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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。 

 

【全体共有】 

 

（総合 F） 各班、人数はそろっていますか？ はい。ありがとうございます。それでは休

憩は終了ということで、これから、それぞれのグループで話し合い、どんな話が出たかと

いうことを共有する全体共有の時間にしたいと思います。 

 全体共有の進め方に関して、先ほど簡単に説明をしましたけれども、もう一度お話をさ

せていただきます。木村さん、お願いします。 

 

（木村） それでは、これから全体共有ということで、70 分時間を取っています。その進

め方をもう一度確認させてください。青い紙の、「全体共有の進め方」と書いてあるところ

になります。ここから、1 人 1 人が 3 分ずつの持ち時間で話していただきます。 

 1 人あたりの持ち時間は 3 分です。持ち時間は守るようにしてください。 

 配布し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 分間を目安としてグループからもらった意見などを話します。タイムキーパーが持

ち時間 1 分前に合図をしますので、参考にしてください。 

 あと、全体共有での質疑応答時間はありません。皆さんの意見をしっかり聞くようにし

てください。 

 ということですけれども、今回の試みとしまして、「意見共有シート」というものを皆さ

んのお手元にお配りしております。皆さんが他の方のお話を聞いたときに、このタイミン

グで、一言、何か感想、意見を書いていただきたいと思っているものです。ごく簡単で構

いません。例えば、「同意します」とか「やはり納得できません」とか、そういう簡単な一

言。もしくは、「ここが気になりました」とか、簡単な質問。そういうことを書いてもらう

ためのメモ用紙としてご用意しております。 

 ただ、これを書くことがメインではありません。今回は質疑応答がありませんので、こ

れを代わりにご用意させていただいておりますが、皆さんの話を聞くということを一番の

優先順位にしていただきたいと思います。 

 そして、この「意見共有シート」は、この全体共有が終わった後に、一度皆さんから回

収をして、竹中さんにコピーしに走ってもらって、再度皆さんにお配りするというような

ものとしたいと思っています。 

 これは、名前を書く欄はありません。字で分かっちゃうとかあるかもしれませんが、ぜ

ひ、忌憚のない意見を書いていただいて。今日はグループワークでディスカッションは少

しできたかとは思いますけれども、自分の意見が、全員からどういうふうに見えるのか、

ということも少し参考にしていただきたいということで用意していますので、ご活用いた
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だければと思っています。以上です。 

 

（総合 F） それでは皆さん、準備をしていただきたいのですが、必要なものは、この厚い

資料と、今の共有シートと、筆記用具です。今日は A 班から、A、B、C、D といきたいと

思いますので、どうぞ他の班の皆さん、A 班の近くに来ていただければと思います。ご自分

の椅子を動かしていただいてもいいですし、周りにある椅子を使っていただいても結構で

す。どうぞ、A 班の周りに集まっていただければと思います。 

 では、A 班はどなたからですか？ マイクをお渡しします。では、皆さん、大きな拍手か

らスタートしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（拍手） 

 

―― 私の意見は非常に簡単です。私は、『原子力は本当に安全か？』を選んで、結論とし

ては、安全ではないと思っています。 

 そのプロセスなのですけれども、まあ、この集まり（フォーラム）は原子力発電がメイ

ンだとは思うんですけれども、いくつかに分けました。軽水炉技術というのは、原子力発

電です。あとは、医療放射線利用。その他、物質改質とか検査とかに放射線が利用されて

いますので、その他ということで、分けてみました。 

 ①の原子力発電は、実際に 2 年前に事故が起こっておりますので、もう安全ではないこ

とは実証されているのかなと私は思っています。現在まで、東京電力さんの運転管理上の

明らかな過失は少なくとも報告されていなくて、東京電力さんとしては、日本政府の定め

たルールに従って運転していたのですけど、事故が起こってしまったということで、科学

技術、管理体制、あとは規制のいずれかに、不十分な部分があったのかなと思います。 

 今、原子力発電の会社が、発電所に対していろいろな対策を講じられているのですけれ

ども、たぶん根本的な解決にはなっていないのかなと私は思っています。ちょっと技術面

で恐縮なのですけれども、今回の一番の問題は燃料被覆管の破損なので、これの代替材料

が根本的な解決になるのではないかなと個人的には思っています。 

 ②の医療放射線は、これはあまり知られていませんが、被ばく量はすごく多かったと思

います。患者さんもかなり被ばくするのですけども、技師のほうもかなりの被ばく線量だ

と一般には言われております。そういう点でも、安全かというのはちょっと微妙なところ

です。 

 ③のその他の放射線は、結構安全かなと思うのですけど、ただ、線源の紛失が結構ある

ので、これも安全ではないかなと。 

 で、それぞれに共通することを考えると、日本は管理体制があまり良くないのかなとい

うのが私の考えで、社会的にそういう管理が苦手なのが日本の社会なのかなと。それが原

因で、なかなかうまくいかないのかなということを考えました。 
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 今日、そういう話をして、いくつか意見をいただいたんですけれども、やはり、日本の

社会のシステムに由来しているということについて、日本は失敗に対して甘いとか、あま

り責任を取らないとか、そういう意見が結構多かったです。例えば、それを変えるには、

会社に多様性を持たせたほうがいいとか、そういったご意見をいただきました。 

 あと、これは私の言ったことなのですけど、例えば人材の流動性を持たせることも解決

策のひとつかなと思います。ええと、まあ、そんなところですね。非常に簡単なのですけ

ど、以上です。（拍手） 

 

（総合 F） ありがとうございます。それでは皆さん、パッとメモを書いていただければと

思います。感想を文章で長く書いていただくと大変かと思いますので、本当に率直な一言、

二言で結構でございますので、記載していただければと思います。 

 それでは、次の発表の方、どうぞ準備をしてください。 

 

