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※発言をそのまま書き起こしたデータを基に、個人情報に関する部分を削除し、文意が通

るように修正を行っています。 

 

【グループワーク】 A 班 

自分の意見を話し、相手の意見を聞く 

・ 原子力は本当に安全か？ 

・ 原子力は本当に必要か？ 原子力はやめることができるのか？ 

・ エネルギーの中の原子力の位置づけは？ 

 

 

初の発表者とファシリテーターの決定 

 

（サブ F） ではまず、発表者とファシリテーターを決めていただきます。発表者が変わっ

ていくたびに、ファシリテーターも変わっていって、全員ファシリテーターをするという

ことになります。 

 

―― 端っこがいいと思うのですけど。 

 

（サブ F） では、いいですか？ こちらの方が 初に発表してくださるようです。 

 

―― このままずれていったらいいんじゃないですか？ 

 

（サブ F） ではその順番でいきましょう。 

 この班は 5 人ですので、模造紙を上の段 3 つ、下の段 2 つに分割していいですか？ 境

界線を書きましょうか。よろしいですか？ 皆さんのお名前を、好きなところにお書きく

ださい。 

 

（模造紙の準備と名前の記入） 

 

（サブ F） では、1 番目のファシリテーターはどなたですか？ 

 

―― 私です。 

 

（サブ F） はい。お願いします。 

 5 人ですので、1 人 12 分になります。発表は 5 分ですので、4 分になったら手を挙げま

す。よろしいでしょうか。 
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発表者 1 

 

（F1） では、まず 5 分で発表をお願いします。 

 

（発表者 1） 私は、『原子力は本当に安全か？』とか、3 つのテーマが書かれていました

けれども、そんなのは分けることはできないということで、私の考えていることを、当面

の話と長期の話とに分けて書いています。 

 私は鉄鋼業界にいて、石油ショックのときにはいろいろバタバタした経験もあり、新エ

ネ開発とかに携わったこともあって、ひとつはコストだと思っています。日本は貿易立国

だから、メリットとデメリット、リスクは負わないといけないという感じで、ものを考え

ています。 

 100％安全ということは絶対にないし、どこまでだろうかと。安心という言葉はなかなか

難しくて、安全というのはパーセントだし、安心というのは安全に加えて信頼がないとい

けない。今、信頼できるかというと、ないだろうというのが私の意見です。 

 それで、妻ともめたところでもありますけれども、どうしても（原発を）どこかで動か

さないといけないだろうと。つぶすわけにはいかないし。どこまでで（どこまで安全が確

保されたら）動かせるかといったら、4 つの調査会があって、原因と対策を挙げている。で、

そこの制度的な対策というのは難しいし、なかなかいかない。技術的に、津波と地震のと

ころがある程度のところまでいっているから、動かさざるを得ないのではないかというの

が、当面の私の考え方です。 

 それは、いいということではなくて、じゃあ、長期的に本当に原子力は安全か、経済的

に良いのかというところには非常に議論の余地があるのではないかと思っています。それ

は何かというと、高速増殖炉で 2000 年エネルギーが持ちますと言っているけど、その根本

の高速増殖炉という技術自身が中途半端になっているし。それに対して本当に見通しがあ

るのか、ないのか。なぜ止まっているのか、とかいうところをはっきりしないまま、いろ

いろなものが進んでいるし。 

 放射性物質を短時間で破壊するための、高速増殖の技術。それは理論的には正しいのか

もしれないけど、工学的になっているのかというところが一番の問題で、そこのところを

議論の土台に乗せないのがおかしいのではないか。それは、今動かす、動かさないの問題

（当面の課題）と別の話として、じっくりやらないといけない。 

 それで、私がここ 2 週間で一番残念だったのは、発送電分離という法律が通らなかった。

それは原子力ムラ云々より、日本の問題じゃないかというのが、私の意見です。発送電を

はっきりすると、前に進むというのが私の主張というか、考えです。以上です。 
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（サブ F） 4 分間できちっと話していただきました。 

 

（F1） そうしたら、皆さんから意見と質問を出してもらいたいのですけれども。 

 

（サブ F） 書いて、手元にストックしておいてください。 

 

（F1） 皆さん、質問や意見があったりしたら、書いてください。 

 

（サブ F） 目安は 2 分くらいです。 

 質問だったら、頭に Q と書いてください。意見だったら書かなくていいです。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） テーマは 3 つともという意味ですか？ 

 

（発表者 1） 3 つが全部重なっていて、1 つずつの議論なんてないだろう、というのが私

の意見です。 

 

（サブ F） 分かりました。 

 

（記入中） 

 

（F1） では、書き終わった方、どなたかから、発表してもらっていいですか。 

 

