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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】 B 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） 初に、誰がファシリテーターをして、誰が報告をするかを決めていただきた

いのですが、いかがでしょうか？ どうしますか？ じゃんけんで決めますか？ 

 

―― そうしましょうか。 

 

（じゃんけん） 

 

（サブ F） どなたが何をされることになりましたか？ 

 

―― ファシリテーターが私。で、隣の方が発表者ということになりました。 

 

（サブ F） では、今模造紙を 5 等分しますので、好きなところを選んで名前を書いていた

だければと思います。 

 

（名前の記入） 

 

（サブ F） そうしましたら、ファシリテーターはこちらの方、発表はその隣の方。では、

順番に回っていくという形でよろしいですね？ 

 

―― はい。 
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発表者 1 

 

（F1） では、5 分ありますので、お願いします。 

 

（発表者 1） 読んじゃっていいのですか？ 

 

（サブ F） 読んでもいいですし。言いたいことを、まず先におっしゃってください。 

 

（発表者 1） はい。まず、どれを選ぼうかというのが一番頭を悩ませたことなのですけれ

ども、やはり私みたいな素人が選ぶのは、『原子力は本当に安全か？』じゃないかというこ

とで、選ばせてもらいました。そのほうが意見が出しやすいかなと。本で調べることより

も、よく分からないというのが一般住民なので、自分の思っていることを書かせていただ

きました。 

 やはり、どこをとっても安全と結びつかないというのが一般の住民の気持ちなのですね。

いろいろ書きながら、やはり我々は、感情じゃなくて、いろいろなものを見ながら、冷静

に判断をしていければいいなと思いました。 

 福島の事故の大きさっていうのは本当に大変で、私は、大学病院で、友達の誘いで仕事

をしていたときに震災が起こって、そこに福島で被ばくされた方が来て、入院されたとい

うのを目の当たりにしましたので、安全とはやはり思えない。 

 一番言いたいのは、冷静に受け止めて、ちゃんとした自分の意見を持ちたいということ

です。 

 で、そういう経験をさせてもらって、私は 60 代なので、どうしても長崎や広島と重ね合

わせて考えてしまう。若い人は違うと思うのですけれども、そこも、自分の住民感情とし

てはとても大事なことではないかなと思いました。 

 福島の事故の後にいろいろな情報が入ってきますけれども、やはり日本の危機意識、危

機管理のあまりのお粗末さに、毎回、何なの？ っていう思いがあって。原子力に限らず、

チェック機能が本当に育っていない国なので、それで余計大きくなってしまっているとこ

ろがあるのではないかと。そこがちゃんとしないと駄目なんじゃないか。 

 あとは、多額のお金が動いている、流れている。安全だったら多額のお金は流れる必要

がないわけですよね。安全じゃないから、そういうお金が流れる、動いていく。やはりそ

こも我々は意識をしていかなければいけないのではないかと思って、書かせていただきま

した。 

 どんなに冷静に考えても、日本は島国ですし、地震国ですし、大震災みたいな自然の猛

威に対しては、人間の力なんて本当に小さな小さなものなので、やはり我々は謙虚になっ

ていかなければいけないのではないかというのは、大震災以降ずっと考えていたことです

ね。そこはとても大事だと。そこから来るお粗末さ、電力会社にしても、いろいろなとこ
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ろの対応のお粗末さをやはり感じさせられたということです。 

 

（サブ F） あと 1 分です。 

 

（発表者 1） はい。あとは、私は九州の宮崎の出身で、神話の国なのですけど、安全神話

という言葉がどうもピンと来なくて。日向の人に怒られますけど、どうも神話というのは

不確実で危ういことだと思っていたので、安全神話という言葉がどうも私にはぴったりこ

ない。 

 ということで、これを書くにあたって、何を書こうかっていろいろピックアップしてい

ったのですけれども、実際に書き始めたら全然違う方向になって、ただ、書きたいことは、

一応全部ここに書きました。 

 本当にいろいろなものにリスクはあると思うんですけれども、原子力のリスクは、私は、

すごい高いと思ったので、やはり安全ではないと思いました。 

 

（サブ F） はい。時間ぴったりで、ありがとうございました。 

 

（F1） 質問は今書くのですか？ 

 

（サブ F） はい。そうしたら、今度は 2 番からお願いしたいのですが、2 分間取って、皆

さんに、今の発表に対して質問やご意見をお願いしてください。では、進めていいですか？ 

 

（F1） はい。 

 

（サブ F） 2 分でお願いいたします。質問には、頭に Q と書いてください。 

 

（記入中） 

 

（F1） あと 10 秒ほどです。 

 

（サブ F） 今度は、3 分間使って、発表していただきます。 

 

（F1） 1 人 3 分ずつ話すのですか？ 

 

（サブ F） ではなくて、3 分で全員です。 

 

（F1） 3 分で全員。ということは、1 人 30 秒くらいですね。 
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（サブ F） そうですね。とりあえず読み上げていくだけです。意味が分からなかったら、

答えていただきたいと思います。 

 

（F1） では、そちらの方から。 

 

―― やはり、安全ではない、怖いと思うのは、放射能があると思うのですけど、病院の

対応を目の当たりにして怖いと思ったと書いていますけど、具体的にどういうところを見

て、放射能を怖いと思ったのかは気になったところです。 

 

（発表者 1） あ、答えは？ 

 

（サブ F） 答えは（今は）いいです。全員出てからお願いします。 

 

（F1） では、次の方。 

 

