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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 B 班 

 

（F） 何の因果か、先々週自分が前でしゃべったことがテーマになって、ファシリテータ

ーを引くという恐ろしいことをしてしまいました。 

 私が持っている大きい紙と、皆様がお持ちの青い紙は全く同じものです。 

 このテーマを提案した状況を端的に言えば、お互いに壁、壁と言っていて、自分のほう

の壁しか見ていないので、1 枚の壁を両側から見ているのか、2 枚の壁をそれぞれ見ている

のか、分かっていないだろうと。つまるところ、そういうことなのですね。ということで、

ディスカッションしていただければと思います。 

 順番ですけれども、端的に言うと、まずは言いたい放題意見を言って、それぞれがボコ

ボコにされる場が 1 回ずつあって、 後にまとめるということです。皆様も理解は共有し

ていると思ってよろしいでしょうか？ 

 そうしたら、 初の 3 分ということで、お願いします。 

 

（サブ F） では、3 分計らせていただきます。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） 3 分経ちました。 

 

（F） 私から貼るのもなんですので、反対側からということで、こちらからお願いします。 

 

―― まず、〔何事でも賛成・中間・反対がいる〕というのが市民のイメージです。 

 その中でも、〔一部の興味を持った人が、詳しい情報を求める〕のかなと思います。 

 あと、やはりメディアの意見に影響を受けているのではないかということ。 

 それから、そもそも〔分かりやすい情報でないと届かない〕ということです。以上です。 

 

（F） ありがとうございます。そうしたら、次の方、お願いします。 

 

―― 〔市民は何も分からないから、教えてあげなければと思っていそう〕です。 

 あと、〔専門用語が多く、分かりづらい話し方をする〕。 

 あと、〔マト外れな質問をしたら怒られそう〕。 

 それから、〔話を難しく言うのが得意〕だな、というイメージです。 
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―― ええと、意見を言う前に、先ほどの自己紹介では言わなかったのですけれども、私

は専門家として参加しているのですけれども、この 2 週間のうち 5 日間くらいは市民の活

動をしていましたので、専門家という立場ですけれども、実は市民っぽい、ということを

言っておきます。 

 それで、当たり前ですが、専門家も市民の中にいるよねと。これは当たり前のことです。 

 それから、私は専門家としてリスクコミュニケーションをすることがあります。土壌汚

染の問題などを町内会に説明する。そのときに一番うるさいのが、市民として出てくる専

門家です。 

 

（笑） 

 

（F） まあ、否定はしませんが（笑）。 

 

―― それから、〔博物学や生態学の専門家と市民に壁はあるでしょうか〕と。ある面もあ

るのですが、本来ここで言っている壁があるか。後で細かい話をするときに補足します。 

 それで、〔壁ができるときは、利害関係があるとき、またはありそうなとき〕。これが市

民と専門家の壁、というふうに考えます。 

 

（F） ありがとうございました。お名前を振る前に始まってしまったので。 

 

―― あ、ごめんなさい。 

 

（F） では、次の方、お願いします。 

 

―― 専門家のイメージということで、その壁になるファクター、いわゆる要素について

考えました。 

 ひとつは、〔見えない恐怖感〕。放射能とか、汚染とか、5 年、10 年先のこと、未来に関

することで、目に見える危険ではなく、見えない危険が多くて、どうしてもそこに恐怖感

を覚えてしまって、壁を作ってしまったのではないかということです。 

 次に、〔情報への信頼性〕。これはこの問題に限ったことではないのですけれども、情報

の信頼をどう見るのか。その情報は正しいのか、間違っているのか。この問題に関しては、

すごくディープな部分があって、専門家であれば正誤が分かるのですけれども、専門でな

い部分に関しては、裏を取ったりしにくい。そういう部分で、この情報は正しいのかどう

か、疑心暗鬼になってしまうことがあると思います。 

 次は、〔政府への不信感〕。3.11 のときの政権の官房長官の、「ただちに影響はございませ
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ん」という話があったと思います。そういった部分で、政府に対して信頼ができない。ま

あ、イコールでつなげるというのは難しいのですけれども、それに関わっている専門家に

対しても、どうしても不信感がぬぐいきれない部分があると思います。 

 

（F） ありがとうございました。 

 後に私のほうから。すみません、市民の方が本気で怒りそうなことを書いていますけ

れども。あえて、悪意を持って書いてみました。だから、悪い意味で言う「ムラ」の人た

ちは、おそらくこう思っているだろう、というところもあります。 

 まず、全部ではないにしろ、そういう人がいるという意味で書いたのがこれです。〔思い

込みに合う話しか聞き入れない〕。全部とは言わないですけれども、そういう人が、少なく

とも声は大きい、というイメージがあります。 

 それと同義なのですけれども、専門家としては、「こういう理由があるから、この心配、

あるいはそういう議論は間違いなのですよ」という言い方をするときがあります。でも、

合理的理由があって却下しているのに、「聞いてくれないだけ」という言い方をする人がい

る、というイメージです。 

 同じことを 3 つ別のところから切ったような意見になるのですが、3 つ目は、〔理解しよ

うとしない〕。専門家サイドから、ちょっと悪く言えば、こういうイメージがあるのは事実

です。 

 あと、原子力の話なのであえてひとつ書いておいたのですけれども、〔「原子力」しか見

ない〕というイメージがあります。 

 ええと、ちょうどいいくらいの時間ですね。 

 

（サブ F） はい。ちょうど 10 分経過です。 

 

（F） そうしたら、どちらにしましょうか。3 番と 4 番は、極論を言えば逆にやってもい

いと思うので、このまま行ったほうがいいと思うか、ひっくり返したほうがいいと思うか、

もしご意見があれば。なければこのまま行こうと思いますが。 

 

