
憲章２条について頂いたご意見とそれに対する委員会の見解 

 

原案に対し倫理規程制定（2001 年 9 月）までに頂いたご意見 

 

安達武雄様から頂いたご意見 

憲章の第２条を以下のように修正する：会員は、公衆の安全、健康、および福利を全てに

優先させて．．．．．． 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

“公衆の安全、健康、および福利”とせよ、とのご意見ですが、ここではこれらを広義の

安全に含めて理解しています。 

 

宅間正夫様から頂いたご意見 

「会員は、公衆の安全を全てに優先させてその職務を遂行し、自らの行動を通じて＜公衆

の信頼を得、＞公衆が安心感を得られるよう努力する。」とする。 

理由：専門家への「信頼」が公衆の「安心」につながることの認識をいれたらどうか（後

のほうにも出てきますが） 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

ご指摘の通り、専門家への「信頼」が公衆の「安心」につながります。このことは原案行

動指針２－７．（現在は２－９）に明記しています。憲章本文はできるだけ短く読みやすく

し、説明的記述は行動指針に回すという方針をご理解いただければ幸いです。 

 

武田邦彦様から頂いたご意見 

「会員は職務遂行にあたって公衆の安全をすべてに優先させる。」 

はどうでしょうか？ 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

ご提案の趣旨は、公衆の安全を優先させる手順の範囲を「職務遂行にあたって」とあらか

じめ特定する所にあるのだと思います。しかし、記述の順序の問題として、公衆の安全を

先ず考え、それが担保されている事を確かめてから、職務遂行をする、という趣旨です。

そしておっしゃる意味は文の文脈・含蓄として今のままでも読み取れると考えますので、

元のままと致しました。 

 
宮沢龍雄様から頂いたご意見 

憲章の２番目の文章に｢公衆の安心感を得られるように｣とありますが、現在世論調査をす

れば約半数の人が反対といい、この理由に原子力への不安感をあげているようです。この

論法をすすめると｢安心を得るには当面推進は見合わせる｣オプションもあることになり、

推進論調の前文と矛盾が出てくるような印象をもちます。 



頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

公衆の安心感を得る方法は行動指針２―７．（現在は２－９）に述べられているように、「原

子力技術を扱う者に対する公衆の信頼感によってもたらされる」のです。会員は、自らの

行動を厳しく律し、安全を確保する努力を通じて公衆が安心できるよう努めなければなら

ないし、公衆に「安心」を押し付けてはならないのです。前文が推進論調かどうかはとも

かくとして、矛盾はありません。 

（2005 年の改訂で「公衆が安心感を得られるように努力」という表現は「社会の信頼を得

られるよう努力」と改訂された。） 
 
2005 年修正版策定にあたり頂いたご意見 
 
匿名希望Ｐ様から頂いたご意見 

「社会の信頼を得るよう努力する。」について 

これは、以前から指摘があるように、「社会的評価はそのために努力して得るものではなく、

後から自然についてくるもの」と思います。その評価を素直に受け止め、その評価が何に

起因しているかを考える姿勢が大事なのではないでしょうか。 
頂いたご意見に対する委員会の見解（2005.11.29 回答） 
ご指摘の通りだと存じます。ただ、行動するにあたって、社会の信頼を得ることを目的と

すべきではありませんが、目標とすることはよいのではないかと考えます。このあたりを、

より明示的な文章にして行動の手引に盛り込むことができればよいのですが、どのような

形で条文に盛り込むか、これまでの倫理委員会内部の討論では結論が出ておりません。こ

れについては次回の改訂でしっかり検討することをお約束し、今回の改訂では原案のまま

とさせていただきたいと存じます。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2007.8.21 再回答） 
ご指摘、ありがとうございます「姿勢が大事」という点につきまして行動の手引の条文に