―― お聞きして思ったのは、入院された方がいらっしゃったということで、その方の症

状というか、理由が気になったところです。 

 それから、これはコメントですが、やはり一般の方がある程度恐ろしいと思うのはもう

しょうがないのかな、と素朴に思います。 

 

（F1） ありがとうございます。では、次の方。 

 

―― 私も、被ばくされた方については、どんな状況だったのか、差し支えのない範囲で

教えていただきたいと思いました。若干興味半分かもしれません。 

 あとは、チェック機能が育たないと感じるのは、具体的にどんなときなのか？ 大まか

でもいいのですけれども、教えていただきたいなという話です。 

 

（F1） では私です。広島・長崎と今度の事故がリンクしたのはなぜか？ その背景を知

りたいということですね。 

 それから、安全神話は、事故後に出てくるので、いわゆるギリシャ神話とかそういう神

話とは違うということ。これはコメントですね。 

 

（サブ F） 質問ではなくてコメントでいいですか？ では、これ（Q）を消しますね。 

 

（F1） ご本人はつけないのですね。 
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（サブ F） ええ。発表に対しての意見なので。 

 意味の分からない付箋はないですよね？ 

 

（発表者 1） ないですね。 

 

（F1） では、次は回答ですね。2、3 分ということで、お願いします。 

 

（発表者 1） ええと、病院の対応というのは、ドクターが 2 人しか入らなかった。病室も、

隔離されている病室で、ナースも入れません。感染症予防用のものを着て、ガイガーカウ

ンターを持って入るのですね。というのを、私はその病棟にいたわけではないのだけども、

お医者さんの対応がどうだったかということを看護師さんから聞いて。その看護師さんも、

「私たちも入れない」と言っていて、やはり放射能ってこういうことなんだと思いました。 

 あ、もう時間ですか？ 

 

（F1） もう（タイマーが）鳴ってしまいましたか。 

 

―― 早いなあ。 

 

（サブ F） この程度なのですよ。 

 

（F1） なるほど、分かりました。 

 では次の方に移るわけですね。 

 

 

発表者 2 

 

（発表者 2） 私は、資料はいろいろ見ましたけど、特に添付資料はつけていなくて、この

1 枚だけです。私は専門家という立場もあるので、原子力はある程度肯定派にたっています。

テーマは、『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？』ということで

す。 

 福島の事故が起きまして、何万人という方が避難されています。それは確かにとても重

いことで、これからの原子力のあり方について考えないと駄目だと思います。 

 ただ、原子力発電の技術そのものが悪いのかというと、電力供給の手段として確保して

おくべきではないかと。日本は別に石油が出るわけでもないですし。自然エネルギーもち

ょっと難しいところがある。ソーラーは豪雪地帯では全然使えないですし、風も年がら年
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中、ドイツのように吹いているわけでもないので。そういうところで、原子力は、ひとつ

の技術として確保しておくべきだと思います。 

 子供たちのためにって、よくやっていますけれども、本当に子供たちのためを考えるな

ら、ここで原子力発電をやめてしまうと、もし火力と自然エネルギーだけで足りなくなっ

たとき、どうしても無理だとなったときに、じゃあ原子力復活かといったら、たぶんそれ

はできない。技術的にできないんですよ。1 回潰したものをまた確立するのは、ほとんど無

理。そういうことを考えると、電力確保の手段として残しておくべきではないかと思いま

す。 

 脱原発で取り上げられるドイツも、今、（ヨーロッパで）一番 CO2を出していると。電気

代も半端なく高くなっています。 

 本当に大事なことは何かというと、理想論だと原子力は事故が起きたのでやめるべきだ

ということは分かるのですけれども、どういうステップでやめるのかというのを見たとき

に、自然エネルギー、自然エネルギーというのはいいんですけど、本当に自然エネルギー

でいけるのかというところは、皆抜け落ちていると思うのです。そこが見えないうちに原

子力をやめてしまうと、もう復活はできない。そうすると、今の状況を見ると電気代は皆

上がっているわけで、それがどこに行っているかというと、全部アラブとか東南アジアで

す。そういう状況になっているので。将来のエネルギーの話なくして、原子力をやめると

いうのは、ちょっと安易かなと感じました。そんなところです。 

 

（サブ F） お時間が少し残っていますけど、よろしいですか？ 

 では、皆さん、ご意見、ご質問をお願いします。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） そちらの方、今度はファシリテーターです。今、皆さんに書いていただいたの

で、次はここです。3 分の目安で。 

 

（F2） では、そちらの方から読み上げて、貼っていってください。 

 

―― 基本的に非常に共感するところが大きいと。おおむね私もこんな意見を思っている

なというところがひとつです。 

 事故発生後の対応がまずかったかなということが書いてありますけど、どういうところ

が具体的にまずかったのか、聞きたいと思いました。 

 

（F2） 次の方、どうぞ。 
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―― 自然エネルギーの話が出てくるときに、太陽光と風力はよく出てくるのですけれど

も、あれは電力や電圧が不安定なのですよね。だけど、日本は地熱発電ができて、 

 

（F2） 昨日、テレビでそのことを言っていましたね。 

 

―― で、安定的に供給できて、しかも、地熱のエネルギーは日本では多いにもかかわら

ず、それがあえて自然エネルギーの中に入っていないのは、なんかちょっといろいろ意図

を感じるところもあるんですけれども、そこをどう考えますかということ。 

 それから、原発の技術自体は悪いとは思わないのだけれども、日本には不向きではない

かと思っているのですけど。そこについてどうなんだろうか。たぶん、私の発表のところ

でも出てくるので、そこでお話はします。 

 あと、放射性廃棄物の管理やコストについて、どういうふうに考えるのか。以上 3 点で

す。 

 