―― 私は発表者なので、このまま行ってくれたほうがありがたいです。 

 

―― そうですね。 

 

（F） では、この順番で参りましょう。 

 赤（市民）の付箋に対して、青組（専門家）がものを言って、必要であればさらにコメ

ントをいただくという形で間違いないでしょうか？ では、私は 後のほうがいいと思う

ので、逆順で、そちらの方からお願いします。 
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―― ええと、 

 

―― あ、こちらからなので、そちらの方からですね。 

 

（F） ああ、そういうことですね。すみません。では、どうぞ。 

 

（サブ F） 見づらいでしょうか？ 

 

―― いや、見えています。ちょっと考えていなかったので。 

 

（F） では、結局こちらからお願いしましょうか。 

 

―― 確認したいのですけれども、これは専門家が疑わしいということですよね？ 

 

―― というよりも、連動していると言ったほうがいいでしょうか。 

 

―― つまり、専門家のイメージは、不信ということですか？ 

 

―― では、矢印で、「専門家への不信感」と書いたほうがいいでしょうか。 

 

―― そういう意味では、〔情報の信頼性〕というのも、信頼できないという意味ですか？ 

 

―― そうですね。信頼できるかどうかの 後の判断がしづらいということです。 

 

―― しづらい。ちょっと疑わしいということですね。 

 

（サブ F） 専門家のイメージということですか？ 

 

―― ええ、そうですね。 

 

―― 専門家に抱く市民のイメージ？ 

 

（F） 書き込んでいいですか？ 要は、こういうことですか？ 

 

―― そうですね。連動しているということです。 
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（サブ F） こちらも？ 

 

―― そうですね。同じです。 

 

―― なぜ、そこから来ているのでしょうか？ 例えば、不信というのは、何が一番の原

因ですか？ 

 

―― まあ、政府の対応だったり。結局、政府がやったことに対して、専門家を呼び寄せ

て説明しなければならないときがありますよね。そういうときに、なんだかんだの利害関

係とか、そういうところを利用しているとか、そういった部分があるのではないかと。 

 

―― つまり、政府の言うことに「その通り」とお墨付きを与える存在でしかないという

ことですか？ 

 

―― そうですね。そういうイメージです。 

 

―― ちなみに、なぜ政府への不信があるのですか？ 根本は？ 

 

―― 先ほど申し上げたように、対応がまずかったということもありますし。考え方は人

それぞれなので、あれですけれども、先ほど例を挙げた官房長官の「ただちに影響はござ

いません」という発言に、どうしても、5 年後、10 年後は責任を持ちませんよ、みたいな

イメージが、 

 

―― ちょっと突き放されたと。 

 

―― という部分があって、そういうところから不信感が生まれているのではないかと。 

 

―― ちょっと無責任だなということですね。 

 

―― 無責任じゃないかなと。 

 

―― なるほど。 

 

（サブ F） すみません、こういうことですか？（付箋の確認） 
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―― そうですね。 

 

（F） そちらの方、何かご意見はありますか？ 

 

―― 「市民は何も分からないから教えてあげよう」という感覚ですけれども、要するに、

立場が高飛車というイメージですか？ 

 

―― そうですね。なんか、何も分からないから、原子力について教えてあげなきゃいけ

ない、というような。 

 

―― ちなみに、それはどの辺りからそう思われたのでしょうか？ 

 

―― ええと、私の中では、〔専門用語が多く、分かりづらい話し方をする〕というところ

と関係しています。 

 

―― 専門用語が多いと、高飛車なイメージを抱かれると？ 

 

―― そうですね。その言葉を知っているのは、 

 

（サブ F） これでいいですか？ 「立場が高飛車」。 

 

―― はい。 

 

―― 言葉を知っているのは当然でしょ、みたいな感じですか？ 

 

―― 当然でしょ、っていう。「分かりますか？」という確認とか、言葉の説明なしに、な

んですかね、例えば、それこそ「合理性」も難しい言葉なわけですよ。「博物学」とか、「生

態学」も、言葉は知っているけれども、それが実際にどういうイメージかは何も持ってい

ない。博物学、生態学はただの言葉でしかなくて、私には何も入ってこない。 

 

―― そこに壁を感じるというか。 

 

―― そうですね。専門家がいくら説明しても、（市民のことを）理解しようとしない人だ

と思っていたとしても、それは私たちが理解できる言葉ではなく、普段使っている言葉で

はないから、入りづらいのは当然と私は思います。 
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（F） 専門家サイドから説明半分、言い訳半分をさせてもらえば、ひとつは、曖昧な話を

しているうちはいいのですけれども、厳密な話をしようと思うと、専門用語でないと厳密

さが保てなくなるときがどうしてもあるのです。で、それが勢い余ってしまうときがある。 

 先ほどの「ただちに影響がない」という発言も、専門家同士の暗黙の了解まで含めれば、

完全に正しいことを言っているわけですよ。急性の影響は出ないし、それが出なかったら、

あとはタバコとか他の要因に紛れてしまって分からない、という専門家の暗黙の了解まで

含めれば、完全に正しいことを言っていて、専門家は、「実質的には影響がありません」と

言っているつもりだったわけですよ。 

 

（サブ F） こういうことですか？（付箋の確認） 

 

（F） まあ、ひとつは。 

 だから、分かりづらい話をするというのは、前回ごめんなさいをした部分もあって、専

門家が反省すべきところでもあるのですけれども、その一方で、必要性の部分もちょこち

ょこあるというのは、逆に専門家側からは分かってほしいところではあります。 

 

―― そうですね。必要性があるのも分かっていて、「合理的だから」という言葉自体は分

かるのです。でも、言葉に対して実感がないから、「違う言い方をしてほしい」というのが

正しい思いでしょうか。確かに、「厳密な言葉を使わなければ」というのも分かるし、厳密

な話をしていかないと問題がクリアにならないというのも分かるのですけれども、その段

階とか、言い方とか、話の進め方を、 

 

