
憲章５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 

 

北岡逸人様から頂いたご意見 

倫理規定案、大変興味深く読ませて頂きました。私は、プルサーマルを考える柏崎刈羽市

民ネットワーク（http://www.kisnet.or.jp/~hanyu/mainpage.htm）の事務局長をしていま

す。プルサーマルに関する住民投票実現運動に関わる過程で、現在柏崎市議会議員

（http://www.kisnet.or.jp/hayato/k.htm）をさせて頂いています。 

私は脱原発を望んでいますが、それまで安全・安心に暮らすため、是非とも原子力関係者

に実践して頂く必要のある、「心構えと言行の規範」を規定されようとしていると感じまし

た。原発に関する情報公開の制約などで、本当に困っていますし、原子力関係者の非倫理

的な言動などで、不信や不満と恐怖をつのらせているからです。 

しかし、この内容に問題を感じないわけではありません、いわゆる反・脱原発・核廃絶・

環境保護団体などの、市民・住民・国際団体との健全で建設的な関係に関して・・。国も

法律で保護を定めた内部告発に関する態度・立場の表明・扱い、・・。などに関しても明確

に規範を規定すべきであると感じます。 

具体的な文案は考えていただければと思いますが、当方でも用意出来れば改めて送信致し

ます。 

尚、私は柏崎での日本原子力学会では、幾つかの会場に足を運び質問もしています。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

本規定は、日本原子力学会員それぞれのモラル向上のための守るべき心構えと、行動の規

範を定めたものであり、特定の個人・団体との関係について定めたものではありませんが、

原子力の健全な発展のためには、国民的合意のもとに進めて行くことが大切であり、この

ため、原子力にたずさわる人々、とりわけ指導的立場にある日本原子力学会員に対し、原

子力にかかわるあらゆる立場の人々のご意見、ご質問（この中には、内部告発によるもの

も含まれますが）に対して謙虚に耳を傾け、自らの姿勢を正す不断の努力を促すためにも

本規定が有効ではないかと考えております。 

 
武田邦彦様から頂いたご意見 

第五条：「自らの有する情報の正しさを確認する」となると間違った情報を自分の保有にす

ることになりますので、「必ず正しい情報を保有することに心がけ」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） 

これも第四条に対するご指摘（「能力を超えた業務」というものは論理的に不可能）に似て、

用いる言葉自体に関する論理的なご指摘だと存じます。そこで、情報の正しさという事が

社会でどのような役割を果たして欲しいかという、効果の方に言及する文脈を加えて、次



のように改訂致しました。 

「会員は、自らの有する情報の正しさを確認するよう心掛け、公開を旨とし説明責任を果

たすよう、行動する。」 

 
宮沢龍雄様から頂いたご意見 

憲章５番目の“公開を原則とした行動”と７番目の“…・・受託者として誠実に行動する”

事とは矛盾ではありませんか?特に企業での会員の｢企業秘密｣、公務員の｢守秘義務｣などと

「公開」はどのように行動すれば良いかは難しくなります。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

公開を原則とした行動とは具体的には行動指針５－２、５－３に述べるものです。ただし、

５－４のような例外もあります。この公開の原則が企業での｢企業秘密｣、公務員の｢守秘義

務｣などと相反する状況はたしかに考えられます。特に、公衆の信頼感・安心感を失わない

ために必要な情報とは何かという判断は非常に難しいものです。行動指針もそれに従えば

自動的に倫理的問題を解決できるというものではないのです。それでも倫理規定を制定す

る意義は、会員が日頃倫理的行動とはいかなるものかを考える材料を与えることにありま

す。倫理規定制定をひとつの機会として「公開を原則とした行動」についても会員がそれ

ぞれの立場に即して考えることを期待しています。 

 
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 

「社会的信頼を得るように努める」について 

憲章２に同じです。 

５－２、３、５、６、７ いままでは、これらの点が不十分で、社会の信頼を失ってきた

と思いますので、これからは、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） 
社会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だとの

ご指摘はその通りだと思います。５－２、３、５、６、７を会員が守るよう、倫理委員会

としては努力していきます。 

 

 
行動の手引５－１．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 

 

宮沢龍雄様から頂いたご意見 



５－１は知識、能力によって差が出る項目で項目としてあげるだけに終わってしまうよう

な気がします。情報が正しいかどうかの確認は大変難しい時があります。特に企業のよう

な階層的な組織では正確さの確認や追求には限界があると思います。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

情報の正しさの確認は容易ではないかもしれません。しかし会員は原子力の専門家として

これを行なう義務があります。原子力の安全に係る情報について自ら確認することを怠る

ことは倫理的に非難されます。 

 
行動の手引５－２．～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 

 

岡部茂様から頂いたご意見 

「守秘義務と情報の公開」 －5 ｰ 3. と「非公開情報の取り扱い」－5 ｰ４. とは相互に矛盾

しないか？ 「会員（個人）」はいかに振る舞えば良いのか？ 公開する必要は無いのか？ 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

５－３．は公衆の信頼、安心を失わないため必要な情報は公開しなければならないという

原則を述べたものであり、５－４．はその原則の例外を述べたもので、矛盾はありません。

なお、個々の会員がいかに振る舞えば良いのかは状況ごとに異なり、最良の解が一つに定

まるというものではありません。倫理規定はその際の道しるべを与えるに過ぎません。現

実には５－３．と相反してくるのは５－４．よりはむしろ憲章第 7 条の規定だと思われま

す。「誠実な被雇用者として振る舞い」、「組織を害するような情報を公開するな」と圧力が

掛かる状況が想定されます。そのようなときでも「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公開せよ」と言っているのが５－３．です。 

 
北村正晴様から頂いたご意見 

項目 5-2 だけ、「情報の意図的隠蔽は・・・」という解説文を添え書きしておられます。こ

こだけが自明でなく、他の条文の提示理由は自明と言うことでしょうか？解説が必要なら

ここだけに書き込むのではなく別途各条文ごとに明記した方がよいのでは？ 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

