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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 C 班 

 

（F） よろしくお願いします。ええと、あまり時間がない、という私の感覚ですので、早

速、市民の方は専門家に対するイメージを、専門家の方は市民に対するイメージを、3 分く

らいでメモしていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（サブ F） スタートいたします。（タイマー開始） 

 

（記入中） 

 

（サブ F） ファシリテーターさん、今日は班が動かないので、この後の発表を担当されて

いる方とか、役割を先に確認したほうがいいかもしれません。そうすると、やりやすいで

しょう。 

 グループワーク 2 のファシリテーターは、こちらの方ですね。 

 発表の担当はどなたですか？ 

 

―― グループワーク 1 の発表は私でございます。 

 

（サブ F） もう 1 人は？ 

 

―― 私もグループワーク 1 の発表です。 

 

（F） 分かりました。 

 

―― これは何枚も書くんでしたっけ？ 

 

（サブ F） 何枚でもいいのですよね？ 

 

（F） ええ、何枚でも構いません。1 枚について 1 つの意見、ということになっていると

思いますので。 

 市民と専門家のギャップ、知識や考え方のギャップ、格差、このようなことを、それぞ

れお互いにお書きください。 
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（記入中） 

 

（サブ F） 3 分経ちました。 

 

（F） はい。3 分経ちましたので、ええと、どうするのかな。1 人ずつ読み上げていただ

いて、模造紙に貼っていきたいと思います。どうしましょうか。では、時計と反対周りに

なってしまいますが、こちらの方から発表していただけますか。 

 

―― 原子力は難しいというイメージなのではないかと。難しいということは、分からな

い。やはり人間は分からないことは怖いのですよね。そういうことから恐怖心が芽生え、

なんとなく専門家の言うことは信用できない。 

 もうひとつは、専門家は都合のいいことだけを話す。そういう不信感を持っている。 

 

―― ああ、不信感を持っているということですね？ 

 

―― ええ。 

 

（サブ F） 今の付箋に書き足してもよろしいですか？ 市民というのは不信感を持ってい

る人たち、ということですね？ 

 

―― そうです。 

 

（サブ F） では、ご自分で書き足していただけますか。「不信感」と書いておきましょう。 

 

（F） 市民が不信感を持っているということですね。では、それを書いている間に、次の

方、お願いします。 

 

―― 別の専門を持った方は、市民に入るということ。 

 

―― なるほど。原子力以外の専門家の方もいらっしゃるということですね？ 

 

―― そうです。 

 

―― その下に、「原子力以外」と書いておいたほうがいいのではないでしょうか。 

 

（サブ F） では、付け足しておきます。（「原子力以外」と書き込む） 
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―― あと、特に〔専門のない人もいる〕。 

 そうすると、両方合わせた話として、専門を持たない人の集合というか。市民があって、

専門を持った人がいて、そうでないところを市民と呼ぶと。 

 

―― そうすると、〔別の専門家〕でもない人が市民という意味ですか？ 専門がない人が

市民ということですか？ 

 

―― 「市民」という集合があって、ここに「原子力の専門家」がいて、それ以外の人は、

原子力の人間にとっては「市民」ということです。そんなイメージです。 

 

―― 原子力の専門家とそれ以外という分け方ですね。 

 

―― そうです。 

 

―― それ以外の方も、原子力に対しては壁がある、そういうイメージですか？ 

 

―― ええ。 

 

（F） 専門家というのは、グループ分けすると、例えば原子力の専門家とその他大勢とか。

それから、何とかの専門家とその他大勢とか。政治家グループの専門家とその他大勢とか。

そんなイメージでいいのですか？ 

 

―― それは全部壁があると。 

 

（F） それぞれに（壁が）あるということですね？ 

 

―― ええ。 

 

（サブ F） 今おっしゃった専門家のくくりというのは、こういうことですか？ 絵にして

みましたが。（付箋の確認） 

 

―― そうですね。「ベン図」というのでしょうか。そう、そんなイメージです。 

 

（サブ F） これも貼っておきますね。 
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（F） ありがとうございます。では、次の方。 

 

―― そのままなのですけれども、〔専門的な話をするイメージ〕があります。すみません。 

 

（サブ F） いえ、（そういう意見でも）いいのですよ。 

 

―― あとは、これに近いのですけれども、市民の知識に合わせて話さずに、科学的な自

分たちの専門的な基準で話をする人、というイメージがあります。 

 

（F） 続いて、そちらの方。 

 

―― 先ほども同じようなご意見が出ていましたが、市民には、〔原子力の知識が少ない人

が多い〕のかなと思います。 

 あとは、〔原子力に良い印象を持っている人が少ない〕のではないかと。妻も、「ニュー

スでは悪いことばかり言うから、あまりいい話を聞いたことがない」と言っていましたし。 

 

―― うちの家内と同じです（笑）。 

 

―― あとは、そもそも〔原子力自体に興味を持っている人が少ない〕のではないか。こ

こには興味を持っていらっしゃる市民の方が来ていると思うのですけれども、大多数は、

「原子力は、まあいいや」という感じの人なのではないかと思います。 

 あとは、放射線が怖い人が、多いか少ないかというと、私の周りで話を聞いた感じだと

半々くらいだったので、「いる」という書き方にさせていただいています。 

 