（サブ F） こうですか？（付箋の確認） 

 

―― そうですね。そんな感じです。 

 

（木村） 今は向こう側（専門家のイメージ）の話をしているはずなのですが。こちら（市

民のイメージ）の話をしているのですか？ 

 

（サブ F） そうですね、今、こちらから話が来て、 

 

―― 派生しています。 

 

―― では、こちらに貼っておきましょうか。 

 

―― そうですね。 
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―― 両方のご意見がよく分かるのです。やはり学者というか、立場というか、自分の専

門については、とにかく不正確なことは言いたくないという欲求。 

 一方で、これは会話用ではないのではないか、という市民側の話も非常によく分かる。

専門用語バリバリだと、やはり会話というか、議論のフェイズではもしかしたらないのか

もしれないなという気も、一方でするのですね。 

 

―― 私が思うに、難しい用語をちゃんと分かりやすい言葉に変えて話すことができるの

が本当の専門家というか。能力がないと、どうしても使ってしまうという面があるのでは

ないでしょうか。 

 

（F） 専門用語を使うのは楽ですから。裏にたくさんの暗黙の了解があるので。 

 

―― おっしゃることも非常によく分かります。 

 

（サブ F） 今のお話は、こういうことでよろしいでしょうか？ 自分の専門は正確を保ち

たい。でも、説明には適さない。 

 

―― はい。 

 

（サブ F） で、こちらの方のお話は、こういうことですか？ 

 

―― まあ、そういうことですね。分かりやすい情報でないと。 

 

（サブ F） どこに貼りますか？ 

 

―― まあ、これはつながっていますからね。つながっているけど、そちらに貼りますか？ 

 

―― 後にまたグルーピングすると思うので、そのときにつなぎましょう。 

 

―― 専門家でもいろいろあるというお話があったと思うのですけれども、おそらく、そ

のグループごとの言葉があって、私の言葉とか、こちらの方の言葉とか、たくさんあって、

それをうまくすりあわせていかないと、理解というところには至らないのだろうなと思い

ます。で、それが市民と専門家となると、言葉の使い方に大きな違いがあるから、壁がで

きてしまうのかなという感じはします。 
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（サブ F） こんな感じでしょうか？（付箋の確認） 

 

―― あ、そうですね。 

 

―― 先ほど、本当の専門家は分かりやすくしゃべっているという話がありましたけれど

も、例えば、その部分を市民と専門家の間に立つ人たちが咀嚼して伝えるという方法もあ

ると思うのですけれども、そうではなくて、やはり専門家が自分の言葉で語るべきだとい

うお考えでしょうか？ 

 

―― いや、そうではないです。 

 専門家と市民に関して言えば、今回の福島の事故で、いわゆる市民は真剣に勉強をしだ

した。専門家の言っていることはおかしいと思う人がたくさん出てきて、例えば、今福島

の健康問題とか、環境省でいろいろな委員会がやっていますが、そこに対して質問状を出

す。自分たちで勉強をして。そういう活動が広がっています。そして、市民も専門家に近

づく努力をするべきだと私は思います。まあ、今回のこと、この分野については。今回、

この分野で、そういうことが起こったのだろうと考えています。 

 

―― なるほど。市民側にも一定程度、責任ではないですけれども、 

 

―― ただ、この事故が起こらなければ、そういうふうに考える人はそんなにいなかった

でしょう。やっぱりそういうことですね。 

 

―― ちなみに、今の「市民も勉強すべき」という意見について、市民の方はどう思われ

ますか？ 

 

―― ごもっともな話だと思います。壁をどうするかという話で、結局はなくすべきなの

で、そのためにはどうしても互いに歩み寄りをしなければならないですし。 

 あと、専門家と市民のコミュニケーション、それはこういう場でもいいですけれども、

例えば専門用語に関しても、身近な生活などに例えて話して、分かりやすくするとか、そ

ういったコミュニケーション能力の開発があれば、少しは壁が解消するのではないかと思

います。 

 

―― 素晴らしいご意見ですね。 

 

（F） ありがとうございます。ひとつだけ、専門側からコメントさせてもらいたいことが

あります。私は、自分の仕事の関係で、二言目には「こういうことは気をつけろ」と仕込
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まれていますけれども、原子力の専門家と言ったとき、9 割以上は炉心の工学の専門家で、

市民のことは知ったこっちゃない人たち、だったわけですよ、今までは。プラントのポン

プがどうのこうのなんて、さすがに、という話がありますので。 

 

―― プラントというのは原子力発電所のことです。（小声） 

 

―― あ、ありがとうございます。 

 

（F） なので、原子力のどこの専門家か、という部分まで気にしてほしかった。それは、

メディアの引っ張り出し方もそうなのですけどね。まあ、これは完全に言いっぱなしのコ

メントですけれども、そういうこともあるかと思います。 

 あと 1 分くらいになりました。立場や専門用語の話で盛り上がったのですけれども、も

し他の付箋に対してコメントがあれば。たくさん議論する時間はないですけれども。 

 

―― では、ひとつ。今、原子力分野ではほとんどの人は炉の工学だ、という話がありま

したが、今回一番問題だったのは、いわゆる専門家が、別の領域に踏み込んで、安全とか、

安全議論をぶち込んだことです。それが大きな不信を呼びました。本来の専門家が話すべ

きところを、別の者が、自分の専門領域の周辺領域まで踏み込んでしまった。それが問題

だと思います。 

 

（サブ F） では、そろそろ 4 番に移ってください。 

 