も追加できないか議論いたしましたが、それはすなわち「責務を果たすことによって社会

の信頼を得る」ことであり、既に盛り込まれているという結論となりました。よろしくご

理解のほどお願いします。 

 
2007 年修正版策定にあたり頂いたご意見 
 
匿名Ｔ様から頂いたご意見 

憲章の２．において、「・・・優先させてその職務を遂行し、・・・」と書かれております

が、会員は職務以外の活動を行う場合（原子力災害時の支援活動等）にも、学会の会員に

相応しい行動を行う必要があるのではないかと考えますので、「・・・優先させて行動し、・・・」

とすることが望ましいのではないでしょうか。 



頂いたご意見に対する委員会の見解（2007.8.21 回答） 
日本原子力学会の倫理規程は会員の専門活動における心構えと言行の規範について書き記

したものです。ご指摘の通り、原子力災害時の支援活動等は厳密には「職務」とはいえな

いかもしれません。しかし「職務」には「つとめ」「役目」の意味もあります。会員は原子

力災害時の支援活動等は広い意味での「職務」ととらえ、公衆の安全を全てに優先させた

行動をとるべきだと思います。ただ、ご提案の通りに修正しますと、日常生活全般におい

て公衆の安全を最優先することを求めているかのようであり、学会の倫理規程にはなじま

ないと考えます。原文のままとさせていただきたいと存じます。 

 
行動の手引２－１．について頂いたご意見とそれに対する委員会の見解 

 

原案に対し倫理規程制定（2001 年 9 月）までに頂いたご意見 

 
宅間正夫様から頂いたご意見 

「会員は、原子力技術の取り扱いを誤ると人類の安全を脅かす可能＜危険性＞があること

をよく理解し、安全確保のため常に最大限の努力を払わねばならない。」とする。  

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

災害が起こりうることを会員が忘れないために、あえて「可能性」という表現を選んでお

ります。原文のままとさせていたきたく存じます。 

 
2005 年修正版策定にあたり頂いたご意見 
 
匿名希望Ｐ様から頂いたご意見 

単なる「可能性」ではなく、過去に事故が起きたことを肝に銘じて、「安全確保のために常

に最大限の努力を払」って欲しいと思います。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2005.11.29 回答） 
前文に関して頂いたご意見への回答と重複しますが、原子力が既に大きな災禍を招いたこ

とがあることは誰しもがよく認識していることです。ただ、過去にあった事故を列記まで

する必要はないと考えます。今後、過去に事故があったことをより肝に銘じるような文面

を盛り込む改訂も検討させていただきますが、どのような形で条文に盛り込むか、これま

での倫理委員会内部の討論では結論が出ておりません。次回の改訂でしっかり検討するこ

とをお約束し、今回の改訂では原案のままとさせていただきたいと存じます。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2007.8.21 再回答） 
ご指摘、ありがとうございます。ご意見を踏まえ、行動の手引２－１．は次のように修文

させていただきました。 

会員は、たとえ平和利用であっても、原子力技術の取り扱いを誤ると人類の安全を脅かす



可能性があることをよく理解し、過去の原子力災禍がもたらした影響を今後の教訓として

深く認識し、安全確保のために常に最大限の努力を払う。 
 

行動の手引２－３．について頂いたご意見とそれに対する委員会の見解 

 

原案に対し倫理規程制定（2001 年 9 月）までに頂いたご意見 

 
古川和男様から頂いたご意見 

「原子力」とは何か？ ２－２. （現在は２－３）の文章にも関連して。かねがね学会誌

上で不可解な用例が目立つ、時と共に一層。東大に始まった学科名問題にも関連して。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

