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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 1 A 班 

 

（F） よろしくお願いします。不慣れなものですから、すみません。 

 それでは、今お話にありましたように、市民は「専門家のイメージ」を、専門家は「市

民のイメージ」をそれぞれ書き出してください。3 分程度を区切って、ファシリテーターも

含めて、各自が意見を付箋に書いて、手元にストックしておいてください。1 枚につき、1

つの意見です。意見の質にはこだわらず、たくさんの意見を書くように心がけましょう。 

 1 人ずつ意見を読み上げながら、模造紙に貼っていきます。どのような意見が出ているか、

皆で確認しましょう。 

 ということで、約 10 分間です。全部読んだほうがいいですか？ 

 

（サブ F） いえ、まずはここまでです。 

 

（F） では、2 番までということで、3 分程度、書き始めましょう。 

 

（サブ F） お願いします。ではスタートします。（タイマーをスタート） 

 

（記入中） 

 

（F） 残り 30 秒ですか。 

 

（記入中） 

 

（F） 最初に私がやってもいいでしょうか？ 

 はい、3 分です。では、私から。ちょっと多めに書いてしまいました。ええと、こっちか。

まずは、〔知識人〕。 

 それから、言葉は悪いかもしれませんけれども、〔特異的な高度専門家〕。 

 市民から見ると、〔一般になじみが薄い〕。 

 それから、〔一般的でない〕。少し似ていますけど。 

 それから、〔共通点が少ない〕。 

 

―― たくさんありますね（笑）。 
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（F） ごめんなさい。一応全部言います。〔一般人と違いがある、思い込みがある〕。 

 それから、〔閉鎖的〕。 

 

―― すごい（笑）。 

 

（F） では、こちらからお願いします。 

 

―― はい。〔分かっていることが前提の説明〕。 

 〔安全に対しての基準の違い〕。 

 〔義援金の使い道〕。 

 〔情報の操作（不信感）〕。 

 

（F） では、次の方、お願いします。 

 

―― 専門家は、あ、貼る場所が逆なのですか。 

 

（サブ F） 先にこちら側の意見を出してもらったほうがよくないですか？ 

 

（F） そうですか。では、市民の方。 

 

―― 〔専門用語がよく出てくる〕ので、分からないというイメージがあります。 

 同じような感じですけれども、〔専門の内容を深く理解している〕方だなと。 

 それから、前回もありましたけれども、〔なかなか他の意見を受け入れられない〕のかな

という感じを受けました。 

 

（F） では、専門家の方、お願いします。 

 

―― はい。「専門家」もある意味では、あるいは、ある場面では「一般市民」になるとい

うこと。 

 それから、影響を受けている方、あるいは、受けやすい方がいるということですね。 

 一方で、ことの正・邪は直観的に分かる、あるいは、分かるのではないかと自ら主張す

る人もいますと。 

 それから、知識については、ほとんどない方と相当程度ある方で開きが大きい。 

 

（F） では、次の方、お願いします。 

 



 - 3 - 

―― はい。大きく 2 つの内容になります。私自身も、例えばネットとかそういう話にな

ると、一般市民の立場になってくるので、もし自分が市民だったらという仮定を踏まえて

考えています。 

 まず、〔あふれる情報〕。情報がありすぎると思っているのではないか。 

 その結果、〔判断基準が分からない〕。もうどれにしたらいいか分からない。 

 そして、そういった情報は〔学校では学ばなかったこと〕ばかりなのではないか。まず、

こういうことがあるのではないかと思いました。 

 それを解決してほしいと思っている中で、おそらく専門家の説明はいらなくて、身近な

人に説明してもらいたいと思っているのではないか。 

 そして、安全イコール安心ではなくて、安全だといくら言われても安心感にはつながら

ない。だから身近な人の説明、信じられる人の説明が必要なのではないか。 

 つまり、こういった不安が不信につながっているのではないか。そういうイメージです。

以上です。 

 

（F） ありがとうございます。 

 ええと、2 番まで参りまして、次は 3 番ですね。まず、市民から出てきた「専門家のイメ

ージ」について、専門家が質問やコメントを自由に言っていきます。それに対して、市民

も回答やコメントを出してください。ここでの発言は、サブファシリテーターがキーワー

ドを付箋に書き出して、発言者に確認しながら貼っていきます。ゆっくりと落ち着いて話

し合いを進めてください。ということで、市民に対するコメントを、こちらの方から。 

 

―― はい。〔専門の内容を深く理解している〕に対するコメントですけれども、例えば、

テレビでは「専門家」と書いてあるのですけれども、「あの方は、その部分は専門でない」

ということを私は知っているのですね。その方は専門家の振りをしてしゃべっていますが、

ときどき、妥当を欠く発言をしています。そういうところが問題になっているのですね。

要は「自称専門家」もいると。 

 

（F） 専門家の質ですよね。 

 

―― ええ。そういうことを市民の方には知ってほしいですね。ただ、それを見抜くのは

非常に難しいです。 

 

（F） そちらの方はどうですか？ 

 

―― 確かに、理系的な人のことは全て「専門家」と言ってしまっている場合が多いのか

なという気がします。地震の専門家も原子力の専門家も一緒くたにして「専門家」とされ
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ていた中で、それに対するコメントを求められているようなところがあって。で、そうな

ってしまった場合は、「専門家ではありません」と本人もなかなか言えないのではないかな、

というのはあります。 

 あと、ひとつ質問なのですけれども、〔義援金の使い道〕の意味があまりピンと来なくて。

どういう意味ですか？ 

 

―― ええと、未だにプレハブで住んでいる方がたくさんいるということにとても驚くと

いうか。もし私だったら、防波堤とか、まあ防波堤も大切ですけれども、今すぐ必要では

ないものに先にお金を使うのではなくて、生活ありきではないかと思うのです。だから、

先にそちらにお金を使うべきではないかと思うのです。もう 3 年経って、まだプレハブに

いる方がたくさんいるでしょう。それはちょっとおかしいのではないかなと。私たちの感

覚と、そこにズレがあるのではないかと思いました。 

 