（F） そうですね、これくらいでいいと思います。 

 では、攻守交代ということで、こちらの方からお願いします。 

 

―― ほとんど話が出ているような…。 

 

（F） まあ、そうなのですよね。実際は向こう側に貼りたい話がこちら側でたくさん出て

いたとは思うのですけれども。 

 

―― （すでに話が）出ているのですが。うーん。 

 

―― じゃあ、私からでいいですか？ 

 

（F） あ、どうぞ。 
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―― 先ほど、市民も勉強するべき、みたいな話があったじゃないですか。そこで、ええ

と、リスクコミュニケ？ 

 

―― リスクコミュニケーションというのは、簡単に言うと、住民説明会です。汚染とか

があったときに、いや、ここは問題ないですよ、安心してください、ちゃんと対策してい

ます、そういう会合です。 

 

―― そこで市民として出てくる専門家が一番うるさいと書いてあるじゃないですか。と

いうことは、市民が勉強して、もはや専門家になってしまっているということですよね？ 

 

―― そうですね。今回、そういう必要性に迫られたのだと思います。 

 

―― ああ。でも、私は市民運動家って全然市民な気がしなくて。むしろ、専門家ではな

いかというような意見を、 

 

―― だから、そうならざるを得なかったのでしょうね。自分がおかしいと思ったことに

対して勉強していったら、専門家に、ミイラ取りがミイラになったのかもしれないですね。 

 

―― だとしたら、それは市民の枠から出てしまったわけじゃないですか。 

 

―― いや、待ってください。こう（市民の中に専門家がいる）ですよ。当たり前ですけ

れども。 

 

―― ていうか、矢印的には、市民から専門家になってしまったわけじゃないですか。 

 

―― いや、市民の中に専門家がいる。市民というのは、 

 

（F） おっしゃりたいのは、要は、ここにいた人がこちら側に来たということですよね？ 

 

―― そういうことです。 

 

―― でも、ここの人（専門家）はここ（市民）でもあるのですよ。 

 

―― もちろんそうです。でも、今は、 

 

（F） だから包含関係で、ここ（専門家）の人はここ（市民）でもあるけれども、ここの
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人（「専門家」でない市民）はここ（専門家）ではないと。 

 

―― そうです。それはそうです。 

 

―― もちろんそうなのですけれども、今ある壁は、ここ（市民）とここ（専門家）の壁

ですよね？ 

 

（F） ああ、包含関係と言ってしまうと、少し話がずれるかもしれないですね。 

 

―― でも、このことがあるのです。 

 

―― おっしゃっているのは、ここの人（市民）がここの人（専門家）になっている、と

いうことですよね？ 

 

―― はい。 

 

―― 立場が変われば、この人はいわゆる専門家ではなくて、市民になるのです。定義の

問題だけど。市民をどう定義するかという問題。 

 

（F） そこに突っ込んでいくと、少し話が発散してしまうかもしれない。 

 

―― いや、言いたいことは分かるのです。でも、今は壁の話をしているわけで、市民が

専門家でもある、専門家が市民でもある、という話ではなくて、市民というものと専門家

というものの間に壁があると。では、その壁は何か、という話じゃないですか？ 

 

―― だとすると、ここは、壁がある場合もあるし、ない場合もあるのです。そして、私

はその原因はこれではないかと言っているのです。 

 

―― 「これ」だと分からないので、説明しながら話してください。 

 

―― 要するに、利害関係があるときに初めて壁が、利害関係がなくても、利害関係が生

じようとしているとき、に壁ができるのではないですか？ だから、逆に言うと、市民が、

専門家が、という話はおかしいと言っているのです。一番問題なのは、これです。加害者

と被害者が出たりするから、壁ができるのです。一方は全部を説明しないし、一方は、 

 

（サブ F） こういうことですか？（付箋の確認） 
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―― はい。利害関係が生じるときに壁ができる。まあ、すでに自分で書いて出していま

すが。 

 

（F） まあ、そのくらいで。そちらの方、何かありますか？ 

 

―― いまいち話が理解できなかったのですけれども。なんか、この話からいきなりこち

らに飛んでしまって、利害関係とのつながりが私にはよく分からなくて、話についていけ

なかったのですけれども。 

 

―― この付箋を見たときに、どこに反論がしたかったかというと、ここ（壁）が物語っ

ているものは、ここ（市民）とここ（専門家）の戦いではないか、ということですね？ 

 

―― そういうことですね。 

 

―― まあ、そうなのでしょうね。 

 

―― 別に反論とかではなくて、そういうことだと思います、というコメントです。 

 

―― おっしゃる通りで、市民と専門家が一緒という意見もありますし。 

 利害関係と壁の関係については、例えば先ほどの話で言うと、専門家と市民が歩み寄ろ

うとしていたときにも壁が起こったわけなので、もしかしたら利害関係 1 本ではないかも

しれない。 

 

―― そのときは、この話があるのですけれども。ちょっと例を出します。上関の原発の

件で、市民がはじめ反対運動をするときに、自然環境を調べたのです。そうしたら、貴重

種が出てきて、そして、専門家が加わるようになったのです。そして、非常に活動が活発

になって、市民も専門家も壁がなくなったのです。それは、利害が一致しているから。専

門家としても、いろいろなことを発表できるという利益もあるわけですね。そういうこと

がありました。 

 

（サブ F） こういうことですか？（付箋の確認） 

 

―― そうですね。 

 

（F） うーん、でも、そっちに走っていくと、今話題になっている壁というのは、結局原
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子力についての壁だと思うので、やはり話が若干ずれていきそうな気がするのですけれど

も。 

 

―― だから、壁といったらそういうことになる。だけど、そのことを言うのだったら、

やはり突き詰めていくと利害関係になるんじゃないですか、ということです。 

 