―― 私が選んだ問いは、『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。原子力といったらいろいろあると思うんですけど、私は原子力発電を仮定し

て考えました。 

 震災前後で何か変わったのか、数字で見たいなと思って、数字的な部分をいろいろ調べ

てみて、直接これと関係あったりなかったりなのですけど、イエスかノーか、これが唯一

の正解というものはなくて、何かを選べば、何かリスクが伴う世の中なんだろうなってい

うことを再認識したような感じです。 

 例えば、原子力発電は今あるし、諸々考えると今のまま続けたほうがいいという選択肢

を取るのであれば、事故が起こる可能性があるというリスクを負うことになるし。原子力

発電を止めて、再生可能エネルギーをもっと発展させようとすれば、経済的な負担を全体

で背負わなければいけないというリスクがあったりすると思うので、何を選んで、どのリ

スクを負うかを考えることが必要なんだろうなと思いました。 

 それに対して、正解はないので、どのように議論していくか、そして、その選択肢やリ

スクを皆でどのように正しく理解していくかということ、議論の形が大事なのだろうなと

思った、ということを書きました。 

 今日のグループワークでは、そうですね、やはり議論の進め方が大事だよねという話が

ありました。 

 あと、数字をいろいろ書いたのですけれども、新聞記事から取った部分が結構あって、

その数字がどこから出ているのか、中身が正しいのかということを、よく見たほうがいい

ですよというご意見がありました。 

 私も、新聞記事を見ながら、じゃあこの数字ってどこから拾ってきたんだろうと疑問に

思って、東京電力のホームページなどを見たのですけれども、どこから拾っているのか分

からなかったりしたので、いろいろ考えていく中で、調べる力を市民が持つことが必要だ
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なというのを、議論しながら思いました。以上です。（拍手） 

 

（総合 F） どうもありがとうございました。次の方が用意している間に、皆さん、（意見

共有シートに）書いていただければと思います。 

 

―― 私が選んだのは、『原子力は本当に安全か？』というテーマで、実は先ほどの方とは

結論が違って、まあ安全だろうというふうにしました。 

 まず、安全というのはどのように評価されているのか、というアプローチをしました。

原子力発電については、確率論的安全評価という方法を採っています。100％安全という考

え方ではなくて、例えば、ここの部分が弱い。どのくらい弱いのか。もしそこが壊れたら、

どんな被害が出るのか。というようなことを掛け算するのですね。それが壊れる確率と、

そのときのリスクを掛け算して、それが大きいほど、やはりそこは弱いんだな、というよ

うな評価をしています。だから、弱いところを潰していこうということを、機器とかに対

してはそういうことをしているのです、というお話をしました。 

 あと、もしかしたら、私は「安全か」ということじゃなくて、「必要かどうか」という話

をしていたのかな。私は「安全だ」と言っているのではなくて、「必要だ」と言っているの

かな、と先ほど思ったのですけど。結局、「安全か」というのは、必要悪という言葉もある

くらいなので、なんていうのかな、どのくらい生活の中で必要か、それから受けるメリッ

トとデメリットの天秤にかけて、やはりそれが必要だということで、一緒に共存していか

なければいけないのだろうなと考えています。 

 それに対して皆さんから出たご意見は、まず、確率論的な評価をしているのは知らなっ

たので、ああ、そうなんだというご意見。あとは、例えば、飛行機も何万回に 1 回は落ち

るとか、そういう評価もされていたりするのですけど、ということで、必ずしも 100％の安

全はないですよねというご意見もありました。 

 あとは、メリットとデメリットということで、やはり、ひとつ良いことは、原子力は高

度な技術を集約した産業だと思うので、それがあることで海外への有効な輸出産業にもな

るのではないかなと思ったんですけど、それに対して、確かにコツコツと技術はあるけど、

それを使った軍事的な方面からのアプローチとか、民営化とか、総合的な力から見ると、

どうなのだろうというようなご意見もいただきました。 

 あとは、安全というのは結局誰が決めるんだというご質問がありまして、例えば、自治

体の合意が必要だと思います。規制委員会が規制基準を決めたりしているのですけれども、

その人たちが GO と言えばいいわけではなくて、そこに住んでいる人たちの意見もあるし、

一体誰が判断するのかなというご意見もありました。とりとめないですが、以上です。（拍

手） 

 

（総合 F） ありがとうございます。それでは次の方、よろしくお願いします。 
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―― 設問は 3 つありましたけど、1 つずつものを考えると難しいなと思って、全部につい

てという形で、当面の意見と、長期的な意見を書きました。 

 短期的には、（原発を）動かさざるを得ないだろうと。どこまで安全というところを確認

して、リスク対メリットでやらざるを得ないのではないか。今がベストかどうかというの

がひとつある。 

 長期的には、もっと根本的に、開発の議論しないといけない。ただ、議論の土台に乗っ

ていたのかというと、エネルギーの中長期計画も（原子力）ゼロベースになっている。ど

ういう議論が、という準備もできていないし、公表もしていないし、というところで、中

長期的にはもう一度根本的にそこをはっきりしないと、議論にもならないかもしれないな、

というのがひとつの意見です。 

 安心は、安全と信頼の 2 つが重ならないといけない。その信頼というところはいまひと

つだけど、短期的には、なんとか動かさないといけないのかなというのが私の意見です。

そこら辺のところは、あまり反対意見はありませんでした。 

 将来的には、どうして発送電の分離を皆がつぶしちゃったのか。そこがはっきりすれば、

将来の議論ももう少しはっきりといろいろ数字的にも出てくるんじゃないか。それをつぶ

してしまうような日本の政治というのは、ちょっと個人的には残念だったなという思いが

あります。 

 それと、高速増殖炉ありきで全部が回るような仕組みは、本当にできるのか。それに対

して、その研究開発をやっていることすら競争力になっているという意見があって、それ

も一理あるかなと思いました。それも含めて議論していかないといけないな、というのが

私の意見でした。（拍手） 

 