（F） ありがとうございます。専門家の方はお二人なので、何かございませんか？ 

 

―― なんとなくですが、義援金はプレハブとか支援に使われているようなイメージが私

にはあって。で、防潮堤のほうは国の政策として使われているイメージがあるのですよ。

国で決められたことで、施策として防潮堤はやりましょうと進められているけれども、義

援金として集められているものは、復興のほうの、いわゆる皆さんの生活用品とか、そち

ら側に使われていると思っていたので。というか、思っているので。 

 

―― では、どういうふうに使われているかという考え方が、もう一般とは違うというこ

とですか？ 4 千億以上もあって、どこに行っているのだろうと思うのです。 

 

―― ああ、それはそうですよね。 

 

―― で、まだ困っている方がたくさんいるのはなぜだろうって。その疑問から、ちょっ

と聞きたかったので。 

 

―― そうですよね。確かに、どうなっているのでしょうね。 

 

―― 防波堤はどんどん工事が進んでいるじゃないですか。そういうニュースはよく流れ

るので。それも大切だけど、この人たちはどうするのか。 

 

―― そうですよね。 
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（F） 私も話していいですか？ 

 義援金に関しては、説明責任じゃないけれども、やはり制度的な不備があって、何億と

いうお金がせっかく集まっているのに、それがうまく使えなかったりする。これは原子力

ムラという話題からは少し外れますが、前回も言ったのですけれども、国もそうですけれ

ども、プレゼン能力がある人がきちんと出てきて説明しないと。 

 最近も、原子力関係の人が出てきて説明していても、よく分からない。もう 3 年も「分

からない」と言い続けているのに。まあ、能力と言ったら失礼な言い方になってしまいま

すが、もう少し表現力のある人が出てきて説明していただけたら、市民も分かりやすいの

かなと思います。 

 ということで、 

 

―― ひとつよろしいですか。〔なかなか他の意見を受け入れられない〕というコメントは、

興味深いですね。場面によっては、意見を受け入れたら叱られることもあるだろうと思う

のです。 

 

―― そうですよね。 

 

―― でも、そうではなく、根っからの、属性的なものがあるのですね。今日、たまたま

ですけれども、ある偉い先生の本を読みましたら、理学の先生っていますよね。理学の先

生は、自分の頭を叩かれても、人の頭を叩き返せば納得して帰るのです。私は工学なので

すが、工学の人は、人の頭を叩こうと思わないのです。また、自分も叩かれないように振

る舞うのですね。そういう差があります。 

 

（サブ F） この付箋について話しているのですか？ 

 

―― はい。 

 

（サブ F） ええと、工学は、 

 

―― 特に理学の先生方は真理と対峙していますから、基本的に人の意見は受け入れない

のです。それが価値なのです。 

 

―― アカデミックというか、学者的な。 

 

―― 理学は分析なのですよ。で、工学は総合なのですね。他民族とか、他の方の言葉を

全部受け入れて作るのが工学なので。そういう基本的な属性の問題もあります。 
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 それから、もうひとつは、「あなたはムラじゃないですか。あなたは何のために来たのか」

と。そう易々と人の意見は受け入れられない。そういうこともあります。 

 大きな意味では、その 2 つがあると思うのです。根っからの生まれつきと、立場上と。 

 

―― 立場上ね（笑）。 

 

―― そういうことが、議論の時間を非常に不合理に費やしてしまうことの根源だと思う

のです。 

 

（サブ F） これでいいですか？（付箋の確認） 

 

―― はい。 

 

（F） 前回もその話が出ていました。おっしゃる通りですね。属性が違うのに、一緒にな

って大人数でいくら話し合っても、前に進む道理がないと言っていましたけれども。ただ、

属性というのは、根本的な部分ですね。 

 

―― そうですね。 

 

（F） 何でもそうだけど。 

 

―― 真理って 1 つですよね。だから、自分が正しかったら、他は違うわけです。だけど、

工学でそういうことを言っていたら、例えば、新幹線は運行できませんよね。停止距離が 3

キロぐらいありますから。そうではなくて、国民の福祉で許されるとしたら作るのが工学

ですから。自ずから差があるということです。 

 

（F） そうですね。 

 

―― 「テレビの専門家は自称」と書いてありますけれども、当時は、3.11 の次の日に、

原子力の専門家が放射線の話をしていましたよね。ああいうのは、マスコミの関係もある

と思うので、もう仕方がないとは思うのですけど。 

 

―― そういう場合には、自分はここまでは知っている、ここは知らないと明示すべきで

すよね。 

 

―― そうですよね。工学が専門なのに、原子炉を作っている人間が、放射線の影響の話
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をしていましたからね。まったく違うことを。 

 

―― ええ、おっしゃる通りです。目に余るものがありました。 

 

―― そうですよね。 

 

―― そうですよね。機械設計と放射線の被ばくは全然専門が違いますもんね。 

 

―― そうですよね。まあ、マスコミの人選ミスなのかなと思いましたけれども。 

 

―― そういう意味では、〔知識人〕という付箋がありますよね。本当に教養を踏まえた人

は、そういう振る舞いをしないですよね。学校のテストの点が良ければ知識人かというと、

そうではないと思います。 

 

（サブ F） これでいいでしょうか？ 専門家といえども、知っている、知らないを明示す

べき。 

 

―― 知識人はそういう振る舞いをしない。それは素晴らしいなと思います。 

 

（サブ F） すみません、〔知識人〕に対してのご発言を、もう一度お願いします。 

 

―― そういう振る舞いをする人を知識人と呼べますかと。専門家は知識人、というのは

どうなのか、ということですね。知識人というのは、常識を持った方だと思います。 

 

（サブ F） 専門家ではない？ 常識を持った人？ 

 

―― ええ。だから、専門家を知識人として見るのは買いかぶりだと思うのですよ。そう

いうことがイメージを悪くしているかもしれない。 

 