―― ちなみに、それはプロセスとしての問題ですよね？ 

 

―― そうですね。 

 

―― 要は、壁としてバーンとあるようなものではなくて、至った経緯がどうなっている

のかということを解析していったところ、その要素として、「利害関係」があるのではない

か、ということですか？ 

 

―― うーん、でも、原因でもあるので。 

 

―― まあ、原因でもありますし、 

 

―― 利害関係がないところに壁は生じないのではないかと私は思います。 

 

―― 分かりました。 

 

―― なるほど。先ほどの上関の例でいえば、その利害関係が一致したときに、壁がなく

なったと。 

 

―― そうですね。 

 ここは利害関係ではないですけどね。元々の壁はね。 

 

―― どちらかというと、目指すべき場所とか、そういう指向性が合ったときに壁がなく

なる、というイメージを受けたのですけれども。それとも、もっとドロドロした、メリッ

ト・デメリットの話ですか？ 

 

（F） すみません、話に割り込んで。まあ、まとめて答えてもらいたいのもあって割り込

んだのですが。原子力の壁というのは、特に、利害関係の質がだいぶ違うと思うのです。 

 例えば、私は原子力施設の立地地域で働いているのですが、その地域は原子力利権どっ

ぷりです。住んでいるとよく分かるのですが、反対しているのは、だいたい遠くの人なの
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です。おそらく他の地域も似たり寄ったりでしょうけれども。原子力施設の周りの人は、

あれが逃げていったら食っていけないので。そういうレベルになってしまうのですね。 

 で、利害関係というのは、要は天秤にかける要素が意識から抜けているということも壁

のひとつになっているのではないか、というのが私の中ではすごくあるのですけれども。

だから、東京に住んでいる方は、憶測でしか言えないのですけれども、イメージとしては、

おそらく、電気は勝手にどこかから来るもので、ただ、放射能が飛んでくるものだけは嫌

だと思っているのではないかと。 

 

―― そうですね。 

 

（F） 外から見ていると、そう見えてしまう部分がある程度あるのは事実です。 

 

（サブ F） ちょっといいですか。今の話の流れは、ここから始まって、利害関係がなくな

ると壁はなくなるけれども、利害の質が違うのではないか。そういう流れでよろしいです

か？ 

 

―― ちょっと、このままやっていくと話がどんどん、 

 

―― 逸れてしまうのですよね。 

 

（F） ええ。そういうわけで、あまり触っていない他の付箋について、コメントを言って

いただければと思います。 

 

―― 私は少し発言を控えます。 

 

（F） 特に市民の方、他の付箋について、コメントがあれば。 

 

―― あえて質問するとすれば、〔理解しようとしない〕についてですけれども、こればか

りは、日本の人口は 1 億 2 千万人で、成人は 1 億人くらいだとしても、人間の歴史を考え

れば、全員が全員同じ思考を持つというのはまず不可能ですから、どうしても仕方がない

のですけれども、まあ、アレルギーみたいな部分があると思うのです。3.11 もそうだと思

うのですけれども。 

 そういったところがあるので、理解できないのは、言ってしまっては何ですけれども、

どうしようもない。 

 

（サブ F） こういうことですね？（付箋の確認） 
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―― はい。そういう部分があると思います。 

 

（F） 貼った人間なのでコメントしますと、全部が全部だとも思っていないですし、おっ

しゃる通り、いろいろ幅があるのは当たり前です。まあ、あくまでもイメージで、壁とい

うお話だったので、ちょっとふっかける意味もあって書いたところもあるのですけれども。 

 

―― （笑） 

 

（F） 全面的におっしゃる通りだと思います。あとは、声の大きい人のイメージが強く出

ますので、私としては、この 3 枚はある意味同じことを書いたつもりです。 

 

―― ここでいう「理解」というのは、どういうイメージを持たれていますか？ 例えば、

話を聞かないのか、原子力という専門用語をちゃんと勉強してくれないのか。 

 

（F） まあ、全部ですね。用語の説明を含めて、きちんと説明しようとしても、順を追っ

て出てきた専門用語でも、「専門用語を使ったら分からないだろう」と言う人は確かにいま

すし。 

 

―― まったく拒絶されてしまうということですか？ 

 

（F） まったくの拒絶が、それなりに、声の大きい人に見られてしまうということです。 

 

―― 一部だということですよね？ 

 

（F） 全部だとは当然思っていないのですけれども。 

 

（サブ F） 声の大きい人に、何とおっしゃいましたか？ 

 

（F） 専門家側のイメージが振られるというのはありますね。 

 

（サブ F） ああ、声の大きい人にイメージが振られるということですね。 

 

―― そういうイメージになってしまうと。 

 

（F） それはお互い様だとは思うのですけれども。 
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―― そうですね。 

 

―― そうですね。実際に会う人が代表だと思ってしまいますから。 

 

（F） 〔理解しようとしない〕とか、「合理的理由」というのは、話の筋道までちゃんと

言っていても、 

 

（サブ F） これでよろしいですか？（付箋の確認） 

 

（F） はい。 

 

（サブ F） そして、これはお互い様なのですね？ 

 

―― そうですね。 

 

（サブ F） お互い様というのは？ 

 

（F） 市民の「専門家のイメージ」も、やはり声の大きい専門家のイメージに一番振られ

ているでしょうから。 

 

―― そうですね。テレビで「安全だ、安全だ」と言う人が専門家、となっていますから

ね。 

 

（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） つまり、お互い様というのは、こういうことですか？（付箋の確認） 

 

（F） はい。 

 

（サブ F） そろそろよろしいでしょうか？ 

 

（F） では、模造紙を切り替える前に、何か言い残しはありませんか？ 

 

―― では、 後に 1 つだけいいですか？ 〔思い込みに合う話しか聞き入れない〕とい
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うのは、どういう感じのことなのかなと思って。 