―― はい。1 つ目は質問ではないのですけど、発送電分離が閣議決定されなかったり、中

途半端で頓挫してしまったのが、私もすごい残念だなと思ったので、政治自体もちょっと

やる気ない、政治自体にしっかりしてほしいという思いは、同感だなと思いました。 

 質問は、すみません、私はちょっと理解力がなくて、原発稼働がやむを得ないという話

が序盤に出てきたのですけど、その理由の部分がちゃんと頭に入ってこなかったので、も

う 1 回伺いたいです。 

 

（F1） ええと、すみません、回答は残り時間ですよね？ 

 

（サブ F） 全員出していただいてからです。 

 

（F1） はい。では、次の方、お願いします。 
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―― 私は、基本的にまったくおっしゃる通りだと思います。 

 ただ、一点だけ。高速炉は実現しなくてもいいのかなと思います。というのは、笑い話

じゃなくて、学生時代に習ったのですけど、開発しているということが、値段を下げると

か、そういうことにつながるので、開発することが重要で、必ずしも実現しなくていいっ

て習ったような気がするのです。 

 

（サブ F） 「実現しなくてもよいのでは？」というのは、質問になりますか？ それとも

ご意見ですか？ 

 

―― 質問です。 

 

（発表者 1） 開発することが大事だと。 

 

―― そういうことです。そうすると競争力がつくということです。 

 

（F1） では、次は私です。安全について、メリット、デメリットの天秤にかけるという

ことになるのかなというのは、賛成です。 

 次に、高速増殖炉の話ですけど、途中で止まってしまっているということで、将来はど

うなのか？ もうちょっと議論していくにはどうしたらいいか？ もんじゅも止まってし

まったのですけれども、どうしていくかということを皆で話し合うとか、そういう議論に

持っていくにはどうしたらいいのかなって、ちょっと思いました。発表者さんへの質問で

はないのかもしれませんが。 

 あとは、安心は安全プラス信頼だということをおっしゃっていたので、安心を持っても

らうのは本当に難しいのだろうけど、どうしたらいいのかなということです。 

 それから、発送電分離の話をされていたのですけれども、送電をするというのはものす

ごいコストがかかって、その割には、止めちゃいけないとか、いろいろなことがあって、

たぶん、国とか大きなところでやらないととても無理なのだろうと思ってしまうのですけ

れども、それは一体誰がやっていくのだろうとか、どういうシステムになっていくのだろ

うかということを考えました。 

 では、そちらの方、お願いします。 

 

―― 政治的な理由が大きいのではないか。政治的な議論がなされていないのではないか

と思いました。 

 

（F1） それは何に対してでしょうか？ 
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―― 発送電とかについてですね。すみません、タイトルを書くのを忘れました。 

 

（F1） ええと、意見は終わりですね。そうしたら、 

 

―― 交代ですか？ 

 

（F1） 皆に意見を言ってもらう。だから、あとはタイミング（残り時間）ですね。 

 

（サブ F） あと 1 分、議論をする時間がございます。質問に答えるとか、自由な意見交換

とかです。 

 

（F1） Q がいっぱい並んでいますけれども、どうでしょうか？ 

 

（発表者 1） 送電は分離した地域会社じゃなくて、全国版だから、やはり政府が介入しな

いと駄目かなと思います。発電は、水力とか、原子力発電とか、いっぱいあるのだから、

だから発電は重要だけど、送電は一本で仕組みを考え直さないといけないのではないかと。 

 

（F1） そんな感じがしますよね。 

 

（発表者 1） 変な話、（送電が）全部つながれば、予備率とか何か、停電の確率が少なく

なるので。 

 この前も、電力会社間の融通が弱いから、いろいろなことができなかった。極端な話、

福島第一に、東北電力がどうして電力を送れないのかと。 

 

（サブ F） すみません、お話は尽きないのですけど、次に移らせていただきます。 

 

 

発表者 2 

 

（発表者 2） 次は私ですね。私が選んだのは、『原子力は本当に安全か？』です。安全と

いうことがどんなことなのか、ちょっと掘り下げて書いてみました。 

 まず、安全というのは、すごい難しい言葉だなと思っています。例えば、飛行機が安全

か？ 農薬を使った食品は安全か？ といったような問いかけと同じで、物事には絶対と

いうことはないので、やはり利益と不利益、先ほども言いましたが、メリットとデメリッ

トを天秤にかけて、それが全体的に見て許されるものなのか、ダメなのか、というような
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判断をすることなのかなと思います。 