（総合 F） ありがとうございます。できるだけ時間をかけながらマイクを渡しております。

次はこちらの方です。 

 

―― 私は、『原子力は本当に安全か？』というのを考えました。 

 安全というものは、やはり、安全と言われるものの範疇の中で安全と言っているだけだ

と。それは、原子力じゃなくても、全てが同じだと思うんです。 

 原子力発電は、一旦事故が起こると大事故になるということは分かっていますが、日本

はそういうことを抑えていく技術、取り締まっていく技術、運用していく技術を持ってい

ると思うのです。 

 言えることは、原子力の危険というものもやはり人災で、人が起こしているということ。

まあ、（今回は）天災があってからの人災でしたけれども、やはり先に人災があって、天災

があったと思うのです。 

 原子力が 100％安全かといわれると、それはまだまだといえるかもしれませんけども、よ
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り 100％に近づけていくことができると私は思っています。 

 そうですね、正しい道をつかんでいくということがこれからの問題であるし、課題であ

る。管理・技術面において、まだまだ劣っていることを補充していくことは、あ、1 分前で

すか、まだ結構ありますね。メモ書きくらいしか書いていないので、言うことがあまりな

くて。ごめんなさい。 

 医療用の放射線も原子力のひとつではありますけれども、これについてはやはり非常に

問題があると思うので、この辺は改善してもらいたいなと思っています。 

 トータルで言うと、私は、『原子力は本当に安全か？』というと、安全のほうに近いとい

えると思います。以上です。（拍手） 

 

（総合 F） ありがとうございます。 

 2 分で、ご自分がどういう考えか、そして 1 分で、皆さんからどんな意見が出たか、そう

いう意見交換の様子を話していただければと思っています。 

 A 班は終わりましたか。それでは皆さん、B 班に移動していただければと思います。 

 

―― 私は、もうまったく一般住民の意見として、言わせていただきました。 

 まず、大震災の時期に、大学病院で友達に頼まれて仕事を手伝っていたのですが、その

ときに震災が起きて、福島で被ばくした方が入院されてきました。ドクターは 2 人しか入

れませんし、感染予防のものを着て、ガイガーカウンターを持って、看護士さんも入れな

い状態で。それで、私は 60 代なのですが、どうしても被ばくというのを聞くと、長崎と広

島を考えざるを得なかったのですね。そういうものを見たときに、ああ、やっぱり怖いし、

大変なことなんだなって。周りの人たちも、広島・長崎って言う人が多かったんです。そ

ういう日本になぜこんなものが、という意見がとても多かったので。そういう質問（なぜ

広島・長崎と結び付けて考えるのか）があったのですけれども、周りの一般住民の人たち

はそういうふうに考える人がいっぱいいます。私の周りには本当にいっぱいいました。 

 そこが私の一番の思いですけれども、なるべく冷静に物事を見たいという思いがあって、

それでも、福島の事故のあとにいろいろな情報が入ってきます。いい情報が入ってこなか

った。いわゆるお金の流れ。多額のお金が流れているというのは、安全だったらそんなお

金は流れないわけですよね。その地域に住んでいる方とか、研究者の人とか、政治家の人

とか。でも、それが流れている、動いているということ自体が、まず安全ではないなとい

う思いもありましたし。いろいろなことを考えて、やはり安全ではない、ただ、冷静にも

のは見ていかなきゃという思いがありました。 

 それで、安全神話という言葉も、私にはなかなか理解できなかったというのが本当のと

ころです。 

 チェック機能が育たないというのも、いろいろな事件・事故があると、あとから第三者

委員会を作るというのが日本のやり方で、初めからちゃんとしたチェック機能を置いて何
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かをやるっていうのが本当にお粗末な国だなという感想はありました。 

 なるべく感情に走らないように書いたつもりですが、これが私の意見です。（拍手） 

 

（総合 F） ありがとうございます。次の方、準備をしてください。 

 皆さん、ご自分の意見を言っていただいて、その意見に対して、グループの中でどんな

意見、感想があったか、そこをぜひ共有していただければと思います。 

 次の方、よろしいですか。よろしくお願いします。 

 