 

（F） ええと、これは実例をお話しさせてもらうのがいいと思います。 

 事故の直後にネットでやっていた話で、「原発の周りとそうでないところで、新生児の死

亡率にこれだけ差があるというデータがある。あなたはどう思っているのか」と言われた

ことがあるのです。それはアメリカの話だったのですけれども。原発の周り半径 160 キロ、

100 マイルですね、とそれ以外で、零点何パーセント違ったと。 

 でもね、という話なのです。アメリカは人口が 3 億人ですよね。日本と同じ比率だとす

ると、新生児は毎年 300 万人くらいです。新生児死亡率が 1 パーセント弱と見て、数万人。

1 パーセント、3 万人の中の死亡率の変化を語るとなると、その 10％は数千人じゃないです

か。さらに、当然その中には原因が明らかなケースもあるので、議論の対象になるのはも

っと減るわけですよね。そういうサンプルの少ない中で、さらに都市と僻地では医療状況

が違ったりするので、そういうファクターまで排除しようと思ったら、そんなディスカッ

ションはもうできない。その差なんて、統計学的に抽出できるものではない、と答えたら、

「専門家は都合の悪いことは聞かないのですか」と言われたと。 

 私は、それは嘘だとも言っていないし、本当だとも言っていません。サンプルが少なす

ぎて、統計としては議論ができない、としか言っていないのですけれども、「専門家は都合

の悪いことは聞かないのですね」と言って、ワーワーわめき合いになってしまう。 

 

―― でも、それはそういうふうに言ったらよかったのではないですか？ 

 

（F） 全部言ったのですよ。 

 

―― ああ。 

 

（F） 全部言ったら、「専門家は都合の悪いことは聞かないのですね」となってしまった、

という話です。 

 

―― 今のお話に関して、ヨーロッパではすでに x-R 管理図の領域を超えるような新生児

死亡が出ています。だから、 

 

―― 何ですか？ 

 

―― だから、ヨーロッパで、チェルノブイリの、 

 

―― エックス何とかというのは？ 
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―― ごめんなさい。そういう話をしちゃいけないのですよね。 

 統計学的に言っても、そういうことはちゃんと出ている。だから、それは、専門家と市

民の間の話ではないと思います。 

 

（F） うーん、ごめんなさい、専門家として一言だけ。私はそれこそそちらを本業でやっ

ているので。チェルノブイリ周りの新生児死亡率の話は、残念ながら因果関係はつかない

と言われています。 

 

（サブ F） 時間でございます。 

 

（F） はい。というわけで、模造紙を変えましょう。 

 

（1 枚目の模造紙をホワイトボードに貼る） 

 

（F） というわけで、とりあえず書きましょう。結局壁とは何だったのでしょうか、とい

うお話ですね。 

 

（サブ F） では、3 分間区切らせていただきます。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） 今の話はどうしますか？ 貼りますか？ 

 

（F） どこまで具体的に書くか、という話になるのですけれども。要は、順を追った説明

をしても、 後は「専門家は都合の悪いことは聞かない」となってしまう。そういうこと

ですね。 

 

（サブ F） ありがとうございます。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） （1 枚目の模造紙で、付箋が）重なっているところは、ずらしていいでしょう

か？ 見えなくなっているところがあるので。 

 ここは 2 列に分けていいですか？ 下が長いので。 
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（F） 全然問題ないと思いますが。 

 

―― 分かればいいと思います。 

 

（記入中） 

 

（F） ええと、何分くらい経ちました？ 

 

（サブ F） 4 分経ちました。 

 

（F） 4 分くらい。ちょっと足が出てきましたので、 

 

（サブ F） 付箋を書く時間はまだ 1 分半くらいあります。でも、もう書き終わっていれば、

進めてもいいと思います。 

 

―― まあ、そうなのですけれども、他に何かないかなと思いまして。 

 

（F） では、2 周回しましょうか。2 周回すということで、とりあえず、こちらからお願

いしていいですか？ 

 

―― 壁とは何かということで、先ほど言ったことと同じですが、〔利害関係〕。 

 それから、もうひとつは、〔価値判断の違い〕だと思います。 

 

（F） ええと、どうしましょう。こちらの方は手が止まっていないので、 

 

―― では、私が話しましょうか。私が感じたのは、専門用語を使わないようにするなど、

解決可能な乗り越えるべきもの、ということと（①）。 

 あとは、もう本当に、一部の極論バーサス極論の対立関係そのものを指すときもあると

（②）。 

 先ほどの議論でもそこが混在していたので、やはり、今後は①に絞って話をしていこう

とか、積極的に議論すべきはこちら（①）ではないかと感じた次第です。 

 

（F） それは、原子力について、市民と専門家のコミュニケーションを潤滑にしていくた

めには、ということですか？ 

 

―― そうですね。乗り越えるためには。ここは明確に分けて話さないと。ムラがいろい
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ろな意味を持っていたのと一緒で、その定義づけですね。 

 

（F） それでは、こちらの方。そちらの方はまだ手が動いていますので。 

 

―― 〔利害関係〕とほとんど同じような意見ですけれども、〔被害者と加害者の関係〕。

そういう関係にしてしまえば楽だよね、という気持ちが、市民のほうにもあるのではない

かなと。壁を作ったほうが何かとやりやすい。討論とかでも被害者面をして、「専門家が悪

いのではないか」と言う。結局はエネルギー問題とか、そういうディープな世界にも直結

しますので、そういった部分を踏まえた上で、あえて被害者と加害者の関係を作ってしま

ったのではないか、という分析になります。 

 

（F） どうしましょうか？ 書けているものを先に貼るか、もう 1 回回すか。 

 