 安心という言葉になってしまうと、またそれは心理的なものが入ってしまうので、違う

のですけど。 

 原子力の安全性というのは、決定論的ではなくて、決定論的というのは絶対安全ってい

うことなのですけど、確率論的に評価をしています。例えば、1 本の大きな配管があって、

それが破損する確率。あとは、福島で起こったような、電源が全部失われてしまうとか、

水がなくなって冷やせなくなって溶けてしまうとか、そういったことが、どのくらいの確

率で起こるのかということと、それが起こることによる影響を掛け算して、リスクという

のが決まるのですね。 

 これは、たぶん元々はアメリカの保険会社が始めたことで、例えば優良なドライバーと

毎日車を仕事に使っている人だったら、事故にあう確率も違うので、保険料も変わってく

ると思うのですよ。それと同じで、なるべく高い確率のあるところはそれだけ厚くいろい

ろな対策をしていますし、設備をつけるとか、そういったことで安全を保証する考え方で

やっていました。 

 では、なぜ福島の事故が起きたのかといったら、はっきり言って、想定外の津波が来た

ことが問題だと思っています。地震のダメージはなかったのですけれども、津波で全部電

源がなくなって、しかも何時間も来ない。非常用発電機も全部壊れたとか、すごいことが

起こったので。それはもう本当に申し訳ないことなのですけど、ただ、これがもう一度起

きることのないように、電力としては、絶対に防ぐというのを今やっているところだと思

います。 

 具体的になってしまうのですけれども、電源を持った大きなトラックを配備して、電気

が全部こなくなっても、それをつなげれば何時間ももつ、何日ももつというのを用意して

います。しかもそれは山の上に置いてあるので、いざというときに持ってくるとか、それ

の訓練もやっていますし。あと、耐震性もやっているし、今の規制委員会がいろいろ言っ

ているので、森林火災、テロ、竜巻、火山でさえも、全てに対応するようにしろというこ

とで、対応しています。 

 どんなにやっているんだと言っても、たぶん一般の人にはそういうのが見えないし、本

当に大丈夫なのかと言われると、例えば、ロシアに落ちたあの隕石はどうなんだとか、そ

ういうのもあったりするのですけど。ただ、やはり電力会社は企業なので、採算は度外視

できないので、コストとメリットと、絶対的なデメリットで、確率を考えていくのかなと

思いました。 

 一方で、原子力発電を続けるメリットというのは、やはりエネルギーセキュリティ上の

面が大きくて、国策として今までやられてきたと思うのですけれども。あと、高速増殖炉

の話でいえば、私は、本当はリサイクル、高速炉がないと駄目なのだろうなと思っていま

す。 

 後に、原子力は高度な技術が集約した産業なので、それをやれるということはすごい
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技術力を持っているということなので、日本としては強みなのかなと思います。 

 以上のことを全部、メリットとデメリットを考えて、やはり当面は原子力発電をやって

いきたいなと思います。全然『原子力は本当に安全か？』じゃないですけど。 

 

（F2） はい。では、質問を書いていくのが、2、3 分ですか？ 

 

（サブ F） 質問と意見ですね。 

 

（F2） 質問と意見を、2、3 分でお願いします。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） ファシリテーターさん、2 分経ちました。 

 

（F2） はい。では、こちらからお願いします。 

 

―― すみません、大した意見はないのですけど。基本的に、やはりおっしゃる通りかな

と思います。 

 ちょっと細かいのですけど、自然災害等への対策というのは規制委員会がやっているの

ですけど、これは本当に妥当性があるのでしょうか？ これは発表者さんに聞くことじゃ

ないのですが。特に、テロ対策は日本では無理じゃないかなと私は思っています。海外の

発電所を見に行くと、機関銃を持った人がいるのは当たり前なんだけど、日本では許され

ないですよね。それで大丈夫なのかな、と思いました。思いましたということで、質問じ

ゃなくていいです。 

 

（F2） そちらの方、いけますか？ 

 

―― 確率安全論に賛成します。 

 あと、原発は人の手にあまるものなのか。いつかはコントロールできるのでは？ 

 

（サブ F） 質問ですね。 

 

（F2） では、次の方。 

 

―― 私は、どこまで安全をというのは、誰が決めるのか、というところが一番の問題だ

と思います。基準を決めるという話と、誰が動かすとか、そういう仕組みが非常にあいま



 - 8 - 

いなままやっている。そこが一番難しいのかなとテレビを見ていて思いました。 

 もうひとつは、誇れる技術という話でしたが、福島の問題を見ていて、技術には、民営

の技術と軍事の技術があると思います。日本は、いざとなったときの軍事の技術がないか

ら、何か飛び込んで消すというような、誰が行くのかとか、いろいろな問題があるし、そ

こら辺の技術が 先端なのかというのは、 

 

（発表者 2） 総合的に、 

 

―― うん、総合的に。コスト対メリット、ランニングコストというのが日本では全てか

もしれないけど、総合的なところは弱いかもしれないなと。ロボットを入れようと思った

けど、ロボットが動かなかったとか。求めるものが違うから。 

 

（F2） では、私ですけど、確率論的に安全を評価しているというのは知らなかったので、

ああ、そうなんだと思いました。 

 100％安全なものはないというのは、そうだなと思っています。100％安全なものじゃな

きゃ駄目となったら、車だって乗れないと思ったので。突き詰めていくと、安全という面

で言うと、原発だけ異常に安全を求められているというふうにも見れるのかなと。見方に

よりますけど。ここはよく分からない。 

 いろいろ努力されているという話があったのですけど、その努力されていることを知っ

てもらうには、どういったことができるんでしょうか？ 以上です。 

 では、30 秒で（笑）答えたいところに答えていただければと思います。 

 