（F） そうですね。そこが分かってくれば。違いを理解してくれば、 

 

（サブ F） ええと、知識人ではなくて常識人、と書けばいいですか？ 

 

（F） まあ、常識人だと思いますけどね。 

 

―― そうですね。 
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―― 嘘をつかないとか、知ったかぶりをしないとか。知識人ぶっている A さん、B さん

がてんでんばらばらのことを言っていると、一般の人は困るのではないですか？ 雑誌に

はこう書いてあった、テレビではこう言っていた、というのは。 

 

（サブ F） これでいいですか？（付箋の確認） 

 

―― はい。 

 この意見とこの意見は似ていますよね。どこまで知っていますか、ということと関係す

るのですけれども、最初から説明しだすと、時間を食ってしまって、とても実質的でない

ことってありますよね。 

 

―― 知りたいところまでたどり着けないということですか？ 

 

―― ええ。たどり着けない。 

 

（F） メディアの部分もあるのですけれども、やはり市民のニーズというのでしょうか、

どういうところに疑問点を持っているのかが整理されないで、バッと事実を出したじゃな

いですか。初動で。それで狂いが生じているのではないかと思うのですけれども。 

 

―― 私も感じますね。私は、新聞記者の取材を受けるときには、あなたはどこまで分か

っていますか、と聞いてからやります。 

 

（F） その通りですよね。 

 前回も話したのですが、やはり初動で狂っちゃうと、何年もかかってしまうということ

ですよね。 

 

―― そういう意味では、催し物の主催者がちゃんと配慮すべきだと思います。私は、で

きる限り、グローサリーというか、用語集みたいなものは配るようにしているのです。そ

れも少し難しい面はあるのですけれども。まあ、それを見て質問してくれれば、またあれ

ですけどね。そういう努力は必要だと思うのです。 

 

（サブ F） これでよろしいですか？（付箋の確認） 

 

―― これが前提だったら、あまりにも意味がないですよね。 

 



 - 9 - 

―― 〔分かっていることが前提の説明〕。ああ、そうですね。 

 

（サブ F） 今のご発言は、この付箋に対してですか？ 

 

―― これとこれの両方でしょうか。〔分かっていることが前提の説明〕だから、〔専門用

語がよく出てくる〕のだと思います。 

 

―― 今の 2 つが似ているのではないか、とおっしゃったのですね。 

 

―― ええ。分かっていることが前提だから、専門用語が出てくる。 

 

（サブ F） すみません、ちょっと待っていただいていいですか。先ほどのご発言の確認で

すが、最初から説明すると、知りたいことに届かないと。 

 

―― ええ。これに対する意見です。 

 

（サブ F） なので、「話が飛ぶ」ですか？ 

 

―― 時間内には目的まで行かないのではないかと。 

 

（サブ F） ああ、時間内に行かないと。 

 

―― ええ。尻切れトンボになってしまう。 

 

（F） 自分のことばかり言ってなんですけれども、私は関東の人間なのですが、阪神大震

災の前に神戸にいたのですけれども、あのときの教訓が、全然とは言いませんけれども、

活かされていない。こういうマスメディアの部分でも。 

 

（サブ F） すみません、ファシリテーターさん、「この意見に対して、こう思う」という

感じで発言していただいたほうがいいと思います。 

 

（F） いや、だから、それを踏まえて、やはりマスメディアの部分ですね。 

 

（サブ F） マスメディアが、 

 

（F） マスメディアが、極端に言えば、偏向している部分があるのではないかと。 
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 先ほど、私は〔知識人〕と言いましたけれども、初動の段階で、何かフィルターをかけ

て、市民というか、視聴者に出しているという部分があるのではないかと。 

 

―― この〔情報の操作〕というご意見は、先ほどこちらの方から出されたものですが、

これは専門家が情報の操作をしているのではないかというご意見ですよね？ 

 

―― そうです。 

 

―― で、今ファシリテーターさんがおっしゃっていたのは、情報操作をしているのは専

門家だけではなくて、マスコミによって専門家が選定されているから、そこから引き起こ

されると。そうすると、専門家に対する不信感が募るけど、その大元はマスコミではない

か、みたいなことですか？ 

 

（F） ええ。まあ、マスコミだけではないですけれども。そういう大きい部分が、 

 

―― そういうことがもっとあるのではないかと。 

 

（F） ええ、あるのかなと。 

 

（サブ F） 今のご発言は、どこに貼りましょうか？ 

 

―― ここら辺ですよね。 

 

―― 私は、嘘はついていないと思うのですけれども、本当のことの 6 割くらいしかこっ

ちに下りてきていないのではないか、という気がしていて。まあ、言っても分からないだ

ろうということもあるのでしょうけれども。 

 

―― 隠しているのではないか、みたいな。 

 

―― 隠しているというか、パニックになったりとか、あるじゃないですか。 

 

―― ああ。本当はもっとやばいことが起こっているのに、 

 

―― で、何でもハンコを押したみたいに、「基準値からはオッケーです」みたいなことを

言うけれども、それはどこをどう測って言っているのかな、とか。 
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―― そうですよね。 

 

（サブ F） 今のご意見は、この付箋に対してですか？ 

 

―― はい。 

 

―― 福島第一ではだいぶありましたよね。 

 

―― はい。それでちょっと、嘘ではないだろうけど、全部は言っていないよねって。話

半分くらいで聞いておこうかなって。 

 

―― 嘘ではないけど、必要なことはもっとあるのではないか、ということですか？ 

 

―― ええ。もっとあるのではないかと。 

 

（サブ F） 何割くらい出されているとおっしゃいましたっけ？ 4 割？ 6 割？ 

 

―― 6 割です（笑）。 

 

―― ただ、今でも何も分かっていないわけですから。まだ 1 ミリとか 20 ミリとかの結論

が出ていないじゃないですか。そういう状況で専門家の方々がテレビに出てきても、何も

言えないですよね。 

 