（F2） どうぞ。 

 

―― 原子力技術が悪くなくても、それを動かすのは人間ではないのですかと。だから、

人間が変わったらいいけど、変わっているんですかという質問ですね。 

 それから、火力はなぜ駄目なのですか？ 温暖化は本当ですか？ 

 後にもうひとつ、コスト上、国民が OK したら、原子力はなくてもいいのですか？ 

 

（F2） では、私は、自然エネルギーに関する研究は、まだ途中なのではないか。もっと

いろいろ出てくるのではないか。 

 エネルギーとしての原子力は、例えば他の自然エネルギーも使ったとき、どの程度必要

なのか。 

 

（サブ F） これは質問じゃなくていいのですか？ 

 

（F2） あ、質問です。 

 

（サブ F） では、Q と書いていただいていいですか。 

 あとは意見交換です。意味の分からない付箋はないですね？ 

 

（発表者 2） 特にないです。 

 

（サブ F） では、どうぞ。 



 - 8 - 

 

（発表者 2） なんか、結構専門的な話になっていますね。 

 地熱発電が考慮されないのはなぜかというのは、考慮していないわけではないです。た

だ、本当に地熱だけで十分賄えるのかという話をしたときに、そうじゃないでしょうとい

うニュアンスの意見なのですよ。だから、原子力発電所というエネルギーの多様性を持っ

たほうがいいんじゃないかということで、書いていないですけど、そういう意見なのです

よ。私は別に、反自然エネルギーというわけではないので。まあ、ベストミックスという

か、いろいろミックスさせるのが必要で、やめるというのはどうなんだろうという意見で

すね。 

 原子力発電所の技術は日本には不向きではないか。うーんと、 

 

（サブ F） それは、「動かすのは人ではないか」という質問とリンクするのではないです

か？ 場所が不向きなのか。それから、人のこと。 

 

（発表者 2） そうですね。確かに地震はあるので、それに関して言えば、原子力発電所は

あまり向いてはいないと思います。 

 で、人間も、ええと、ちょっとこれは専門的な話ですね。結局、事故が発生しないと思

っていたのは、電力もメーカーも同じで、その点ではまずかった。特に、事故が起きた後

の対応、完全に電源が落ちてしまった後の対応は整備されていなかった。完全にディーゼ

ルも動かなくなったとき、直流電源のバッテリーも動かなくなったときは、もうにっちも

さっちもいかない状況になっている。車のバッテリーを外したりしている状況が起こった

ので、そのときの対応は何もなかった。マニュアルも何もなかった。というところで、こ

れから原子力を続ける上では、人が変わらないともちろん駄目だと思います。 

 で、ええと、「コスト上 OK だったら原子力をなくしても良いか？」。 

 

（サブ F） それと廃棄物ですね。 

 

（発表者 2） 廃棄物ですね。はい。 

 コスト上 OK だったら原子力をなくしてもいいかという話は、国民が OK したらそれは

それでいいのかもしれないですけれども、日本の発展はもうないと思います。それでもい

いというのであれば、私は別にそれでいいと思いますけど。要は、そのコストの増えた部

分がどこに行っているかというと、日本の発展に使われるのではなくて、どこか外国に金

が流れていくだけなので。それでもいいということであれば、私はそれでもいいと思いま

す。 

 廃棄物は、コストはちょっと分からないんですけど、管理についてはどういうところが

皆さん気になっているのか、逆に気になります。例えば、漏れてくるとか、そういうこと
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を気にしているのか？ 後世に廃棄物が残るというのは分かるんですけど、それで何かこ

う、後世に何か影響があるのかというのを知りたいのか？ どういうふうに考えておられ

るのでしょうか？ 

 

（サブ F） この質問をされた方はどなたですか？ 

 

―― 私です。反原発的な本を読んでいると、例えば、今六甲山ってありますけど、あ、

まず、放射性廃棄物が完全に無害化するのに、100 万年単位が、 

 

（発表者 2） かかりますね。 

 

―― かかりますよね。今、六甲山って山の上ですけれども、100 万年前は海の底だったと。

だから、地中深く埋めておいても、100 万年間ずっとその地中にちゃんとおとなしくしてい

るのかは、まったく保証がない。今まで、100 万年というスパンで人類が何かに対処してき

たことがないわけで、それをえいやで保存しておく怖さっていうのは、我々の代は大丈夫

かもしれないけど、先々というのは結構怖い。そういう不確定な怖さ。 

 

（発表者 2） 何万年も後に出てきたら怖いっていうことですか？ 

 

―― まあ、それもそうだし。なんだろう、仮にそれが何万年単位じゃなくても、という

ところもあるかもしれないけど。 

 それがどんどん拡大再生産されていって、もんじゅも実質動けないような状況になって

いる中で、使うあてのない、いわゆる本当のごみがどんどん増えていってしまう。そうい

う現実はやはり怖いし、それを管理していくには当然コストもどんどんかかっていく。そ

こがどうなのかな、っていうことです。 

 