２―２（現在は２－３）では「原子力」と言わず「核分裂エネルギー、放射線、放射性物質」

と書いております。２―３～２―５（現在は２－４～２－７）では「原子力、放射線関連の

施設や作業」と少し一般化した表現をとっております。更に他の項では「原子力」を使っ

ております。本学会に関する技術体系を示す最も一般的用語は「原子力」であることは論

を待ちません。更に具体的には、会員が取り扱っている技術について安全性確保が最も重

要である分野は、放射線、放射性物質の取り扱い業務、及び核分裂で発生した熱の取り扱

い業務です。担当している施設、作業の安全が会員の社会に対する責任上重要であるとい

う趣旨を明示するため、２―２（現在は２－３）では原子力よりももっと具体的な作業内容

に対応する言葉を使っております。 

（現在はさらに若干表現が改訂されている。） 

古川和男様から頂いたご意見（再度） 

前回質問について、２．２．（現在は２－３）のみこの表現にすべき論拠があるとは思

えない。再度、『原子力』とは何ですか？ 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.6.19 回答） 

前回の回答と文脈からお分かりと思いますが、作業として「取り扱う」対象をかなり具体

化して使った語句です。核分裂エネルギーと放射線が原子力において安全「取り扱い」上、

最も重要で分かりやすい物理的現象であることについてはご同意いただけると思います。

核融合が実用化されたらこの表現では不足しますが、核融合実験施設も現状としては放射

線取り扱いが安全上の問題だと思います。２－３（現在は２－４）以降では施設を対象と

しておりますので、「原子力関連」と対象がややぼやけています。放射線の作業については

広義の原子力の一部ではありますが、RI 施設運営者は必ずしも RI 作業が原子力と思ってい

ないところもあります。安全に関しては RI 作業は重要な部分ですので、原子力と放射線を

分けて表記しました。 

再度検討しました結果、２－２（現在は２－３）については、先生方のご意見を尊重し、

また２－３（現在は２－４）の表現の方が馴染みやすいことも考慮し、２－３（現在は２



－４）と同じ表現に直しました。 

（現在はさらに若干表現を改訂している。） 

 

行動の手引２－４．について頂いたご意見とそれに対する委員会の見解 

 

原案に対し倫理規程制定（2001 年 9 月）までに頂いたご意見 

 
斎藤了文様から頂いたご意見１ 

２－３（現在は２－４）において、「安全性の確認されていない効率化を行ってはならない」

と言われている。ロシアのチェルノブイリ型の原発を動かしているエンジニアは、この倫

理規定からすると、倫理にもとるエンジニアとみなせることになる。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