―― 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？』というとこ

ろで書かせていただきました。 

 結論から言うと、私は専門家の立場なので、必要ではないか、ということになっていま

す。 

 それはなぜかと言いますと、原子力発電を、ゆくゆくは分かりませんけど、今すぐやめ

たとして、他の代替エネルギーが確立されていない状況で今後どうなっていくか、という

話です。子供たちの将来のために原子力をやめるべきだというような発言もありますけれ

ども、逆に、原子力発電の技術自体が悪いのかというところが疑問です。原子力発電とい

うのは、発電の技術のひとつであって、発電の技術の多様性のひとつを奪ってしまうこと

になる可能性があると思います。もし他のエネルギーに移行して、もし失敗して、エネル

ギーがないとなったときに、じゃあ原子力発電をもう一回やるかといったら、たぶんこれ

はもう無理で。原子力発電というのは、（他が）無理だったらすぐ立ち上げようとか、そう

いうのは無理。失われた技術は、もう日本では復活してこない技術なのですよね。 

 そういう点で、まあ、自然エネルギーとかいろいろ書いていますけど、にすぐに移行す

るというのは、プロセスとかロードマップが見えてない状況で、とりあえず原子力発電は

やめようというのは、ちょっと安易ではないかというのが私の意見です。 

 私もちょっと福島に行ってきまして、被ばくの話が出ましたけど、まあそこそこ被ばく

していまして。加害者であり、被害者なのか、ちょっと分からないですけれども、そうい

う私の経験も踏まえて、電力の供給手段のひとつとして原子力を残すべきではないかとい

うことを挙げております。 

 それに対する質問ですね。エネルギーとして原子力がどの程度必要か。自然エネルギー

は研究の途中ではないか、というのはもちろんそうで、別に自然エネルギーを反対してい

るわけではないのですね。自然エネルギーも大事ですけれども、すぐに移行して原発をや

めるという話ではないのではないかと思っています。 

 この辺はちょっと技術的な話が出ているんですけれども、原子力発電の技術自体は悪い

とは思えないが、日本には不向きではないかというのは、おっしゃる通りだと思います。

日本は地震が多いので。やはり原子力発電は、地震がない、津波がないところが向いてい

るんですけれども、まあ、今の原子力発電の技術自体は悪いわけではないと思っています
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ので、不向きだから今すぐやめるという結論に至ってほしくないなと思いたいんですね。 

 あとは、事故の話とかいろいろ出ていますけれども、あとで読みましょう。以上です。

ありがとうございました。（拍手） 

 

（総合 F） ありがとうございます。それでは、次の方、お願いします。 

 

―― 私は、『原子力は本当に安全か？』というテーマで意見を述べております。 

 安全って何だろうな、というところに一番考えが及んでしまったんですね。安全そのも

のってなんだろうっていうところが、実は一番難しいなと個人的に思っていたところです。 

 IAEA は、「許容できないリスクがないこと」という、分かったような分からないような

定義をしているみたいですけれども、安全に対して議論するときには、関係者が、安全に

対してどういう認識を持っているのかをちゃんと認識した上で議論することが重要だなと

思っています。 

 ここでは単純に、他の産業と比較しながら比べてみたいと思って、死亡するかどうかと

いうところだけで議論しています。というのは、原子力だけ考えていても、いろいろ意見

もあるんですけど、他の産業と比較しながら、相対的に原子力を捉えることが大事なので

はないかというのが私の考えです。 

 死亡というところでは結論が出ちゃうんですけれども、日本においては、原子力開発初

期から、JCO 事故で 2 名のみが、放射線・放射能で亡くなっているということです。一方

で、自動車事故は年間 4000～5000 人亡くなっていまして、昭和 21 年から平成 8 年までで

50 万人亡くなっているそうです。そうすると、原子力のほうが自動車より安全じゃないか、

みたいな話になるんですけれども、まあ、不安などの面から、原子力のほうがやはり危な

いとか、やめるという意見が出てくるのだと考えています。 

 その下に書いてあるのは、どうしたらいいかっていう私の意見なので、あとでお時間が

あるときにご覧ください。 

 私の発表に対していただいたコメントなのですけれども、放射能がそもそも見えないか

ら怖いとか、死亡事故というよりも、そもそも不安だから怖いのではないか、というよう

な、当然皆さんが思われているコメントをいただいています。 

 不安に感じるというところは私も非常に同意するところなのですけれども、安全かどう

かと、不安であるというところは、切り離して議論しないと、やはり議論がよく分からな

くなって、発散してしまうのではないか、というのが私の意見です。 

 それから、死亡ではなくて、影響の大きさでそもそも考えるべきではというコメントも

いただいていまして、おっしゃる通りなのですけれども、原子力以外でも、例えば地球温

暖化とか、全地球的な破滅的なリスクもありますし。これは一例なのですけど、そういっ

た他と比べて、原子力はどうなんだというのを考えることが大事なのではないか、という

のが私の意見です。以上で終わります。（拍手） 
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（総合 F） ありがとうございます。それでは、こちらの方の発表です。 

 