（発表者 2） コストについてはちょっと私も分からないんですけど。 

 廃棄物は、管理はされているわけですね。たぶん、数百年の単位では、それがガッと動

いたりするわけでもないので、そこに埋めましたというのは分かる。それに、出したり入

れたりするわけではないので。埋めて、遮蔽して置いておくだけです。で、固化体で固め

てあるので、漏れてくるという心配もあまりないので。そこに埋めておいて、誰かが被ば

くするわけでもないので。まあ、一般の人たちは。管理者以外は被ばくするわけでもない

ので。 

 

―― たぶん、そこがよく分からないから、怖さを感じるというところがあるのかもしれ

ない。 
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（サブ F） 何万年前に海だったというお話がありましたよね。要するに、地殻変動が心配

っていうことですよね？ 

 

―― それもありますし。まあ、そんなに先のことを考えなくてもいいという意見も当然

あるのかもしれないですけど。ただ、そういうリスクをどんどん抱え込んでいるという事

実はあると。 

 

 

発表者 3 

 

（サブ F） はい。それでは次に進みます。では、お願いいたします。 

 

（発表者 3） 私が選んだテーマは、『原子力は本当に安全か？』というテーマです。 

 やはり原子力そのものだけをいくら考えても、いろいろ分からないところがあって、他

の産業と比較して原子力はどうなんだという相対的な見方をするべきではないかというの

が私の一番の言いたいことです。 

 すみません、かなり変なことを書いたんですけれども、 初に、何が安全ですかってい

うのを考えたんですけど、人によって考え方が違っていて、ちゃんと定義できないという

意見があるのですね。一応、物の本によると、「許容できないリスクがないこと」という定

義があるらしいですけれども、これって、ちゃんと言ったようで言っていないところがあ

って、こういうところは、ちゃんと議論する上では、関係者の認識が必要だなということ

です。 

 ただ、これだけでは議論が進まないので、私は、他産業と比べながら、死亡率という点

だけに絞って考えてきました。 

 日本において、原子力開発初期から、どういう事故が起きて、どういう被害が起きてい

ますかという話なのですけれども、放射線・放射能で直接亡くなったのは、実は、JCO 臨

界事故における 2 名の方だけです。この前も自民党の議員が発言して叩かれていましたけ

れども、放射線・放射能で直接亡くなったという定義では、2 名だけが確認されています。 

 一方、2012 年の国内の交通事故死者数は、警察庁の調べで 4411 人であると。さらに、

昭和 21 年から平成 8 年までの 51 年間で、50 万人亡くなっているということだそうです。 

 これを比べると、まあ、ほとんど比較するまでもなく、自動車のほうが圧倒的に危険だ

といえる。しかしながら、原子力をやめろという意見はあっても、自動車をやめろという

のはあまり聞かないなっていうところは、皆さん分かると思います。 

 で、ここから先は私の考えなのですけど、なぜこういうふうになるかというと、皆さん

のリスク認知にバイアスがありますということ。これは結構専門的な話なので、あまり深
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くは言わないですけど、身近なリスクは小さく感じて、そうではないものを大きく感じる

というような、人の考え方があるということです。 

 それからもうひとつ、原子力の歴史の浅さがあるのではないかと思っています。 

 これに対して、どう対処していくかというと、1 つ目は人そのものの特性なので、地道に

PR していくとか、学習していくとか、関心を高めることをやっていくしかないのかなと思

いました。 

 2 つ目の原子力の歴史の浅さというのは、これは政府事故調の畑村先生がおっしゃってい

るんですけれども、ひとつの技術分野で十分な失敗経験が蓄積するのに 200 年かかると。

例えば、ボイラーは、初期の頃はバカンバカン壊れて、たくさんの方が亡くなっている。

経験を積むことで、安全なものができているというような経緯があるそうです。商用の原

子力発電が始まってからまだ 60 年しか経っていないということで、本質的に社会に原子力

が浸透して、たくさんの人がちゃんと認知するまでには、なかなか時間がかかるのかなと

感じました。 

 いずれにしてもこういったところに対しては、地道に安全性を高めるということで、頑

張っていくしかないかなと思いました。以上でございます。 

 

（サブ F） まだ時間が残っていますけど。 

 

（発表者 3） だいたいお伝えしたいことは話したと思います。 

 他の産業と比較することが大事だということを書かせていただきました。確か、イギリ

スで世界 初の鉄道が走ったんですけど、初日からいきなり事故で人が死んでいるという

のは結構有名な話かと思います。原子力は、人が亡くなるか、亡くならないかという観点

だけでは、安全ではなかろうかというのが私の意見です。 

 

（サブ F） よろしいですか。では皆さん、ご意見、ご質問を 2 分程度でお願いいたします。 

 

（記入中） 

 

（F3） そうしたら、2 分経ったので、貼っていきましょう。 

 

―― まだ書ききれてないです…。 

 

（F3） では、こう回りましょうか。 

 

―― 60 年で 3 回の大事故が起きているので、200 年だとあと 140 年だから、計算すると、

あと 7 回もやむを得ないという計算になっちゃうんですけど、そういうことですかという
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質問です。 

 原子力を導入していない先進国もあるので、やめられるのではないですか、という質問

です。一応原子力をやめないという結論だと読めましたので。 

 

（F3） では、次の方。 

 

―― 死亡事故ということよりも、それによって起こる精神的な不安があるのではないか

と思うのですけど。 

 そして、チェルノブイリなどでも言われる、事故後長い期間、健康のことなどの不安が

ありますよね。 

 