チェルノブイリ型の原発を開発したエンジニアは、開発当時既に安全性に疑問をいだいて

いたのなら倫理にもとることになります。しかしその認識がなかったのなら倫理的責任は

問えません。一方、現在チェルノブイリ型の原発を運転していることは経営的判断であり

技術的判断ではないので、エンジニアが倫理的にどう責任をとるかは難しい問題となりま

す。もし安全に不安を感じながら運転しているなら一定の責任はあるというべきでしょう。

しかしその場合でも辞職するという以外の責任のとり方は見つからない可能性が大です。

辞職した結果、安全意識のより低いエンジニアが任にあたることとなると、事態はもっと

悪くなります。むしろ職に留まって安全性向上になしうる限りの努力を払うほうが倫理的

に正しい道だと思います。 

斎藤了文様から頂いたご意見２ 

原発の特徴は、事故が許されないことにある。この条件下で、「安全性の確認されていない

効率化を行ってはならない」と言われると、保守的な対応になってしまい、３－１（現在

は３－２）の「古い定形的知識」だけにならないか。もし、新規の原発が何十年も作られ

ず、技術の伝承ができない場合はどうか。（現在の原発をうまく動かすという立場で、倫理

規定が書かれている？） 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

安全性の確認にはいろいろな方法があり、必ずしも実機の経験が必要なわけではありませ

ん。この条文はすべての効率化を禁止しているのではなく、効率化にあたっては何らかの

形の安全性確認を要求しているものです。原発が作られない場合の技術の伝承は重要です

ので、３－２．（現在は３－３）でも取り上げています。 

 
柴山哲男様から頂いたご意見 

効率優先は困るが、効率化は常に必要であり、進歩の源泉である。例えば「施設において

効率化を図る場合には、安全性について十分に確認した上で行わなければならない」等と



する。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

本項は、とくに JCO の教訓を意識しています。そこで、条文の変更はいたしません。倫理

規定ですので、より優先すべき事項を取り上げるようにしています。 

 
宅間正夫様から頂いたご意見 

「会員は、原子力・放射線関連の施設において安全性の確認されていない効率化を行なっ

てはならない。効率化すなわち進歩と誤解して＜事前評価と必要な手続きなど＞安全性の

十分な確認を行なわず、設備や作業を変更してはならない。」とする。 

理由：安全の十分な確認を JCO 事故からみてすこし具体的にいれたら？ 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

安全性確認の方法は施設によって異なるので、どこまで具体的に書くか難しいところです。

ご提案の修正ですと「事前評価と必要な手続きなど」さえすればいいと逆に読まれる可能

性もあります。どのような確認をするかを会員に考えてもらうことが大切と考え、原文の

ままとさせていたきたく存じます。 

 

2007 年修正版策定にあたり頂いたご意見 
 
澤田隆様から頂いたご意見 

「進歩と誤解して安全性の充分な確認を行うことなく設備や作業を変更しない」は、下記

のように読点が必要ではないか。 
「進歩と誤解して、安全性の充分な確認を行うことなく設備や作業を変更しない」 
頂いたご意見に対する委員会の見解（2007.8.21 回答） 
ご意見を拝承し、読点を追加することといたします。 
 

行動の手引２－５．について頂いたご意見とそれに対する委員会の見解 

 

原案に対し倫理規程制定（2001 年 9 月）までに頂いたご意見 

 
宮沢龍雄様から頂いたご意見 

２－４（現在は２－５）の経済性と安全性は並べて書くものでしょうか？企業にとっては

経済性のなかに安全性の確保がコストとして含まれているはずです。従ってそれが正常で

無い場合は経済原則に則って自滅するか、淘汰されるかで、あえてここで警鐘を鳴らす必

要はないのではないでしょうか？企業の倫理としての視点かもしれません。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

経済性と安全性の関係が正常で無い場合、経済原則に則って自滅ないし淘汰され、公衆に



なんら危害を与えないのなら、ここに書く必要はないのかもしれません。そうでない場合

がありうるのでここで警鐘を鳴らしているのです。これは企業の倫理だけではありません。

個人会員にとって重たい規定です。「まず所属する組織が健全は状態にあるかどうかを自問

せよ、問題があるなら解決するよう努めよ、解決できず公衆の安全に危害を及ぼす危険性

がある場合は外部に情報を公開せよ」と言っているのです。 

 

匿名希望Ｂ様から頂いたご意見 

一体安全性とは何か、経済性が優先するとはどのようなことか、経済性と安全性とをどの

ように比較するのか、過信することとはどのようなことか、安心を押し付けるということ

はどのようなことか、慎重とはどのようなことか、このようなことをきちんと議論してい

ない。倫理の深み、哲学が感じられません。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

ご指摘の通り、「安全性とは何か」等々の問題は個別のケースごとに微妙に異なってきます。

したがって倫理規定はそれに従えば自動的に倫理的問題を解決できるというものではあり

ません。例えば、経済性を考えるときには安全性にも配慮し、安全性を考えるときには経

済性にも配慮するが、両者が相反する場合には安全性を優先することを言っています。し

かし、個々のケースで問題は単純ではありません。倫理規定を定めることで具体的にどう

あるべきか議論が開始されることをまず願うものです。 

 
第 2 回原子力に関する倫理研究会（2004 年 7 月 23 日開催）で頂いたご意見 
 
匿名希望Ｏ様から頂いたご意見 

行動の手引きの中の「経済性優先の戒め」は企業人としては，実際は難しいと思います．

特に電力自由化の波の中で，世間一般からコスト削減を望まれていることにどう対処する

のかと思います． 
また，「経験からの学習と技術の継承」について，新規原子力プラントの建設が無い中でど

うするのか，個人の努力だけでは解決できない組織的・全社的問題です． 
頂いたご意見に対する委員会の見解（2005.7.12 回答） 
貴重なご意見、大変ありがとうございました。委員会で慎重に検討させていただきました。