（F） ありがとうございます。 

 それでは私のほうから。同じことですけれども、結局専門家は、一般市民とは違った用

語で説明をするというイメージがあります。 

 それで、専門家としては〔説明したと思っている〕のではないか、というのが感想です。 

 市民のほうは人数が少なくて申し訳ないのですけれども、それで、 

 

（サブ F） 今、1 番、2 番が終わりましたね。 

 

（F） これで 1 番、2 番は済みましたね。 

 では、次のステップになります。3 番、市民から出てきた「専門家のイメージ」、こちら

のイメージですね、について、専門家のほうからの質問やコメントをお願いします。また、

それに対して、市民のほうも回答や意見、もしくはコメントがあれば、していただければ
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と思います。ここでの発言は、サブファシリテーターがキーワードでまとめていただくと

いうことで、お願いしたいと思います。 

 それでは、先ほどはこちらから行きましたので、今度はそちらから。専門家の立場とし

て、市民の方の持っているイメージについて、何かございますか？ 

 

―― 〔専門用語？？？〕ということですが、使う言葉が、単語とかそういう用語が違う

から、ということですか？ 

 

（F） ええと、いろいろな分野に言えるのですが、一般市民のレベル、もしくは新聞に書

いてあるような言葉のレベルといいますか、そういう言葉で話していただければいいので

すが、いわゆる横文字、もちろんそれが悪いわけではないのですが、そういったもので説

明してくださるので、なかなか理解に苦しむというイメージがあるのです。 

 

―― 専門用語というと、用語集がどこかに出回っているので、それを見ていただくとか、

そういうことは考えていただけるのでしょうか、というとどうですか？ 

 

（F） それは、後々調べることはできるのですが、時間差をなくすためには、こういうグ

ループで実際に意見の交換をするには、専門家の方々にお願いなのですが、少しレベルを

下げていただいて、小学生にも分かるくらいの言葉で話をかみ砕いてしていただけると、

私たち、というか私個人としては、非常に理解しやすいかなと。そういう意味で〔専門用

語？？？〕という付箋を書きました。すみません。 

 

―― 用語といってもいろいろありますよね。新聞でも難しい用語はあって、まあ、解説

はあると思いますけれども、そうでないときは調べないと理解できないことが私にもあり

ますので。そうすると、やっていただけるといいのだなという気がしますね。 

 

（F） 分かりました。 

 

―― 市民側にもちょっと勉強してもらえると、専門家としてはありがたいなと。まあ、

これは専門家からのわがままですが。 

 

（F） では、そちらの方からも何かありましたら。 

 

（サブ F） すみません、今の話の流れをざっと書きましたが、これで大丈夫ですか？ 単

純化して書きましたけれども。「単語のことですか？」「いわゆる横文字だったりして、理

解が難しい」。 
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（F） はい。 

 

（サブ F） それに対して、「用語集で調べてもらえないか？」「でも、実際の話し合いの際

には、かみ砕いて話してほしい」。 

 

（F） そういうことですね。 

 

（サブ F） そして、「市民にももう少し勉強してほしい」と。これは率直な意見ですね。

こういうことでいいですか？ 

 

（F） おっしゃる通りです。 

 では、次の方。 

 

―― 専門家は〔説明したと思っている〕という話がありましたが、市民の人に対して説

明する機会って、そもそもあまりないのですよ。私とかは特に。日常会話で「原子力が…」

と話すこともないですし、当然聞かれることもないですし、自ら言うことも少ないし。ま

あ、ニュースで流れると、私が専門家だと知っている人は、「あれはどういうことなの？」

と聞いてきたりするのですけれども。普段の生活では、あまり説明するタイミングがない

なという気がするのですね。 

 〔説明したと思っている〕というのは、どういうシチュエーションの話をされているの

ですか？ 例えば、福島の事故のニュースの解説とか、そういうことを言っているのです

か？ 

 

（F） そうですね。例えば、福島の事故のときに、東電の責任者の方が、「今はこういう

状況です」と、比較的専門用語的な言葉を使いながら説明してくれた。それは、原子力に

関わっている人は理解できるのでしょうが、テレビで視聴している一般市民の方々は理解

できたのだろうか。個人的にはそういう感じがしているのですよ。 

 

―― ありがとうございます。 

 あとは、〔専門用語？？？〕についてですが、原子力というのは一分野ではないのですね。

大きい意味では「原子力」だけど、放射線屋さんとか、発電所の炉心屋さんとか、核分裂

でエネルギーを出す、みたいな話をしている人とか、医療で使っているとか、いろいろあ

って、実は、専門家というのですが、皆が全部を知っているわけではないのですよ。 

 

（F） 確かに、今おっしゃったように、専門用語といっても、分野によってそれぞれの用
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語があるので、そういったものを一緒にというのはなかなかできないのでしょうが。誰に

話しているのかによっても違うのでしょうけれども、特にテレビで話をする際には、なる

べくトーン（レベル）を落としてほしい、と私は思っているということです。 

 

―― よく分かります。正直な話、我々でも、ニュースを聞いて全部分かるかというと、

実はそうではありません。 

 

（F） 例えば、TPP と言われても、イメージはなんとなく分かるのですが、実際に政治家

の人が「TPP がどうだこうだ、これからこうします」と言っても、市民の人たちは、何だ

か分からない。分からないままに過ぎてしまう。でも、言っているほうは、もう説明した

と思っている。その辺のことが出てくるのかなと思います。 

 