（F3） 私ですけれども、確かにおっしゃる通り、私たちが死ぬ確率という意味では、車

の事故のほうが全然多いと思いますので、リスクの考え方については同意します。他のい

ろいろな要素のほうが私たちが死ぬ確率は多いので。 

 ただ、リスクに恐怖を感じるのは、そちらの方もおっしゃられたように、ひとつは放射

線が見えない。そういう不安ですよね。精神的な不安。数字じゃなくて、放射線が見えな

いとか、怖いとか、そういうのにリスクがあるのではないかと。 

 では、そちらの方。 

 

―― お待たせしました。まず、ここの話とたぶん一緒だと思うんですけど、死亡率では

なくて、1 回何かが起きたときの影響の大きさ。実際に移住があったり、健康不安があった

り。それが実際に起きているので、そちらで見るべきじゃなかろうかということと。 

 あと、200 年かければ安全性が得られるという話だと思うんですが、私は畑村先生はいい

方だなとは思うのですけど、じゃあ今回の事故、つまり失敗で得られた安全性に対する知

見は何なのか。得られていないんじゃないか。だったら、200 年でも足りないんじゃないか

なという気がします。 

 

（F3） はい。では、発表者さん。 

 

（サブ F） まだ 4 分くらいありますから、意見交換をなさってください。 

 

（発表者 3） 分かりました。だいたい皆さんがおっしゃっていただいた通りなのですけれ

ども、私は、あえて不安というところは除外して説明させていただいています。不安か、

不安じゃないかというのは、個人の考え方の持ちようであって、客観的に安全かどうかと

いうところとはまた違うと思うのです。不安に思うというところはおっしゃる通りだし、

私も、一般の方が不安に思うだろうなというところは同意するんですけれども、そこは安
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全かどうかというところとはまた別に議論するべきではないのかなという意見です。 

 それから、あと 140 年同じ頻度で事故が起きるのかということについては、当然それは、

畑村先生の引用にも書いてあるのですけれども、他の分野からの知見を基に、どんどん安

全率を改善していくことで、より事故は低減できるので、限りなくゼロに近づけていくべ

きだし、ゼロに近づくと考えています。 

 それから、原子力をやめられるかというのは、先ほどそちらの方がおっしゃった通り、

経済的な問題だと思いますので、そういう考えも当然ありだと思います。私は、先ほどそ

ちらの方の意見に同意した通り、経済的にはやる価値はあるのではないかと思っています。 

 あとは、影響の大きさという点では、非常に大きいのは分かるんですけれども、例えば

CO2、温暖化問題は全地球人口 60 億人への影響ということですよね。そういうさらに大き

なリスクも、我々が認識できない範囲であるかもしれなくて、そういう意味では原子力は

ある程度把握できていますし、なんていうんでしょうね、地球が破滅的な危機に陥るとい

うのに比べれば、影響は小さいのかなと。屁理屈に近いかもしれないですけど、そういう

意見ですね。 

 

（F3） 事故で得られた安全性に対する知見はどうでしょう？ 

 

（発表者 3） 知見は、想定外を想定することが大事だなということですね。今、発電所は

一生懸命安全工事とかをやっていますけれども、対処療法的にこういうことが起きたから

こうするということではなくて、本質的に安全性を高める、一言で言うのは難しいんです

けれども、やっているというので。そうですね、想定外を想定するということが大事、と

いうのが今回得られた知見です。 

 

（F3） 他に何かご意見はありますか？ 

 

―― CO2、CO2って言うんですけれども、息子が地学をやっていて、違う視点のことを言

う研究者の意見が全部抑えられているのです。そういう事実もあるので、CO2 だけで言っ

て良いのかというところはあります。 

 

（発表者 3） いろいろな意見があるというのは（大事だと思います）。例のひとつとして、

全地球的な破滅リスクというのは、原子力よりももっと大きなものがあるかもしれません

ということを申し上げました。 

 

（サブ F） では、今のご意見をいろいろ書きましたので、付け足したり、訂正してそちら

に貼っていただいていいですか。間違っているかどうか、確認してくださいね。 

 よろしいですか？ そうしたら次に移ります。 
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発表者 4 

 

（サブ F） よろしいですか？ では、5 分でスタートします。 

 

