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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】 D 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） 発表する順番とファシリテーションの順番ですが、どうでしょうか？ 

 

―― 話す順番ですか。あいうえお順とか。 

 

（サブ F） では、あいうえお順でいきましょうか。 

 ファシリテーターは、次に発表の人だと、ちょっと落ち着かないでしょうか。 

 

―― じゃあ、私がやります。 

 

（サブ F） では、そういうふうに回していけばいいですか？ 

 ご自分のスペースは、それぞれの前のところでよろしいでしょうか？ 名前を書いてい

ただけますか。 

 

（名前の記入） 

 

 

発表者 1 

 

（発表者 1） 書いたことに対して、細かく話すような感じですか？ 

 

（サブ F） はい。それは自由にやっていただいて結構です。 

 

（F1） 5 分ですよね？ 
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（サブ F） 初に 5 分で発表ですね。 

 

（F1） ではお願いします。 

 

（発表者 1） 前回、（放射線が）実際に体の中でどういう作用をしているのかが分からな

いという意見が多かったので、私はその辺りを、専攻ではないのですが、ちょっと昔勉強

していたので、それをまとめようかなと思ったんですけれども、とりあえず本を 2 冊くら

い借りて、その中から、簡単に文字だけまとめたっていう感じで持ってきました。 

 これは書いちゃっても大丈夫ですか？ 

 

（F1） 発表する方は、発表するだけです。 

 

（発表者 1） はい、分かりました。 

 もしかしたら専門家の方は知っている内容かもしれないんですけれども、DNA について

書かせていただきました。放射線によって、DNA が切断されたり、塩基が損傷したりとい

うことで、人間の体に害があるということを書きました。 

 それを修復するための機構もこれだけたくさんあって、日常生活レベルの放射線では、

まったく問題がないくらいにはなっているということが書いてありました。 

 なおかつ、人間には 60 兆個の細胞がありまして、1 つの細胞に 2 メートルくらいの DNA

があるんですけれども、それがだいたい 30 億塩基対くらいの単位であるそうです。そのう

ち、生命維持に関わるタンパク質をコードする遺伝子は、全体の 1.3％しかないということ。

あと、ここ（参考文献）に詳しく書いてあった話だと、実際に使われている遺伝子自体が 4

分の 1 くらいしかないということで、あとの遺伝子はまったく使われていないらしいです。 

 というわけで、DNA に放射線が当たって壊れたとしても、計算上は、4 分の 3 は人体に

害がない場所になるということです。4 分の 1 に当たったとしても、まあ全体から見て 1.3％

くらいしか生命維持に関わっていないので、大して問題にならないというわけじゃないで

すけれども、確率としては低いと。 

 でも、これは低線量時の話ですので、高線量時にはそれどころではないくらいまで破壊

されてしまうので、あまり関係がないのですけど。 

 なおかつ、ここには書いていなかったんですけれども、授業の中で先生から聞きかじっ

た話なのですけれども、たとえタンパク質をコードする遺伝子が破壊されたとしても、破

壊された細胞が 1 個、2 個とかの単位だったら、周りにたくさん細胞がありますので、その

細胞がカバーするらしいんですよ。A という物質を作る遺伝子が破壊されたとしても、周り

に A という物質をたくさん作っている細胞がありますので、それが A という物質を出して

いるので、生命維持には問題ないと。複数の、かなりの数の細胞が同時に、同じような場

所にダメージを受けない限りは、放射線の影響は少ないという話を聞きました。 
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（F1） あと 1 分です。 

 

（発表者 1） はい。ですので、今言われている何マイクロシーベルトとか、そういう単位

で害が出るというのはあまり考えられないそうです。 

 それから、遺伝毒性、要は遺伝子の影響が遺伝するということが放射線の被害の影響で

あるそうなのですけれども、それもかなりの高線量を浴びない限りはまったく問題になら

ない。本当に致死量ギリギリぐらいの量を浴びない限りはならないということを聞きまし

た。 

 なので、高線量のときはあれですけど、低線量のときは別にそんなに騒ぐ必要はないん

じゃないかなというのが私の意見です。 

 

（F1） ありがとうございました。 

 それでは、この後 2 分間で、今のお話を聞いて、意見と質問をそれぞれ書いてください。

では、お願いします。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） 質問には Q と書いてください。 

 

（記入中） 

 

（F1） はい、終了です。では、順番に、質問と意見を貼っていただきます。そちらから

でいいですか。 

 

―― ええと、読んで貼るんでしたっけ？ 

 

（F1） はい。読んで貼っていただけますか。この時間は 3 分ですよね？ 

 

（サブ F） 全体で 3 分です。 

 

（F1） 全体で 3 分ですね。では、1 人 1 分くらいで。 

 

―― ご自分で勉強して整理した上で、ご自分でここまでは受容可というレベルを決めら

れたというところが、素直にすごいなと思いました。自分の基準を持つっていうのは、簡

単なようで、なかなか難しいと思うので。 
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 もう一点、Q なのですけれども、マイクロシーベルトぐらいだったら体は大丈夫なんだ

っていうことをお書きだったんですけれども、では、事故が起こっても、被ばくがマイク

ロシーベルトオーダーだったら、そういう原子力が容認できると感じられますか？ ちょ

っと、すみません、難しい話なんですが。 

 

（F1） ありがとうございます。では、そちらの方、よろしいでしょうか。 

 

―― はい。低線量で被ばくに問題がないという点に関しては、これは私としてももっと

もだというふうに考えます。 

 では、現在の原子力利用で、高線量の被ばく、致死量に至るような被ばくが起きるでし

ょうか？ これは質問というよりは、意見をいただきたいというところです。そう考える、

ということでもいいのですが。 

 