―― 分かりました。 

 最後に 1 つだけ。説明をする際は、テレビなどもそうだと思うのですけれども、どのく

らいの人が理解できれば OK なのかなと。これは意見の分かれるところかもしれないので

すけれども。市民の方もいろいろいらっしゃって、まあ、正月に友人が集まったりするじ

ゃないですか。そのときにこういう話をすると、理系の人は分かる（笑）。文系の人は、ま

あまあまあ、とか、そういうことがあってですね。どのくらいの範囲の人に理解してもら

えればいいのか。まあ、当然ケースバイケースだということは分かるのですが、例えば、

先ほど言われていたニュースだったら、どのくらいの人まで理解できるようなレベルの話

をするのがいいのか。いいのか、と言ったら変ですけれども。 

 

（F） レベル的に？ 

 

―― レベル的にというか、かみ砕くにしても、放射線のことを分かっている人と、「放射

線？ 何それ？」という人と、「原子核？ 何それ？」という人と、いろいろいますよね。

私は、特に説明するときや、こういう場に出るときや、友人と話すときに、そういうとこ

ろに気をつけているのですけれども、広範囲に話す場合に、どの辺を狙って話したらいい

かというのは、難しいなと思っているということです。 

 

（F） 私の個人的な考えで言えば、高校生クラスが「なるほど」と思える程度がいいのか

なと思います。それから、 

 

（サブ F） 他の市民の方のご意見も伺ったほうがいいのではないですか？ 全部ファシリ

テーターさんが答えてしまっているから。 
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（F） すみません。 

 

―― あ、でも、高校生レベルだと思います。 

 

（F） よろしいですか？ 分かりました。 

 では、今度は逆に、専門家の持つ市民のイメージに対して、 

 

―― ちょっと待ってください。まだこちらの方が話していません。 

 

（F） あ、そうか、失礼しました。では、どうぞ。 

 

―― 専門用語で話すというのは、原子力の人たちにとっては非常に簡単なのですよ。努

力しないで、すぐに話せるのです。だから、本当に理解してもらおうと思ったら、かなり

努力しないといけないのですね。 

 もうひとつは、私のイメージなのですけれども、本当に分かっている人は、分かりやす

く説明できるのです。ところが、中途半端な知識の人は、どうしても専門用語に頼ってし

まうのです。例えば、京都大学の…、iPS 細胞でノーベル賞をもらった…、 

 

―― 山中先生。 

 

―― 山中先生。あの先生の話は非常に分かりやすい。ところが、違う大学の先生が話す

と、全然分からないのです。ああ、これと同じだなと思ったのです。要するに、本当に分

かっている人は、分かりやすく説明するような努力をしているのではないか。だから、話

が分からないというのは、話す側の専門家の怠慢ではないかという気がしているのです。

申し訳ないですけど。 

 

―― いえいえ。 

 

（F） 素晴らしいですね。 

 

―― お互いに話し合うときには、必ずお互いの立場を理解しあうようにやらないといけ

ないので。 

 

（F） 確かにそれはあると思いますね。 

 

―― 自分ができているかというと、またできていないのですけど。ただ、そういうイメ
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ージを持っているということです。 

 

（F） お互いの努力ですね。 

 

―― そうですね。 

 

（F） ええと、あまりこちらばかり時間を取ってはいけないのですが。今度は、専門家の

方のご意見に対して、私たち市民のほうから、 

 

（サブ F） こちらはもういいのですか？ 時間は 15 分あるのですよ。 

 

（F） 15 分間全部こちらでいいのですか？ 

 

（サブ F） はい。 

 

（F） 市民もコメントを言うのですよね？ 

 

（サブ F） それは 4 番です。 

 

―― 15 分ずつ時間があるということですね。 

 

（サブ F） だから、もう少し時間があります。あと 3 分ちょっとです。 

 

（F） あと 3 分ちょっとありますか。では、どうぞ。 

 

―― これにも関係しているのですけど、いわゆる専門家ではない人は、例えば、放射線

が怖いというイメージがある。原子力に限らず、科学が怖いとか。それがどういうふうに

怖いのか、ちょっと分からないところがあるのですね。 

 怖いというイメージはないですか？ 

 

―― 放射線が怖いということですか？ なんか、体に悪そうな気はしますね。 

 

―― そう、そういうことです。こちら側（専門家）にはそういう人がいないのですよ。 

 

―― 「怖い」というのは、実は専門家的には非常に難しくて。「怖い」って何かというと、

感情なのですよ。タバコが嫌だとか、嫌いだとか、PM2.5 が怖いというのがあると思うの
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ですけれども、PM2.5 は、一時期ワーッと流行って、空気清浄機が売れましたけれども、

あのとき、まともに比べたものを見てみると、タバコのほうが影響が大きいとか、そうい

うものが出ているので、そういうことに詳しい人は、「PM2.5 が何 ppm を超えた」といっ

ても、そんなに驚かなかったと思うのです。私はそれに関しては素人だったので、結構び

っくりしましたが。 

 先ほども話が出ましたけれども、知らないものについて、怖いとか、よくないとか、そ

ういう感情で判断されることが多いのかなと。「放射線」は「知らないもの」になると思う

ので。 

 で、感情に対して説明をするのは、専門家としては非常に難しくて。うまい説明はない

かなと。要するに、「これは怖い」に対して、「問題ない」とただ言うだけだと、全然怖さ

が取れないので。感情に対してどう訴えかければいいのかというのは、実は私はずっと困

っていて、もし何かいい教えがあれば、この会議の中だけではなくて、後でもいいので、

教えてほしいなと思います。 

 