どちらも守ることが難しい規範であることはよく理解しております。しかし会員は所属組

織に働きかけ、これらを守る努力をしていただくようお願い申し上げます。 

 
2007 年修正版策定にあたり頂いたご意見 
 
志賀松邦敏様から頂いたご意見 

行動の手引２－４．（現在は２－５）では運転管理しか取り上げていないが、設計を加える



べきである。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2007.8.21 回答） 
倫理委員会では「目先の経済性優先」に設計はなじまないとの意見もありましたが、検討

の結果ご意見を拝承し、加えることとしました。「設計」以外にもいろいろ加えるべきと

の意見が出ましたが、どこかで線を引く必要があるということになり、結局次のように修

正することといたしました。なお、今回の修正によりこの条文は「行動の手引」２－５．

となりました。 

原子力・放射線関連の施設の設計・建設・運転・保守等の管理にあたり，目先の経済性を

安全性に優先させない。 
 

行動の手引２－６．について頂いたご意見とそれに対する委員会の見解 

 

原案に対し倫理規程制定（2001 年 9 月）までに頂いたご意見 

 
安達武雄様から頂いたご意見１ 

行動指針を追加する： 

具体的には、National Society of Professional Engineers の 

「技術者のための倫理規程」、II. 実務の原則、１．a.および e 項のような内容を含める。

（科学技術者の倫理 その考え方と事例、丸善、1998,p.443 から引用） 

a.技術者の判断が、生命または財産を危険にさらす事情のもとでくつがえされる場合、そ

の雇用者または依頼者およびその他の適当とみられる権限ある者に通知する。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

大変重要ご指摘を有難うございました。２－５（現在は２－６）＜安全性向上の努力＞と

してご主旨を反映いたします。  

安達武雄様から頂いたご意見２ 

e.技術者は、この規程への違反とみるべきことを知ったときは、それを適当な専門職団体

および関連がある場合には公的機関へ報告し、正当な権限がある者には必要があれば情報

または援助を提供する協力をする。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

倫理規定は会員の合意できる倫理的ルールを明文化したもので、これを遵守させる仕組み

は別に考えなくてはならないものです。例えば学会に倫理委員会を常設し、倫理規定に違

反している会員に警告を発したり、会員がその所属する組織との間で倫理上のトラブルを

生じたとき調整する機能を持たせるというのも考えられます。しかしながら学会はまだ倫

理規定自体を検討している段階にあり、そこまでの検討は進んでおりません。ご猶予をい

ただきますようお願い申し上げます。 

 



2005 年修正版策定にあたり頂いたご意見 
 

匿名希望Ｐ様から頂いたご意見 

「職位」は「職責」の方が適当ではないでしょうか。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2005.11.29 回答） 
ここは権限を有する者すなわち職務上の地位の高い者ということに着目して「職位」とし

ていましたが、ご指摘の通りそのような地位の高い者の職務上の責任に着目すべきであり、

「職責」のほうが適切だと考えます。そのように訂正させていただきます。 

 

行動の手引２－７．について頂いたご意見とそれに対する委員会の見解 

 

原案に対し倫理規程制定（2001 年 9 月）までに頂いたご意見 

 
匿名希望Ａ様から頂いたご意見 

行動指針２－５，２－６（現在は２－７、２－８）の｢慎重に｣とか｢緊張感をもって｣とか、

曖昧な表現が多い。この点についての具体的システム作りが肝要なのでは（つまり、それ

に具体的に取り組み、不断にシステムを改善していくことが倫理として盛り込まれるべき

では）。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

ご指摘の点はその通りだと思います。したがって倫理規定は改定を重ねていくべきだと考

えます。 

 