（F1） ありがとうございます。では、私です。私は質問だけです。致死量くらいの原子

力（放射線）を受けるということがあったらどうなんだろうか？ と。先ほどのお話の中

で、低線量では問題ないけれども、致死量くらいのダメージを受けたらもう大変なことに

なるというお話だったので、実際にこういうことがあったとしたら。というか、これに近

いと思います。あるんですか？ ということですね。 

 ええと、発表者の方は、その後の質問、意見のところでおっしゃればいいのですか？ 

 

（サブ F） はい、そうです。 

 

（F1） では、30 秒残っていますけれども、終わりにしましょうか。では、 

 

（サブ F） では、その次は 5 分ですね。 

 

（F1） この後の使える時間は 5 分ですね。 

 

（サブ F） 発表者が回答とコメントをすることになっています。 

 

（F1） では、まず発表者さんがおっしゃりたいことがあるかもしれないので、そこから

お願いします。 

 

（発表者 1） とりあえず、ややこしくしているのは、修復機能の強さにはかなり個人差が

あるということは分かっています、ということを追加でコメントします。それを確かめる

手段はないということが問題としてありまして、大変だなと。 
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 この質問についてなのですけれども、致死量くらいの原子力（放射線）を受けるという

環境は、基本的にはないと思うんですけれども。でも、本当に日本中の原発が全部爆発し

たら、そういうのを考えたら、あり得ない話ではないので。正直そこまでいったら、もう

あきらめるしかないような気もしますが。 

 そうですね、「マイクロシーベルトレベルなら原子力を容認できますか」、それはもちろ

ん、ないに越したことはないのかもしれないですけれども、やはり原子力を利用していく

上で、リスク的には仕方がないと思うので。なんていうんですかね、なるべく外に出さな

いようにって。出てしまっているので、もう後日談というか、あとの祭りですけれども。

いかにして高線量を出さないようにしていくかとか。 

 

（F1） この質問は、自然界にある放射線ではなくて、事故でそこにプラスされる放射線

は容認できるか、ということですか？ 

 

―― あ、そうではなくて。まあ、それも含めてなのですが。事故がなければ大抵マイク

ロシーベルトオーダーにはいかないので。 

 マイクロシーベルトオーダーなら問題ないというひとつの結論を、ご自分で調査して得

られていたので、だったら、原子力事故でそういう状況になってしまった場合、まあ、（今

回の福島は）そうなのですけど、それでも原子力は容認できるんですか、っていうことで

す。ごめんなさい、鶏と卵みたいなのですけど。 

 

（発表者 1） ああ、そうですか。私としては、代わりになるエネルギーが今見つかってい

ないので、現実問題として使わざるを得ないような気がするんですよね。核融合だのなん

だの研究されていますけれども、それもまだ実用化には遠い状態で。 

 で、太陽光発電は作るエネルギー量を考えたら全然大した発電になっていないとか。風

力発電も設置を考えたらどうこうっていう話になってくると、やはりどうしても原子力や

火力に頼らざるを得ない状態になっているんじゃないかなと思うので。もちろん、事故が

起きないことが第一なのですけれども、使わざるを得ないんじゃないかと思います。 

 

（サブ F） まとめると、〔リスク的には仕方がないと思う〕。〔使わざるをえない、現時点

では〕というご意見でいいですか？ 

 

（発表者 1） はい。 

 

（F1） 皆さん、何かありますか。残り 10 秒なのですけど。 

 

―― 私の質問は、単純に、イエス、ノーの答えになるかなという感じがするのですが、
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どうですか？ 高線量の被ばくがあり得るというふうにお考えになっているのでしょう

か？ 

 

（発表者 1） 現場で働いている方にはあると思うんですけど、一般の人が日常生活をして

いく中で、そうそう起こることはないんじゃないかなと思いますね。チェルノブイリ並の

大爆発をするとはあまり思えないので。 

 

―― 日本で高線量の被ばくで死んだ人って、JCO なのですよね。 

 

（F1） JCO って何ですか？ 

 

―― 1999 年に起こった、JCO っていう小さい会社の臨界事故の話で、 

 

（発表者 1） バケツでやっていたやつですね。 

 

（F1） ああ。 

 

―― あのときにお二人亡くなったんです。全身に致死線量以上を浴びたので。 

 

―― 起きるかって言われたとき、確かに先例があるので、作業者にはあるかもしれない。

でも、たぶん一般の方にはそこまでいくことはないだろうなと。 

 

（発表者 1） そこまではないですね。 

 

―― 普通の発電所でも、ないだろうなと思いますね。 

 

―― もちろん。 

 

―― 致死量を浴びるような事故は、発電所でも起こらないだろうなっていう感じがしま

す。起こりようがないよな、っていう感じですね。 

 

（F1） ああ、そうなのですか。 

 

―― JCO は、ずっと法令違反をしていたので。 

 

―― JCO は、法律に違反した作業をずっと続けていたという。 
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―― あとは、そういうものに関する知識を与えられずに、こういうことをやったら命に

係わるよ、という教育も十分されないままにやってしまったと。 

 我々が見たら、なんでそんなことをしているの、それは死ぬでしょう、っていうのが分

かるようなことだったと。すさまじかったですね。 

 

（発表者 1） 授業で聞いたときに本当にびっくりしました。死にたいのかな？ って思い

ました。 

 

―― そうなのですよね。 

 

（F1） ありがとうございました。では、次の、あ、 

 

（サブ F） すみません、いいですか？ 〔JCO では高レベルだった〕ということですね？ 

 

―― そうですね。 

 

（サブ F） それから、〔発電所でもありえない〕というご意見。 

 そして、発表者さんからは、〔日常生活では高線量はない〕ということですね？ 

 