（発表者 2） 安全を誰が決めるのかということについては、 初は規制委員会もなかなか

委員長が決まらなかったり。原子力安全委員長とかは、誰がなっても何か言われそうとい

う感じで、しばらく決まらなかったじゃないですか。 

 今度は、安全基準というのを決めて、それが 8 日に出るのですね。それと同時に、いく

つかの電力会社が、それに適用させましたっていう報告書を出して、だから運転させてく

ださいってやるんですけど。だけど、一方では、例えば新潟県知事は、何か勝手に頭の上

でやっている、ないがしろにされているのではないか、とおっしゃっているわけです。 

 結局、だから、誰が決めるのかについては、私もハテナのままです。誰かすごいカリス

マが出てきてやるしかないかな、という気もします。 

 

―― そうですね。収束が分からないですよね。本当にそこで収束したっていうのは、誰

が宣言しているのか。 

 

（発表者 2） と思いました。すみません、オーバーしました。 
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（サブ F） では次に移ります。 

 

 

発表者 3 

 

（発表者 3） 私が発表者ですよね。 

 

（F3） では、お願いします。 

 

（発表者 3） 私は、『原子力は本当に必要か？ 原子力はやめることができるのか？』を

選びました。 

 とりあえず、震災前後で何がどう変わったのかなと思って、数字で分かるところを見た

いなと思って、数字的なところを見ていきました。 

 本当に必要か、イエスかノーか、正しいかどうかではなくて、いくつか選択肢があって、

でも、今の日本ではどの選択肢にも必ず何かしらの重いリスクがくっついて回るんじゃな

いかなと思っています。どういう社会にしていきたいか、があって、それをするためには

こういうリスクがある、というのをどう選ぶか、という話なのかなと思いました。まとめ

ちゃうと、それだけなのですけれども。 

 

―― すごい裏付けがありますね。 

 

（サブ F） では、ファシリテーターさん、お願いします。 

 

（F3） 終わりでいいんですか？ では、皆さん、付箋に質問、ご意見を書いてください。 

 この間、発表した人は暇なのですね。 

 

（発表者 3） そうですね。 

 

（サブ F） 後でゆっくり議論ができますね。 

 

（発表者 3） 省きすぎました。 

 

―― 例えば、いくつかの選択肢は、どんなものが出ていますか？ 

 

（発表者 3） 例えば、原子力発電を、今までと同じような制度で動かすとなったら、また
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事故が起こるかもしれないというリスクがあるし。原子力発電を全部止めましょうとなっ

たら、温室効果ガスがバンバン出て、今度は地球温暖化で住めない国や土地が出てしまっ

たり、地球規模のリスクがあるとか。あと、再生可能エネルギーを普及させるには、経済

的なリスクがあったり。あとは、今の技術だと不安定供給になってしまうというリスクと

か。 

 

―― それらをうまい具合に組み合わせるというのは？ 1 つを選びきるのではなくて。 

 

（発表者 3） もちろん選択肢はこれが全部じゃないし、選択肢が決まっているわけでもな

いと思うのですけど。ただ、唯一の絶対正解はないと。 

 

―― 質問がないですね。 

 

（サブ F） 意見でもいいですよ。 

 

（F3） まったくなかったら、「賛成」でもいいんですよね。 

 

（サブ F） あと 1 分くらいで（記入を）お願いします。 

 

（記入中） 

 

（F3） では、そちらの方、書き終わったみたいなので、どうぞ。 

 

―― ええと、いくつかの選択肢の話なのですけど、例えば再生可能エネルギーは、今は

難しくても、長期的に、少しずつやっていきましょうよとか、そういうことを考えていけ

ば、いかにも日本が得意そうだし、うまく技術を活かしていけばそれなりにできそうな気

がします。 

 ただ、逆に、今はとにかくスピード感という感じがあって。例えば、韓国はいつのまに

か精製水を売り込んでいて、日本も追い抜かれているような感じもするし。スピード感が

日本にないので、逆にやられてしまいそうな気もするのですけど。だから、そういうタイ

ミングは難しいと思うんですけど、どうしていくのかなって。なんだか、意見なのか質問

なのか分からないコメントになっていますね。 

 ええと、いろいろな選択肢があって、リスクがあるとおっしゃっていましたが、リスク

対メリットをどう選ぶかということ。 

 あと、1 人 1 人が、選択したり、考えたりする力をどうやってつけていくのかが、結構課

題なのかなと。選挙でもそうですけど、流されてしまったり。そういった判断力をどうつ
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けていくのかなと思いました。 

 

（F3） では、そちらの方、お願いします。 

 