―― 私は、『原子力は本当に安全か？』という問いに対して回答しました。 

 結論は、やはり安全であるとはいえないと判断をしました。 

 もう少し言葉を加えると、いわゆる平常時、何も問題が起きていないときであれば表面

化しにくいと思うんですけれども、今回のような事故とか災害とか、そういう非常時、突

発的なことが発生した場合には、原発で一旦事故が起きた場合には影響が甚大ですし。日

本列島は地震、火山による災害は今後もずっと起こり続けることが予想されますので、や

はりそういう、なんていうんですかね、さいころを振るような話だと思いますよね。そう

いうところに原発を建てるというのは、やはりリスクが大きすぎるのではないかと考えま

した。 

 あと、先ほど確率論的手法の話も出ていたと思うんですけれども、 新の状況は私もよ

く分かっているわけではないのですけれども、民間事故調のレポートを読ませていただい

たところ、いわゆる決定論的手法に基づく、想定された事象に対してのリスク管理はすご

いきっちりされていた。日本の原発は、計画外停止頻度というのがあるらしいのですが、

この 15 年程度の間は、1 年につき 1 炉あたり 0.3 回で、米仏に比べて 10 分の 1 程度の低

水準ということで、やはりそこの管理は皆さんきっちりやっていらっしゃったと。 

 ということで、平常時は大丈夫なのですけれども、突発的なことが起きた場合のシナリ

オは一切なかった。全電源喪失についての備えもなかったし、津波に対しての研究もあま

りなされていなかったという事実はどうもあったみたいなのですが、それができていない

と。 

 で、今回の事故を踏まえて、いわゆるハード面だけではなくてソフト面、実際に事故が

起きたときの対策とか、避難計画とか、そういったものまであまりケアができていないの

で、そういうものをトータルで考えると、やはり安全とは言えない状況であると思ってい

ます。 

 それに対して、日本以外では原子力はいいということですか、という質問をいただいた

んですけれども、例えばヨーロッパは地盤が安定していて、地震がなかったり。アメリカ

も原発がたくさんあるんですけど、西海岸は地震が多いんですけれどもそちらにはなくて、

東海岸のほうに原発がある。ちゃんとその辺りのリスクを踏まえた上で立地を考えている。

あと、アメリカも原発の周り数十キロは人が全然住んでいないとか、万が一のことが起き

たとしても大丈夫ということを考えて作られている。そういう背景がありますので、日本

以外では、そういう全てのリスクを考えた上で適切だというふうに判断されているからや

っているというのが見えるので、そういう意味では、日本以外では原子力を使ってもいい

ケースはあるのかなとは思っています。 

 ちょっとしゃべり足りないんですけど、以上です。（拍手） 
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（総合 F） ありがとうございます。本当に皆さんしゃべり足りないということで、申し訳

ありません。それでは次の方、お願いします。 

 

―― 『原子力は本当に安全か？』というテーマで、それをちょっと因数分解してですね、

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、こういう質問に答えていく形で、安全かという質問に

答えようかと思っています。 

 次のページに本文が出ていますけれども、真ん中に図があります。中野先生の図なので

すけれども、原発利権が出発点にあって、原子力ムラがあって、まあこの先生の定義は産

官学と政治とマスコミが入っているんですけれども、その原子力ムラが安全神話を生み出

したと。その結果として今回の事故になった。というのが中野先生の説明なので、要する

に、安全かという質問に答えるためには、原子力ムラと安全神話が今も生きているかどう

かという質問に答えなければいけないということですね。 

 安全神話は崩壊したのかということで考えると、「福島沖に大きな地震が起きていない、

津波が来たことがない」という歴史的な事実がある。そこは合っているけれども、「だから

事故にならない」というのは、そこで神話ができてしまっているわけですよね。原子力ム

ラの中でなぜ神話が通用したかというと、 初に紹介しましたけど、山本七平の「空気の

研究」に書いてある。これは 30 年前の本ですけれども、まったく同じことが書いてある。

こういうのを考えると、ひとつは、そういうことから神話ができているんじゃないか。 

 それから、我々はスリーマイルやチェルノブイリの事故を経験しているわけで、今回は 3

回目なわけです。前の事件のときに学んでいるかというと、学んでいないんじゃないかと

いうこと。 

 それから、あとは原子力ムラは変わっていないということで中身を書いてありますけど、

いろいろデータが出ています。 

 ということで、安全神話と原子力ムラは変わっていないのではないかという結論で、だ

とすると、安全ということにつながらないだろうということです。 

 いただいた質問は、原子力に絶対安全はないということで国民は納得するのか。すごく

いい質問で、その答えがあったら知りたいなと思いますけど、国民全体が考えなければい

けない大きな問題だろうということはいえるので、もっとこのフォーラムから広がってい

くといいなと思いました。 

 私が話したムラと神話が生きているなら、それをなくす方法があるんですかと。これも

グッドクエスチョンで、その答えがあったら私は知りたいくらいですけれども、ひとつ考

えられることは、ムラの外からこういうものを監視する仕組み、民間の団体とか、市民の

団体とか、批判的なマスコミとか、そういうものを入れて、こういうことができるといい

なと思います。以上です。（拍手） 
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（総合 F） ありがとうございました。B 班が終わりましたね。それでは、次は C 班に動

いていただければと思います。 

 

―― 私が言いたかったのは、3 つですね。 

 1 つは、エネルギーを求めるのに平和はあるか、ということです。イスラエルで、ものす

ごく石油とガスが出始めている。50 年間これからイスラエルは問題がなくなったと。で、

その石油とガスの鉱脈が、シリアとガザに行っている。そこでシリア問題といわゆるパレ

スチナ問題が出ているということを、なぜ日本のマスコミは言わないのか、ということで

す。尖閣諸島の地下資源も、中国が食い荒らしているのに、どうして日本のマスコミは言

わないのか。どうしてでしょうね。分からない。 

 2 つ目は、安全について、具体的に政府が言うべきではないか。ひとつは除染。除染技術

はなぜないのか。それを作った重工、日立、東芝は責任がないのか。PL 責任はどうなって

いるんだと言ったら、まあ、皆がそうだよねと。作りっぱなしで無責任なのはなぜだと思

いますか。それは、そういうことがなかったからでしょうね。 

 それに対して、じゃあ国産で日本に合った原子力発電所はできるのですかという指摘が

ありました。地震があって津波がある日本で、それに耐えられるような、そういうものを

作るだけの金があるじゃないか。まあ、どのくらいかかるのか、せいぜい 10 兆とか 15 兆

とか、そのくらいでできるならやればいいなということですね。 

 3 つ目は、安全のための技術を開発していくこと。被覆管が爆発するということで、もう

すでにフランスとアメリカは研究を開始している。ジルコニウムの合金をやめている。次

のものを目指している。日本にその動きはない。そのことが国民を不安にさせている。ど

うすればより安全になるか、どうしたら除染ができるのかということを政府は何も言わな

いし、学会も言わないし、技術者も言わない。ということだと思うのですね。で、国を挙

げて取り組む必要があるのに、どうして国を挙げて政治家がやってくれないのでしょう、

ということですね。 

 エネルギーバランスは未定だけど、どのくらいがいいのでしょうか。100 対 0 でいいので

しょうか、ということですね。じゃあ、0？ 10？ 15？ そういうターゲットを持って、

政治家は取り組まないといけないし、各大学の先生方もそれに応じてやらないといけない。 

 まあ、オールオアナッシングということばかりを皆が言っていると、これは解決しない

かなというのが私の具体的な意見だし、C 班の総意ですね。オールオアナッシングは、言う

のは簡単だけど、そうじゃないのはどうしたらいいんだろうっていうことです。以上です。

（拍手） 

 