（発表者 1） はい。 

 

（サブ F） あ、これはこちらの質問の回答にもなりますかね？ 

 

（F1） そうですね。私は、実際に（致死量を）超えることがあるんだろうか、というこ

とを聞きたかったので。それに対して、今ある原発も含めて、発電所ではありえない、と

いう専門家の方のご意見ですね。 

 では次の発表はそちらの方ですね。 

 

―― 私が説明をするんですよね。 

 

（サブ F） ちょっと時間が押し気味ですね。 

 

―― そうですよね。トータルの 15 分っていうカウントもしないといけないですよね。 

 

（サブ F） そうしたら、ファシリテーターと発表者の交代です。 
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発表者 2 

 

（F2） それでは、意見をお願いします。 

 

（発表者 2） はい。ええと、5 分以内ですよね。 

 私が選んだのは、『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？』です。

すみません、バタバタ書いたので、ほんの少しなのですけれども。 

 結論から言うと、やはり原子力は日本に必要だと思っています。やめることはできるか

もしれないけれども、そのために失うものは非常に大きすぎるというのが私の考えです。 

 その理由をいくつかに分けて書いているんですけれども、ひとつは、やはり経済的な豊

かさには原子力は欠かせないということ。 

 それから、CO2 の排出権の問題。これは経済性にも関係するんですけれども、なかなか

話題にならないんですけれども、CO2 の排出権売買ということをやっていて、たぶん、日

本はすごいお金を払っていると思うのです。かつ、よその国から排出権を買わなければい

けないので、排出権を譲ってもらうために、ODA とか、外交カードを切りながら、お金も

払いながら、そういうことを見えないところでやっていると思うのですね。ですから、経

済性のみならず、外交上もどんどん弱みを増やしている状況なのかなと。 

 そして、経済大国でなくなった日本を誰も守ってくれないだろうなと。だから、経済的

に強い国であり続けないと、結局、侵略とまでは言わないけれども、かなり日本としてお

かしな国になっちゃうと考えています。 

 原子力は、電力を作るものだけじゃなくて、そういった歴史ですとか、外交、安全保障、

経済の隅々のところまで、ものすごく絡み合っているので、やめることは、やろうと思え

ばできるかもしれないけれども、代わりに失うものはすごく大きいと思っています。だか

ら、本当にそういう意味で必要だと思っています。以上です。 

 

（F2） はい。それでは皆さん、質問をまとめてください。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） 2 分経過です。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） ファシリテーターさん、どうですか？ 
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（F2） はい。それでは意見をお願いします。 

 

―― まあ、青い札なんで、私も原子力は必要だと考えています。 

 排出権の話がありましたが、（CO2を）排出しない電源というのが 近は常に言われてい

るわけで、それであれば代替が可能でしょうか？ そうお考えでしょうかという話です。 

 あるいは、排出権すら買いあされるほど裕福になってしまえば、買いあさってもいいの

ですか、という話です。それはそれでいいんでしょうか？ という問いをしてみたいと思

いました。 

 

―― すごく理路整然としていて、説得力があって、私も同じテーマで書いていて、まっ

たく反対の意見なのですけれども、なんかちょっと、反論できないなと思って。 

 あと、今、排出権を買っているのだろうか？ これは本当に知らされていないだけなの

かもしれないんですけど、疑問に思ったことです。 

 あと、世界的にやめる方向に持っていくのは不可能なのでしょうか？ という質問です。

日本だけがやめると、いろいろここに書かれている問題があるかもしれないんですけれど

も、 

 

（サブ F） 〔本当なのか？ （情報がない）〕と書きましたが、これでいいですか？ 

 

―― あ、そうです、（排出権に関する）情報がない。逆にもしかすると日本は（排出権を）

売ることもできるんじゃないだろうかって。あ、でも、それはあとで。 

 

（F2） はい。では私の意見なのですけれども、エネルギー問題を解決するために原子力

が必要なことは同意します。 

 それから、もしかしたら、この会のテーマ的に考えて、代替エネルギーが見つかったと

して、原子力をやめられるのか、というところが疑問ですね。やはり利権とかが、 

 

（発表者 2） これは Q ですか？ 

 

（F2） ああ、そうですね（Q と書き足す）。利権とかがかなり絡んできているので、もし

かしたら代替エネルギーが見つかったとしても、原子力自体はなくならないんじゃないか

なって、今ちょっと思いました。以上です。 

 それでは、 

 

（発表者 2） じゃあ、アンサータイムですか。 
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（F2） はい。 

 

（発表者 2） では、ひとつひとつ。ええと、排出しない電源での代替は、量的に可能とい

う見通しが得られているというふうに私は思っていないです。専門でないのでよく分から

ないのですけど、量的にバランスしないと思っています。 

 それから、排出権を買いあされるだけの経済大国になれば、とありますが、売ってくれ

ないんですよね。中国なんかもそうなのですけれども、アメリカも特にそうですけれども、

売ってくれません。自分のところの排出権がなくなっちゃうから。ブータンとか、まだ石

油燃料をあまり使っていない、排出権に余裕のあるところが売ってくれているんですね。

余裕のないところは売ってくれない。なので、お金がいっぱいあれば買えるかといったら、

そうではないのではないかと。もし買えるとしたら、もっと大きな外交カードを切らない

といけなくなって。 

 で、今は排出権は買っています。たぶん買っていると思います。 

 次は、「世界的にやめる方向にもっていくのは不可能でしょうか」。今、原発をやめる方

向なのは、日本とイタリアとスイスだけで、あとは皆さん原発やる方向でガンガン進んで

いるので、不可能というか、今ですら、そういう方向では全然ないと。 

 