―― 比較論ではないかな、という気がするのです。 

 

―― 比較？ 

 

―― 怖いものっていっぱいありますよね。例えば、高所恐怖症の人は高いところにいく

と怖いとか。飛行機が怖いとか。飛行機が怖いというのは、例えば、事故が起きるのが怖

いとか。あるいは、自動車が怖いとか。 

 では、自動車の事故の確率はどのくらいか。そういう確率。比較。 

 

（F） 確かに、レベルがいろいろ違うし、個人によって怖さも違うと思うのですね。です

から、例えば「人体に対して弊害がありますよ」とか、「生活する上でこういう弊害、もし

くは、こういう危険がありますよ」という程度を話して、あとは受け取ったほうが、自分

として、ここまでは許容できる、できない、そういうことをしないと、怖さに対する説明

が難しいというのは、確かにおっしゃる通りだと思います。 

 

―― 確かに、私の母は感情で動く人なので、少しでも悪い情報があると、すぐに全否定

する感じなのですね。例えば、飛行機に乗っているときでも浴びていたりするよとか、健

康診断でも実はエックス線を受けているよという話をしても、経験していることに対して

はあまり違和感がなくて。新しい、未知の世界というか、なんか、新しいものじゃないで

すか。事故が起きて、雨と風に流れてきて、ということがテレビで放送されると、すごい

ものが来るのでないか、みたいな。母は岡山なのですが、私は東京に住んでいて、もう毎

日のように、「早く帰ってこい」って電話がかかってきたのですよ（笑）。1 ヵ月電話を解約
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したぐらい。切っていたのですよ。母はすごいショックを受けていて。 

 海外の人でも、日本のものが全て駄目になったとかあるじゃないですか。 

 

―― ありましたね。輸入制限みたいな。 

 

―― そんなことないのに。だから、そういうことですよ。少しでも悪いことが出ると、

拒否反応を示す方は確かにいらっしゃると思うので、いくら比較をしても、なかなか難し

い。 

 

（サブ F） それでは、だいたい時間になりました。では、またやってください。 

 

（F） では、今度は逆に、市民の方からコメントするということで、お願いします。 

 

―― これらに対する意見を言うのですか？ 

 

（サブ F） はい。 

 

―― 気にせず、思ったことをおっしゃってください。 

 

―― 確かに原子力の知識が少ない人や、原子力に興味を持っていない人が多いと思いま

す。私自身は、柏崎刈羽に見学に行っていたくらいなのですが、あまりそういう人ってい

ないと思うのですよ。私がそういう研究室にいたからなのですけれども。普通の人は、本

当に全然知らないと思います。どういう仕組みなのかも知らないと思います。危険性もた

ぶん知らなかったと思いますし。 

 現地の原子力ムラの人がどこまで知っていたのかは気になります。 

 

（F） 結局、市民の人は、原子力に対する直接的な利害関係がないと思うのです。発電を

したその結果として電力を供給してもらっているという部分でいえば、つまり、電力が来

る、来ないでいえば、「東電さん、困りますね」というのはあるのですが。でも、原子力の

現場のほうや、原子力に対する意識や知識に乏しい。 

 事故があると、そこで認識をし始める。原子力に対する認識をし始める。 

 

（サブ F） ごめんなさい、今、最後の部分が聞き取れなかったのですが、何があったら意

識を向け始めるとおっしゃいましたか？ 

 

―― 事故とかがあると、とおっしゃっていました。 
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（サブ F） はい、すみません。 

 

―― ニュースなどになったら、ということでしょうか。 

 

（F） まあそうですね。だから、 

 

（サブ F） 貼る場所はどこがいいでしょうか？ 

 

―― これは、ちょっと離れたところですね。 

 これは、〔原子力自体に興味を持っている人が少ない〕のそばですね。興味がないのは、

直接的に影響がないから、という話ですから。 

 

（サブ F） そうですね。それで、これが続きですね。 

 

―― 「事故等があって初めて意識を向ける」、ええ、そうですね。 

 

（F） 何でもそうなのでしょうけれども、何かことがあって初めて意識するというか。ほ

とんどのものが、安全神話というか、安全ですということの中で市民生活をしているので

しょうけれども、ときによっては、嘘というのは失礼ですけれども、言っている内容と中

身とが違っているときがある。それがちょっと怖い。そうすると不信感が出てくる。 

 

―― 言っていることと中身が違うというのはどういうことですか？ 

 

（F） 「安全ですよ、安心ですよ」と言っているから、こちら（市民）もそう意識してし

まって、「ああ、安全なのか、安心なのか」となるのですけれども。専門家とすれば、確か

に、「安全ですか？ 危険ですか？」聞かれているわけだから、「安全です」と答える。た

だ、この「安全」は何かを担保しているのか、ということです。 

 原発に行って初めて分かるのですけれども、2 メートルくらいのコンクリートで囲んで、

迷路みたいなところに入っていくと、初めて本体に行きつけるような、そういうセキュリ

ティがかかっているので、それを見ると、果たしてこれが安全なのかなと。 

 

（サブ F） 信じられないとか、不信感とか、「嘘」とおっしゃいましたけれども、「嘘」と

書くと表現がきついですか？ 

 