―― いや、大丈夫です。貼ります。 

 やはり私が一番に思うのは、〔日常的に使用する言葉の違い〕です。たぶん、〔専門用語

を使わないなどの解決可能なもの〕と関わると思うのですけれども。違うかな。 

 

―― あ、いいですよ。 

 

―― あとは、よく分からないのですけれども、うまく言葉にできないのですけれども、「相

手が誰かを知らない」ということが、結構大きいのかなと思って。専門家として見るから、

なんか、内と外じゃないですけど、違うものみたいな感じがするのです。なんとなく、し

ゃべり方とかから把握すると、相手が全然分からない。知らないもの、未知のもの、みた

いな。人間性がよく分からない、みたいな。これは専門家の方には分からない感じなのか

もしれないですけれども、分かりますか？ 

 

―― いや、非常によく分かります。ある意味顔も見えないわけだから、宇宙人かもしれ

ないし。まったく別の存在のように感じるということですよね？ 

 

―― それが壁かなと。 

 

―― 非常に共感します。 

 

―― 言葉が見つからなくてすみません。以上です。 

 

（F） 私も、それは思っていまして。〔 後は信頼〕の問題だと思います。それは、すご
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く個人的なレベルの話で、まあある意味人が少なすぎたということもあるのかもしれない

ですけれども、例えば、 低限のラインとして、安全と判断するか、危険と判断するかは

ともかくとして、この人が持ってきたデータについては信じられますよ、と言ってもらえ

る関係。今はそれがないということが、ひとつの壁だと思います。その後のディスカッシ

ョンはまた別にして、測ってきました、ここに私念はありません、ということについてさ

え信用がない状態になっている、というのがひとつの壁の問題だと思います。 

 

―― あ、消してしまいましたが、私も似たようなことを書きました。 

 

（F） あと、もうひとつは、そちらの方の意見とかなり重なると思うのですね。言葉の問

題とか、理解するのが面倒くさい、面倒くさくないというのも含めて、それぞれが自分の

都合をどんどん押し付けている。 

 

―― うーん、この辺かな。 

 

（F） 専門家としては、専門用語で厳密に話したほうが楽だし、半端なことを言われたら、

「いや、それは言葉の意味が違う、知らんよ」と言ってしまえたほうが楽なのは間違いな

いわけです。そして、専門家同士のときは、実際にそうなってしまうので。お前は馬鹿だ、

になりますから。 

 

（サブ F） これでいいですか？ 信頼できる人がいないということが、そもそもの問題だ

ということ。 

 

（F） すみません、書いている途中で割り込んでしまって。もうちょっと書いていただい

ても構いません。 

 

―― いえ、大丈夫です。 

 

（サブ F） でも、だんだんグルーピングができてきましたね。 

 

―― そうですね。今の話を聞いていて思うのは、相手のことを知りたいとか、知らない

とまずは始まらないとか、言葉のテクニックというのは、解決可能なことかもしれないな

と。 

 一方で、この辺りは難しいですね。〔価値判断の違い〕とか、〔都合の押し付け合い〕と

か、〔利害関係〕はやや中間になって。 

 そして、もう解決不能なのは、私が出した、いわゆる絶対に相容れない存在、という辺
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りかなと思いますけれども。 

 

（サブ F） そろそろグルーピングですね。 

 

（F） いや、なんか、グルーピングがすでにできてしまっているような気がするのですよ。 

 時間はまだあるので、どうですか。 

 

―― ひとつだけ。なんて言ったらいいか分からないのですけれども、お互いに努力しな

かった結果、生まれてしまったものかなと。お互いに相手任せで、相手の言葉を理解しよ

うとお互いにしないし、言いたいことだけ言って、思っていることだけ言って、「私は被害

者だ」と言っていたり、お互いに努力しなかったから（壁が）生まれてしまったのだな、

という感じがします。 

 

（サブ F） どこに貼りますか？ 

 

―― この辺りでしょうね。まさにこれとかですよね。 

 

―― 一言で言ってしまえば、歩み寄りの欠如ということですよね。 

 

―― 被害者から見れば、なぜそこまで考えなければいけないのかと。なぜこちらから歩

み寄りを考えなければいけないのかと。コミュニケーションのために歩み寄る必要は、逆

に言えば、必要はないと。 

 

（F） それについては、少し話が拡散するのですけれども、原子力に限らず、発電所なり、

もう電気に限らないですね、大型施設の近くに住んでいるというだけで、一定のリスクが

ある。原子力というのは、今まで致命的な事故が身近ではなかったのですよ。放射性物質

が周りに漏れまくる事故って、たかだか 3 つしかなかったわけですね。福島も含めて。た

まに中で働いていた人が亡くなった事故がありましたけれども、そのくらいで。だから、 

 

（サブ F） これでいいですか？ 

 

―― いや、それも、 

 

（F） こういう感覚が出てしまうこと自体が、原子力を研究している立場、私の感覚から

すれば、壁なのですよ。だって、皆電気を使っているじゃないですか。電気代がじわじわ

上がっていて、要は、その電気代を抑えていたひとつの要素が原子力だった。だから、下
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がり方が割に合うかどうかは別の議論として、 

 

（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。 

 

（F） 少なくとも原子力のおかげで電気代が下がっていたのは事実なわけです。そういう

利益を受けていたという感覚がないと、「被害者」になってしまうので。 

 

（サブ F） 「こういう感覚」というのは、どれのことですか？ 

 

（F） 〔被害者が歩み寄りの必要はないのでは〕とありますが、利益を受けていたのだか

ら、一方的な被害者ではないだろうということです。 

 

―― 両方の意見がよく分かって、例えば、福島県の人たちは完全に押し付けられたわけ

ですよね。 

 

（F） でも、その一方で、 

 