―― ベストミックス、将来のエネルギーをどうするか。それで、中長期エネルギー計画

というのがあったけど、その延長線上で原子力ありきになっていたのが、今はゼロベース

になっているけど、それをどう進めていくかというところの、経済性だけじゃなくて、安

全性とかいろいろなことに、皆がどうしたら関心を持てるのかというところが、一番の問

題かもしれない。 

 まあ、時が解決するというか、皆疲れて、考えなくなることを狙っているのかもしれな

いけど（笑）。 

 

（F3） では、次の方、お願いします。 

 

―― エネルギー転換のコスト。 

 

（F3） それは原子力から他とか、そういうことですか？ 

 

（サブ F） 原子力から他の発電へ、と書きますね。 

 

（F3） 私は、やはりおっしゃる通りだと思うのです。 

 特に否定する材料もないのですけど、ただ、資料をつけられているのですけれども、こ

ういうコストの発表というのはすごい注意が必要で、一般の方って、あまり中身を精査す

ることがないと思うのですけど、そこには恣意が入っていることが多くて。やはり一般の

方も注意が必要で、発表している人がどうしたいのかというところがそこには含まれてい

る可能性があるので、注意してくださいと。それだけです。意見です。 

 で、まだ時間があるのですね？ 

 

（サブ F） まだ 4 分あります。 

 

（F3） では皆さん、ご意見があったら、適当にどうぞ。発表者さんからの回答でもいい

ですし。何かありますか？ 

 

（発表者 3） たぶん、私の言葉不足だらけだったのですけれども、どう関心を持つか、ど

う議論していくかが大事ですね、ということを私は言いたかったんだろうなって。皆さん

の質問を聞いて、確かに、と思ったので。 
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―― 細かく数字を書かれると、それに対する反発があるのでしょうけれども、メリット・

デメリットだけで書かれると、なんていいますか、確かにデメリットがあるよね、という

ことしか言えないんですよね。 

 

（F3） おっしゃる通りですね。 

 

―― 20 ページとか 30 ページとか書かれると、文句がいっぱい出てくる。 

 

（F3） ああ、突っ込みどころができるということですね。 

 

（サブ F） ええと、今おっしゃったのは、メリットとデメリットだけを議論するというこ

とですか？ 

 

―― メリット・デメリットだけだと、反論するものが少ないということです。 

 

―― なんていうか、客観的な事実、これはメリット、これはデメリットっていうふうに

書いていたら、それはその通りだよね、っていうことですよね。 

 

（F3） 客観的というか、項目ではないでしょうか。数字を出すと、やはり、賛成反対が

出てくるんだと思います。 

 

―― ああ、そうか。数字に恣意的なものが出ちゃうから。 

 

（F3） 項目は事実ですよね。 

 

（発表者 3） 確かに、新聞に電気代のことが書いてあったのですけれども、何を基にこの

記事を書いているんだろうと思って、調べようとしたら、それが分からなくて。東京電力

のホームページを見たのですけれども、日経はどこの数字を取ったんだろうっていうのが

分からなかったので。 

 

（F3） いいところに気がつきましたね。 

 

（発表者 3） 報道の人は、何を根拠に数字を出しているのか。 

 

（F3） たぶん、会社によって、都合のいい答えが返ってくると思うのですよ。 
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（サブ F） 今のご発言は、電気代の、 

 

（発表者 3） 電気代は例えばなのですけど。これを調べていて、そう思ったということで

す。 

 

（サブ F） 全般的な数字についてですか？ 

 

（発表者 3） そうです。報道の人が記事に書いている数字とかは、何を根拠にしているの

か。 

 

（F3） 1kW あたりいくらとか、例えば、そういう話ですよね。 

 

（サブ F） 数字の根拠ですね。 

 

―― 何を根拠に 1kW いくらかというのを探していくと、分からないですよね。 

 

―― 総原価方式だから、全部の費用をつけている。細かく分けてくれというと、それは

できませんと。 

 

（F3） ただ、新聞発表はランニングコストで議論している場合もあるわけです。設備投

資を入れないとか、そういうのもあるので、だから要注意ですよね。 

 

―― 例えば、ものを作って売る場合、分かりやすいじゃないですか。原料費とか、製造

コストとか。電気って、どこからどこまでが入っているのかがたぶん見えないんじゃない

かなと思います。 

 

（発表者 3） 「選択する力」とおっしゃっていましたが、まさにそういう、いろいろなこ

とを知って、調べて、これは正しいんだっていう、調べる力がいるのかなと思いますね。 

 

―― 調べるのも、限界はありますよね。 

 

―― （会社側からしたら、）そこを出したらおしまいよと。だから、コストを全部出さな

い。都合がいいところしか出さない。 

 

（サブ F） もうお時間が終わってしまったので、もし追記してよければ、そのまま追記し
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て貼ってもらえますか。 

 （メリットデメリットの議論だと）分かりやすく整理できるということですね？ 

 

―― そうですね。 

 

 

発表者 4 

 

（サブ F） では 4 番目の発表です。 

 