（F） 嘘ではないけれども、 
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―― 嘘というか、なんていうか、前提の部分、細かいところというか。例えば、地球が

パカッと割れるような地震が起こったときに原発がもつかといったら、もたないですよね。

当然、そういう地震が起こるという前提に立って設計はしていないということです。ただ、

「それは安全ではない」と言われると、それはそうではないのではないか、というところ

がある。そこに対して、「嘘だ」と言われると、難しいですね。 

 

（F） 基準なのかな。例えば、安全という基準。「地震があっても安全ですよ」。それが、

例えばマグニチュードなのか震度なのか分かりませんけれども、このレベルを超えたら、

「それは想定外ですから分かりません」なのでしょうけれども。例えば、「震度 3、4 は当

然安全ですよ」。それは、それだけの構造体を取っているから。その辺を、専門家からすれ

ば、「安全です」と言っているのかもしれない。その辺の説明、もしくは理解が、行き違っ

ているのかもしれない。 

 

―― 私の昔の友人で、原子力安全の研究をしている人間がいたのですが、自分のデータ

をベースにして、とにかく「安全だ、安全だ」と言っていたのです。私はそのときに、そ

んなに安全ですと言っていいのか、と言ったのですね。でも、彼は、自分の立場を維持す

るために、自分たちの研究を正当化するために、とにかく安全だと言っていた。確率論ま

で行くのですけれども、「確率論的にも原子力は非常に安全です」と言っていた。福島事故

が起きる前の話ですけれども。 

 

（F） 確かに私ばかりが発言していますね。 

 

―― 私も原子力の専門の知り合いがいて、事故が起こる前に、原子力発電って安全なの

ですかと聞いたことがあるのですよ。そうしたら、「コンクリートでちゃんと固めてあるか

ら、あれくらいあれば大丈夫だ」と言っていました。事故がない前提の安全という意味で

話されていて。たぶん、原子力ムラの人も、そういう意味での安全、事故などがなくて、

ちゃんと建っている状況、稼働しているときは安全である、というふうに認識していたけ

れども、なんだろう、安全と言われていたのに、信頼を今回の事故で失い、それで不信感

が出てきてしまったのではないかと思います。 

 

（サブ F） 先ほどのご発言は、これでいいですか？（付箋の確認） 

 

―― いいと思います。「絶対安全」って、ありえないのですよね。 

 

―― 「原子力発電は安全なのですか？」というシンプルな問いに対して、「いやいや、こ
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ういうこともやって、ああいうこともやって、こんなこともやって、こんな解析もやって

いるし、こういう対策をしているから、大丈夫なのですよ」というふうに、時間をかけて

一生懸命説明したときに、聞いているほうはそれに耐えられるか、というのがありますよ

ね（笑）。 

 

―― （笑） 

 

―― そういう話が聞きたいわけではないと思うので、たぶんその方はその方なりに誠実

に答えたのだと私は思うのですけどね。 

 

―― 「その設計は、安全な設計である」という感じの説明でした。それを理解して、あ

あ、そうなのか、と思いました。安全なものなんだって。 

 

（サブ F） そこは納得して、理解できたと。 

 

―― 一般的に科学技術、例えば自動車も飛行機も何でもそうですけれども、一応安全だ

ということで、人を乗せたり、一般的に生活に使われたりしているわけですね。ところが、

本当に安全かというと、確率論的に言うと、確かに 0 ではないのです。例えば、冷蔵庫は

本当に安全か。皆使っていますよね。でも、たまに発火して火事になったりする。そうい

う確率は必ず起こる。そういうことを、なんていうかな、絶対安全はありえないというこ

とを、もっと議論すべきではないかと思います。 

 

（F） なるほど。確かにそれはいいアイディアかもしれないですね。 

 

―― 科学技術というのは、メリットとデメリットが必ずあるのです。まあ、デメリット

と言うとおかしいですけれども。事故が起こる確率が必ず存在するのです。 

 

―― そうですね。その話は私もよく思っていて。特に自動車ですね。交通事故は毎日報

道されるし、年間 5 千人は切りましたっけ？ まあ、そのくらいの人が毎年亡くなってい

るわけですよね。例えば、年間 3 千人亡くなっているとしたら、10 年経ったら 3 万人。津

波の災害と同じくらいの人間が死んでいる。そういうものを我々は通常の生活で使ってい

るのだなと思って。まあ、だから私は「安全」というのは気をつけようと思うのですけれ

ども。 

 

―― 全世界だったら何十万人も死んでいますよ。 
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―― そうですよね。そういうものが普通に使われている。自動車は、なんとなく許容さ

れている気がする。それはいいんじゃないか、という社会的な同意というか。社会的に、

自動車は、確かにそういう事故はあるけど、使わないと困るというイメージなのですけれ

ども。 

 一方で、原子力、まあ原子力に限らないのかな、普段見えにくいような、例えば遺伝子

組み換え食品とか、ああいった表に見えないような部分は、あまり気にされていないのか

なと思いますね。 

 

―― そうですね。 

 

―― 今まさに、サブファシリテーターさんが「リスク」という言葉を書かれていますけ

れども、 

 

（サブ F） あ、ちょっと勝手に書きました。 

 

―― いえいえ。そういった議論ができるところがないのかなと思ったりしています。 

 

（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。 

 