第 2 回原子力に関する倫理研究会（2004 年 7 月 23 日開催）で頂いたご意見 
 
匿名希望Ｈ様から頂いたご意見 

慎重さの要求は、意味は良く分かるが、どの程度実施するかのレベルが分りにくい。 
頂いたご意見に対する委員会の見解（2005.7.12 回答） 
倫理規程は一般的なことを規定するものであり、「会員が自分自身の言葉に置き直して道し

るべとする」ものです。どの程度実施するかのレベルについては個々の会員に考えていた

だきたいと存じます。なお、倫理委員会では、このような規程に関しての考えを促したり、

あるいは倫理委員会内での議論を明らかにするために、事例集の作成を検討しております。 

 

匿名希望Ｉ様から頂いたご意見 

・・・これまで内外の原子力施設において作業の完了を急いだり手順を粗略にして大事故

に至った例を想起し，教訓とする。 
→ここまで書くのであれば、具体的に例示しては？ 「○○にて△△により××になった」



等 
頂いたご意見に対する委員会の見解（2005.7.12 回答） 
具体的な例示も検討しましたが、例示があるとそれに限定して考えるようになりがちです。

会員はそれぞれの知識・経験から具体例を想起し、倫理規程を自分の言葉に置き換えて使

っていただきたいと考えています。 

 
匿名希望Ｊ様から頂いたご意見 

「原子力・放射線関連の作業においては常に慎重に・・」とあるが、原子力施設における

作業全般に該当するので、「原子力施設での作業においては・・」のほうが誤解がない。ま

た、“慎重に”ついて、作業中の気づき点はそのままにしない、独断で判断せず関係者に確

認するなどの具体的な項目を追記したらどうでしょうか。 
頂いたご意見に対する委員会の見解（2005.7.12 回答） 
ご提案のように「原子力施設での作業」としますと狭く限定するようにとられますので、

現状のまま「原子力・放射線関連の作業」とさせていただければと存じます。すなわち、

病院などでも放射線は使用され、その作業は慎重にすべきものですが、一般にはそれを「原

子力施設での作業」とは呼ばないのが実情です。「慎重に」については、ご提案のとおり「作

業中気付いた点を放置せず，また独断を避けて関係者に確認するなど，」を追記することを

考えています。ご提案ありがとうございました。 
 

行動の手引２－８．について頂いたご意見とそれに対する委員会の見解 

 

原案に対し倫理規程制定（2001 年 9 月）までに頂いたご意見 

 
宅間正夫様から頂いたご意見 

「会員は、＜技術に対して常に謙虚であるべきで、＞原子力技術が成熟したとして安全性

を過信してはならない。原子力開発の歴史は未だ１世紀に満たない。今後とも新たな技術

的問題が出ることがありうるとして、緊張感を持って新しい事象が発生することに対し警

戒心を失ってはならない。」とする。 

理由：「技術に対して人間として謙虚であれ」をまずいいたいところ。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

「今後とも新たな技術的問題が出ることがありうる」と考えることが「技術に対して常に

謙虚である」ことだと考えております。くどくなるのを避けるため、原文のままとさせて

いたきたく存じます。 

 
2005 年修正版策定にあたり頂いたご意見 
 



匿名希望Ｐ様から頂いたご意見 

さらに、老朽化に「対して警戒心を維持」して欲しいと思います。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2005.11.29 回答） 
事故やトラブルの原因はたくさんあります。倫理規程ではその中でも人的要因を重要視し