この部分は特に強調したいということで書き込んであります。倫理規定は十分に推敲すべ

きであり、条文の書き方はできる限り統一を図るべきだとは思いますが、それ以上に内容

の吟味のほうが大切です。委員会としてもさらに推敲を重ねたほうがより良いものになる

ことを否定いたしませんが、時間の制約もあり、ぎりぎりご同意いただける範囲内にあり

ましたらお認めいただければ幸いです。なお、今後の改定の際にはさらに推敲を重ねたい

と存じます。 



（2005 年の改訂以降、解説的な文章を末尾に置かないようにし、条文の書き方を統一した。） 
 
斎藤了文様から頂いたご意見 

価値判断はだれがするか 

「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」という同じ個所に

ついて、条件文であることに注目しよう。ここでは、一般に安全に関わる情報だとした場

合に、安全に必要な情報であるということを判断できるのは、会員である。危ないかどう

かについて、会員相互に見解の相違がある場合でも、各会員は独自に判断できるというの

か。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

この条文は「公衆の信頼感・安心感を失わないために必要な情報」は速やかに公開しなけ

ればならないということであり、積極的な行動指針です。もちろん会員間で見解の相違が

ある場合もあるでしょうが、そのときはよく議論をした上で、憲章に則った判断をするべ

きでしょう。 

（５－３ではかつてこのような表現が使われていたが、現在は「公衆の安全上必要不可欠

な情報」という表現に直している。） 
 
柴山哲男様から頂いたご意見 

５－３項：内部告発の推奨のように読める。例えば「必要な情報である場合には、組織に

対して公開するよう積極的に働きかけなければならない」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） 

これは内部告発を推奨しているわけではありません。公開せざるをえなくならないように

することが大切なのは言うまでもありません。これについては「代表的なご意見とそれに

対する回答」もご参照ください。 

 
宅間正夫様から頂いたご意見 

「５－４．原子力に係る情報でも、＜個人のプライバシー、法で保護されるノウハウ、＞

核不拡散や公衆の安全・利益等のために公開することが好ましくないものについては公開

する必要はない。ただしその場合でも、会員はあらかじめそれを明示し、公開できない理

由を説明しなければならない。」とする。 

理由：情報の非公開の論議は難しいが少なくともこの２点は当然の事ながら追記しておく

ほうがよいのでは。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

公務員の場合、非公開６項目については守秘義務を生じます。これは、個人情報、法人情

報、核不拡散等情報、核物質防護等情報、意思決定プロセス情報、業務運営に関する情報

です。また公務員以外の場合には所属組織との契約により他にも守秘義務が生じます。こ



れらを全て列記すると非常に読みづらくなります。そこで「等」として省略しています。

会員が自分の言葉に置き換える際にその意味をしっかり考えていただくこととし、ここは

原文のままとさせていたきたく存じます。 

 
平岡徹様から頂いたご意見 
全体として清廉潔白な人格を学会員に要求しているのは理解できるが、行動指針に気にな

る条項がある。それは所謂"内部告発"に関係する５－２項および５－３項である。 
＜情報の公開＞ 
５－２．原子力の安全に係る情報は積極的に社会に公開しなければならない。会員は、そ

の情報がたとえ自分自身や所属する組織に不利な情報であっても，決して隠してはならな

い。情報の意図的隠蔽は社会との良好な関係を破壊する。 
＜守秘義務と情報公開＞ 
５－３ 会員は、組織の守秘義務に係る情報であっても，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は、これを速やかに公開しなければならない。この場合，

組織は守秘義務違反を問うてはならない。 
これらの項目における  "……ならない。"  という表現は全き義務としていることにな

り他の選択肢は許されていない。個人としてはあらゆる場合にこれに耐え得るであろうか。

このような文章が入ったのはそれに対応する法律改正が行われたためという説明を聞いた

ので、対応する今回の原子炉等規制法の改正された文章を見てみると、流石によく出来て

いる。 
（主務大臣に対する申告） 
第六十六条の二 精錬事業者、（中略）その事実を主務大臣に申告することが出来る． 
２ 精錬事業者、（中略）不利益な取り扱いをしてはならない。 
第六十六条の二の１項では"…… に申告することができる。"として「個人」の判断に委ね

ている．"申告すべきである。"とは言っていない。法律と行動指針とはベクトルの向きが逆

である。法律でも「組織」に対しては次の第２項において、"……してはならない。"と言う

ように命令している。このように「個人」と「組織」の立場をはっきり分けている。また、

申告と公開とは異なる。 
仮に個人が情報を申告または公開した場合、組織がその個人に不利益をもたらすことを禁

じる点は法律と行動要領とは一致している。従って個人が不利益を蒙った場合はこの法律

が守ってくれるのであって、学会の行動要領が守ってくれるわけではない。 
また、行動要領の項目の内容と名称が一致していない。５－２項は＜情報の公開＞となっ

ているが、＜原子力の安全に係る情報の公開＞であり、さらに個人に関することは次項に

まとめたほうがよい。さらに、５－２項の最初の文章に主語がない。"会員"であろうが、前

述のコメントの趣旨により、受身形に変えたほうが良よい。すなわち代替案として次のよ

うにしたらどうだろうか。 



＜原子力の安全に係る情報の申告と公開＞ 
５－２． 原子力の安全に係る情報は積極的に社会に公開されなければならない。情報の

意図的隠蔽は社会との良好な関係を破壊する。 
５－３． 会員は、組織の守秘義務に係る情報であり、また、その情報がたとえ自分自身

や所属する組織に不利な情報であっても，公衆の信頼感・安心感を失わないために必要な

情報である場合は、これを速やかに主務大臣に申告するか公開することが望ましい。 
５－４． 前項の行為をしたことを理由として，組織は守秘義務違反を問うたり、その個

人に対して不利益な取り扱いをしてはならない。 
頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 
法律と倫理規定では役割に差があります。法律はそれを遵守させる強制力を有し、問題を

生じさせた者を罰することに重点が置かれます。自ら生じさせたものでない問題を解決す

る努力を払わなかったことを罰することに対しては慎重にならざるをえません。一方、倫

理規定は会員の心構えと言行の規範であり、会員が自らの意志で外部に対し宣言するもの

です。専門家は公衆に対し、自ら生じさせたものでない問題についてもそれを解決する努

力を払う倫理的義務があります。情報公開は法的義務ではなく倫理的義務であり、ここに

明記すべきものと考えます。 
 
宮沢龍雄様から頂いたご意見 

５－２、５－３ですが、これは原子炉規制法でも｢内部告発｣の奨励が法制化されたようで

すが、これは法律では仕方が無いかもしれませんが、倫理として取り込む事は抵抗を感じ

ます。「安全に関わる情報」、「公衆の信頼感・安心感を失わないための情報」などは解釈の

幅が非常に広く、もしまともにそれを対象にした告発が出てきた場合、学会はどのような

責任を取れるのかが心配になります。出来ればここは法律に任せて、拡大する事は避けた

方が良いのではないかと思います。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

法律と倫理規定では役割に差があります。法律はそれを遵守させる強制力を有し、問題を

生じさせた者を罰することに重点が置かれます。自ら生じさせたものでない問題を解決す

る努力を払わなかったことを罰することに対しては慎重にならざるをえません。一方、倫

理規定は会員の心構えと言行の規範であり、会員が自らの意志で外部に対し宣言するもの

です。専門家は公衆に対し、自ら生じさせたものでない問題についてもそれを解決する努

力を払う倫理的義務があります。情報公開は法的義務ではなく倫理的義務であり、ここに

明記すべきものと考えます。なお、どのような告発を心配されているのか分かりませんが、

倫理規定を誤解して行動し損害を受けた者に対し学会が責任をとる必要はないと考えます。 

 