（サブ F） 日本とどことどこですか？ 

 

（発表者 2） やらないと言っているのが、まあ、ドイツは前からやらないと言っていて、

事故後にやらないと言い出したのが、イタリアとスイスです。 

 代替エネルギーが出てきたときに原子力をやめられるのかというのは、いいところを突

いていただいたなと思うんですけれども。やはり、安全保障問題などがあるので、利権絡

みという点では、もうちょっと外交上の問題でやめられないんだろうなとは思います。た

だ、経済のほうはあまり専門ではないので、詳しくは分かりません。自分できちんと調べ

てものを言っていないという部分もあるので。はい。 

 

―― 外交上の問題としてやめられないというのは、どういうことですか？ 

 

（発表者 2） 例えば、六ケ所がとめられなかったみたいに。民主党は、原発ゼロと言いな

がら、六ケ所をやめるとは言えなかったのですよね。それはやはり外交問題だったので。 

 

―― うーんと。 

 

（発表者 2） あと、もちろん県との問題もありましたけども。 
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（F2） ここら辺の国って、皆フランスなどから電気を買っているのですよね？ 

 

（発表者 2） はい。電気を買っています。 

 

（F2） せこいんですよね。 

 

（発表者 2） 大陸でつながっていますからね。 

 

（F2） そうですよね。東電の火力発電所に見学に行ったことがあるのですけど、そのと

きに所長さんが話してくださったんですけれども、この辺の国は、お互いに電気のやり取

りしているので、自然エネルギーみたいな不安定な電力でも、どこかしらから仕入れれば

安定して供給できるので、導入しやすくて、原発もやめやすいとは言っていましたね。 

 あと、ドイツも、原子力をやめるってやっているんですけれども、石炭火力にだいぶ依

存しだしているそうなので、環境問題的にはあまりよろしくないんじゃないかと。 

 

―― ドイツは石炭が採れるんですよね。自前で確保できちゃうから、売電まで仕掛けて

いますけれども。 

 ドイツは再生可能をやっていますけど、自分の資料に書きましたけれども、あれで発電

はするんですけれども、自分の国でバランスが取れていないのですよ。自分の国でバラン

スが取れないと、電力がつながっているから、他の国も不安定になっているという。発電

すればするほどですね。他国に迷惑をかけているというのがドイツの現状です。 

 

（発表者 2） ヨーロッパは、送電網が国を越えて張り巡らされているので、そういう点で、

どこかだけがやめるというと、どこかが影響を受けたりして、お互いの関係は非常に深い

し。どこかが減れば、どこかが入れてきている、というんですかね。 

 

（サブ F） これでいいですか？ 

 

―― ああ、そうですね。自国でバランスがとれていなくて、他国にも迷惑をかけている

のがドイツの状況だということです。 

 セキュリティという話がありましたけれども、やはり、いろいろな電源を確保しておく、

使える手段を常に用意しておくというのは、エネルギーを確保する点では私は大事だろう

なと思っています。手札をいっぱい持っている中で、その手札を良いように組み合わせて、

毎回カードを切っていく。今使える手札は使っておくほうがいいのではないかなと。 
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（F2） はい。それでは次に移ります。 

 

 

発表者 3 

 

（F3） では、よろしいでしょうか。 

 

（発表者 3） いいですか。時間がないときによくやる手なのですけれども、スライドの

18 番をご覧ください。先に結論から言います。 

 原子力は積極的に活用していくべきだということです。温室効果ガスの排出削減にも寄

与する、安定した電力であるということ。それから、これは前にも書いてあるのですが、

新しい原発は安全性が向上していて、新基準への対応で、災害対応能力は高められていま

すよ、というのが根拠になります。 

 ええと、これは資料の中では明確にエビデンスは出していないんですけれども、ウラン

燃料の供給量や価格の安定性。高い備蓄能力というのがあります。石油は、タンカーとか

に積んでいますよね。それに上回るような備蓄の能力があります、というのがひとつの原

子力の特徴です。 

 それから、自民党の参院選のマニフェストに載っているのですけれども、高レベル放射

性廃棄物が問題になっていますが、これについて、大幅な有害期間の短縮や毒性の低減化

の研究開発を加速すると。そういう形で、これに関する研究開発にもこれからは陽が当た

っていくだろうと。 

 それから、原発の要否に関わらず、継続的な人材育成が必要ですと。そのためにも、原

子力はあれば使っていくほうがいい。そういう人がいないと、福島の後始末もなかなかう

まく進まないし。例えば、20 年後に使わなくなってしまうもののところに就職したいと思

うか。自分が 40 歳とか油が乗り切ったころには、もう従事するものがないような産業が、

これ以上安全性を確保できるのか。というのは難しいなと。 

 それから、原子力平和利用の牽引役を果たせる力が大事です、というのが私の論点にな

ります。 

 戻っていただくと、エネルギー需要は上がっています。火力が主体です。どこの国かと

いうと、中国や中南米や中東です。 

 

―― すみません、何ページですか？ 

 

（発表者 3） ええと、1、2 ページです。 

 この図を見ていただくと、右肩上がりですよね。これは（エネルギー需要が）増えてい

るということです。何が増えているのかというと、火力です。 
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 下の図は、天然ガスの価格の変動です。ぶっちぎりで上がっているのが日本です。今、