（タイマーが鳴る） 

 

（F） はい。3 番までの時間が終わりましたね。 

 

（サブ F） 他に追加はありませんか？ 大丈夫ですか？ 

 

―― 大丈夫です。 

 

（サブ F） すみません、最後におっしゃったことをもう一度いいですか？ 

 

―― 結局、今でも 1 ミリが妥当なのか、20 ミリが妥当なのかという結論が出ていないの

で、 
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（サブ F） 基準に対して結論がない状態なので、 

 

―― ええ。まさに起きた時点ではまったく分からない状況でしたから。だから、操作と

かそういうことではなく、誰も分からないわけですよね。だからああいうことになったの

かな、と私は思うのですけれども。 

 

―― それが、やっぱりこんな感じで、ずれているのかなと思います。 

 

―― そうですよね。まさに低線量被ばくはそうなのですよ。 

 

―― 分からないことが多すぎますからね。 

 

―― ラジウム温泉に入って、飲む人もいるので。相当な線量なのですけど。 

 

―― （笑） 

 

―― そのほうが元気になるだろうと思っている人もいるので。 

 

（サブ F） では、次に行きましょう。 

 

（F） 4 番ですね。次に、専門家から出てきた「市民のイメージ」について、市民が質問

やコメントを自由に言っていきます。それに対して、専門家も回答やコメントをしてくだ

さい。ここでの発言は、サブファシリテーターがキーワードを付箋に書き出して、発言者

に確認しながら、今やっていますけど、貼っていきますと。ゆっくりと落ち着いて話し合

いを進めてください。約 15 分ございますので、今度は市民の方から。 

 

―― 〔学校では学ばなかったこと〕というのは、まさにおっしゃる通りだと思います。

結局、確率論じゃないですか。その辺は難しいですよね。全員が全員、確率という概念が

分からない、というところがあるので。この線量に行ったら本当にがんになるのか、とか、

まったく分からないわけですよ。確率論ですから。その部分は、やはり一般市民の方には

分かりづらいのかなと思うのです。 

 

―― これについては、昔から文科省、それから行政庁は、そういうマテリアルというの

ですか、資金も含めて、用意はしていますよね。ただ、電力会社などもそういうことをし

ていたのは確かですけど。 
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（F） そちらの方はどうですか？ 

 

―― 私は、〔身近な説明者を必要としている〕というのは、本当にそうだなと実感します。

同じ保護者同士でも、ちょっとタブー的な雰囲気があるのですよ。 

 

―― 分かります。 

 

―― 「あの人はうるさいよね」って言われたくないというのもあり。給食ひとつとって

も、考え方に違いがありすぎて。だから、周りでこういう話をしたことがないのですね。 

 

（サブ F） 先ほどのご発言は、これでいいですか？（付箋の確認） 

 

―― ああ、そうです。 

 

―― なので、専門家がテレビで専門的なことを話すのではなくて、こういう方がいれば

なって思います。 

 

―― 私が感心しているのは、「いい質問ですね」と言うのは誰でしたっけ？ あの説明の

うまい方。 

 

（サブ F） ええと、名前をド忘れしてしまいました。 

 

―― ああ、よく特番でやっている。 

 

―― ええ。あの人は間違ったことは言っていません。 

 

（F） 池上さんですね。 

 

―― ええ。身近かどうかは分からないですけど。そんなに人材はいないと思うのですね。

彼は間違ったことは言っていないですね。大したものです。「知識人」に非常に近いと思う

のです。語り口も含めて。 

 

（F） だから人気があるのではないですか。特番が多いですよね。 

 

―― ええ。あの人を見ると、原子力以外でもそんな感じがしますね。うまいし、間違っ

たことを言っていないなと。 
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（F） だから、望んではいけないのかもしれないけれども、プレゼン能力なのですよね。

相手に伝える、伝わる言葉というのでしょうか。そういう人がもしいれば。 

 

（サブ F） ここでいいですか？（付箋の位置の確認） 

 

―― ええ。 

 

―― 最近、よく「リスクコミュニケーション」って言っていますよね。でも、あれは難

しいですよね。 

 

―― ええと、そういう面もあるのですけれども、先ほどこちらの方がおっしゃっていた

のは、ママ友という世界の中でやっていくときに、もう本当に過敏な人がいるのですよ。 

 そうかと思うと、私は子供がいるのですけれども、私はアバウトな感じなのですね。な

ぜかというと、知っているからです。これくらいは大丈夫というのが分かっているから、

サーベイした後の福島の桃とか食べまくっていたし。 

 そうすると、近所の奥さんは、「ああ、あの家の奥さんは、こういう放射線の仕事をして

いる人だけど、普通にしている。じゃあ、うちもマスクいらないね」とか。 

 皆、「自分の子供だったらそうさせるのか？ という疑問がある」と言うのですよ。だか

ら、自分の子供にもそうさせているし、自分もそうやっている人が近くにいると、「じゃあ

安心なんだ、と思う」というのを聞いたことがあります。 

 そういう意味の、「身近な人」というのがあるのです。 

 

―― そうなのです。テレビではなくて。 

 

―― そう。隣の家の人が大丈夫だと言っていて、しかも専門家だと。そういう身近な人

とか。あとは、学校の先生が詳しくて、説明してくれるなら安心するけど、専門家の人が

やってきて、講演会をしても、本当かなと思ってしまう。そういう感じですよね？ 

 

―― そうです。まさにその通り。 

 

―― ああ、なるほど。 

 

―― おそらくそうなのだろうなと。3.11 の後、近所の人から結構言われたのですよ。 

 

（サブ F） これでいいですか？（付箋の確認） 
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―― はい。 

 

（サブ F） この位置でいいですか？ 

 

―― はい。 

 

―― 専門家という立場で周りの方からは見られていなかったのですか？ 

 