匿名希望Ａ様から頂いたご意見１ 

内部告発について 



（１）告発者を保護する仕組みが必要ではないか。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

原子炉等規制法において原子力施設の安全確保は義務付けられており、さらにこれに違反

する事実があった場合、従業者はその事実を主務大臣に申告することができることになっ

ています。その場合、事業者または使用者はその申告をしたことを理由として従業者に対

して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないことになっています。すなわち告発者

は法的に保護されています。法令には違反しないが、その精神にそって未然に内部告発が

あった場合などの対応は、今後当学会としても真剣に考えなければならない問題で、倫理

規定発効後の活動と考えています。 

匿名希望Ａ様から頂いたご意見２ 

（２）行動指針７－１，７－３と５－２は抵触しないか。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

抵触する状況も考えられます。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

るという性質のものではありません。条文が相反する場合は会員自身でどう行動すべきか

の解をみつけなければなりません。なお、５－２の規定は７－１や７－３に優先する規定

と捉えるべきです。 

 
匿名希望Ｄ様から頂いたご意見 

闘争の奨め 

「自らの権限でこれを改善できない場合には、権限を有するものへ働きかけ、それでも改

善されない場合はその情報を公開しなければならない」（2-4）（現在は２－６）同様に（5-2）

（6-3）等。実際の職場では難しく、首を覚悟で闘争することを学会が奨めていることにな

るでしょう。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

この条文は闘争を勧めているのではありません。まずなすべきことは、自らの職場が問題

を生じたときに改善を提案できる環境であるかどうか省みて、もしそうでなければ改善す

る努力を日常的に払うことが大切です。権限を有するものへ働きかけも具体的には誰に対

して実施するかは状況ごとに異なるでしょう。闘争という形を選ぶことはかえって問題解

決を難しくするので避けられる場合は避けるべきです。外部に働きかける内部告発は最後

の手段です。条文をよく読んでいただければ、これが闘争の勧めでないことはご理解いた

だけると存じます。（現在の２－６からは情報公開関係の記述は削除している） 

匿名希望Ｄ様から頂いたご意見（再度） 

会員の保護―公開の内部告発が組織の守秘義務に上回る規定となるのであれば、法規では、

組織がその者の違反を問うてはならない旨明記して保護しているが、学会には保護の権限

がないのに義務として奨励しているのは、無責任となる。組織内で差別を受けた場合、学

会に訴えたら、また学会を訴えたらどうできるか考える必要がある。 



頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.6.19 回答） 

現状では学会には会員を保護する能力がないのは事実です。改正された炉規法により保護

されることにはなっていますが、それで十分であるとも考えておりません。専門家として

倫理的な行動をした会員が職業上の不利益をこうむった場合、学会としてその会員を支援

する手立てはいろいろ考えられます。倫理規程制定委員会に引き続き設置が検討されてい

るフォローアップの委員会では、そのような制度の検討にも着手すべきだと考えます。 

なお、倫理規程はその条項を字句どおり適用しさえすれば良いというものではないことは、

ご意見２への回答でも書きました。実際にどのような行動をとるかは最終的には会員個人

の判断に委ねられます。当面、学会としてできることは、会員が常に倫理を意識して専門

職を遂行するよう呼びかけることと、どのような行為が倫理的かのガイドラインを示すこ

とだけです。この点を会員が理解すれば、会員が学会を訴えるようなことは生じ得ないと

考えます。 

 
匿名希望Ｅ様から頂いたご意見 

前文、憲章５項及び行動指針５－１から５－４の情報公開に関する事項については、情報

公開と情報提供との差異に関する考察の整理、法的関係の整理等を行った上で再度検討し、

記述または構成をしなおす必要がある。従って、原案は支持できない。 

（理由） 

（１）行動指針５－２項第２文は情報公開の趣旨とは異なる。「情報の公開」と「隠

さないこと」とは次元が違う。 

（２）行動指針５－３は守秘義務とそれを果たさないことの法的な検討を十分踏ま

えた上での再起草を求めます。原案はあまりにナイーブ過ぎると考える。「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」とはどのような客観的基準な