LNG の世界の流通の 10％が日本に集まっています。だから、値段をふっかけられまくりで

す。とにかく値段が上がっている。アメリカが下がっているのはシェールガスの影響です。

とにかく、高いものを買わされている。 

 電力需要は世界的に伸びていると言いましたが、どこが伸ばしているかというと、中国。

オレンジのところがありますよね。 初の頃にはなかったのが、ダーッと広がって伸びて

いる。これが中国です。あとは、中東、中南米、アフリカがどんどん需要を伸ばしていま

す。 

 福島以降、各国で原子力をどうしているかというと、電力需要を伸ばしている国は、い

けいけどんどん、原子力がほしいほしいと言っています。やめようと言っているのは、も

う電力が飽和してきているドイツ、ベルギー、スイス、イタリア。この辺りは、もうやめ

ようと。要は、もうある程度電力を自分で確保しちゃって、成長した国が、ちょっとやめ

ておこうかなと言っているぐらいになっている。 

 次はドイツの例ですけれども、ドイツは早くから準備していたにも関わらず、再生可能

エネルギーの導入で、電気料金が昨年比で 10％増です。これは、昨年も上がっているので、

畳みかけて上がっています。電気料金の内訳を見ると、半分が税金と再生可能エネルギー

の奨励金です。つまり、1 万円使っている家庭があったら、3000 円くらいは再生可能エネ

ルギーへの奨励金になっているのです。 

 

（F3） あと 1 分です。 

 

（発表者 3） 再生可能エネルギーの業者に回る、というのが現状です。 

 で、どうしようかな。日本も電力需要は伸びています。5 ページの左の図を見ていただく

と、減っているのは産業です。家庭は、一番下の電灯というやつです。100 ボルト使ってい

るもの。これは、あまり減っていないんです。省エネを頑張ったって皆さん言うんですが、

減っていないんです。無理無理減らされている産業のおかげで、トータルとして減ってい

るというのが現実です。 

 発電コストは競争力があります。参院選の話は飛ばします。再生可能エネルギーもとり

あえず飛ばして、9 ページを見ていただくと、日本は火力をバンバン焚いているので、つい

に CO2 の排出量がプラスになってしまいました。他の国を見ていただくと、ヨーロッパも

アメリカも減らしているのに、先進国では増やしているのは日本だけです。こんなにこっ

恥ずかしいことになっている。これはあまり報道されないのですが、こんな 低な状況に

なっています。 

 

（F3） 5 分です。 
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（発表者 3） 5 分経ちましたか。すみません、説明しきれませんでした。 

 

（F3） では、質問、コメントを 2 分間で書いてください。お願いします。 

 

（記入中） 

 

（発表者 3） 秘書に、ちょっと分かるかどうか、聞いてみてよって説明したんですが、30

分かかりました（笑）。丁寧に説明したら、どうしても 1 スライドに 1 分から 1 分半はかか

りますね。 

 

（記入中） 

 

（F3） はい。2 分経ちました。では、そちらの方からお願いします。 

 

―― ええと、すごくよく分かりましたが、説明が早すぎで分からないところが（笑）。 

 

（発表者 3） すみません。 

 

―― ちょっと消化不良みたいなところがあります。 

 あともうひとつ、CO2が増えたのは先進国では日本だけだったということですけれども、

例えば原発をあきらめるんだとしたら、CO2 が増えるのはもう仕方がないんじゃないか。

それは恥ずかしいことではないんじゃないかというのが私の意見です。 

 

（サブ F） 質問ですか？ 

 

―― いや、意見です。 

 質問は、ウランは安全なのですか、というのが質問です。以上です。 

 

（F3） はい。では、そちらの方、お願いします。 

 

―― 個人的な意見としては、やはり再生可能エネルギーは、原子力の代わりにはできな

いと思います。 

 少し人材の話があったので、その人材育成をどうやってしていくのかが気になりました。 

 

（F3） では私。Q ではないんですけれども、人材育成が大事だということは賛成です。 

 それから、改めて、日本にとって原子力って大事なんだなというのを感じました。 



 - 15 - 

 あと、Q なのですけれども、原子力平和利用の牽引役を果たせる力が不可欠ということ

だったのですけれども、では、世界の原子力の平和利用の牽引役を、日本は果たせると思

いますか。あるいは、果たすべきだと思いますか、という Q です。 

 他に出していないご質問やご意見はありますか？ ないようであれば、少し早目に回答

タイムに入りたいと思います。では、発表者さん、お願いします。 

 

