該不正・不適切行為の
実行を認識・承認した最
上位職が現場の課長レ
ベルを超える職位であっ
た場合には、組織として
認めた行為と認識

評価パターン例：
・「不正行為」×「認識有り」×「最上位職＝発電所長＞現場の課長レベル」 →ランク①
・「不正行為」×「認識有り」×「最上位職＝担当課長＝現場の課長レベル」 →ランク②

・「不適切行為」×「認識有り」×「最上位職＝発電所長＞現場の課長レベル」→ランク③
・「不適切行為」×「認識有り」×「最上位職＝当直長≦現場の課長レベル」 →ランク④

・「不正行為」×「認識無し」×「？（認識がないということは組織としても認知しない）」
→ランク⑤

30

原因の分析・抽出－チェックポイント例
チェックポイント例
制度・管理面－組織
責任の所在は明確だったか。
前例や慣習に倣っていないか。
ルールの形骸化が生じていないか（実施と規則の乖離）。
マニュアル類はきちんと整備されていたか。
組織として内部監査機能を有していたか。
問題解決に向けての組織的対応策が確立していたか。
言い出しにくい組織的文化・風土に陥っていなかったか。

意識・知識面－個人
効率優先の意識はなかったか。
経済性優先の意識はなかったか。
コンプライアンス意識が不足していなかったか。
責任回避意識はなかったか。
法規・規定類に対する理解不足や知識不足はなかったか。
安全に対する過信はなかったか。
行政等への説明を回避したいという意識はなかったか。
地元への説明責任を面倒だと思う意識はなかったか。
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再発防止策の検討－評価の視点

情報公開と透明性確保

法令・品質管理システム（QMS）に対する認識の
徹底策

現場への過大な負担の軽減：
適正なマンパワーの配分＋業務の合理化

教育と啓発
法令／倫理／品質保証等

組織文化の改善策

客観的評価・確認体制の確立
内部監査、相談窓口等

32

再発防止スローガンの立案

各事案の原因を分析・想定

原因を排除するための方策・措置を検討

再発防止策としてまとめる

最後に気のきいた一言を
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検討対象の不適切事例

1. 中性子線量計の指示値を0.6倍に減じる独自係数
の使用

2. 総合負荷性能検査における不適切な計器調整

3. 高圧炉心スプレイ系（HPCS）第1テスト弁の偽装

＊：各事例の流れは、配付資料のマンガ（班目幹事制
作）をご参照下さい。

34

本日のﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ用事例の選び方

1グループで1つの事例を検討して頂きます。
1事例を２つのグループで検討して頂きます。
どの事例を選ぶかは、くじ引きで順番を決めます。
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さぁ、グループ・ディスカッションを始めましょ
う！

先ず簡単に自己紹介をしましょう。

氏名・所属組織・現在の業務の内容を要領よく

グループ内の役割分担を決めましょう。

議長、成果の発表者、書記、ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ等

各事例の読み合わせを行って、議論の順番と大
体のﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙを決めましょう。

限られた時間内ですが、活発な議論を期待します。



1

不適切事例１；中性子線量計の指示値を
0.6倍に減じる独自係数の使用



2
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不適切事例２；総合負荷性能検査にお
ける不適切な計器調整
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不適切事例３；高圧炉心スプレイ系
（HPCS）第1テスト弁の偽装
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不適切事例４；非常用ディーゼル発電
機トラブル時の手続き省略と隠ぺい
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