（F） すみません、そちらの方からなかなかご意見を伺う時間がなくて。 

 

（サブ F） すみません、ちょっといいですか。進行上の話です。今、1 枚目の模造紙で話

すことから少し離れて、もっと深い話に向かっているのですけれども、一旦 1 枚目の模造

紙について、さらにご意見なり、質問なりがあるかどうかを確認して、なければ 2 枚目に

移ってしまいましょう。ご意見があれば、ぜひ言ってください。 

 

―― いや、これ（リスクや安全性）について話したいなと思ったのですけれども。1 枚目

に関しては、特にありません。 

 

（サブ F） では、1 枚目はもう終わったということで、次に移りますか？ 

 

（F） はい。では、2 枚目に移ります。立ち返ってもいいですから。 

 

（1 枚目の模造紙をホワイトボードに貼る） 
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（サブ F） そうしますと、ファシリテーターさん、今ちょうどリスクとか、確率の問題と

か、絶対安全はどうなのかとか、そういう話が盛り上がったので、そこを中心にして次に

移りますか？ 

 

（F） まだグループワーク 1 ですよね？ （ファシリテーターは）私ですよね？ 

 

（サブ F） そうです。グループワーク 1 です。次は 5 番です。 

 

（F） 次は 5 番になりますから、「市民と専門家の間にある壁」の話です。今度は壁が具

体的に出てくると思うのですけれども、 

 

―― ええと、何ですか？ 

 

（F） 壁です。市民と専門家の考える壁の違い。 

 

（サブ F） 「市民と専門家の間にある壁とは何か」について、話してもらいます。 

 

―― あ、壁ですか。壁の違い。 

 

―― まあ、どんな壁があるかということでしょう。 

 

（F） そういう意味合いでいいと思うのですけれども。そんな感じでいいのですよね？ 

はい。また同じように、3 分程度で、付箋 1 枚に 1 件で書いていただけますか。よろしくお

願いします。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） 面白いことを書いていますね。 

 

―― いや、（先ほどサブファシリテーターに図を）書いていただいたので、ちょっと。 

 

（記入中） 

 

（F） よろしいでしょうか？ 意見を、 

 

（サブ F） 進め方を読んでいただくといいと思います。 
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（F） 次は、1 人ずつ意見を読み上げながら、模造紙に貼っていって、どんな意見が出て

いるか、皆で確認しましょうということです。 

 それでは、先ほどはこちらからだったので、今度はこちらから。 

 

（サブ F） 先ほど、こちらの方が、言いたいことがあった気がしますから、 

 

―― そうそう。前のめりになっていましたよね（笑）。 

 

（F） では、どうぞ。 

 

―― 先ほどの延長で、 

 

（サブ F） 読み上げていただけますか。 

 

―― 先ほどサブファシリテーターさんに書いていただいた図の延長ですが、まず、市民

という集合がある。そして、原子力の専門家の「ムラ」がある。で、別の専門家の方がい

るのですけれども、ここの専門家は原子力に近い専門家で、交わりがあって、壁が薄い。

こちらの専門家は、壁はないのだけど、遠くて交わりがない。あとは、ある専門家は、原

子力の専門家に対して厚い壁があって、ここがなかなか行き来できない。専門でない人間

から見ると、ここに壁があって、その壁の厚さがいろいろ違うのではないかと。そういう

イメージです。 

 

（サブ F） これ（一番大きな集合）は「市民」なのですか？ 

 

―― ええ。これは市民の集合ですね。 

 

―― 「市民」とひとくくりで言うけれども、壁もいろいろそれぞれ、 

 

（F） それぞれのところからすれば、他は全部壁に見えてしまうということですね。 

 

（サブ F） では、ある意味で「市民」の中に「原子力専門家」も入っているということで

すか？ 専門性が違ってしまえば、違うところでは市民になるということですね？ 

 

―― そうですね。原子力の専門家も、違うところでは市民になるということです。 
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―― これは何でしたっけ？ 

 

―― 別の専門家です。いろいろな専門家がいるということです。 

 

（サブ F） 大きく書いてみたい図ですね。 

 

―― A 専門の方とは壁が厚いけど、B 専門の方とは遠いというか。 

 

―― 何枚か使って、大きく書いたらどうですか。 

 

（F） 何か別の紙に書かれてはどうでしょうか。言っている内容は分かりますが。 

 

―― 中には交わりのある専門の人もいて、そういうところは交わりがあって、壁が薄か

ったりということがある。 

 

（F） ああ、壁が薄いと。 

 

―― ええ、そういうイメージです。 

 

―― 書き直しを要求されていますね。 

 

―― では、皆さんが話されている間に書き直しますので。 

 

（F） そうしましたら、次の方、お願いします。 

 

―― 私は、壁は何だろうと思って、自分が書いたものをもう 1 回書いたような感じなの

ですけれども、単位の基準が少し違うのかなと。 

 

―― 使っている単位ですか？ 

 

―― はい。一般の人は、ベクレルとか言われても分からないじゃないですか。でも、専

門家にとっては当たり前の単位だったりする。それを、一般の人に落としこんだ単位にし

てもらえるといいかなと。 

 

（F） 共通用語ということですか？ 
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―― 共通用語というか、生活レベルに。知っている単位に。 

 あとは、危険度具合ですね。 

 

―― 何がどのくらい危険なのか、ということですね？ 

 