―― 近所の人も、勤め先がだいたい分かっているので、「あの人がああいうふうにしてい

るから、平気なのでは」とか、「傘を差さないで歩いているから、ヨウ素が降っているとい

っても、大丈夫なのではないか」とか、言われていたのですよ。 

 

―― では、信頼されていたということですね？ 

 

―― それ（3.11）まではあまり意識していなくて、どういう仕事をしているのだろう、み

たいな感じだったと思います。で、さすがに近所で普段付き合っている人たちが言うので

あれば、信用する。身近な知り合いの言うことは信用する。あと、親戚の言うことは信用

しますよね。 

 そういうイメージで、同じ自治会の人とか、隣の家の人が言っていて、しかも、その人

が防護をしていたらおかしいと思うかもしれないけれども、大丈夫と言って、防護もして

いないから、周りの人も「大丈夫なのだろう」と思った。そういう感じです。 

 だから、私を信頼していない近所の人もたぶんいたと思います。そういう人たちは、「そ

うは言っても」と思っていたでしょうし。仲のいい人は、大丈夫と思ったのだと思います。 

 

（F） やはり世の中は広くて、当事者の人と当事者じゃない人の意見、それから、いわゆ

る井戸端会議じゃないですけれども、マクロ的な話、心理の部分で原子力が嫌いという人

と、ミクロ的な話、今の奥さんはどうこうっていう話、それがコンタミしているのですよ

ね。それが世の中なのかもしれませんけれども。 

 あとはどうですか？ 

 

―― 〔あふれる情報〕というのは、やはり分からないですよね。またこちらとリンクし

てしまいますけれども、テレビでときどき、まったく逆のことを言っているときがありま

すよね。そうすると、やはり分からないですよね。特に本当の初期の頃。まあ、今でも分

からないですけど。それはどうすればいいのでしょうね。 
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（F） 今、図書館に行かない世代が増えていて、ネットが図書館代わりになっていますよ

ね。 

 

（サブ F） こういうことですか？（付箋の確認） 

 

―― ええ。 

 

（サブ F） どこに貼りますか？ 

 

―― ここですね。 

 

（F） 今日の新聞に出ていましたけれども、いわゆる教育委員会の委員長を含めて、60

年度ぶりに制度が変わりましたと。私は結構海外が好きで、ツアーで行く場合があるので

すけれども、海外で聞いてみると、日本というのは制度的な部分からすると、すごく歩み

が、良い悪いは別にして、遅いのではないかと感じるのですよ。最近。まあ、年のせいか

もしれませんが。 

 国会も含めて、制度がどのくらい変わったのか。今、かなり急速に変えようとしていま

すけれども、それが疑問です。生活者としてずっと生きてきて、自分として、メリットと

は言わないけれども、良かったというのがあまり感じられない。 

 前回も、50 代、60 代になろうとしている専門家の方が、「なぜ、これだけ一生懸命やっ

てきて、こんなに違った方向づけになっているのだろう。3 年も経って、まだ壁があるとか、

進まないというのは、何なのだろう」とおっしゃっていましたけれども。 

 我々市民もそうなのです。なぜこんなに制度が、制度というか、先ほどの真理の話で言

えば、制度なんて絶対に変わらないですよね。どこに壁があったのかというのは、最近、

なんとなく分かるような気がします。 

 すみません、横道に逸れました。 

 

（サブ F） 今のお話はどうしますか？ 書きましたが。 

 

（F） あ、そうですか。 

 

（サブ F） これも書きましたけれども、別に要らないですか？ 

 

―― それは別にいいんじゃないですか。 

 

―― 安全と安心の関係というのも、本当はお互いが十分に知っておいたほうがいいと思
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います。代議士なんかも、安全と安心をほとんどイコールで使っていますよね。安全・安

心に予算が付けやすいとか。まったく別物ですよね。 

 

（F） やはり市民の立場からすると、電力とかそういったものとのバランスで見てしまう

のですよ。原子力は、廃棄の問題も含めて、いらないということは分かっているのだけれ

ども、東南アジアとかで電力が非常に少ない、1 日に何回か停電になるという体験をすると、

電力と水がなければ生きていけないな、と思うのです。そのギャップがすごく壁としてあ

るなと思います。 

 

―― 〔判断基準が分からない〕というのは、本来は国が、まあ私もそうですけど、技官

というのは技術で食っているわけですから、きちんと説明すべきですよね。でも、しませ

んよね。まあ、前の政権の影響をそのまま引きずっているのかもしれませんけれども。そ

れにしても、ご主人様は国民なのに、あまりにもさぼっているのではないかと思うのです

けれども。 

 

（F） あ、やっぱり思われますか？ 

 

―― ええ。 

 

（F） 本当にそう思いますね。 

 

―― 説明責任は国が持っていると思うのです。規制しているのだから。 

 

（サブ F） 今のご意見はこの付箋に対してですか？ 両方ですか？ 

 

―― まあ、一緒ですよね。 

 

―― 私は思うのですが、きちんと説明すべきというのは、何を説明すべきなのでしょう

か？ 結局、先ほども申しあげたように、まだ判断基準が分からないじゃないですか。説

明のしようがないですよね。 

 

―― 何についてですか？ 

 

―― いわゆる影響とかについて。 

 

―― 放射線ははっきりしていませんよね。だけど、例えば ICRP が何を言っているかと
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か、それは必要だと思うのです。あるいは、場合によっては、放射線の先生を 10 人くらい

呼んで、何を言っているかを、 

 

―― ああ、全部を。 

 

―― ええ。 

 ICRP という国際機関は、「分からないことは少なければ少ないほうがいいだろう」と言

っています。それでは福島の人たちはいつまで経っても帰れない。 

 

―― でも、それではお母さんたちは困ってしまいますよね。 

 

―― 分からないことを分からないと言うことは駄目なのですか？ 

 

―― 分からないことは、分からないと言ってくれればいいのに、ということですか？ 

 