（発表者 4） 私は、『原子力は本当に安全か？』を選びました。 

 結論からいくと、つらつら書いてあるんですけれども、要は、平時、何も問題がないと

きであれば問題は表面化しにくいので、大丈夫なんだと思うんですよ。日本の点検のレベ

ルは非常に高いというのは聞いていますし。予期せぬ事態で止める確率っていうのは、フ

ランスやアメリカと比べると 10 分の 1 ということで、そこは昔から非常に評判が高かった

というのも聞いたので、そこはレベルが高くて、真面目にしっかりやっていらっしゃるん

だなというのは、調べていて分かったんですね。 

 ただ、事故とか、災害とか、あと、9.11 はビルに突っ込みましたけど、例えばああいう

こと。まあ、一応そういう想定もされているという話は聞きはしますけれども、そういう

非常時。そういうときに事故が発生してしまう可能性は否定できないのかなと。原発事故

というのは、先ほどから言っていますけど、発生した場合の影響は非常に甚大ですよね。 

 日本列島は、プレートテクトニクスの理論によれば、地震多発地帯であることは、経験

上、それから過去のデータからも明らかなところで、必ず発生するでしょうと。そういう

災害に悩まされた歴史があって、今後も同様の状況が続くことは確実と言っていいと思う

ので、日本における原発は、長期のスパンで考えた場合、安全であるとは言えないんじゃ

なかろうかという話です。 

 理由もいろいろ書いているんですけれども、ごめんなさい、私、背伸びしすぎて、あま

り説明できない箇所もあるんですけれども。 

 アクシデント・マネジメントという言葉が、読んでいた本の中で、AM とか略されていろ

いろ出ていたのですけれども、今の日本の考え方は、内部事象、つまり機器の想定されう

る故障やトラブル、まあ、「想定内」という言葉になるのでしょうけど、そこを中心に作ら

れている。そんなこと起こりっこないとか、そんなことは起きても何万年に 1 回だとか、

そういう外部事象に起因するアクシデントは、やはり考慮されていなかった。だから、浜

岡原発で全電源喪失の訓練をやっていたんだけど、 後は電気がつながったという、ハリ

ウッド映画みたいなシナリオになっていて。やはり、そういうところは怖いところなのか

なという気はしています。 

 あと、安全評価手法も、いわゆる決定論的手法に重きが置かれている。確率論的手法っ

ていう、想定を上回るリスクへの対応、そこをいろいろはじいてやる手法があるらしくて、

アメリカではそれに基づいてリスクの洗い出しをやっていて、洪水に対するリスクとか、

そういうものの洗い出しがあるという話なのですけれども、日本ではそれがなされていな
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い。 

 実は、2006 年に福島第一原発で、それに基づいてリスクの洗い出しをしたら、津波に対

するリスクが非常に高くて、手を打たなければいけないというレポートがどうもまとまっ

ていたらしいのですけれども。それが然るべき意思決定のほうに上がっていなくて、今回

の事故に至ったという経緯もあるらしいですけどね。ただ、それが全社的な意思決定で使

われていないということは、非常に重い事実なのかなという気がします。 

 あと、安全神話も、いわゆる反原発で凝り固まっている人を前にして、「いや、安全だか

ら大丈夫なのですよ」と言っていた。結局、反原発派が、安全神話を支える構造に実はな

ってしまっていたんですけれども、結局そこで曖昧になっていて、利害関係者だけでまと

まって、今の状況が作られてしまっているところはあった。 

 その構造を直すには、ドイツみたいに、国民の議論が高まって、国民として意思決定を

したんだというふうにしないと変わらないのでしょうけれども、今の日本だとなかなか難

しいのかなと。無関心とか、無責任という言葉が、たぶん通奏低音のように、一番底に流

れているのだろうと思います。 

 地震などのリスクがあって、それに対して、例えば、ソフト面の対応も含めてきっちり

とやって、それで動かすというのであれば、まあ多少は動かしてもいいのかなという気は

するんですけれども、今あるものを全面的に再稼働するのは非常に危なっかしいと思って

います。あと、それをチェックする国民や、そういう機能も残念ながらない。 

 ということで、技術的に信頼できる方たちがやっている、やれることは頑張っているん

だけれども、トータルで見ると、やはり安全ではないのかな、という結論に私は達したと

いうことです。 

 本当はもうちょっとしゃべりたいんですけど、以上です。 

 

（サブ F） では、2 分でご意見、ご質問をお願いいたします。 

 

（記入中） 

 

（総合 F） 各班の皆さん、あと 15 分です。 

 

（記入中） 

 

（F4） では、今のご発表に対して、そちらの方から。 

 

―― 2 つありまして。1 つは、意思決定のパス（経路）の問題を話されていたので、これ

が原因だと言われたので、では、そこのところは改善されたのでしょうかと。 

 それから、日本の地震のリスクが高いという事実は、そうすると、やはりメリットとの
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バランスになるのではないでしょうかと。 

 

―― 質問は何もないです。同意します。 

 

―― 私は、内部事象や外部事象については、おっしゃる通りだと思います。 

 ひとつ思うのは、福島は今回事故が起きましたけれども、例えば浜岡で同じことが起き

ても、やはり同じような事象になっていたと思うんです。だけど、今回の事故に対する対

応が、例えば浜岡原発もしているところですし、どんどん整備されてきています。まあ、

私は浜岡に行ったんですけど、されてきていると感じたんですけど、それでもやはり原子

力に安全性は不安が残ると感じますか？ 

 

（F4） 後は私ですが、外部事象を強調されていましたけれども、じゃあ、日本以外の

リスクが低いところの原子力は良いということでしょうか、という質問です。 

 新しい基準では、外部事象（地震、津波、竜巻、火災、航空機落下）というのは、もう

要求しています。これに対応すると。やはり、新しい基準はちゃんと厳しくなったのかな

というコメントです。 

 では、今いただいた質問に対して回答をお願いします。 

 

（発表者 4） はい。まず意思決定のところですけど、私の資料に日経の記事をつけている

んですけれども、例の新潟県知事の原発に関するインタビューが出ているんですけれども、

たぶん私が言っている内容は、この知事が指摘している内容と同じだと思うのです。東電

の社長は、東電の立場からしたらああいうふうに言わざるを得ないところも正直あるのか

なという気はしているのですが。 

 ただ、うーん、国、まあ、行政というよりは政治家になるかもしれないのですけれども、

そこが結局しっかりとジャッジを示していないのですよね。それはいろいろな思惑もある

とは思うんですけれども。そこが改善されない限りにおいてはダメだと思いますし。だか

ら、改善されたのでしょうかという問いに対しては、それはされていない。結局今までと

同じことを繰り返している。 

 時間が経って、ほとぼりが冷めたからいいでしょう、というふうに言っているとは思い

たくもないし。つぶれちゃうから動かさせてよ、というふうに言っているように聞こえて

しまう、というのはあります。 

 それから、リスクとメリットのバランスではないか、というところなのですけど、私は

実はそうだと思っています。これと付随する話で、日本以外では良いということですか、

という話なのですけれども、いろいろなリスクがどこまであるのかというのは私も整理し

きれないので分からないのですが、少なくとも地震や火山というリスクを考えると、日本

では起こりうる話ですけれども、外国で、地盤が安定しているところ、例えばアメリカも
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西海岸は作っていないけれども、東海岸は作っているとか。ヨーロッパは地震がないから