ており、技術成熟の過信への戒めを入れております。その他の原因を逐一列記するのは必

ずしも倫理規程にそぐわないと思いますので、原案のままとさせていただきたいと存じま

す。 

なお、老朽化の問題を含め具体的な「気付き」については、倫理規程の理解を助けるため

に作成中である事例集にて補っていきたいと考えております。 

 
行動の手引２－９．について頂いたご意見とそれに対する委員会の見解 

 

原案に対し倫理規程制定（2001 年 9 月）までに頂いたご意見 

 
宮沢龍雄様から頂いたご意見 

２－７（現在は２－９）は、｢公衆の安心｣を取上げると２項で書いたものと同じ議論（現

在世論調査をすれば約半数の人が反対といい、この理由に原子力への不安感をあげている

ようです。この論法をすすめると｢安心を得るには当面推進は見合わせる｣オプションもあ

ることになり、推進論調の前文と矛盾が出てくるような印象をもちます。）が必要であると

思います。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

｢安心を得るには当面推進は見合わせよ｣と述べているのではありません。 

（その後、＜公衆の安心＞は＜安心できる社会の構築＞とタイトルも変更している。） 

 

匿名希望Ａ様から頂いたご意見 

行動指針２－７（現在は２－９）では、具体的にどのようにして｢公衆の安心｣を生み出す

かがわからない。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

条文に書いてあること以上の具体策は、会員が各自の立場や状況に応じて自ら考えていか

なければならないものと考えます。その際、この行動指針文にもある通り、｢信頼感｣が大

きな役割を演じることは確かだと考えます。 

（その後、＜公衆の安心＞は＜安心できる社会の構築＞とタイトルも変更している。） 

 

斎藤了文様から頂いたご意見 

倫理規定相互での矛盾はないか 

２－７（現在は２－９）では、「公衆の安心は、原子力技術を扱う者に対する公衆の信頼感



によってもたらされる」と言われている。（公衆の安心は２－７（現在は２－９）で定義さ

れている。）５－３では、「公衆の信頼感・安心感を失わないために必要な情報である場合

には、これをすみやかに公開しなければならない」と言われている。 

２－７（現在は２－９）を踏まえた上で、５－３を読むと、公開すべき情報は技術者がど

の程度誠実であるかという情報のようにも読める。例えば、原発から漏れた客観的な放射

の量という情報ではなく、その情報を「隠していない」という情報に読める。 

これは、２－７（現在は２－９）の公衆の安心の定義が、少し狭いことに由来するように

思える。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

たしかに「公衆の安心」は、旧２－７（現２－８）（現在は２－９）に定義するよりも広く、

原子力技術を扱う者が及べないことまで含むことがあるかも分かりませんが、この倫理規

定ではあえてこの定義に基づいて会員の在り方を示しました。その上で公衆に信頼され安

心感を持たれるためには、例えば原発から放射能が漏れた場合には、その具体的な内容に

関する情報を公開する必要があるでしょう。（なお２－７は今回の改訂で２－８（現在は２

－９）になっております） 

（その後、５－３の条文において「公衆の信頼感・安心感を失わないために必要な情報で

ある場合」の表現は削除した） 

 