（総合 F） ありがとうございます。それでは、次の方、よろしくお願いします。 
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―― 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。一般的なことしか書いていないところもあるのですけれども。 

 まず、原子力は二酸化炭素を出さないで、出力が大きい安定電源であるということ。あ

とは、使用済み燃料がリサイクルできるということが特色ですと。ただ、一歩間違えると

大きな影響を及ぼして、その影響も長くかかるということ。廃棄物問題も同じでございま

す。 

 一方で、これから期待したいという話もある再生可能エネルギーですけれども、問題点

もまだある。耐用年数とか、材料の問題とか、紫外線とか、雨風に耐えられるようなもの、

そういう技術がまだ検証されていないとも考えますので、まだまだ時間がかかりそうだと

思っています。 

 日本の場合は島国ですので、隣の国から電気も買えないということ、また資源もほとん

どないということであれば、化石燃料輸入に頼るのもいろいろリスクがあると。今後、世

界的にもいろいろ発展途上国が発展してくれば、エネルギー資源の争奪戦にもなりえるん

じゃないかということで、今すぐ 1 か 0 かというような議論がよくされていますけれども、

まずは「零点いくつ」というところの議論もしていいのではないか、ということを書いて

います。 

 あと、どんな技術にもリスクはあります。原発の場合は、何か起きればそのリスクが大

きいというのはありますけれども。先ほどから、今回の事故の本当に根本的な原因をちゃ

んと改善するという話もありますけれども、地震対策としてみれば、地震なのか、津波な

のか。福島の 1 から 4 号は地震プラス津波の被害だったと思います。5、6 号機は地震だけ

の被害だったと思います。それをちゃんと、我々専門家が、どういう影響だったのか、被

害を受けていたのかを整理して、皆に分かるようにしたほうがいいと思います。それをも

って、地震対策というものは完結するのではないのかなと思います。 

 安全か、安全じゃないか、というのはありますけれども、必ず危険、リスクはあります

けれども、それを乗り越えられる技術はあると思います。また、失った信頼も、ちょっと

これは時間がかかりますけれども、努力して、回復していく必要があると思っております。

以上でございます。 

 あ、Q としては、炭酸ガスを出さないけれども温排水を出すと。これが地球環境に影響

するんじゃないかと。この影響の度合いは、何対何で、化石燃料によるものなのか、原子

力によるものなのか、ちょっと分かっていないので明確には答えられませんでした。 

 あと、メーカー責任がありますかという質問に対しては、地震前までは、40 年、60 年、

80 年っていう、米国に従って長寿命化を図っていたので、まだ除染のほうは後回しになっ

ていたというのもまた事実ですというようなことをお話しました。以上です。（拍手） 

 

（総合 F） ありがとうございます。それでは次はこちらの方です。 
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―― 私は、子供が発表したことを読ませていただきました。 

 電気料金に関する質問を、お三方全員が出されました。電気料金の値上げはどこまで許

容できるか。電気代は先進国で一番高いのではないか。電気代が上がるのは嫌か。 

 あとは、省エネの工夫。子供のために原子力をやめるべきですか？ そういう質問があ

りました。 

 電気代が上がるのは、絶対皆嫌だと思うし、私も嫌です。だから、節約をするために節

電もしているし、頑張っているのですけれども。 

 今、電気代はちょっと特殊で、太陽光発電を買うためのお金まで全部一般の人から取っ

ているじゃないですか。だけど、大口顧客にはものすごく安い、優遇した電気代を設定し

ている。グループで話をしていたのは、大口顧客の安い電気代をちょっとだけ高くして、

その分東電さんとか他の電力会社さんも少し経営が助かるのだったら、その分を補償に当

てたりしたらどうかと。大口顧客に対しては、国がやっていることで、その工場とか、ト

ヨタさんとかを守るためにどうしても安くしているんじゃないかという話もあったのです

けれども。だから、一般の料金と同じにしろとは言わないので、大口顧客さんに対しては、

ちょっと値上げをしたらいいんじゃないですかということです。 

 医療被ばくについて、レントゲンをしても日本人は長生きじゃないですかと言われたの

ですけれども、でも、他の先進国の 6 倍ぐらい、一番被ばくしているのですね。体は、レ

ントゲンが一瞬当たるだけなら回復する力を持っているのですけれども、放射能がばーっ

と出てしまって、土壌も海洋も生物も汚染されて、内部被ばくしたら、やはりよくないと

思うのですよね。小さい子供たちのほうが影響を受けると思うので。 

 だから、神経質ではないかと言われましたけど、やはりないに越したことはないと思い

ますので、私としては、原子力はなるべく縮小していきたいと思います。以上です。（拍手） 

 

（総合 F） ありがとうございます。それでは、次の方、お願いします。 

 