（発表者 3） 質問の回答からいきますと、ウランは安全かという点ですけれども、ウラン

は、比較的取扱いはしやすいです。プルトニウムから見ると、ずいぶん楽です。一度ぜひ、

発電用の原子炉の燃料を作っているところを見に行っていただければいいと思うんですけ

れども、人が手で、マスクしているくらいで普通に作っています。なので、非常に扱いや

すいものであります。 

 もちろん、やはり重金属ですから、鉛などと一緒で、直接食べたりすれば体を悪くする

んですけれども。 

 そういう点では非常に取り扱いはしやすい。だからこそ備蓄にも耐えられる。1、2 年分

の、原発を全部賄えるくらいの量を、1 つ 2 つの会社で賄うことができる。経済産業省はそ

れをやろうとしたんですけれども、3.11 でつぶれましたが、そういうことはしています。

そのくらいの非常に取り扱いしやすいもの、ということになります。 

 人材育成をどうやっていくか。これはもう、原子力をきちっと維持していくしかないと

思います。今年、伊勢神宮が遷宮しましたけれども、あれは 20 年なのですよね。なぜ 20

年かというと、それを作る技術を維持していくには、20 年オーダーくらいで若い人を教育

していかないといけない。原発もまったく同じで、ここしばらく原発を作っていないので、

技術が失われかけている。ここで上関なんかがとまっちゃったらしんどいのですけれども、

ちゃんと原発をある程度作っていくということをしていかないと、なかなか人材育成は難

しい。 

 やはり、新しいものにしていく。そうすることで、結局発電用の原子炉の安全性も高ま

っていく。新しいものになると安全性が上がるんです。12 ページに書いてありますが、事

故が起きるリスクがどんどん減っているんです。この図は、縦軸は炉心が壊れたり、大規

模な放射性物質を放出する頻度です。横軸が年です。第一世代、第二世代、第三世代。今、

我々は第四世代を模索している。第三世代以降、事故が起きる確率は 100 万分の 1 以下、

そういう新しいものにどんどん変えていくことで、安全性は向上していくし、技術もちゃ

んと継承されていくと。だから、原発のリプレイスをやっていくのが一番大事だと思いま

す。 

 原子力の平和利用の牽引役については、おっしゃるところは非常によく分かるんですけ

れども、例えば 14 ページをご覧いただくと、日本とヨルダンで原子力の協定を結んだとい

う話を引き合いに出しています。15 ページにその協定の中身を書いています。ウランの濃

縮、再処理、それからプルトニウムの移転に関する技術は移転されないと書いてあります。
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この協定では、原子力の平和的非爆発目的のためのみで、爆発目的の研究開発もやっては

いけませんということが第 4 条で書いてあります。第 12 条では、そういうことに違反した

ら、この契約を終了し、この協定に基づいて移転されたものは一切合財返還してもらうか

らね、ということになっています。こういう協定で縛って、平和利用だけをしてね、って

言うことで、ある程度日本が平和利用に寄与することができるというふうに考えています。 

 ベトナムと日本は協定を結んだんですけれども、ベトナムはロシアと日本から原発を輸

入することを今考えています。で、ロシアから先に輸入することを決めました。なぜか。

セットになっていたものが魅力だったんです。ロシアは潜水艦と一緒に輸出する。 

 

―― そうですね。同じ社会主義の国ですからね。 

 

（発表者 3） 社会主義の国なので、潜水艦、要は兵器と一緒に売るんです。ベトナムは兵

器が欲しかったんですよ。原発買ってやるから、潜水艦技術をよこせということで、それ

をセットに、ロシアからまず原発を買って、残りは日本から、安全なほうをくれというこ

とで、2 基それぞれ買うという契約になっています。 

 だから、日本ができるのは、いや、そんなことはするなと。ちゃんと西側で守ってやる

から、こういうものは平和利用だけにしろ、というふうにしていけば、新興国にそういう

技術が流出していくこともある程度の抑制効果は得られるだろうと。 

 もちろん、ファシリテーターさんの専門部分に関しては、完全にフォローはできていな

いだろうとは思いますが、これが質問に対する答えです。完全ではないけれども。 

 

（F3） いえいえ。 

 果たせるということは答えをいただいたと思うんですけど、果たすべきだと思います

か？ 

 

（発表者 3） 考え方によると思います。ファシリテーターさんのご専門の部分ではたぶん

難しい。 

 

―― ファシリテーターさんの専門って何なのですか？ 

 

（発表者 3） 核不拡散です。要は、兵器を売るとか。IAEA などにしかるべき役割を果た

してもらえるようにしていけば、大丈夫ではないかなというのはありますけど。でも、や

れる 善のことはされたなという気はします。 

 

（F3） 善のことはすべきだと。 
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（発表者 3） そうですね。 

 

（F3） ありがとうございます。 

 

―― CO2が増えるのはある程度仕方がないということに対してはどうですか？ 

 

（発表者 3） CO2が増えることをどこまで許容するかですよね。日本は、－6％という約

束をしているのにもかかわらず、増やしている。鳩山政権にいたっては、－25％だと言っ

たのに、今になって、原発やめたいから増えてもいいよね、ということを国際的に認めて

もらえるのか、というところですね。そういうのは、やっぱり、ちょっと利己的に過ぎる

かなと思います。世界的にもやはり、それは容認されない話なので。 

 

（F3） 地球温暖化のためですよね。 

 

（発表者 3） 温暖化対策ですよね。 

 

―― 私の知り合いが、昔日立プラントテクノロジーっていう会社にいたんですよ。原発

を作っていた会社なのですけど。その人はそれに関わっていないんですけど、同僚がどう

も関わっていたらしくて、事故があってから、もう隠居して年金暮らしをしているのに、

呼び出されて、接見室であれこれ聞かれたとか言われていたので、そういう情報が下にく

だっていなかったんだなって思って、この質問をしたんですけど。 

 

（発表者 3） そうですね。図面引いた人だから知っていることというのはあるのかもしれ

ないですよね。そこまでの知識を伝承するっていうのは、やはり難しい。 

 

―― そうですね。 

 

（総合 F） 各班の皆さん、あと 15 分です。 

 

（発表者 3） はい。 

 

（サブ F） では、 後の発表に移りましょう。 

 

 

発表者 4 
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（F4） では、お願いします。 

 

（発表者 4） なんか、すごい四面楚歌な感じで嫌なのですけど…。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？』について書きました。私も時間がなか