―― そうです。ここまではこういうふうに分かっている。この方はこう思っている、こ

の方はこういう意見だ、でも、分からないというのも分かるのですよ。長い時間経たない

と結果が出ないこともたくさんある。それも分かるので、それを正直に話していただくこ

とはできないのかなと思うのです。 

 

―― そうですよね。 

 

―― そうすべきですよね。 

 

―― そうすると、ここら辺の不信感もちょっと。ああ、本当のことを言っているなと思

うと思うのです。 

 

―― 義援金だってそうですよね。言ってくれればいいのですよね。 

 

―― そうですよね。何に使っているのか。 

 

（F） 本当におっしゃる通りです。で、こちらの方は工学系ということで、我々はやはり、

段取り、工程表ですよね。工程表は、出てはいるのですけれども、マスコミを通じてどう

こうというのがあまり出てこない。だから、市民が不安になってしまうというか。何十年

後にどうする、というのは聞こえてきますけれども。 
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（総合 F） 皆さん、40 分経ちました。あと 20 分です。そろそろ 5 番に入ってもらえます

か。模造紙を新しくして、「市民と専門家の間にある壁とは何か？」を話してください。 

 

（サブ F） ええと、先の情報はあるけれども、直前の情報が出てこないということですか？ 

 

（F） そうですね。まあ、中期ですかね。一番市民が望んでいるのは中期展望じゃないで

すか。 

 はい。では、もう時間が目一杯ですよね。5 番、模造紙を新しくして、「市民と専門家の

間にある壁とは何か」について考えましょう。3 分程度を区切って、各自が意見を付箋に書

き、手元にストックしておいてください。壁についてですね。まあ、だいぶ出てきました

けれども。 

 

（1 枚目の模造紙をホワイトボードに貼る） 

 

―― また書くのですね？ 

 

（F） はい。市民と専門家の壁についてだそうです。 

 

（記入中） 

 

（F） よろしいでしょうか。まずは私から。 

 今更ですけれども、やはり初動対応のボタンの掛け違いがあったのではないか。 

 それに伴って、〔受容・共有がない〕。未だにない。 

 それから、〔両者の思い込み〕。違いが分かっていないのではないか。すみません、漠然

とした意見ですけれども。 

 では、お願いします。 

 

―― はい。〔情報の共有ができていない〕。本当の話の情報の共有ができていないと思い

ます。 

 

（F） 次の方。 

 

―― 壁というのは、今お話があったように、マスコミ等の操作でできているのではない

かなと。 

 そして、今お話を聞いている限り、私は、もう壁はないなと思いました（笑）。 
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―― ありがとうございます。 

 壁を低くする努力が必要だと思います。 

 それから、やはり専門性に起因するのでしょうが、自ずからある壁と、増長された壁が

あると思います。あるいは、壁があったほうが飯のタネになる人がいるのかもしれない。 

 

―― （笑） 

 

―― そういう意味では、〔真実とは何か〕ということで、それを基調に議論すべきだと思

います。あるいは知っている範囲。 

 

（F） では、次の方。 

 

―― はい。ここの下かな。私は、〔共通言語がない〕というのが一番かなと思います。同

じ用語を使ったとしても、例えば PA という言葉がありますけれども、パーキングエリアと

思う人と、音響機械の PA と思う人と、パブリックアクセプタンスという広聴活動と思う人

がいたりするように、それを確認しないでやっていることがいけないのではないか。 

 あとは、〔お互いの立場になって考えてみる姿勢のなさ〕。自分が市民だったらどうだろ

うか。専門家の立場だったらここで言えるのだろうか。そういう姿勢がないことが壁にな

っているのではないかと思いました。以上です。 

 

（F） ありがとうございます。だいたい棲み分けされてきていますね。 

 

（サブ F） 続きをお願いします。 

 

（F） 7 番、貼られた意見をグルーピングしてみましょう。グループを作ったら、それぞ

れ一言でタイトルをつけましょう。タイトルです。 

 

（サブ F） まずは皆さんでグルーピングをお願いします。 

 

―― この後、我々が発表するのですか？ なら、その仕方も考えながら。 

 

（F） 〔受容・共有がない〕は、〔情報の共有できていない〕と似ていますね。 

 あれ、違いますか？ どういうふうに進めればいいですか？ 

 

（サブ F） いや、同じような意見を固めていくのです。 
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―― あ、今、ファシリテーターさんは縦に固めたのですね。 

 

（F） 縦のほうが見やすいじゃないですか。 

 

（サブ F） タイトルをつけますので、上をちょっと空けたほうがいいですね。 

 他はどうですか？ 

 

（F） 情報の共有というのが、やはり一番、 

 

―― 〔初動対応の間違い〕はどちらですか？ 情報系ですか？ 

 

（F） そうですね。もう今更ですけど、初動がきっちりしていれば、こういうふうになら

ないのですけどね。 

 

―― では、ここですか？ 

 

（サブ F） 無理に全部グルーピングする必要はありません。違うものがあって構いません。 

 

―― この辺は壁の話ですか？ 

 

（F） ええ。壁とは何かという議題だから、 

 

―― これは、〔壁は感じない〕だから、 

 

（サブ F） だから、「ない」という意見がひとつありますよね。 

 それとそれは少し違いますよね。 

 

―― ええ。こういうことを努力すれば、こうなるのですよ。うまくいけば。 

 

（F） 壁を感じて、壁を低くして、ということかな。 

 

―― こう行って、この辺を通って、こちらに来ると。 

 

―― ああ、なるほど。 

 

―― 〔真実とは何か〕はもう引っ込めても、忘れてもいいですけど。 
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―― いやいや。なんか、あれじゃないですか。サイエンティフィックな感じで。 

 

（F） 先ほど 1 枚目のほうでおっしゃった、真理とは、みたいな話ですよね。 

 

（サブ F） では、ここはタイトルをつけましょうか。そのほうが分かりやすいですよ。 

 

―― これは壁を作る「原因」じゃないですか。 

 

―― うん、そうですね。 

 

―― ああ、「原因」ですね。 

 

（サブ F） 書いていいですか？ 

 