のか。「公衆」、「信頼感」、「安心感」、「失わない」、「必要」、「情報」、「である」の

すべてについて、客観的な判断基準が示せない限り、行動指針５－３は不適切と言

わざるを得ない。 

（３）前文中「公開の原則」は、この問題にかかる歴史的な経緯、法的な経緯のみ

ならず、価値観、立場の相違等に鑑みれば、定義を含め慎重かつ周到な記述が必要

である。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

憲章５は「--するよう心掛け、公開を旨として、説明責任を果たすよう行動する。」と改め

ます。ただし、前文は、「公開の原則のもとに」をひとつの考え方として残しています。 

匿名希望Ｅ様から頂いたご意見（再度の１） 

行動指針５－２案を以下のように改められたい。 

「技術的な見地から公衆の健康に悪影響を与える可能性があると予測される活動に関する

情報については、あらかじめ明らかにされた情報開示に関する適切な組織内部プロセスを



経て、適時、的確に、かつ積極的に公開するものとする。」 

（ご意見の補足） 

１．倫理規定行動指針の表現ぶりについては、扱う内容が「倫理」という個々人の価値観

に依存する事項に関係するものについての「指針」であることから、可能なかぎり客観性

を重視した表現ぶりを検討すべきです。 

２．情報公開については、「代表的なご意見とそれに対する回答」５．中、2番目の「回答」

にも若干貴委員会の見解が見えますが、考えるべきは、学会が訴えられようが、訴えられ

まいがには関係なく、「指針」として「安全に係る情報のうち安全および公益に係るものと

は何か」というような判断要素が指針上、合理的に明らかになっているかどうかです。そ

こを十分明らかにしないままに「適切かつ積極的に」と、意味不明に公開「しなければな

らない」とは、会員としてどう行動してよいのか不明であり、これでは指針になっていま

せん。 

３．「公益」という用語は十分注意して使用しなければなりません。ある物質の存在自体が、

公衆の健康・安全という公益に反すると考える「公益」に関する価値観から、その「公益」

を守るために必要な情報として、「当該物質が世の中のどこに、どのような形態で、どう保

管してあるのか、またはいつ、どう輸送するのか」に関する情報を公開せよ、といわれた

場合、行動指針５－２はどう機能するのでしょうか。公益とは何かを常に自問していく姿

は極めて重要で、すべからく会員は自問し続けなければなりませんが、価値観の相違を内

在している事項について、「公益」などという意味不明な（すなわち合意がえられない部分

を含んでいる）用語のみを形式的な指針として用いて、問題の本質を問わない姿勢は、原

子力開発の歴史の教訓に学ぶ姿勢からは程遠いと思います。「良いから、良いのだ。」と言

っているのと違いがありません。情報公開に関する議論が、ともすれば冷静さを欠いた、

感情的な議論になり、情報公開が適切に進まない理由は、公開という行為に関する客観的

な認識、分析が乏しいからです。そのような不毛な議論に行動指針案５－２は利するもの

となることをおそれます。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 

頂いたご意見のうち、情報開示についてあらかじめ手順を定めておくことが大切とのご指

摘を拝承し、５－２に「適切な公開を可能とするため、組織はあらかじめ情報公開に関す

る手順を定めておくことが望ましい。」という一文を追加させていただきます。「公益」と

はなにか定義しないで使用するのは問題だとのご指摘を拝承し、「安全および公益に係るも

の」を削除いたします。また、「しなければならない。」との表現を全条項にわたって見直

し、「する。」という決意表明の文に修正させていただきます。さらに、「行動指針」を「行

動の手引き」と名称を変更いたします。これまでの「行動指針」の「指針」は「道しるべ」

という意味で使用していましたが、原子力の分野では「安全審査指針」のように「絶対守

らねばならないもの」と理解されるようなのでこのようにいたしました。 

以上、ご指摘事項に対しできる限り対応いたしましたが、委員会での議論内容を少し補足



させていただきます。ご意見の根底には、「明確に定義できないものは混乱を引き起こすの

で行動指針に書くべきではない」というお考えがあるのだと理解いたします。しかし倫理

問題への対処法は物理法則のように短い文章で誰もが同じ理解をするように書き表せるも

のではありません。必ずしも正解がなく、場面ごとに対処法を考えざるをえないものだと

我々は考えています。しかし正解は場面場面で変わるものだといっても、その基本となる

考え方に大きな不一致はないと考えます。その合意できる点を文章にしたものが学会倫理

規程です。あいまいではあっても文章化することには意味があります。第 1 に、文章化さ

れたものがあって始めて「不一致があるとすればどこか」という議論が開始できます。第 2

に、会員がこれを行動に移すときはいずれにせよ自分の言葉に置き換えざるを得ないので

すが、文章化されたものは会員各自の考え方が独り善がりでないかどうかのチェック機能

を果たします。我々はこの規程を、グループでの議論や会員各自が行動を省みるときの規

範のたたき台として利用していただきたいのです。 

どこまで書けば会員が迷わないで判断できるかについては委員会でも時間を掛けて議論し

ております。結論的には多くの事例を集めてそれを示していくしかないと判断しています。

このような事例集作りはある程度時間を要します。今後学会では制定委員会のあと規程の

改訂も含めてさらに検討を続ける委員会設置の予定ですが、そのような場で事例集作りも

手掛けていきますので、ご協力をお願いします。 

なお、核物質防護については、行動の手引き（行動指針）５－４に別途記載してあります。

このように手引きと手引きが相反する場合は現実問題としてよく現われます。どちらを優

先するかは状況ごとに会員が判断しなければなりません。このような注意は行動の手引き

の前文部分に加えました。また、「公益」とは何かの議論も今後続けていきたいと存じます。 

「情報公開」について委員会は「公衆に対する説明責任を果たすことである」という見解

を持っています。このため前文では「公開の原則のもとに」という表現に止めていますが、

憲章では「公開を旨とし説明責任を果たす」と説明を加え、行動の手引き（行動指針）５

－５で若干説明を加えています。不十分だというお叱りは甘受いたしますが、今後さらに

議論を続けますのでご協力をよろしくお願いします。 

匿名希望Ｅ様から頂いたご意見（再度の２） 

行動指針案５－３．は削除されたい。 

（ご意見の補足） 

１．組織が営利企業である場合、この行動指針案はどのように機能するのか不明です。各

会員が「公衆の信頼感・安心感を失わないために」必要な行動を、当該組織内で不断に努

力することは極めて重要であり、各会員がそのために高い使命観を持つことは、常に求め

られます。その範囲で指針化することには賛成しますが、そのことと、情報公開という対

外的な行為とは別次元です。 

２．特に行動指針案５－３．第 2 文は、会員が国家公務員の場合には、国家公務員法違反

を、地方公務員の場合には地方公務員法違反を、そして会員が民間人である場合には、損



害賠償請求等の民事上の責任を負う可能性を、むしろ学会として推奨しているものと考え

ます。指針としてはまったく不適切です。会員の中には国立大学の教官や、見なし公務員

の方々も多いと思われますが、お気をつけ下さいますよう、注意を喚起しなければなりま

せん。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.6.19 回答） 

行動の手引き（行動指針）５－３は、まさに「公務員法に違反しても、また、損害賠償請

求等の民事上の責任を負うことになっても」それが「公衆の安全のために必要な情報であ

る場合には」公開するよう行動せよと言っているのです。なお、原案にあった「信頼感・

安心感を失わないために必要な情報」という表現は変更してあります。そのような（感性

に訴える）情報は、「速やかに公開」する前に確認する（５－１）ことが困難なためです。

さて、我々が倫理的に行動するということの一部に法令・規則を遵守することは含まれま

すが、それが全てではありません。法律は違反したときに罰を科すことで社会秩序を守る

ため使われますので、どうしても最低限のモラルだけを要請することになります。悪事の

実行に罰を科することは法律になじみますが、悪事を防止しなかったことに罰を科するこ

とについては疑問があります。まして善い行いをしなかったからといって罰するのは不当

です。一方倫理規程は、悪事は防止しよう、善い行いをしよう、と一段上のモラルを要請

するものでなければならないと考えています。 

この手引きの実行に当っては細心の注意が必要です。残念ながらその行為が倫理的に正し

かったとしても、その行為者を守る能力は現在の学会にはありません。したがって個人の

責任で行動してもらうことになります。現実には内部告発という手段に訴える前に他の手

段で問題を解決できることが多く、この手段に頼らざるを得ないケースはめったにないと

思います。他の手段を探そうともせず、いきなりこの手段をとるのは倫理的にも問題があ

ると我々も考えています。しかし最後にはこの手段を用いてでも「公衆の信頼感・安心感

を得る」よう行動せよ、と会員の高い使命観に訴えているのがこの行動の手引き（行動指

針）です。 

法律は当然守らねばなりません。そして法律が完璧なものであるなら、公務員法に違反す

ることを要求していることにはならないと思います。万一法律に欠陥があり、それを守る

ことが公衆の安全を損なうことになるなら、これは本当に厳しい状況ですが、法律に反し

ても適切な行動をとるべきだと思います。 

このような点につきましては具体的事例を念頭に置かなければ議論が不毛になるように感

じております。その意味で、次の段階で事例集作り等に取り組みますので、その中で議論

を続けさせていただきたいと存じます。 

匿名希望Ｅ様から頂いたご意見（再度の３） 

行動指針案５－４．中「好ましくないもの」の意味するところを明確にすべきである。そ

れができないのであれば、行動指針５－４．の削除を求める。 

（ご意見３の補足） 



１．行動指針に解釈の別れる表現を用いることは好ましくない。おそらく、制定者は「核

不拡散」等の用語をもって自明なものと考えているのであろうが、余りにも安易である。 

２．例えば、ある物質の地上からの全廃を目指すことが「公益」と考える者からすれば、

ある物質に関する情報を何でも公開することは「好ましい」ことであり、指針案５－４．

はその実際の適用に際し、大きな混乱をもたらします。 

３．指針案５－４．「好ましくないもの」の表現は、世界の核不拡散へのわが国の一番の協

力が、わが国の原子力開発を凍結することと言ってはばからない国内外の者が存在してい

る（学会員にもいらっしゃいます。）ことをも考えると、指針として体をなしていません。

指針案５－２．及び５－３．との関係も不明です。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.6.19 回答） 