―― だから、それに対して、「相手の気持ちを考えろ」というのも、感情的には「おいお

い」ってなってしまうところも一方ではあると思うのですね。とはいえ、 

 

（F） 答えになっているかどうか分からないのですけれども、面白いのが、 

 

―― 先にこちらの方の話を聞きましょう。 

 

（F） あ、ごめんなさい、ファシリテーターがこんなことをやっていたらいけないのです

けれども。 

 

（サブ F） それと、あと数分しかないので、グループのタイトルを書いていただけるとあ

りがたいです。 

 

―― まあ、ここは「利害関係」でいいんじゃないですか。 

 

（F） パパッとお願いします。 

 

―― タイトルは何にしますか？ 
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（サブ F） これがタイトルですか？ どうしますか？ 

 

―― うーん。私としては、この辺りの解決が難しいゾーンと、こちらの解決が簡単、で

はないですけれども、糸口が見えつつあるものと。 

 

―― これは「原理」じゃないですか？ こちらは「手段」じゃないですか？ 

 

―― 手段…。 

 

―― 手段をどうしたらいいか、という話では。 

 

―― 対応策？ 

 

（サブ F） 「対応策」でいいですか？ 

 

―― こういう改善をすればいいとか、そういうこと。 

 

（F） 使えるかどうかはともかく、壁の穴ですよね。壁の穴というか、対応策というか。 

 

（サブ F） 皆さん、「対応策」でいいですか？ 

 

―― 対応策というか、「ヒントあり」という感じですね。解決のヒントがまだあるかなっ

て。 

 

（F） ちょっと言葉が抽象的ですけれども、「壁の穴」くらいですよね。ドアが開いてい

る感じはしないというか。 

 

―― 「糸口」くらい。 

 

（F） 何とか向こうが見えているくらいの穴。 

 

―― 解決への糸口。 

 

―― もしかしたら、ここが解決すれば、 
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―― 「糸口あり」としておきましょう。 

 

（F） ちらっと（向こうが）見えているけれども、これくらいの感じだと、まだ通れない

ぞ、と思うのですよ。 

 

―― ここら辺は、もっと議論が必要ですね。 

 

（サブ F） 15 分経過です。 

 

―― 早いなあ。 

 

（サブ F） 残り 5 分は、 

 

（F） 残り 5 分は、勝手に使っていい時間ですね。 

 

（サブ F） まあ、タイトルを考えてください。 

 

―― 「原理」というのは、どういう趣旨でおっしゃいましたか？ 

 

―― 例えば、〔価値判断の違い〕で言えば、子供を育てている人と、工場で働いている人

とは違いますよね。何に重きをおいて生活しているか。そういうことです。 

 〔利害関係〕は、先ほどから言っていることで、やはり直接的に被害を受けるか、ある

いは、被害者も利益を受けているだろうという先ほどの話、それに対しては十分反論の余

地はあるけど、それはもう言いません、ええと、利害関係はあると思うのです。壁のひと

つだと思います。 

 

―― この辺りは、ちょっと解決が難しい、というものですね。 

 

―― 解決する、 

 

―― 解決すべきものではない？ 

 

―― いや、すべきではあると思うけど、私は、それはあるべき姿だと思うのです。人に

危害を与えるというのは、やはりよくない。まあ簡単に言えば、前回の 後に次回のテー

マ案として話した、「原子力に倫理はあるのか」という問題です。それが利害関係です。 
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―― なるほど。 

 

（サブ F） タイトルで言うと、何ですか？ 

 

―― いや、タイトルは「利害関係」でいいんじゃないかと思います。これはちょっと違

うけど。 

 

（F） でも、利害関係とは何なのかというのは、今までの話の流れからすると、結局こう

なっているのもまた、 

 

―― ああ、ひとつの。 

 

―― 何を利害とするか、ですからね。 

 

―― 利害関係の中にこれは含まれるのですよ。 

 

（F） ですから、今回の話の流れからすると、包含関係ではなくて…。 

 

―― こういうことは価値判断の違いから起きているのではないか、ということですね。

（模造紙に書き込む） 

 

（サブ F） タイトルはどうしますか？ 

 

―― こちらのタイトルは、ええと、解決不能な問題ということですね。 

 

―― 「解決困難」ですね。 

 

（サブ F） 模造紙の向きを変えましょう。書きづらそうなので。 

 この付箋は取れましたけど、どこにあったものですか？ 

 

―― ここです。 

 

―― 1 枚目も発表するのですか？ 

 

（サブ F） そうです。併せて発表します。ここに 2 枚貼りますので。 

 真ん中のタイトルはどうしますか？ 
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―― 何でしょうね。 

 

（F） なかなか、無理にタイトルをつけるのも難しいかなと。 

 

―― 利害関係というのが、私はもっとこう、なんだろう、思想というか、やや自己防衛

というか。 

 

―― ああ、はいはい。 

 

―― 心理的な防御のような気もしますね。 

 

（F） だと思います。 

 

―― 自分は悪くない、みたいな感じですよね。 

 

（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。 

 

―― 心理的な問題なのでしょうか？ 

 

―― いや、どうでしょう。 

 

―― あ、でも、それで含めるのも難しいか。 

 

（F） ええ。それだけではない。 

 

―― 「自分は悪くない」という感じがするのですよね。 

 

（F） それはすごくあると思います。 

 

（サブ F） こうですか？ 「自己防御」。 

 

―― それだとちょっと激しいかな。 

 

―― カッコ書きくらいじゃないですか？ 

 



 - 29 - 

（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？ 

 

―― 「ピッタリじゃない」でしょうか。 

 

（サブ F） では、貼ってよろしいですか？ 

 

（2 枚目の模造紙をホワイトボードに貼る） 

 

＜グループワーク 1 終了＞ 