2005 年修正版策定にあたり頂いたご意見 
 
田中隆一様から頂いたご意見 
「安心社会」という表現について 
「安心社会の構築」という表現は、われわれ日本原子力学会という知的コミュニティに限

定すれば、「技術的安全の確保」の社会的に受容された状態として理解されるかも知れませ

ん。このことは当会員が「安全・安心」という新しい四字熟語のイメージの背後に「安心

社会」を位置づけることになります。しかし、広く社会的あるいは社会科学的な脈絡では、

「安心社会」というキイワードには、われわれ科学技術のコミュニティにおける理解とは

異なる意味合いがあります。 
最近、わが国の社会倫理の分野では、山岸俊男著『安心社会から信頼社会へ』（中公新書）

がしばしば話題にされており、この著作では「安心社会」が原子力コミュニティの理解と

は異なる概念として使われています。山岸氏は、「安心社会」とは、さまざまな社会的な規

制にしばられ、よそ者を排除するような、閉ざされた共同社会のようなものとして否定的

に定義しております。いわば、これまでの護送船団的な日本社会の側面を指しています。

しかし、例えば、終身雇用・系列取引の崩壊、政治、経済、教育システムへの不信感に見

られるように、「安心社会」は現在崩壊しつつあり、山岸氏はこれを「安心社会」から「信

頼社会」への転換のチャンスと考えています。 



この山岸氏の考えについてはもちろん異論もありますので、これに囚われ過ぎることはバ

ランスを欠きます。しかし、「安心社会」というキイワードは必ずしも「安全・安心」的な

脈絡で理解されているのではないことを知るべきです。「安心社会」が当学会で意味する内

容とはむしろ反対の意味として使われていることを強調したいと考えます。 
そういうわけで、本手引の「安心社会」という表現が社会的には誤解を受けやすいのでは

ないかと考えます。 
頂いたご意見に対する委員会の見解（2005.11.29 回答） 
結論から申しますと、行動の手引２－８（現在は２－９）の「安心社会」という表現を「安

心できる社会」に訂正させていただきたいと存じます。 
ご指摘の通り、「安心社会」という用語は皆に共通なものとして定着した定義はありません。

誤解を避けるためにも、また人々の安心は技術を扱う者に対する信頼感によって醸成され

るという主張を明確にするためにも、表題と条文中の「安心社会」という表現を「安心で

きる社会」に置き換えます。 

 

匿名希望Ｐ様から頂いたご意見 

「安心社会」とは、こなれていない表現で、共通理解を得られないと思います。「安全の確

保に努める」で、終わっていいと思います。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2005.11.29 回答） 
ご指摘は他の方からも頂きました。検討の結果、「安心社会」という表現はやめ、「安心で

きる社会」という表現とすることで共通理解を得られるようにしました。 

 

2007 年修正版策定にあたり頂いたご意見 
 

匿名Ｓ様から頂いたご意見 

＜安心できる社会の構築＞２－９．の最後フレーズの「・・・、安心できる社会の構築に

貢献する。」とありますが、主語を入れないと「会員」と誤解されると思われます。「公

衆が」の主語を入れた方が良いかと考えます。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2007.8.21 回答） 
文脈からご指摘のような誤解を招くことはないと思っています。読みやすさも考慮し、原

文のままとさせていただきたいと存じます。 

 

行動の手引２－１０．について頂いたご意見とそれに対する委員会の見解 

 
第 2 回原子力に関する倫理研究会（2004 年 7 月 23 日開催）で頂いたご意見 
 
井上洋一様から頂いたご意見 



2‐9（現在は２－１０）等の戒めは、理解できますが、行動の手引きとしてみた時「だか

らどうするのか」の行動面に触れられた方がより明確となるのではないでしょうか。 
頂いたご意見に対する委員会の見解（2005.7.12 回答） 
難しいご指摘です。「だからどうするのか」は究極的には会員それぞれが悩みながら答えを

出していくしかないと考えています。既に書いてある「危険性を十分に認識し，緊張感を

保って行動すること」も行動指針の一つだとは思いますが、さらに「他の意見・批判を良

く（よく）聴き，真摯・誠実に討論・討議に参加すること」も加えました。ただ、これで

も不十分なことはよく承知しております。今後さらに検討していきたいと存じます。 
 
2005 年修正版策定にあたり頂いたご意見 
 

匿名希望Ｐ様から頂いたご意見 

「公衆の信頼は」以下は、その通りだと思いますので、「他の意見・批判をよく聴き、真摯・

誠実に討論・討議に参加する」を、是非実行して下さい。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2005.11.29 回答） 
日本原子力学会会員が実行するよう、倫理委員会として努力してまいります。 

 

 