行動の手引き（行動指針）５－２、５－３との関係から説明しますと、これは例外規程で、

５－４に該当する場合はこちらに従えと言っているのです。そのような条文間の関係も今

後明確にするよう努力していきます。 

情報公開法に整合させるなら、「個人情報、法人情報、核不拡散等情報、核物質防護等情報、

意思決定プロセス情報、業務運営に関する情報については非公開にすることができる」と

なります。このように書けば、情報公開法も知らない会員にそれを教える効果はあります。

あえて情報公開法に整合させなかったのは、会員が「それが全てだと考える」ことによる

思考停止に陥ることを防止したいからです。「公衆の安全・利益等のために公開することが

好ましくないもの」という表現に止め、「核不拡散」という例を一つだけ示すことで会員に

このことについても考えることを要求しているのです。情報公開法などで定義されている

ことについては今後解説集のようなものを整備してそこで説明するようにしていきたいと

考えます。 

何を正しいと考えるかは、究極のところは個人の見解で学会としての一致は難しいかもし

れません。しかしそこを恐れずに議論をしていこうというのが我々の意見です。学会員は

専門家として科学的事実を尊重すること、科学的事実の普及に努めることも行動の手引き

（行動指針）６－１、６－２で要求しています。学会はご指摘の「何が好ましくないか」

についても積極的に議論する責任ある組織となるべく、一層の努力すべきだと考えますの

で、ご協力をお願いします。 

匿名希望Ｅ様から頂いたご意見（再々度） 

「５－３」の削除を求めます。 

（ご意見の補足） 

１．本項目に関しいただいた見解からは、法律が社会においてどのような意味を有するか

について、必ずしも十分な学術的背景をお持ちにならない方が関与、起草されていると、

考えざるを得ません。 

（１）法律は最低限を規定し、倫理規定は高いモラルを規定するとのご説明ですが、法律

違反をすること（あるいは少なくともその可能性を教唆すること）が高いモラルであると



いうのでは、法治主義の否定になります。 

（２）「善い行いをしなかったからといって罰するのは不当です。」とのご説明もおかしい

ですね。法律の解釈は司法が行うわけですが、不作為と処罰に関する近時の判例傾向をよ

く御検討くだされば、このようなご説明にはなりません。当然この当たりは法解釈、立方

政策の問題にも関係しますが、この見解をお作りに成られた方々の個人的な見解ではすま

ない問題を含んでいます。そもそも、「善い」モラルがあれば何をしても良いとのご説明で

は、５－３を削除すべきことに対する反論になっていません。モラル的に「善い」とは何

か、特定の価値を強要していませんか。「一段上のモラル」とは何でしょうか。意味不明で

す。 

（３）ご説明には、「法律は当然守らねばなりません。そして法律が完璧なものであるなら、

公務員法に違反することを要求していることにはならないと思います。万一法律に欠陥が

あり、それを守ることが公衆の安全を損なうことになるなら、これは本当に厳しい状況で

すが、法律に反しても適切な行動をとるべきだと思います。」とあります。思想の自由はあ

りますので、何をお考えになっても良いのですが、学会として、本当にそのような統一見

解になさるのですか。自分が（善いモラルに基づいて）適切と思えば法律違反をせよとい

うことですね。それこそ、かつての大学紛争の際に多用された論理です。それはモラル（モ

ラルにもいろいろなモラルがありますね。）の相違の問題ではなく、社会の中でどのように

生きていくかについての哲学的な部分にかかる問題であり、私と制定委員会（ないしこの

部分の解説をお書きになられた方）との間には、明確に価値観の相違があります。ご説明

では「具体的事例を念頭に置かなければ議論が不毛になる」とされていますが、本質的な

問題を先送りして事実上議論を収束させてしまおうという意志が見られます。個別事例の

議論ではなく、哲学が問われています。学会は本質論を議論する場だと思っています。 

（４）「自分には「善い」ことがわかっている→自分は「善い」ことを体現しようとしてい

る→実定法（あるいは組織・社会）にはまちがっているところがある→違法でも「善い」

ことをすることは良いことだ→良いことをする。」というような考え方であれば、そのよう

な行為は、オウムのおぞましい事例をあげるまでもなく、現実社会から遊離するでしょう。 

（５）５－３は改正された原子炉等規制法第６６条の２を踏まえたものとのご見解のよう

ですが、ご承知のように両者には以下のような差異があります。 

   （５－３の表現）←→（法第６６条の２） 

   「公開する。」←→「主務大臣に申告することができる。」 

   「守秘義務違反を問うてはならない。」←→「不利益な取り扱いをしてはならない。」 

   すなわち、 

  １）「公開」と「主務大臣への申告」とはまったく次元がことなるものであること 

  ２）「する。」と「することができる。」とでは、行為主体者に対する強制の程度において

まったくことなるものであること 

  ３）「守秘義務違反」と「不利益な取り扱い」とは異なること 



  以上のような、本質的な差異があるにもかかわらず、それについての合理的説明がない

ままに、あえて法律とは異にする文言にこだわる理由が理解できません。ご説明ください。 

また、法的に守秘義務が求められる職種につかれている会員も多いと思いますので、５－

３は法律からの逸脱を示唆していることにつき、法的関係をどのように整理されているの

かご見解をお示しください。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.8.7 回答） 

結論から申し上げますと、５－３は原案のままとさせていただきたく、よろしくご理解の

ほどお願い申し上げます。 

法と倫理の関係につきましては、エンジニアであり法学部も卒業していらっしゃる技術士、

杉本泰治氏が次のように書かれています。 

------------------------------------------ 

倫理は主としてモラルから発生し、法は、主として常識（＝共通意識）から発生する。法

と倫理は、法の足りないところを倫理が補い、倫理の足りないところを法が補う補完関係

にある。なぜ、補完が必要なのだろうか。 

法による強制は強力だが、それだけでは不十分というのは、第 1 に、制裁は人の自由を束

縛し（懲役、禁固など）、人の財産に干渉する（罰金、損害賠償など）性格のものだから、

人の権利を不当に侵害することがないよう、適用の条件が厳格に規定される。その結果、

社会から非難されるようなことでも、法的追求を免れ、法の網から漏れるという空白部分

が生じる。 

第２に、強力な法律を作って義務として強制しようとすればするほど、人々は、責任を他

人に転嫁して逃れようとする。法を積極的に順守するよりも、法による制裁を逃れさえす

ればよいという消極的な対応になりがちである。そこにも法の空白部分が生じる。 

第３に、事故が起きてから法律によって責任を問い制裁するのは、後追いの手法である。

いかに多額の損害賠償を得ても、失われた生命は戻らず、失われた健康はしばしば回復不

能である。人の生命や健康にかかわることは、起きないように抑止する歯止めとなる行動

が必要だが、それには法による強制はほとんど無力である。 

倫理の場合も、倫理規程を制定し、違反すれば制裁する、という強制の手法は、法律の場

合と同じ結果になる。倫理は、人が、他から強制されることなく、みずから目標を定め、

自律的に遂行するものである。 

（杉本泰治・高城重厚著、技術者の倫理入門、丸善、2001.4） 

------------------------------------------ 

委員会では法と倫理の関係を上述の杉本氏の意見と同じように捉えております。したがっ

て倫理規程の文言が法と異なるのは当然だと考えます。 

委員会は法律違反を教唆する意図はまったくありません。このことは前文に「法令・規則

を遵守し」と明記しているところから、是非ともご了解いただきたいと存じます。また、

５－３が法律からの逸脱を示唆しているとのご指摘ですが、そのようなご心配はご無用で



す。５－４において「公開することが好ましくないものについては公開する必要はない。」

と明記していますので、５－３の適用にあたっては５－４に抵触しないかを考える必要が

あります。法律違反になるような行為は当然５－４に抵触するものと委員会では考えてお

ります。 

なお、「万一法律に欠陥があり、それを守ることが公衆の安全を損なうことになるなら、こ

れは本当に厳しい状況ですが、法律に反しても適切な行動をとるべきだと思います。」とい

う解釈につきましては、ご指摘のように学会員全員の賛同を得ることは難しいことを理解

いたします。この解釈自体は倫理規程案に含まれているものではございませんので、当面