―― よろしいですか。原発がエネルギーの中で一番高い。 

 あとは、なんていうんでしょう、もうこの状態であれば、原発はやめたほうがいいんじ

ゃないか。あるから使うというのであれば、もう東電さんも破綻しているし、あとは税金

で収束させなくちゃいけない。そうすると、ものすごい金額になってしまう。 

 産業に対しての影響力はどうか、というのであれば、もうこれ以上日本の産業が発達す

る要素はあり得ないので、これから徐々に衰退していくのに、こんなに莫大なエネルギー

がいるのだろうか。今現在でも、莫大なエネルギーを使いつつ、莫大な赤字国債を生み出

してしまった。今までのエネルギーに対しての富の蓄積がどこにあるのかというと、まる

っきりない。 

 だから、私としては、「あるから使う」じゃなくて、やめちゃったほうがいいと思います。

退路を断たないと、日本人というのは、あるものはもったいないからといって使う。ずる
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ずるになっちゃうので、ここでスパッとやめないと話にならないのではないだろうかとい

うような考え方なんです。 

 反対意見としては、生活レベルが落ちるのではないかというのですけど、落ちてしかる

べきだし、今まででも、もう 20 年も経済発展がなかった国ですから、別段これ以上上がり

ようがないのではないかと。 

 産軍共同体のような問題もあるのではないか、という指摘がありましたが、だいたい、

プルトニウムをためようという中曽根さんの意向もあったと思いますから、これは事実な

のだろうと思います。 

 あと、学校教育なのですけど、やはり福島でも実際にはできなかった。これから教育し

たほうがいいだろうというお話が前回どこかで出たのですけど、それは福島じゃタブーに

なってしまっているので、今現在では無理だろうと思います。以上です。（拍手） 

 

（総合 F） ありがとうございます。C 班は終了です。メモが終わった方は D 班のほうに

移っていただければと思います。 

 

―― コメントで説明が早すぎと言われたので、資料がたくさんあるんですけど、中身を

読み始めるとまた同じご指摘を受けてしまうので、一番 初のまとめのところを読ませて

いただきたいと思います。このパワーポイントを作ってからまとめを作ったので、おおよ

その流れはこれでご説明できるかと思います。 

 電力需要は新興国を中心に増加しています。で、化石燃料の価格も、当然それにつられ

て上昇している傾向にあって、特に日本は高値で天然ガスを売りつけられている状況です。

このような状況の下で、原子力を推進する国というのが基本的には多い。これは、原子力

が産業の振興や発展に重要と考えている国が多かったり、また、発電コストも十分に他の

電源と競争しうるものであると考えられているところによると思います。エビデンスは後

ろについています。 

 日本は、将来の原子力依存度をゼロにしていこうという考え方の政党が、今、選挙で多

い段階ですけれども、じゃあ、どうすればそれを実現できるのかというところに対しては、

なかなかこうすれば良いというような明確な答えが出ていない状況であります。 

 再生可能エネルギーは、環境省などはポテンシャルとしては十分あるというデータを出

していますけれども、それをその通りに導入していくことは難しいですし、導入していく

にしても、それぞれの再生可能エネルギーごとにいろいろな課題を抱えているという状況

です。これを過剰に導入するとどういうことになるかというと、例えばドイツみたいにな

ります。ドイツで何が起きているかは資料に書いてありますけれども、電気料金がどんど

ん上がっている。で、その電気料金の半分が再生可能エネルギーの奨励金にあてられてい

るというような状況。そういうことが本当にいいのかというところですね。ということが

あると思います。 
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 では、化石燃料の代替で済むのかというと、温室効果ガス、これは先進国の中で、盛大

に増やして排出しているのは日本くらいで、そういうことを減らしていくという約束をし

ているにも関わらず、そんなことをいつまでも続けている国際責任というのはどう考える

のかというようなところが問題になるだろうと思います。 

 安全対策についても、いろいろな制度ができたり、元々新しい原発は高い安全性を持っ

ていますので、そういうものに置き換えていくことで対応していくことが必要だろうと思

います。 

 で、これにないこととして、人材育成が大切とか、そういうお話をしたんですけれども、

原子炉を新しいものにしていくこととか、そういうことにはやはり人材が必要ですし、そ

ういうことを通して人材を確保していくことが、福島の対策だけをとっても、今重要な局

面に来ているんだろうなというふうに考えています。 

 あとは、指摘された点は、世界の原子力についてというところです。これはスライドの

中で説明していますけれども、日本が果たす役割も一定のものがあるだろうというふうに

考えています。以上です。（拍手） 

 

（総合 F） ありがとうございます。資料もたくさんつけていただきましたので、じっくり

と帰りの電車の中で読んでいただければと思います。それでは、次の方、お願いします。 

 

―― 私はエビデンスをつける余裕も気力もなかったので、推測がかなり入るんですけれ

ども、『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？』というテーマを選

びました。 

 結論としては、ここに書いてあるように、原子力は日本に必要だと思います。やめるこ

とはできるかもしれませんが、そのために失うものが大きすぎると思います。なので、や

めるべきではない、続けるべきだと考えています。 

 まあ、いろいろな見方があると思うんですけど、私は、経済的な豊かさに原子力はかか

せないと思っています。 

 また、CO2 の排出権取引の問題があまりマスコミに出ていないなと思っていて。これは

かなり痛い目にあっているはずだと推測しています。これは経済的な問題のみならず、外

交上の問題にも非常に絡んできますので、まあ、ここはエビデンスがないっていうことも

あるんですが、外交カードを切り続けて、どんどん弱い立場になっているのではないかと

いうふうに推測をしていました。 

 それから、そういうふうに外交カードをどんどん切ってしまった日本というのは、やは

り弱い国に落ちてしまいますので、そうすると、安全保障上も守ってもらえない国になり

かねないと。日本がバブルだった頃、経済的に強かった頃、領土問題はあまり起こってい

ないのですね。日本が経済的に弱くなってくると、そういう問題がちょこちょこ出始める

と。そういうことから、経済大国であり続けてほしいと思っています。 
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 以上のように、原子力というのは歴史の中で、外交とか、安全保障とか、経済のみなら