（発表者 4） ごちゃごちゃ書いていますけど、結論は簡単で、原子力は安全じゃないとい

う主張です。 

 

（サブ F） テーマは『原子力は本当に安全か？』ですね。 

 

（発表者 4） ただ、前回の話を引きずって、原子力発電だけではなくて、他のことも書き

ました。 

 医療用放射線は、患者さんはある意味安全なのかもしれませんが、実はやっているほう

は被ばく線量が一番多いのです。我々放射線従事者は、年に 1 回教育を受けているのです

けれども、そこでいつも国内の被ばく線量のグラフが出ていて、事故の前までは病院関係

者が突出していたんですよ。管理がいい加減で、被ばく量も多かった。 

 あと、これはあまり知られていないと思うのですけど、患者さんの受ける被ばく線量は

法的に上限がないのです。医者の裁量で決まっていて。まあ、お医者さん同士の取り決め

みたいなものはあるのですけれども、国は一切決めていないのですよ。何ミリシーベルト

だろうが、当てていいんです。メリットがあると判断すれば、当てていい。そういう点で

は、結構危険かなと思っています。 

 あと、原子力発電のほうは、もう福島第一で実際に放射性物質が大量に漏れていますの

で、あれをもって安全とはやはり言えないだろうと思います。安全でないことが実証され

たのかなというのが私の主張です。 

 ちょっと専門的なことを言いますと、今、電力会社さんは、電源とか、いろいろな対策

をされているのですけれども、ちょっと泥縄的で、根本的な対策にはなっていないのです

よ。今回一番まずかったのは、被覆管が腐食してしまったことで、ジルコニウム合金を変

えるのがたぶん一番重要なのですけれども、今、あまりそういうことはやられていないで

すよね。開発しようとか、そういう話はまったくないのです。 

 その辺はなんでかなと思って、いろいろ考えたのですけれども、お医者さんの被ばくも

考えると、私が思ったのは、日本は、管理で安全を確保するのはすごい苦手なのかなと。
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社会的に。 

 私の職場を見ていても、研究機関のくせに年功序列がはびこっていて。自然現象は人間

の都合なんか聞いてくれないと思うのですけど、サイエンスに対しても、年上の言うこと

が通ってしまうとか、やはり社会的にどうかなという部分があるわけですね。 

 そう思うと、電力会社さんのことはよく分からないのですけど、電力会社さんも年上の

言うことが通っちゃうのかなと思って。そうすると、安全とか、本当に大切なことが管理

できないのではないかなと思いました。 

 だから、安全ではないのではないか、というのが私の考えです。以上です。 

 

（F4） では、意見をどうぞ。 

 

（サブ F） 2 分くらいでお書きください。 

 

（記入中） 

 

（F4） では、意見が出てきた方は、お願いします。 

 

―― 国会事故調の黒川さんが、日本の文化が原因だと言っています。それを言ったらお

しまいだよと思ったんですけど、どうやったらそれを変えられるのか。阿吽の呼吸とか、

長いものには巻かれろとか、どうしたらそこが変えられるのかというところですね。 

 

―― 私も同じような意見で、封建制じゃないかと思うんです。なれ合いとかなのかなと

も思いますけど、それをなくすにはどうしたらいいのかというと、今までの話し合いで、

多様性を持たせるという話が出たのです。例えば、女性の管理職がいないとか、いろいろ

な国の人を入れるとか、いろいろな境遇の人を入れるとか、そういうことを会社でやれば

いいんじゃないかという意見が出ていたので、そういった人たちを入れるのがいいのかな

と思いました。 

 それから、アクシデント・マネジメント。管理の仕方が下手だというお話だったので、

確かに今は下手なのですけれども、それなりにアメリカなどの知見を入れて、昔よりは多

少良くなってきているんじゃないだろうかと思っています。 

 あともうひとつ、医療放射線のことはごもっともというか、確かに、多少被ばくしても

よくなればいいのではないかという考え方でやっているので、やはりそれは天秤にかける

話で、どんな世界にもあるだろうなと思いました。 

 

―― 同じです。安全を管理できるようになるにはどうしたらいいのでしょうか？ 
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（サブ F） これはクエスチョンでよろしいですか？ 

 

―― あ、Q です。ごめんなさい、書いていませんでした。 

 

（総合 F） 各班の皆さん、あと 15 分です。 

 

（F4） 私は、原発等の管理面については、同意見ですね。 

 今思ったんですけれども、環境への汚染に対して、アメリカなら、訴えて、500 億とかお

金が動く。そういうものがないから、日本はそれが甘いんじゃないかなと思います。多く

のお金を請求されることがない。例えばそういうことがあれば、もう少し引き締まって、

管理をするんじゃないかなと思いました。 

 

（発表者 4） つまり、失敗に対して甘いということですか？ 

 

（F4） そういうことです。 

 

（発表者 4） それはありますね。 

 