（F） お願いします。 

 

―― これはなんですか？ 〔受容・共有がない〕。 

 

（F） 受け入れです。受け入れと、共感、共有。 

 

―― これらをひっくり返したものが、壁を低くする努力なのでしょうね。そして、低く

なると、壁を感じなくなるのでしょう。 

 

―― なるほど。 

 

（F） ここは「原因」だから、こちらは「解決策」でしょうか。 

 

―― うーん。 

 

―― 〔マスコミ等の操作で壁を作っている〕は、どこかに入りそうな気がするのですけ

れども。 

 

（F） 「原因」の最たるものじゃないですか？ 

 

―― 「原因」の中ですか？ 
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（F） 壁を作っている原因じゃないですか？ 

 

―― これを強めている。ここが「原因」で、これがドライブフォースになって、余計に

加速するという感じ。 

 

―― 面白がっているのですよね。 

 

―― まあ、ネタにならないと困りますからね。 

 

（F） うん、これは一緒ですよ。 

 

―― では、ここに「原因」があって。それによって壁が大きくなっている。で、〔真実と

は何か〕をどこかに入れたいな。なんか、コナンの名台詞みたいで、入れたいですね。 

 

（笑） 

 

―― 〔初動対応の間違い〕。 

 

（F） それは「原因」の最初ですよね。 

 

―― ああ、こういうことがあって、こちらに矢印が来て、これが「原因」と。 

 

―― そうですね。 

 

―― で、そこからこう出ていって、 

 

（サブ F） 矢印を書きますか？ 

 

（F） 原因。問題の起因。 

 

―― 最初にこの 2 つが起きたわけですよね。 

 

（F） 原因の発端。 

 

―― 発端ですか。 
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―― 発端というよりも、これはそもそもあるような気がするのですよ。で、初動対応な

んかは、こういう配慮が足りないと。 

 

―― ああ、なるほど。 

 

―― 気が回らなかったと。 

 

―― 壁を何とかしようと思っているのに、気が回っていない。壁があったほうがいいと

思ってミーティングをしたりはしませんよね。 

 

―― そうすると、〔両者の思い込み〕はこちら側では？ 

 

（F） 「思い込み」を作っているのが、初動対応、面白おかしく言うという先ほどの、 

 

―― 3.11 の前からこういうことは起きていた。それで、3.11 が起きた結果、初動対応の

ミスとか、思い込みがあって、助長されることによって、壁ができてしまったと。 

 

―― で、これが解決されれば、壁を感じなくなっていくと。 

 

―― ああ。壁を低くしていく努力をしていけば。 

 

―― で、これを解決するには真実が必要と。ああ、なんかきれいになってきた。 

 

―― 恰好いいなあ。（笑） 

 

（サブ F） では、ここに直書きでいろいろ書き込んでください。どうぞ、大事なキーポイ

ントを。 

 発表は、こちらのお二人ですね。 

 

―― 2 人でどういうふうに発表するのですか？ 

 

（サブ F） とりあえず発表者 2 人が前に出て、交互でもいいですし、前半は 1 人が発表

されて、もう 1 人が足りないところを補ってもいいですし。 

 

―― というか、発表する内容は、2 枚目なのか、1 枚目も含めてなのかというと？ 
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（サブ F） 1 枚目も含めてです。 

 

―― じゃああっちも理解しないといけないのか。 

 

―― そうすると、1 枚目でまずこういう話が出ましたという話をして、最後にまとめを話

すと。 

 

（サブ F） そうです。 

 

―― どうしましょうか。 

 

（F） 問題の起因は初動対応とかメディアの部分で、だから最初はこちらで、 

 

―― どちらからどちらに矢印を引きますか？ 

 

（F） ここの「原因」というのは、現状だと思うのです。現状のような気がします。 

 

―― 現状。3.11 の前からずっと続いている現状であると。 

 

（F） そうです。間違っていたらどんどん直してくださいね。 

 初動対応があって、それから、マスコミの報道。これがいわゆる起因ですよね。で、こ

れが、今いろいろやっているけれども、壁の原因。現状。で、もしかしたらこれが解決策

かもしれない、という三段論法で発表する。 

 

―― ああ。ここは、こういうひとつの、何でしょう、ええと、 

 

（F） 原因は原因だけど、最初の発端ですよね。 

 

―― きっかけですか？ 

 

（F） 原因を作ったのは誰かということ。 

 

―― 潜在的なところ？ 違うな。 

 

（F） いろいろ複合的ですよね。 
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―― どうまとめればいいでしょうか。 

 ここは、もうずっとある壁を作っている「原因」。 

 それが、3.11 の直後に起こったこういうことで増長されたのですよね。「増長」でいいで

すか？（模造紙に書き込む） 

 矢印は、こちらですか？ こちらですか？ 

 

（F） まあ、両方ですよね。 

 

（サブ F） 両方ですね。 

 

―― こうですか。（模造紙に書き込む） 

 

（サブ F） それで？ 

 

（F） で、まだ原因の多くが解決されていないと。現状の原因ですよね。 

 

―― 〔両者の思い込み〕はここですか？ 

 

（F） こちらかな。初動対応がやっぱり。 

 

―― 初動対応があって、こういうことも起きて、お互いの思い込みもあって、それで壁

ができてしまったと。 

 

（タイマーが鳴る） 

 

（サブ F） まだ 5 分余裕があります。 

 

―― で、真実が何かということ。で、そこから壁がある。 

 

（総合 F） あと 5 分です。発表の準備を進めてください。発表の準備ができたところは私

に合図をください。 

 

―― あと 5 分。こうですか？ 

 

―― その付箋は、ここの間でいいのでは？ こちらを「増長」にしたので。 
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（F） あ、「壁の真実」なんていうのは面白いなあ。 

 

―― 映画ができちゃいますね。 

 

（サブ F） いや、タイトルがこれですからね、まさに。 

 