―― そうです。危機感というか。一般の人は、とても危険だと思っているかもしれない。

たぶんこれ（単位のこと）も影響していると思うのですけれども。 

 

（F） 危険度というのは、何を基準にした危険度ですか？ 人体とかそういうことです

か？ 生活のことですか？ 

 

―― そうですね、放射線と聞いただけで、危ないものと思ってしまう人。 

 

―― 拒絶反応を起こして。 

 

―― そうです。でも、専門家からすれば、ある程度のものは大丈夫ではないかと。事故

が起きたときはすごかったですよ。洗濯物を外に干したくないという人がいて。未だにい

ますしね。 

 

―― 何がどのくらい影響があるのか、という感触が、専門家と市民の間でギャップがあ

ると。 

 

（F） それはやはりこういう部分も絡んでくるのでしょうか。単位とか。 

 

―― 絡んでくるから、実感がないから、分からないということだと思います。 

 

―― 未だに洗濯物を外に干さない人がいて。関東の人ですけれども。私はえっ？ と思

うのですけどね。 

 

―― 洗濯物を外に干さなくて、大丈夫なのですかね。 

 

―― そうですよね。ずっと室内で。 

 

―― 余計なお世話かもしれないけど。 

 

―― 大丈夫だよと言いたいのですけど、本人は駄目だと言っていて。 
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―― 同じ数値を聞いても、専門家と市民で感じ方にギャップがあると。なるほど。 

 

―― 例えば、環境放射能は、通常だと 0.1 とか 0.2 マイクロシーベルトです。それが 0.25

になると、それが非常に危険だ、となってしまうのですよね。 

 

―― というふうに思われる方がいらっしゃると？ 

 

―― ええ。 

 

―― その違いがそもそも分からないというか（笑）。 

 

―― そうですよね。危険の具合が分からない。 

 

（F） 単位基準の壁とか、危険度具合の壁ということですね。 

 

―― そうです。 

 

（サブ F） ごめんなさい、〔単位基準〕というのは、用語などがそもそも分からないとい

うことですか？ 

 

―― そうです。 

 

（サブ F） シーベルトとか、ベクレルとか、単位がいっぱいありすぎて、 

 

―― もっと分かりやすい基準にしてほしいなと。 

 

（サブ F） 基準というよりも、用語の問題ですね？ 

 

―― そうです。 

 

―― ベクレルだったら、我々人間は5000ベクレルくらいの放射線を持っているのですね。

例えば、人体が通常持っているのに対して何倍、とか、そういうものは分かりやすい？ 

 

―― うーん、なんでしょう、もっと身近な単位にする。 
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（サブ F） ベクレルか、シーベルトしかないですからね。 

 

―― いろいろ単位があるけれども、何が何なのか。だから何なのか。5000 が何なのか。

ということですね。 

 

―― 例えば、1 万ベクレルと言われると、なんだそりゃとなってしまう。 

 

―― そうそう。 

 

―― そうです。5000 って聞くと、すごい数に思えてしまう。1 じゃないの？ とか。 

 

―― そうですよね。皆そう思っているのですよね。 

 

（F） 順番がランダムですけれども、では、そちらの方。 

 

―― ちょっと毛色が違うところで言うと、市民の方々は、先ほど少し出ましたけれども、

感情で判断する場合があるのかなと。「飛行機怖い」に近いところがあるのですけれども、

「放射線、怖い、駄目」ってなってしまう場合があって、困るというのがあります。 

 

―― それは、感情論というか、本能的に怖いという、 

 

―― そう、それがあるのかもしれない。 

 あと、先ほど危険性と、それからリスクという言葉が出ましたけれども、危険性と得ら

れている利益のバランス感覚、例えば、このくらいだったらいいのではないかとか、この

くらいだったら使っていいのではないかとか、そのバランス感覚に市民と専門家ではずれ

があるだろうと。専門家としては、「ああ、これくらいだったら、レントゲン 5 回分くらい

だから、いいんじゃないの」と思うのだけど、市民の方は「何？」っていう話になってく

る。その辺のバランス感覚にギャップがあるのではないかなと。 

 あとは、感情の話に近いのですけれども、先ほど、判断基準の話のときに、結構意見が

出ましたよね。「このくらいの線量だと、年間被ばく線量の何万分の 1 だから、大丈夫です」

という説明に対して、「安全と言っているけれども、本当に安全か」という意見が、当時結

構ありましたよね。これは感情に近いのかもしれないですけど、例えば、国が言ったから

納得するとか、国際機関が測った結果だから納得するとか、我々専門家から見ると、ああ、

ちゃんと検証されているから、ちゃんとデータに基づいてやっているのだなと思うのです

けれども、普通の方からすると、「よく分からない」「本当なのか」という言われ方をする

ので、その感じ方が少し違うのかなと思いました。 
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―― ある数値が出たときに、その数値がどんな意味を持っているのか。そういう話です

ね。 

 

―― そうです。「それは本当か」「お前らは安全と言っているけれども、言っているだけ

じゃないか」という思われ方をする人もいらっしゃるかなと。そこに専門家と市民の間で

ギャップがある場合があるかなと。 

 

―― おそらく、事故を起こして、国への信頼がなくなって、 

 

―― それもあると思います。何を言ったかより、誰が言ったかというほうを重視してい

るのかもしれないですね。 

 

（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） そちらの方はいかがですか。 

 