―― 裁判にして、事を荒立ててまでする必要はないんじゃないか、という文化だと思う

んです。 

 

―― そういう文化かもしれないですね。 

 

（発表者 4） でも、日本って、裁判やってもお金が取れませんよね。だから、弁護士費用

のほうがかかっちゃうから、皆やらないですよね。 

 

―― ちょっと雑談になってしまうので申し訳ないのですけれども、日本の民法は、損害

の現状復帰しか認めない。皆良い心でやっているけど、何か間違ってしまったという考え

方です。アメリカは、悪意を持ってやるんだから損害賠償とか、そういう考え方になって

いる。だから、人間は悪いと考えて、何かするんだという考え方か。良い心を持つと考え

るか。だから法律の体系が違っていると。 

 

（サブ F） アメリカは何ですか？ 聞き取れませんでしたけど。 

 

―― アメリカは悪意を持って、それで証拠を隠せばそこで負けという制度がある。 
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―― でも、今、日本もそれに触れられていますよね。外国にどんどん企業が出て行っち

ゃうから、触れざるを得なくなっていますよね。 

 

―― 人間は悪意を持っているものだという前提か、人間は善意を持っているという前提

か。 

 

（サブ F） ああ、そういう意味ですか。 

 

―― 性悪説か、性善説か。 

 

―― アメリカは性悪説で法律をやっているんですね。 

 

（発表者 4） 人の多様性って、前からよく言っているじゃないですか。私はこれは根本的

な解決になっていないと思っています。どうにもならないから、こういうことを言ってい

るんですよね。でも、本当はそういうことではなくて、有能な人を上にするというのが基

本だと思うのですよ。それが、放っておくとできないから、皆さんこういうことを言って

いるんですよね。非常に残念だなと思っているのですけど。 

 

―― 外から入れるしかないと。 

 

（F4） 下から抜擢なんて、ないですよね。 

 

（発表者 4） 特に保守的な会社はそうですよね。 

 

―― だから、特に保守的な会社は、外から無理やり人を据えてやるしかないっていう感

じですね。 

 

（発表者 4） あと、保守的な会社は人間の流動性もないですからね。中途採用なんて、ま

ずやらないし。 

 

―― ないですね。 

 

（サブ F） では、12、3 分しか残っていないので、次に行きましょうか。 

 

 

発表者 5 
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（発表者 5） もうそのまま読みますね。 

 私は課題の中から『原子力は本当に安全か？』を選択しました。 

 安全というものは安全といわれる範疇の中で使用したり運用したりすることで安全とい

われると思います。 

 例えば、ハサミひとつにしても、使い道によっては危険なものであり、原子力のカテゴ

リーのひとつである CT スキャナーは医療にとって有用なもので、安全なものといえます。 

 ここで、原子力発電に目を向けると、正常な運用をしていれば、非常に効率の良い発電

といえると思います。しかし、一旦事故が起こってしまうと、安全なものとはいえなくな

ってしまいます。 

 危険と呼ばれる度数があるなら、かなりの度数になることは現在起こっていることから

明らかであり、放射能については即時に対応することのできない厄介なものである。数年

でしか効果を減衰させることができないものです。 

 原子力は諸刃の剣だといえます。危険をはらみながらも、正しい使用や運用を守ってい

けば、決して怖いものではないと思います。 

 鉄の塊である飛行機が落ちないのは人の力です。危険にするのはすべて人災です。 

 原子力は 100％安全かと言われると、100％とは言えないと思いますが、人の力でより

100％に近づけることは不可能ではないと思います。 

 以上です。 

 

（サブ F） 付け足しで何かあれば。 

 

（発表者 5） 飛行機が落ちないというよりは、新幹線を書きたかったんですよ。新幹線は、

あれだけのスピードであれだけの長い距離を走って、今まで 1 回も事故が起こったことが

ない。人間はそういうことができるんですよ。そういうことが言いたかった。人は絶対、

不可能っていうことを考えちゃいけないと思います。 

 

（F5） では、質問とか、確認点とか、意見とかを書いてください。 

 

（記入中） 

 

（発表者 5） 発表した人は暇ですね。 

 

（サブ F） ちょっとほっとして、お水を飲んでのどを潤すとか。でも、あとで皆の前で 3

分で発表しますから、頭を整理なさってください。 
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（発表者 5） はい。 

 

（記入中） 

 

（発表者 5） 時間が短いですね。 

 

（サブ F） はい。今日は特にタイトですので。でも、この班はちゃんと時間通りに進んで

いますので、大丈夫です。 

 

―― でも、皆さん、資料が少ないほうですよ。こんなに分厚いのをつけている人がいる

から。 

 

（発表者 5） 私は仕方がなくて。本当はもうちょっと調べたかったんですよ。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） はい、2 分経ちました。 

 

（F5） では、そちらからどうぞ。 

 