の規程制定にあたっては除外してくださいますようお願い申し上げます。ただ、この意見

は委員会の多数意見であることは申し添えます。また、今後のフォローアップ委員会では

このような解釈につきましても、会員の意見分布がどのようになるかを調べていきたいと

願っております。 

匿名希望Ｅ様から委員会の見解に対し頂いたコメント 

「行動の手引き」５－３に関する倫理規定制定委員会の見解については、以下の観点から

納得することはできず、改めて「５－３」の削除を求める。 

（１）原子炉等規制法第６６条の２との関係につき、何ら合理的な説明がなされていない。 

（２）法と倫理との関係についての杉本氏の見解が援用されているが、その見解は法哲学

の分野の多数説とは認められない。一方的に自己の主張に好都合な論理のみを示して「ど

うだ。恐れ入ったか！」と言う手法は笑止であり、原子力のこれまでの社会との関係から

得られる教訓から何も学んでいないと言わざるを得ない。学会のメンバーとして恥ずかし

い。 

（３）いくら倫理規定制定委員会が「法律からの逸脱を示唆しているとのご指摘ですが、

そのようなご心配は無用です。」と言っても、文言自体がそうなっていることには、変わり

がない。なお、「５－４」の存在を「無用」の理由としているが、守秘義務を破ることを定

める「５－３」に対して、「５－４」では単に「必要はない。」と言っているのみであり、

守秘義務破りは否定していない。従って、心配ご無用という理由にはなっていない。全く

「軽い」議論である。 

（４）これまで、倫理規定制定委員会は「万一法律に欠陥があり、それを守ることが公衆

の安全を・・・法律に反しても適切な行動をとるべきだと思います。」との理由で、５－３

削除についての私の意見を拒否してきたが、「この解釈自体は倫理規定案には含まれている

ものではございませんので、当面の規定制定にあたっては除外してくださいますようお願

い申し上げます。」とは、どのようなことか。私の意見を拒否する理屈を撤回するのであれ

ば、私の意見を採用していただきたい。同一パラグラフで「ただ、この意見は委員会の多

数意見であることを申し添えます。」とは、「当面はごまかしておいて、後からやはりそう

だ。」という、逃げではないのか。このようなごまかしには不信感を持つ。もう少しご発言

にロジック性、継続性を持って欲しい。 



 

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Ｉ様から頂いたご意見１ 

５－２．・・・組織はあらかじめ情報公開に関する手順を定めておくことが望ましい。 
→「必須」ではないのか？ 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2005.7.12 回答） 
あらかじめ手順を定めておくことまで必須だといえるかで議論がありましたが、そうでな

ければ実施不可能ですので「必須」だと考えます。ご指摘ありがとうございました。ただ、

これは個人会員の努力だけでは実現不可能です。そこで条文を抜本的に見直し、次のよう

に改訂したいと存じます。 

所属する組織が情報公開の手順を定めていない場合は，会員は，適切な公開が可能となる

ように手順の制定を組織に働きかける。 

匿名希望Ｉ様から頂いたご意見２ 

５－３．会員は，組織の守秘義務に関わる情報であっても，公衆の安全のために必要な情

報は，これを速やかに公開する。この場合，組織は守秘義務違反を問うてはならない。ま

して，組織内において不当な扱いをしてはならない。 
→法的に問題はないのか？ 「守秘義務違反」で訴えられたら勝てるのか？ 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2005.7.12 回答） 
この条文に従って守秘義務違反した会員は罪を問われる可能性はあります。したがって会

員は個人の責任で情報公開しなければなりません。この条文は会員に対し非常に厳しい要

求をしているということは倫理委員会としてもよく承知しております。それでも会員には

公衆の安全第一で行動していただきたいと考えます。なお、問題になるのはどこまでが「公

衆の安全」のため必要な情報かに関する判断です。これについても会員は自己の責任にお

いて正しい判断をしていただきたいと存じます。なお、この条文があるため学会が訴えら

れることはないかという点については、顧問の弁護士に相談し、そのような問題は生じな

いという判断をいただいています。 
匿名希望Ｉ様から頂いたご意見３ 

５－４．原子力に係る情報でも，核不拡散や核物質防護，公衆の安全・利益等のために公

開することが好ましくないものについては公開する必要はない。ただしその場合でも，会

員はあらかじめそれを明示し，公開できない理由を説明する。 
→「聞かれたらいつでも説明できる」で良いのでは？ 予めのオープンなど非現実的

に思える。 
頂いたご意見に対する委員会の見解（2005.7.12 回答） 
「あらかじめ」は削除いたします。これは「一々あらかじめ明示するのは困難」だという

ことを認めたものです。ただ、「あらかじめ明示できるようになっていなければおかしいと



思う」という意見があることもお伝えいたします。ご指摘ありがとうございました。 
 

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 

「公衆の安全・利益等のために公開することが不適切と判断されるものについては公開す

る必要はない。」について 

この文章は、どのようなことを想定しているのか分かりません。この文から連想するのは、

もんじゅの事故です。「公衆の安全・利益等のため」との技術者の判断と公衆の判断が一致

するだろうかと疑問を感じます。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2005.11.29 回答） 
例えば核物質が盗まれないようにするための防護体制などは、公開してしまうと核物質を

守りきれなくなります。このような情報は公開してはならないことになっており、技術者

の判断と公衆の判断は一致しています。ただ、例をあげないと判りにくいので、用語集で

説明するようにします。 

 

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

＜情報の＞公開５－２．の２番目の文章で、「社会との良好な関係を」とありますが、「社

会からの信頼を」との記載にした方が良いかと考えます。前者の記載では「情報公開を行

えば、良好な関係が出来る」というような少々驕り高いような感じにも思われます。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2007.8.21 回答） 
この文章は「隠蔽が良好な関係を破壊する」ことを指摘しているのであり、「情報公開を行

えば良好な関係ができる」と主張しているわけではありません。ご指摘のような意図はな

く、またそのような誤解を招くこともないと思いますので、原文のままとさせていただき

たいと存じます。 
 
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 

「５－４．・・・不適切と判断されるものについては公開する必要はない」とあるが、これ

では、必要はないが公開しても構わないと読める。しかし、核不拡散や核物質防護に係わ

る一定の情報は「公開してはならない」のではないか？ 
頂いたご意見に対する委員会の見解（2007.8.21 回答） 
「行動の手引き」５－４．は、原則公開という理念を前提とし、条件によっては公開する



必要はないという趣旨の文章です。したがって、「公開しても構わない」という読み方はで

きないものと考えます。倫理委員会としましては、公開の是非をきちんと考えることが大

切という意味を込めて、原文通りとしたいと存じます。なお、「公開してはならない」とま

で書く条文とするなら、対象を明確に限定して記述することが必要であり、それは倫理規

程の目指すものとは違ってきます。どんなものは「公開してはならない」のかは用語集に

一応記述しますが、それは必ずしも明確化されていないこともご理解ください。核不拡散

に関しては、「核兵器あるいはその他の核爆発装置の拡散を防止する観点から国際的に特に

厳格な管理が要求されている情報」(第 136 回国会法務委員会議事録等)という定義があり

ますが、これだけで「公開してはならない」情報を明確化できるとは限らないと思います。

また、核防護に関しては、「不法に開示されると核物質及び原子力施設の防護を損ねるおそ

れがある情報」(原子力安全・保安院「核物質防護情報の管理に関する実態調査」の調査結

果について等)と説明されていますが、やはり「公開してはならない」情報が明確になって

いるとは言いがたいと存じます。 

 