―― 同じような話ですけれども、市民の方と専門家の方が、先ほど議論があったように、

お互いに理解できないという先入観を持っているのですよね。 

 市民の方から専門家を見ると、あいつらは自分の都合のいいことしか言っていないので

はないか。不都合なことは隠しているのではないか。一方で、専門家から市民の方を見る

と、もう少し理解してくれてもいいのではないか。先ほどもありましたけれども、感情的

に嫌だと言っている。それを書いたのがこの付箋ですけれども。市民の方から見ると、専

門家には不信感があって、専門家から見ると、市民に理解してもらえないという焦りがあ

る。その根底には、先ほどの単位の問題などがあるのかもしれないけれども。 

 

（サブ F） 先ほどおっしゃったのは、事故の後に、 

 

―― 事故があったから、国への信頼感がなくなったと。なくなってしまったから、国が

いくら大丈夫と言っても、操られているのではないか、というか。政府の失敗を認めたく

ないのかどうなのか、分かりませんけど。そういう意見を言う人もいたので。何か隠して

いるのではないかって。 

 

―― 国も都合のいいことしか言わないですからね。 
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（サブ F） あと、事故の後に不信が出たという話は、拾いましたっけ？ 

 

（F） ここのあるのがそれではないですか？ 

 

（サブ F） あ、すみません、ありましたね。 

 

（F） では、私から。見えるような壁。例が悪いですけれども、例えばドイツの壁。あれ

はまさに見えている壁ですよね。壊せるようなもの。それが、こちら（市民）からすると、

壁であると。 

 それに対して、まったく見えない、透明な壁。専門家のほうでは、見えない壁。説明が

難しいのですけれども、市民からすれば、というか、私からすれば、理解できないものの

壁というか、 

 

―― ああ、よく分からないものだと。 

 

（F） そうです。ベールに包まれていて、その先は見えない。それは、こちらからも壁に

してしまっているのかもしれない。 

 

―― これは、専門家から市民を見ての、〔見えない壁〕ということですか？ 

 

―― 専門家にはこの壁が分からないということですか？ 

 

（F） うーん、私から見ても、お互いが見えないというか、理解できないと言ったほうが

いいのかもしれない。 

 

―― ああ、こんな感じですか？ 

 

（F） ああ、そうか、そう、まさにこれなのですよ。そちらの方がおっしゃっていた、ま

さにこれ（ベン図）。こういう壁が、それぞれのところにあるのではないかと。 

 

―― 〔専門家から見えない壁〕ということは、逆に言うと、原子力の専門家からはその

壁は意識できていないということですか？ 

 

（F） それもそうですし、他の市民もそうでしょうし。皆が理解できないというか。自分

たちはもう説明責任は終わったと思っているけれども、聞いているほうはなかなか分から

ない。それは、政治家にしても、何にしても同じです。 
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（サブ F） 先ほど、1 枚目の議論で、こういうご意見が出ましたよね。壁があることには、

こういうことは関係ないのですか？ 1 枚目で、確率やリスクについての考え方が、一般人

と専門家でギャップがあるのではないか、という議論が展開されていたように思ったので

すが、そのことを最後に話し合ったほうがよくないですか？ どうですか？ ファシリテ

ーターさんのご判断次第ですけれども。 

 

（F） そうですね、せっかくいい提案があったのですけれども、 

 

―― では、これを書いた私が説明しましょうか。原子力の専門家は、ある物事の確率を

考えると、こちらの専門家が言っていることに対しては厚い壁を感じると。つまり、確率

が、ええと、 

 

（F） 少ない？ 

 

―― ええ。こちらの専門家が、確率が少ないほうがいい人たちならば、こちらの専門家

は、確率が少ないとよくない人たち。そういう感じです。 

 

―― よくないというのは、どういう意味ですか？ 

 

（F） 理解し合えないということですか？ お互いが理解し合えない。壁の厚さというか、

距離感。 

 

―― そうですね。厚さ、距離感も、ある事象に対して、確率をどう考えるによって、壁

が、 

 

（サブ F） 確率に対する考え方が違うと。 

 

（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。 

 

―― 難しい話ですね。 

 

（F） お互いの壁は、今おっしゃったように、理解し合える距離感、どれだけ身近に感じ

るかということですか？ 

 

―― そうですね。距離もありますね。 
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（F） もちろん両方のこともあるでしょうけれども。そこでお互いに言っていることが理

解できるかどうか。それが壁になっているのですね。 

 

―― そうですね。 

 

（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？ 

 

―― やばい。 

 

（サブ F） 発表の方はどなたですか？ そろそろまとめに入っていただけますか。 

 

―― 最後は、グルーピングをしてみましょうと。 

 

（サブ F） まあ、だいたいできているのですけれども、発表しやすいように貼りなおして

みてください。見やすいところに移動していただいて。 

 これを真ん中にしますか？ ここでいいですか？ 

 

（F） これが真ん中のような気がする。 

 

（総合 F） ありがとうございます。今回は、発表者が 2 人いると思います。 

 

―― 1 枚目も発表するのですよね？ 

 

（サブ F） はい。1 枚目の下に 2 枚目を貼ることになります。連続しています。 

 

―― ここは用語の話でしたっけ？ タイトルをつけたほうがいいですよね。 

 

（サブ F） ええと、もう A 班が発表に入ります。ペンを持って、移動してください。 

 

＜グループワーク 1 終了＞ 