ったので、メリット・デメリットということで検索して出てきたサイトをいろいろ読み、

書きました。 

 私は基本的には、今すぐではないのですけれども、将来的にはやめたほうがいいと思っ

ています。今現在原発をすぐ全部やめようとは思っていないですし、原発で得られる電力

が 3 割と聞いていますので、それを急に何か他のもので代替できるかというと無理だと思

うので、原発は安全を確保しつつやるけれども、将来的にはやはりやめたほうがいいと思

います。 

 一番大きな理由は、何か事故があったときにすごく大変な事故になってしまうというの

を、やはり今回の震災で実感していますし。処理をした後のものを、どういうふうに処分

するのかも日本ではまだ決まっていないと聞いているし。 終処分をどうしたらいいのか

決まっていないのに、どんどんそれは増えていくわけじゃないですか。廃棄物というのか

な？ ちょっとよく分からないんですけど、そういうものが増えていることを解決しない

まま進んでいくのは、ちょっと怖いなというのが実感です。 

 それと、去年の夏に講演会に参加したんですけれども、熱で電気を起こして、それをま

た熱に利用するのは、非常に無駄が多いので、熱を熱のまま使うんだったら、もうちょっ

と効率よくできると。全部の電気が動力に使われているわけではないから、例えば、個人

のおうちでもっと小規模の熱を使ったり、作ったりということだったら、大きな発電所を

作ったりしなくても、ある程度賄えるんじゃないかと。そういう話だったんですね。バイ

オマス産業社会ネットワークの方の講演会だったんですけれども。そうすると、例えば、

おうちのお風呂を沸かすのは、庭先にあるもので十分お湯が沸くとか。わざわざ電気に頼

らなくてもできる方法もある、ということもあったので、私はそういうふうに考えました。 

 この後ろについている資料は、原発のメリット、デメリットで検索して出てきたもので、

全部が全部本当なのかなって思うこともあるんですけれども、総合してそのように考えま

した。以上です。 

 

（F4） はい。ちょっと早いですけれども、では、2 分間の質問作成タイムにしたいと思

います。では、お願いします。 

 

（記入中） 

 

（F4） 2 分経ちました。では、そちらの方からお願いします。 
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―― はい。まず、電力やエネルギーを家庭内で自給自足する考えというのは、素晴らし

いと思います。昔こういう感じのテーマでレポートとかを書いたりしているので、この考

えについては共感するんですけれども。 

 このバイオマスの話って、コンポストを使ってバイオマスを作るとか、そういうことで

すか？ 

 

（発表者 4） いや、その方の話では、端材とかでストーブを燃やしたり。その方のお話も

すごい盛りだくさんだったので、記憶にあるのはそんなところですね。 

 

―― ああ、はい。まあ、とりあえずバイオマス、エネルギーをどうやって作るのかとい

うのが、やはり問題になってくると思います。 

 あと、個人的には、潤滑油を 2 年ごとに全部燃やすっていうのは、たぶん嘘じゃないか

なと思います。 

 

（発表者 4） ああ、やはり嘘ですか。嘘なんじゃないのって書いている人もいたんですけ

れども。 

 

―― 潤滑油なんか回収できませんから。と思うので、それはないと思います。 

 

（F4） では、次の方。 

 

―― はい。意見が真逆だと 初に言われていたのですけれども、私は、いろいろな意見

はあるということは良い社会だと思っています。健全な社会だと思っています。 

 あと、すみません、意地悪な質問なのかもしれないのですけれども、文章の中に、廃棄

物の処理が難しい、時間がものすごくかかることが大きな理由だと書かれています。廃棄

物の何がそんなに問題なのかなというところをお聞きしたいなと思いました。 

 それから、人の手に負えない大惨事っていうのは、一体どういうものを言うんだろうと

思いました。今回は確かにそうかもしれないんだけれども、震災そのものも大参事ですよ

ね。だから、どこからが大惨事なのかなって。どういうふうに捉えているのか、伺いたい

なと思いました。 

 

（F4） では、私は、いくつかありますけれども、事故の点ですが、これはやはり安全性

を高めていかないと駄目なんじゃないかなと。手に負えないからといって、手放してしま

うと、火も、火事を防げないからやめたほうがいいっていうことになりかねないですし。

車も、誰かが人を殺すから乗るべきではないっていうことになってしまう。なので、それ

は安全にしていくことが大事なんじゃないかなと。 
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 新しい原発なら、例えば、現に女川なんて、避難民を入れているくらいなのですよね。

震源にもっと近いのに、一番安全な建物だから、原発に逃げろといって、皆原発に逃げた

ということもあるので。技術で乗り越えていくという姿勢が重要ではないかと思います。 

 自然エネルギーに関しては、くもりの日でもお湯が沸かせると書いてありますが、例え

ば雨が降って寒い日に、やはりちょっとお風呂に入りたいけど、今日はお湯が沸いていな

いよ、っていうのは嫌だ、というのがありますよね。あとは、沸かしたお湯を夜まで持た

せるのに、ヒーターを使わないんですか、という話とか。そういうところで、安定性を持

たせるのに、必ず何かがセットで必要だろうと思っていますが、その辺はどうでしょうか。 

 あと、CO2 の排出量は、私は資料をつけていますが、原子力は少ないです。これは間違

いないです。潤滑油を全部燃やすとかありますけれども、これをしているかどうかは分か

らないのですけれども、原発を建てる、つぶす、燃料を作る、それを再処理してもう 1 回

燃料にする、そういう施設を作る、そういうものを全部をこめた CO2 の排出量でも、原子

力は圧倒的に少ないです。これは資料を見ていただければ分かると思いますけれども。そ

ういう評価がちゃんとされていますというところで、CO2 排出量が多いというのは、たぶ

んないと思います。 

 ということで、質問が出そろったので、では、発表者さんのほうからコメントを。 

 

（発表者 4） 厳しいなあ。ええと、 

 

（サブ F） すみません、先ほどのご意見はこういうことでいいですか？ 

 

―― 潤滑油を燃やすのは間違い「だと思う」くらいですね。私は専門じゃないので、そ

こまで断言はできないです。 

 