2007 年 9 月の理事会から頂いたご意見 

行動の手引５－３．＜守秘義務と情報公開＞「会員は，公衆の安全上必要不可欠な情報に

ついては，所属する組織にその情報を速やかに公開するように働きかけるとともに，必要

やむを得ない場合は，たとえ守秘義務違反に係る情報であってもその情報を開示する等に

より，公衆の安全の確保を優先させる。」とあるが、公衆の安全上必要不可欠な情報につい

ては守秘義務はないのではないか。 
頂いたご意見に対する委員会の見解（2007.10.16 回答） 
「自らの業務に係る契約を誠実に履行する」ことにとらわれすぎ、「法令や社会の規範を遵

守」することを忘れることはありうることです。公序良俗に反しない限り契約は法に優先

しますので、法令違反の契約はそもそも無効だといえばその通りですが、視野が狭いとそ

れに気づかないこともあります。「自らの業務に係る契約を誠実に履行する」にあたっても、

「法令や社会の規範を遵守」する範囲内であることを確認することを求めているのがこの

条文です。すなわち「その範囲内で」は守るべきことの優先順位を示しているもので、削

除しない方が望ましい表現であると考えます。原文のままとさせていただきたいと存じま

す。 
 

2009 年修正版策定にあたり頂いたご意見 
 

成澤俊輔様から頂いたご意見 
5-2＜情報の公開＞によれば、“原子力に係る情報は，適切かつ積極的に公開する”とありま

すが、5-4＜非公開情報の取り扱い＞では“核不拡散や核物質防護，公衆の安全・利益等の

ために公開することが不適切と判断されるものについては公開する必要はない”とありま



す。公衆に対して利益になりえるのか損害を与えるのかの線引きはどこにあるのか疑問が

残ります。また、公衆に対してこの情報が利益をもたらすのか、損害を与えるのかを誰が

判断するのかも明確にされていないと思います。(5-4)の核不拡散・核物質防護の情報の非

公開の部分は条文の中に入れておくべきだと思いますが、あえて後半部分の公衆の損益な

情報の部分を加える必要はないと思います。よって、私の原子力倫理規程に対する改訂提

案は(5-4)の条文の一部(公衆の安全・利益等のために公開することが不適切と判断されるも

のについては公開する必要がない)の削除です 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2009.11.27 回答） 
線引きが明確にできないことを倫理規程で取り上げることについての疑問だと思います。 

「公衆に対して利益になりえるのか損害を与えるのかの線引き」が難しいというご指摘は

もっともですし、できればその線引きを「誰が判断するのか」を明確にすべきとのご指摘

もその通りだと思います。ただ、ここでご理解いただきたいことは、倫理規程とは数値を

代入すれば一意に答えが求まる公式のようなものではなく、配慮しなければいけない重要

項目を列記したものだということです。 
核不拡散や核物質防護の観点から公開すべきでない情報があることはご理解いただいてい

ると思います。それ以外にも公開すべきでない情報はたくさんあります。法律でも、個人

のプライバシーに関する情報、企業の経営に係る情報などは公開の必要はないとされてい

ます。しかし、公開することが公衆の利益だと判断される場合は、公開する必要がありま

す。例えば、経営が悪化した企業は安全を軽視するかもしれず、経営情報開示が公衆の安

全のため必要となる場合もあります。したがって行政機関の保有する情報の公開に関する

法律では、個人や企業に係る情報であっても「人の生命、健康、生活又は財産を保護する

ため、公にすることが必要であると認められる情報」は公開しなければいけないとされて

います。しかしこの「公にすることが必要であると認められる情報」の線引きはこの法律

においてすら明確とされていません。関係する人全員が適切な情報公開のあり方について

考え、適切に振舞うことで、問題の発生を防ぐしかないのです。5-4＜非公開情報の取り扱

い＞は、「情報はすべて公開すればいい」といった安易な考えを戒めるものです。公衆の安

全・利益等のため必要でない情報を、所属する組織のルールを犯して公開してはいけませ

ん。 
なお、核不拡散や核物質防護の観点から公開できない情報の線引きも簡単ではありません。

不適切な拡大解釈がなされると、公衆の安全・利益等のために公開することが適切と判断

される情報が秘匿される恐れがあります。公開の適・不適の判断は核不拡散や核物質防護

に係る情報についても要求されていることもご理解ください。 
 

行動の手引５－６．について頂いたご意見とそれに対する委員会の見解 

 

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 

原子力文化振興財団・電力会社・資源エネルギー庁などの一般向けのパンフレットなどを

見ていると、上記の項目に照らして、疑問を感じる点が多々あります。これから改善され

ることを切に願います。 

また、７月にＨＰで意見募集をされていた原子力学会教育委員会の「初等・中等教科書お

よび学習指導要領におけるエネルギー・原子力の扱いに関する要望書（案）」も、５－６、

６－２に照らして疑問を感じるものでした。これらの項目の会員への浸透に、力を注いで

いただきますようお願いいたします。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2005.11.29 回答） 
パンフレットに関してどのような点に対し疑問を感じられたのかがわかりませんので、具

体的な内容の回答は差し控えさせていただきますが、わかりにくい、あるいは一方的な情

報の提供が行われているとのご指摘と思われますので、今後，倫理委員会を含めた学会、

あるいは業界全体で、適切な取り組みを行いたく存じます。 

原子力学会教育委員会の「初等・中等教科書および学習指導要領におけるエネルギー・原

子力の扱いに関する要望書」が、５－６、６－２に照らして疑問を感じるとのことですが、

これは６－１．に沿った要望書です。学会は価値観を押し付けるつもりはありませんが、

今後とも科学的に明白な間違いに対しては毅然とした態度でその間違いを指摘していきた

いと存じます。 

 

行動の手引５－７．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 

 

中村収三様から頂いたご意見 

先日来申し上げている件を改めて提案します。 

原子力学会の倫理規程案は、日本の学会の倫理規程としては珍しく、会員に内部告発を義

務づける条項をもうけていますが、グループ指向の強い日本では、個人に義務を課するよ

り、集団で問題を処理するように仕向けるのが望ましいと考えます。具体的には、先日の

機械学会の分科会で差し上げた、「技術者倫理を考える」と題する短文に書いたようなこと

を想定しています。そのため特に、下記の一条を追加されることを提案します。 

＜組織内の体制整備＞ 

原子力の利用にたずさわる組織体は、その構成員が、この倫理規程に関わるような問題を、

組織内で、遠慮なく提起したり議論したりし易いように、組織内の規定や、体制の整備に

努めなくてはならない。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.3.21 回答） 



ご提案は非常に重要であり、当委員会としては重く受け止めています。しかし、今直ちに

ご提案の一条を憲章の中に直接的に採り入れる以前に、当学会として整備すべき課題があ

るように思われます。 

ご高承の通り、原子力利用は安全上の取り扱いを誤れば大きな災禍をもたらしかねないの

で、法のもとで厳しく規制されています。具体的には原子炉等規制法がこれに当たり、JCO

事故後この法律は改正され、内部告発に関して次の条文が追加されました。 

（主務大臣に対する申告） 

第六十六条の二 精錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処

理事業者、廃棄事業者又は使用者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する

事実がある場合においては，これらの者の従業者は、その事実を主務大臣に申告すること

が出来る． 

２ 精錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃

棄事業者又は使用者は、前項の申告をしたことを理由として，その従業者に対して解雇そ

の他不利益な取り扱いをしてはならない。 

法律とは異なり、道徳的規範はさらに深いレベルのことが要請されます。原子力学会倫理

規定案では、憲章２．で「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が安心感を得られるよう努力する。」とし、さらに行動指針で 