どんどん作っているとか。そういうのはあるわけで、そこはちゃんと見ているのかなとい

う気はするのですよね。だから、そういう観点で考えてジャッジをした場合、日本以外で

条件を満せば、そこはやってもいいのかなと。まあ、廃棄物の問題は実は残るんですけど、

日本との比較で言えば、そういうジャッジになると思います。 

 「事故に対する対応が整備されたとしても、安全性に疑問が残るのか？」。うーん、浜岡

も、要は、地震が怖いという話なのですよね。確かにすごい大きな堤防も作っているんで

しょうけれども。 

 ただ、一方で、日本原電が作っていた茨城の原発、あそこは茨城県が事前にリスク診断

をして、浸水する可能性があるから対策したほうがいいということで、堤防を上げておい

たから、ポンプが 1 個生き残って、結果、ああいう状況にならなかったというのもある。 

 あと、地震による直接の損害は、今はなかなか発生しないということも、どうも読んで

いて出てきていたので、あれなのですけど。ただ、浜岡で起きる地震は、半端なくでかそ

うな印象もあって。まさしく構造線のそばなので。それを考えると、ハードをしっかりや

っても、それを上回る可能性があるのかなと思えちゃうんですよ。だから、浜岡という名

前が出てきたら、そこについてはちょっと、という話です。 

 あとは、新基準については私も勉強不足で、後で読んでいくと、ああ、いろいろあるん

だなとは思ったんですけど。ただ、やはりこれもハードの部分に留まっている話で。それ

だけハードをしっかりしたにも関わらず事故が起きてしまった場合にどういう対処をする

のかは、残念ながらまだまだ整備されていない。東電さんも、それは自分たちの会社では

行えないことだから判断の枠外だということで、そこのジャッジを出してしまっているの

で。まあ、東電の立場としたらそうかもしれないけれど、原発というものを全体で捉えた

場合には、やはり万が一のことが起きた場合の対応策がないと、車の両輪のうちの片方の

車輪がなくなっている状態で動かそうとしている話なのかなという気はするので、やはり

そこがいるのかなと思います。 

 

（サブ F） よろしいですか？ 

 では、次はファシリテーターをお願いします。 後の発表です。 

 

 

発表者 5 

 

（サブ F） では、お願いします。 

 

（F5） お願いいたします。 
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（発表者 5） ええと、本文（添付資料）のほうにいろいろ書いたのですが、何を書いてあ

るのかというと、その四角で囲んだ内容です。 

 安全神話はなぜ生じたのか？ 

 安全神話は崩壊したのか？ 

 原子力ムラは変わったのか？ 

 なぜ専門家は安全神話を変えないのか？ 

 ということで、こう考えたというのは後で出てきますけれども、結論から言うと、原発

安全神話と原子力ムラは今も健在のようです、ということになります。 

 では、本文に行きまして、 初に、安全神話はなぜ生じたのか。これは中野教授の力作

がネットに出ています。原子力ムラというのは、三角形か五角形か知りませんけれども、

これらが作ったものである、というふうに詳しく書いていますから、読んでいただければ

と思います。 

 中野教授の説明によれば、そこの図にあるように、原発利権から原子力ムラが生じ、安

全神話が起きて、事故になったと。ですから、この構造を維持している限り、また事故が

起きるわけだけど、どれかがなくなれば事故はないだろうと思えるわけですね。 

 次に、安全神話は崩壊したのかという話ですけれども、少し細かくなってしまうんです

けれども、福島沖には巨大地震が今まで起きたことがない、巨大津波は来たことがないと

いう歴史的な事実があったわけです。そういうことに対して、日本は地震国だから危ない

んじゃないかと言っている人がいたと思うのですけれども、いわゆる「場の空気」という

問題があるんじゃないかということを言っています。30 年前の本ですけれども、山本が書

いていることはまったくこの通りだなという気がしますよね。 

 過去に、すでに 3 回事故が起こっているわけで、そういうことを学んだかどうかという

と、はっきり言えば、学んでいないから今回の福島事故になったと思います。というよう

なことは一般的にも言われているし、今年になってから起きた事故・トラブルを考えると、

そういうふうになっているのだろうと。だから、安全神話は崩壊していないのではないか。 

 そして、原子力ムラは変わったのかというと、基本的には変わっていない。保安院が原

子力安全委員会と一緒になって規制庁になりましたけど、移動しただけで変わっていない

と NHK も言っていますし。そういう意味では、少なくともこの三角形の間では原子力ムラ

は変わっていない。 

 なぜ専門家は安全神話を変えないのかというと、先ほどの話ですよね。津波で事故にな

ったのだから、津波に対してハードで防衛するというのが今回示した安全基準。世界 高

の安全基準、これは全部ハードの対策です。 

 原子力の安全イコール工学的な安全という考え方でいたから、そもそも事故になってし

まったわけで、その背景をまったく変えないのであれば、そこを安全だと思っているわけ

ですから、そういう意味では、工学的な安全性は多少上がったけれども、全体としては安

全神話は維持されていると。 
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 しかし、専門家が悪いわけではなくて、市民のほうも、絶対安全はないということを見