（発表者 4） 家庭でどのようにエネルギーを作るのかというのは、先ほども言いましたが、

例えばまきでストーブを使ったりとか、そういうことだと思います。私も、その講演を聞

いていて、町に住んでいる人がまきを手に入れるのは、やはり難しいだろうなって感じた

んですね。でも、まあ、方法として、もしそれを取り入れるとしたら、それなりの方法は

考えるだろうし、とは思っています。 

 不安定というのは確かだと思いますし、全部をこのバイオマスでやろうとは考えていな

いです。原子力の代わりになるものというか、そういうイメージをしているので、まった

く火力発電で作った電気を使わないとは思っていないですし。 

 これは先ほどもお話したのですけれども、ある程度原発をあきらめるんだとしたら、CO2

が増えるというのは、日本だけではなくて世界的に、どちらを取るかということですよね。

原発のリスクを取るのか、火力発電のそういうデメリットを受け入れるのか、ということ

だと思うんですよね。なので、（CO2の排出量は）どちらが多いのか分からないんですけれ
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ども、（火力のほうが）多いのかもしれないけれども、CO2の排出量がある程度多くなった

としても、原発をやめるっていう考え方もあるのではないか、考え方のひとつとしてある

のではないかと思っています。 

 それと、これが一番、私は答えられないなと思いました。 

 

―― すみません。 

 

（発表者 4） たぶん、聞きかじっているので、何が問題なのかよく分からずに、分からな

いけど心配、って思っているので。なぜですかと言われたら、ちょっと答えられないなと

思います。 

 手におえない大惨事っていうのは、確かに、津波でたくさんの方が亡くなったというこ

とも大惨事には違いないけれども、何となく感じている不安として、やはり目に見えない

もの、原子力とか、そういったものが目に見えない、何か分からない不安というのはある

ということですね。 

 

―― ありがとうございます。 

 

（F4） 意見交換にしてもいいのかもしれないのですが、廃棄物についてひとつ。原子力

から出てくる廃棄物の量って、たぶん皆さんイメージがないと思うんですが、1 人の人が一

生に使う電気を原子力で全部作ったとしますよね。そのときに出てくる廃棄物って、この

くらいです（付箋に図を書いた）。化石燃料でそれをやったらどれだけになるかというと、

ものすごい量ですよね。タンカーみたいな。 

 だけど、それは 1 人の人がということなので、それは 1 億倍とかしなければいけないん

ですけど。そうすると、やはりあれだけの物量にはなってくる。 

 

―― 廃棄物と言われたときに私が感じたのは、逆に、産廃のほうが心配なのですね。よ

く、産廃場をここに作りますよというと、付近の方のものすごい反対運動が起こるんです

けど、産廃ってどうやって処分するんだろうと思って見ていたら、穴を掘って、ゴムシー

トみたいなものを、2 枚くらいかな、それを張ったところにボンボン入れちゃうんですよ。

昔は、PCB とか、そういう有害なものも普通に産廃に入っていたので、そういうものが漏

れてくることのほうが嫌だなって思っているので。 

 

（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。 

 

―― それに比べれば、原発の廃棄物は、きれいなガラス固化体だったり、ドラム缶だっ
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たりするから、産業廃棄物から来るような感覚は、誤解を招いているかなという気もして

います。 

 

（発表者 4） 深く深く埋めることになっているじゃないですか。 

 

―― 高レベルはですね、はい。 

 

（発表者 4） やはり、そういうことだと思うんですよね。そこら辺に置いておけないとい

うか。 

 

―― 置いておいてもいいんですけれども。人が近づかなければ。 

 

（発表者 4） まあ、そういうことなんでしょうけど。 

 

―― ガラスの中に閉じ込めてしまうので。ただ、放射線量が高いから、近づくのは危な

いけど、それ自体が溶けるわけでも壊れるわけでもないので。ガラス固化にしたものを、

さらにステンレスの容器にがっちり入れている形ですから。 

 それよりは産廃のほうがよっぽど、私としては嫌だなって。あのゴムシート、薄いよな

と思ったりしているんですけど。 

 

（F4） 地中深くに埋めておくのはいくつか理由があります。やはり長い期間安全性を保

たなければいけないので、そのためにはできるだけ人からの距離を離したいっていうのが

ひとつ。 

 それと、やはり地中深くのほうが腐りにくいんですよ。 

 

（発表者 4） 腐りにくい？ 

 

（F4） 腐りにくい。酸化しにくい。酸素が少なくなってくるので。腐食とかに対して、

埋めておいたほうが安心というのはあります。 

 だから、古いものでも、土の中から出てきたりしますよね。普通だったら、鉄なんて、

置いておいたらどんどん錆びるんですけど、昔の鉄器が出てくるのは、あれはやはり土に

埋めてあるからですよね。 

 そういう点で、土に埋めて、酸素を封じ込めてしまったほうがものは安定しやすいとい

うことから、地中に埋める。 

 さらに、深くするというのは、地下水が通ったときにさらに下にいかせようという発想

ですね。そういういくつかの理由があって、地下に埋めているというのがあるんですね。 
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（サブ F） 話が深まっているところ恐縮なのですけれども、14 時 50 分までにこれをボー

ドに貼って、ご自分が発表する準備をしないといけないので、まずボードに貼っていただ

いて、ご自分の発表しやすいように付箋を並べ替えるなり、していただけますか。ちょっ

と頭の中を整理して、 

 

―― あ、3 分って、1 人 3 分ずつなのですか？ 

 

（サブ F） 青い紙を見ていただければ分かるのですけれども、1 人あたり 3 分ですと。 

 配られた資料を参照しながら 2 分間を目安として、自分の意見を話し、模造紙を参照し

ながら、1 分間。 

 

（笑） 

 

（サブ F） 頑張ってください。だから、一番言いたいこととか、一番印象に残ったところ

とかを、休憩の間に整理していただければと思います。 

 

（各自付箋の貼り換えと休憩） 

 

＜終了＞ 