ずいろいろなところで深く、いろいろな繋がりを持っているものなので、それをやめるこ

とは日本として失うものが大きすぎると考えています。 

 こういうことを紹介しまして、排出権ってどうなっているの、というご質問をいただい

たんですが、確かにこれは私もエビデンス固めをしていないので、今どういう状況か分か

らないのですが、たぶん買っているだろうと思っています。外交カードを切り続けている

んだろうと推測をしています。 

 あと、日本以外の国で原子力をやめると言っているのは、イタリア、スイス、ドイツ。

福島の事故以降でやめると宣言したのはイタリアとスイスだけですけれども、こういった

国は EU の中で電力をお互いに買ったり売ったりできる状況にありますので、ちょっと日

本とは比較できないねというようなご意見をいただきました。以上です。（拍手） 

 

（総合 F） ありがとうございます。それでは次の方、よろしくお願いします。 

 

―― 私が選んだテーマは『原子力は本当に安全か？』なのですけれども、どちらかとい

うと、放射線が体にどういう影響を与えるのか、みたいなことを調べてきました。 

 放射線を浴びると人間の細胞は死んでしまったりするんですけれども、どうして死ぬか

というと、DNA が損傷を受けることで、細胞が死んでしまうと。DNA というのは、基本

的に日常的にどんどん壊れては作られ、壊れては作られしているものですので、もちろん

それを修復する機能もかなり体の中に備わっているということです。 

 放射線によって引き起こされる DNA 損傷がどういうものかというと、ここに 3 種類くら

い挙げたんですけれども、これがどういうことになっているのかというのはさすがに説明

できないので、割愛させていただきます。 

 DNA 損傷の修復機構も、今見つかっているだけで 4 つくらいなのですけれども、年々ど

んどん新しい修復方法が見つかっていますので、さらに回復機能がどんどん見つかってい

くんじゃないかと思います。修復方法についても、話すとかなり長くなってしまうので、

割愛させていただきます。 

 それで、人間の細胞はだいたい 60 兆個ありまして、DNA は 30 億塩基対といって、30

億組ずつ存在しています。その中で実際に使われている遺伝子というのはだいたい 4 分の 1

くらいで、その 4 分の 1 の中で、全体から見て 1.3％くらいの遺伝子がタンパク質をコード

というか、タンパク質を作って、生命維持に欠かせないと言われているそうです。それが

損傷を受ける確率というのはどういうものなのかということは、やはり個人の意見かなと

思いました。 

 質問は、日常生活というか、原子力利用の中で高線量被ばくというのはありえるのかど

うかという話があったり。致死量くらいの放射線を受けることはあるのかという話になり

まして。そうですね、一般の方が生活していく中ではそういうことが起こるのはあまりあ
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りえないということと。あとは、JCO の臨界事故のときみたいに、作業している人たちに

とってはありえる話ではないかというのが意見としてありました。 

 放射線のレベルを気にしてでも、リスクを取ってでもやるべきなのかという意見もあり

ましたけれども、私の考えとしては、やはり現状のエネルギー問題の兼ね合いで、使わざ

るを得ないのではないかと思っています。すみません、まとまりがないですけど、以上で

す。（拍手） 

 

（総合 F） ありがとうございました。それでは 後のメンバーになります。よろしくお願

いします。 

 

―― 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？』ということ

について発表しました。 

 私の結論としましては、今すぐやめることは難しいのですけれども、将来的にはなくし

ていったほうがいいんじゃないかと考えています。 

 やはり一度事故になるととても大きな事故になってしまうということと。それから、廃

棄物の問題もまだ解決していないのに、このまま進めていっていいのかということと。そ

れから、バイオマスの研究をなさっている方の講演を聞いたときに、全部を電気で賄わな

くても、例えば熱を熱のまま利用するという方法もあったり、大きな発電所を作らなくて

も、それぞれもっと小さな単位で電気を起こしたり熱を作ったりという方法があるのでは

ないか。そういう方法が考えられるのではないかと発表しました。 

 出た意見としては、原発は CO2 発生量がすごく少ないということについてはどう思うか

という質問があったんですけれども、やはり原発をやめることで CO2 が増えるということ

を選ぶという選択もあるんじゃないかとお話させていただきました。 

 人の手に負えない大惨事というのはどんなことですかと聞かれたんですけれども、やは

り、今回の東日本の大震災、地震や津波もものすごく大きな被害だった。その中でどうし

て原発だけが、というふうに聞かれると、やはり難しい。私のこの気持ちを上手に説明す

ることってすごく難しいなと感じました。どのように答えたらいいのか、分かりませんで

した。 

 その他に、廃棄物の問題は何が問題だと思われますか。これも私としては答えられない

質問でした。産業廃棄物のほうが難しい、とても危険なもの、有害なものが出ていたりと

いうこともあり、そういう不安もあるし。原子力で 終的に処分されるもの、私ちょっと

専門用語がわからないのですが、なんていうんですかね、というのは、普通の廃棄物に比

べるとずっと小さいし、また、処理もずっと簡単だという説明を受けて、私が漠然と持っ

ている不安を、どのように説明したらいいのかというのがとても難しいなと感じました。

以上です。（拍手） 
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（総合 F） 皆さん、本当にありがとうございます。普段から感じられていること、そして、

改めて調べてくださったこと、そして、それを基に意見交換していただいたことなどを共

有できました。本当にありがとうございます。 

 どうぞお席に戻って、少しコメントを書いていただければと思います。1、2 分時間を取

りたいと思います。各班のサブファシリテーターさん、皆さんの共有シートを集めていた

だければと思います。 

 

（意見共有シートの記入と回収） 