極めないといけないんじゃないかということで、全然関係ないですけど、「子どもが体験す

るべき 50 の危険なこと」という本を挙げました。これを読んだら、私たちが子供の頃、よ

くこんなことをして遊んだなっていうのが書いてありますけど、市民のほうもそういう対

応が必要かなと。 

 以上から、原発の安全神話と原子力ムラというのは、今も維持されているということが

結論です。以上です。 

 

（サブ F） では、2 分で、今のご発表に対するご質問、あるいはご意見をお書きください。 

 

（記入中） 

 

（F5） では、そちらの方は書いていらっしゃるので、こちらからお願いします。 

 

―― 他の産業だと、確かに絶対安全はない、車は事故を起こすということで、国民も「ま

あ、そうだろうな」と思うと思うのですけど、こと原子力に関しては、「絶対安全はない」

というふうに言って、本当に国民を納得させることができるのか、ということです。 

 

（F5） 1 つでよろしいですか？ では、次の方。 

 

―― 私も 1 つだけなのですけど。たくさん書いていらっしゃって、すみません、私の理

解が追い付いていないところがあるかもしれないですけど。ひとつ気になったのは、発表

者さんが冷めた目で見ていらっしゃるというか、専門家として切り込んでいく姿勢があま

り感じられなくて、（安全神話とムラは）健在ですという結論なのですけれども、じゃあど

うしたらいいんでしょうか、というところはお伺いしたいところです。 

 

（F5） では、私ですね。今のご質問に関連するところから。原子力ムラはどうしたら解

体されますか？ これはたぶん答えがないんですけど、一応そういう問いを作ってみまし

た。 

 あと、原発を批判的に監視する社会を作ることが必要、とありますけれども、同じよう

な質問なのかもしれないですけど、どうすべきですかと。これは、ご意見を伺いたいとい

うだけで、別に答えを求めているわけではありません。 

 では、すみません、そちらの方。 

 

（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。 
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―― 安全神話を崩すにはどうしたらいいですか、ということと。 

 崩壊していないのはどういうところですか、ということです。 

 

（F5） まず、内容についての確認はよろしいですか？ 

 

（発表者 5） 大丈夫です。 

 本当にこの質問自体がすごいなと感心するのですけれども。国民に対してどうすべきか

っていうのは、国民ということは、たぶんこの会場にいらっしゃる皆さん方なので、専門

家ももちろん含みますけれども、国民全体が安全やリスクを、原子力に限らず、見るべき

ではないかということですよね。そういう考え方が、本来日本人皆にいかないといけない

んじゃないかなという気はしますけどね。 

 これもグッドクエスチョンですよね。私のレポートの結論は、少なくとも現状（ムラと

安全神話は）なくなっていないという結論ですから、なくすにはどうしたらいいかという

のはグッドクエスチョンで。その回答があったらハッピーなのですけれども。強いて言え

ば、ムラの外側に、マスコミとか市民とか、管理するような仕組みというのですかね、本

当は国会がしなければいけないのだけど、国会は、まあ、犯人の 1 人なので。政治家も原

子力ムラの一員だとしたら。中が管理するということは不可能だから、外の人たち、批判

的なマスコミとか、批判的な市民団体とか、そういうものが外からムラを監視する仕組み

が必要だとは思います。 

 で、 後の質問ですね。ちょっと意味が分からなかったのですけれども、崩壊していな

いという事実はどこから拾えた事実ですか、ということなので、ひとつの理由は、そもそ

も前回事故が起きたときに学んでいれば、そのときにすでに神話と言われているわけです

から、そのときに神話が崩壊していれば、次の事故はなかったわけですよね。とすれば、

このときに神話が崩壊していないわけだから、今回も崩壊するかどうかは分からない。分

からない、ですよ。したともいえない。していないともいえない。 

 していないっていうことの証明はいくつか出ていますけれども、例えば、原子力学会誌

を読むと、2 年間で、我々は間違えたと書いた人は 1 人しかいない。やはりおかしいなとい

うことが言えますよね。他の 6999 人は間違えたと思っていない。まあ、言っていないだけ

かもしれないですけど。それから今年になって起きたようないくつかの事故・トラブルを

見ても、やはり安全に関する根本的な考え方が欠けているのではないかと。こういうよう

なことが、裁判で証拠になるかどうかは分かりませんけど、背景のデータということです

ね。 

 以上です。 

 

（サブ F） ありがとうございました。 
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 この後、休憩の後に、ご自分のところを 1 人 3 分で発表していただきます。ですから、

このポストイットを、ご自分がどういう発表をして、どういう質問があって、どうだった、

というような発表がしやすいように、並べ替えていただくのがいいと思います。それが終

わりましたら、ボードに貼り出しますので。 

 ご自分の一番言いたいことに対してどういう質問があったか、どういう意見があったか。

それに対して私はどう思う、っていう流れでもいいですし。全体を網羅してでもいいです

し。 

 こちらで、一応、皆さんのご発言をメモいたしました。間違えていたら、直していただ

いて結構です。それではよろしくお願いします。 

 

（各自付箋の貼り換えと休憩） 

 

＜終了＞ 