＜経済性優先への戒め＞ 

２－４．（現在は２－５）会員は、原子力・放射線関連の施設の運転管理にあたり、経済性

を安全性に優先させてはならない。また、資金不足を安全性の低下した状態の放置の理由

としてはならない。 

＜安全性向上の努力＞ 

２－５．（現在は２－６）会員は、運転管理する施設の安全性向上に努めなければならない。

安全性の損われた状態を自らの権限で改善できない場合には、権限を有する者へ働きかけ、

それでも改善されない場合はその情報を公開しなければならない。 

のように謳い、最終的には内部告発に訴えるよう示しています。内部告発（whistle 

-blowing）については、上に述べたように「権限を有する者へ働きかけ」ることと、それ

でも改善されない場合に（外部に）「その情報を公開」することの双方を含む、という解釈

もあります。我々は後者、すなわち狭義の内部告発のみでなく、「権限を有する者への働き

かけ」が容易にできるようにするためのシステムが組織内に必要であると考えますが、当

学会としては今後対処すべき課題です。 

これらの規定が空文ではなく、有効に働くようにするためには、「権限を有する者へ働きか

け」正当な内部告発者を保護し、組織内で内部告発情報が公正に処理できるシステムが必

要です。 

ところで、欧米におけるいわゆる Professional Societies の Ethics Codes は、構成員で

ある個々の professionals のモラルについて述べるもので、今回提案されている我々の倫



理規定もそれに大きく影響されていることは否めません。Profession では個人を規制する

だけでは不十分で、組織、特に企業を規制する必要があり、企業体の倫理が強く要請され

ていることは今更申し上げるまでもありません。 

原子力という Profession では、professionals はほとんどの場合組織内従業者であり、特

に法で規制される精錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、等々が個人である場合は皆無

と言えましょう。 

一方、日本原子力学会の会員は正会員、賛助会員、推薦会員、及び学生会員からなり、正

会員と賛助会員が法定の社員となっています。正会員は個人であり、賛助会員は「本会の

目的に賛同し、その事業を援助する企業または団体」（傍点は強調）と定款は規定していま

す。この状況は、多くの技術系学協会においても同様のことと思います。原子力学会はそ

の揺籃期において賛助会員の強い支援のもとに今日の姿に成長してきました。しかし今後

の学会では、これらの「組織体」には Profession の主体として単に援助する以上の役割が

要請されています。 

我々の倫理規定案で言う「本会の会員」とは、これら全ての会員を指します。また当委員

会としましては、組織として加入している「企業または団体」、すなわち「組織体」に対し

て、個人である正会員と同様の、あるいはそれ以上のモラルある行動を望んでいます。 

したがって、当委員会としては、倫理規定の中にご提案のような条項を入れる前段階とし

て、倫理規定案の提案趣旨説明において、賛助会員の今後の位置づけについての同意を求

め、倫理規定制定後に原子力学会内部に Professional Ethics に取り組む組織（学会組織

の中の、先生の言われる「体制の整備」に当たります）を置くことを提唱し、その組織が

主体となって原子力倫理教育の大学等教育機関に対する支援、個々の原子力関連企業のみ

ならず関連企業連合体に対する啓蒙等の働きかけを行うよう、推進してゆく所存です。迂

遠のようですが、その行動の中で、例えば QC サークル活動に匹敵するエシックス・サーク

ル活動の提唱などを行いたいと考えております。 

（この当時、５－７の条文はなかった。５－７の追加は 2003 年改訂版まで見送られた。） 

中村収三様から頂いたご意見（再度） 

わたくしの提案に対して、大変丁寧なご回答を賜りありがとうございます。貴委員会の真

摯なご努力に深甚の敬意を表します。 

重要な提案ではあるが、現時点では提案のような条項を加えず、将来の検討課題としたい

とのこと。諸般のご事情から判断された結果だと思いますが、私はなお強い危惧を持ちま

す。 

原子炉等規制法の改訂も、内部告発をし易くするためのものです。しなくて済むようにす

るためのものではありません。また、本規定案は組織にも倫理を守るよう義務付けていま

すし、従業員にも内部告発する前に組織内で権限を有する者に働きかける義務を負わせて

います。しかし、従業員が組織内でその様な発言をしやすくするようにする組織の義務は

どの条項でも言及されていません。個人の義務規定にくらべ、組織の義務規定が不十分だ



と言わざるを得ません。念のために申しますが、組織の倫理義務を強化すべきだと言って

いる訳ではありません。個人が発言しやすいようにする義務を言っているに過ぎません。

申しあげた通り、このことは日本の社会において特に重要な意味をもつと考えます。 

改めて、再考を促したいと思います。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2001.6.19 回答） 

再度のご提案、有り難うございます。ご意見の基本的部分は、「行動の手引き」（「行動指針」

を改題しました）前文の中に取り入れさせていただき、以下（下線部分）のように追加し

ました。 

「日本原子力学会員の会員には正会員、推薦会員、学生会員からなる個人会員のほか、賛

助会員の企業または団体も含まれる。憲章や行動指針の内容は個人会員として果たすべき

ものばかりでなく、企業や団体という組織が果たすべきものが多く含まれる。組織人は組

織の利益を優先させ個人としての責任を軽視する傾向がある。組織が果たすべき責任につ

いてもそれを構成する個人の責任が大きいことを我々は忘れない。また、賛助会員の企業

または団体は、本倫理規程が遵守されるよう組織内の体制の整備に努める。」 

さらに、内部告発については、行動の手引き 5－2に「適切な公開を可能とするため、組織

はあらかじめ情報公開に関する手順を定めておくことが望ましい。」を加え、組織としての

具体的な対応の方法を示すことにしました。 

いずれにしましても、倫理規程は作ればよいというものではありませんので、今後日本原

子力学会が、倫理問題をフォローする組織を設け、体制を整備して活動を行うよう、当委

員会として提案しているところです。今後とも建設的なご意見を頂ければ幸甚です。 

（この当時、５－７の条文はなかった。５－７の追加は 2003 年改訂版まで見送られた。） 

 
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Ｎ様から頂いたご意見 

「・・・倫理に関わる問題を自由に話し合える体制になっているかを見極め・・・」につ

いて、 

具体的な体制の整備を求めているようにも読み取れると思います。現実問題としては、倫

理に係わる問題を自由に話し合える「雰囲気」とか「風土」になっていることが重要であ

り、この次に倫理問題を適切に処理する体制を構築することが重要ではないかと思います。 

頂いたご意見に対する委員会の見解（2005.7.12 回答） 
ご指摘、ありがとうございます。ご意見を拝承して、条文を次のように改訂したいと存じ

ます。 

会員は，所属する組織では構成員が倫理に関わる問題を自由に話し合える組織の文化にな

っているかを見極め，不十分なときは組織・体制も含め組織の文化（風土、雰囲気）を変

革するよう努める。 



 

 