―― 本来こういうことが問題になるのは、やはり不安、不信だと思うのです。例えば、

新幹線の制御のことなんか知らなくても、安心して乗りますよね。飛行機だってそうです

よね。 

 

（F） 知識がなくても。 

 

―― ええ。やはり、信用してくれていたら、別に壁とかそういうことを意識しないで、

電気も使ってもらえると思うのです。 

 

（サブ F） 今のキーワードは付け足してもいいのではないですか？ 書きましょうか。え

えと、不安、不信ですか？ 

 

―― ええ。それが根本にあるのですよね。 

 

（サブ F） 矢印は要りますか？ 

 

―― あったほうがいいのではないですか。不安が高じて不信になると。 

 

―― 発表は順番で、役割分担しませんか？ 

 

―― はい。どうしますか？ 私が先ですか？ 

 

―― それでいいですか？ すみません。 

 

（サブ F） こういうことでいいですか？（付箋の確認） 

 

―― はい。 

 

（サブ F） これは、でも、こちら（市民）から見た壁ですよね。こちら（専門家）から見



 - 28 - 

た壁ではないですよね。 

 

―― そうですね。 

 

（サブ F） 付け足しておきましょうか？ 要らないですか？ 

 

―― いや、付け足しておきますか。専門家は、いろいろな専門家がいますから。 

 

―― そうすると、専門家から感じる壁って何でしょうね？ 「聞いてもらえない」とか。 

 

―― それは難しいところですね。そこを勉強して変えたいですね。 

 

（サブ F） 付け足しますか？ 

 

―― いや、結局分からないのですよ。専門家から見た壁って何だろうか。 

 ただ、市民の方々が壁と感じているのは、間違いなく意味が分からないことだと思うの

です。 

 

―― ああ、はい。 

 

―― それが大半なのでしょうね。 

 

―― おそらく。で、「それをどう説明するか」なのだろうなと思っていて。 

 

（F） そうすると、原子力ムラに池上彰がほしいと。 

 

（サブ F） ここはすごくはっきりしたわけだから、ここを大きくしたほうがいいですよね。 

 で、専門家から見たら、これなのでしょう？ 

 

―― 〔真実とは何か〕。うーん、どうなのでしょう？ 

 

―― それはどちらかというと、市民の方のほうだと思いますけど。先ほど、本当のこと

は 6 割くらいだとおっしゃっていましたよね。 

 

―― 本当のことを知りたいということですよね。 
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―― そうですね。 

 

―― それと、分からないなら分からないと言ってください、それを教えてください、と

いうことですよね。 

 

―― こちら（専門家側）から言うと、100％の安全はないので、「こういうふうに設計し

ています」とは言えるはずなのですよ。そういうことは一切言わないでしょう。いかにも、

「何が来ても安全」みたいなことを言うじゃないですか。それは嘘なのですよ。 

 

（F） そうですよね。で、嘘ならやめろ、みたいな発想があるでしょう。すごく短絡的で

すよね。 

 

―― だって、絶対に火事にならない家はないですよね。 

 

―― 住みにくくて仕方がない。金庫の中に入るようなものだから。 

 

―― 〔壁は感じない〕のタイトルは、「希望」ですか？ 

 

―― でも、実際にこの班は全員感じたことだから、 

 

―― 「結論」でいいですか？ このグループの結論ですか？ 

 

―― そうですね。 

 

（サブ F） 本当ですか？ 皆さんそう思っているのですか？ 

 

―― でも、本当にぴったりだったので、 

 

―― 「目標」としておきますか。 

 

―― ああ、「目標」。「目標」にしましょう。（模造紙に書き込む） 

 

―― お話しすることがとても大切ですよね。 

 

（F） これは、女性と男性の違いが、 
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―― 違いが出ますか？ 

 

（F） 出るというより、それをちゃんと理解する。絶対違うので。 

 

（サブ F） ここは結論のひとつですよね。 

 

―― 結論のひとつ？ 

 

（サブ F） そういうふうに書いてしまっていいか、皆さんで共有してください。 

 

―― 〔市民からみた壁は、不安→不信〕の辺りですか？ 

 

―― 私はそうだと思うのですけれども、他の皆さんはどうですか？ 

 

（F） もうサブファシリテーターさんが言うことは抜群だから、その通りにやればいいの

ですよ。 

 

（サブ F） いや、それは駄目ですよ。 

 

―― これは、壁を意識させる根源だと思うのですね。壁って、そこらじゅうにあると思

うのです。そんなことお構いなしに生活しているけど、原子力はどうしてもそれじゃいけ

ないと皆さん思うのですね。 

 

（F） 壁を感じるのは、やっぱり年を取った人なのですよ。 

 

―― （笑） 

 

（総合 F） この班はそろそろ準備ができていますか？ 

 

（サブ F） はい。最後の一言を書くところです。 

 

―― タイトルが何かあったほうがいいですよね。 

 

（総合 F） ここが一番早く進んでいるようなので、発表は 1 番でお願いします。 

 

―― はい。 
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（サブ F） 先ほどの意見は、足さなくてもいいですか？ 

 

―― ちょっと見せてください。ああ、まあ、こういうことですよね。 

 

―― ここは「現状」だと思います。 

 

（F） 私も「現状」でいいと思います。 

 

―― まさに、分からないことが不安で、それが不信感につながっていると思います。 

 

（サブ F） そうですよね。これは変わるかもしれないけど。 

 

（総合 F） 皆さん、今の状況で、うまく発表の内容をまとめてください。共有しましょう。 

 

（F） 分かりやすくなりましたね。見える化。 

 

（総合 F） A 班は準備が済んだようですので、発表の 1 番は A 班です。2 番は B 班です。

3 番目は C 班ということでよろしいですか？ 

 

（サブ F） この意見は貼らなくていいですか？ 

 

―― なくてもいいと思います。 

 

（サブ F） では、ホワイトボードに貼ります。 

 

（模造紙をホワイトボードに貼る） 

 

＜グループワーク 1 終了＞ 