―― 基本的にはおっしゃる通りで、本当に細かいところしか質問はないのですけれども。

日本でも原子力の安全性を 100％に近づけることは本当に可能かな？ と私は思うのです。

社会的な問題を考えると、よほどのことがないと難しいのかなって思います。 

 

（サブ F） ご意見でよろしいですか？ 質問ですか？ 

 

―― まあ、意見ですね。 

 あと、また細かいことですけれども、医療放射線も安全ではなくて。例えば、胃のレン

トゲンってありますよね。学生時代に習ったのですけど、あれはすごい被ばくするのです。

外国だったら成り立たない話で、日本人は胃がんが多いからやっているって習いました。

デメリットもかなりあるけれども、日本は胃がんが多いので、それを見つけるためにやっ

ているということを聞いたことがあります。 

 

（F5） 検査しているうちにがんになったりして。 

 

（サブ F） 「社会的な問題から見ると」と足してもいいですか？ 
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―― はい。 

 

（サブ F） では、次はそちらの方です。 

 

―― はい。管理という面での技術や制度が大事なんだなって思いました。 

 あと、原発はまだ管理する技術が成長しきっていなかったのでしょうか？ 

 

（サブ F） これはご意見ですか？ 

 

―― 半分意見です。感想みたいな感じかな？ 

 

（サブ F） 半分クエスチョンですね。 

 

（F5） 書いてからにしますか？ 

 

―― はい、すみません。 

 

（F5） では、私は、安全にするために、何を期待しますか？ 発表者さん自身として何

を期待するのか。その期待することが集まると、なにか少しずつ進歩するのかなと。それ

がはっきりしないままだから、ドライブがかからないんじゃないかなと思います。 

 

（サブ F） では、そちらの方、どうぞ。 

 

―― 似たところかもしれないですけど、まず、物事に 100％はないと思います。先ほど私

が言ったように、ある程度確率論で、例えば飛行機は何万分の 1 の確率で落ちるとか。そ

れよりもう少し低い確率で原子力発電所の事故が起こると言われていたんですけれども、

実際に起こってしまったわけですけど。 

 ただ、100％に近づけたいという気持ちを持って何かをするのは、すごい大事なのかなと。

まあ、精神論になっちゃうかもしれませんが。と思いました。 

 あとは、原子力が諸刃の剣というのは、その通りで、そういう認識で取り組んでいくこ

とは必要かなと思いました。 

 

（F5） それでは、他の人の意見を聞いて何か追加があったり、発表者さんが話を聞いて

いて、何か追加の意見があったりしたら、お願いします。 
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（発表者 5） 管理面という言葉が出ましたけれども、管理面というのは書いていなかった

ことですね。原発を管理・運用していく。まあ、運用という言葉の中に入っちゃっている

んですけど。管理という言葉が抜けていたということですね。 

 医療放射線は安全じゃないというのは、確かにそう言えるのは知っていますけど。確か

にかなり大きな被ばく量ですよね。学校では、実は医療放射線とかをやっていたんですよ。

（私は）そういう学校を出ていたので。 

 

（F5） 医療放射線については、デメリットを患者とか皆に言わないで、メリットだけ言

っている、という問題もあるのかもしれないですよね。 

 

（発表者 5） CT スキャンも結構な量ですよ。 

 

―― CT スキャンも結構な量ですよ。 

 

（発表者 5） レントゲンだと、フラットにパッと写すだけですけれども、CT スキャンは

ぐるーっと回りますから、かなり被ばくしますよ。 

 

―― 実は、歯もそうなのですよ。全体を撮るのがあるじゃないですか。あれは結構な量

なのですよ。 

 

（総合 F） だいたい時間になりました。終わったところから休憩にしてください。そして、

14 時 50 分から全体共有を始めます。 

 

（サブ F） だいたい、お話はよろしいでしょうか？ 

 

―― 新幹線って、なぜ安全なのでしょうね？ 

 

―― 中国の新幹線は落ちていますけど。 

 

―― 落ちますけど。日本の新幹線はすごいですよね。品川で見ていると、3 分置きくらい

に来るのに。 

 

（サブ F） ありがとうございます。ばっちり終わりました。 

 

（F5） では、休憩ですか？ 
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（サブ F） そうですね。全体共有のお話があれば別ですけど、もしなければ。 

 

（F5） 全体共有というのは、皆の共通テーマというわけではないですよね？ 

 

（サブ F） 1 人 3 分ずつで、2 分は自分の説明、書いていらっしゃったこと。1 分は、皆

さんに書いていただいた質問とかご意見の中から説明していただくので、今、並べ方を適

当にしてありますので、自分のところを並び替えたほうがいいというのでしたら、説明し

やすいように並べ替えてください。それも合わせて、休憩を取りましょうか。 

 全体共有のスタートが、14 時 50 分ですね。このままで説明ができるようでしたら、結構

です。どうぞ、休憩もしてください。 

 

（各自付箋の貼り換えと休憩） 

 

＜終了＞ 


