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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） それでは、皆さん、このブルーの紙をお持ちだと思いますので、今回は「原子力は

本当に必要なものなのか？ 原子力発電所なしで電力は『本当に』足りるのか？」がテー

マになっています。 

 初は、先ほどもありましたように、必要と思う理由について、15 分の時間を使って、

出していただきます。 

 

（サブ F） 1 番を読んでください。 

 

（F） あ、1 番ですか。原子力発電を必要と思う理由を整理します。「原子力発電を必要と

思う理由」を書き出します。自分は必要ないと思っていても、必要と思う人はなぜかとい

うことも考えながら書いてください。3 分ほどの時間です。1 枚につき、1 つの理由になり

ます。その後、1 人ずつ理由を読み上げながら、模造紙に貼っていきますので、よろしくお

願いします。それから、貼られた付箋を 終的にはグルーピングします。そして、それに

タイトルをつけるということを、15 分間の中でやります。 

 その後、今度は必要ないのほうで 15 分時間を取りますので、よろしくお願いします。 

 では、 初はこのくらいでやりましょうか。それでは、原子力発電を必要と思う理由を

書いてください。3 分くらいになります。よろしくお願いします。 

 

（記入中） 

 

（F） はい。3 分になりましたので、それでは、こちらの方から言ってもらっていいです

か。読み上げて、理由を貼っていってください。 

 

―― はい。ええと、1 つしか思い浮かびませんでした。〔安定供給〕のために必要かなと

思います。 

 

（F） 安定供給。はい。次の方。 

 

―― はい。ええと、〔安定供給〕に近いのですけれども、〔人の好きなときに発電できる〕。

要するに、太陽が照っていないと発電できない、ではないということと。 

 あとは、〔燃料が政情の安定した国で採れる〕。オーストリアやカザフスタンで採れる。



 - 2 - 

石油とかと違って、中東ではないということです。 

 あとは、これは意見が割れるのですけれども、〔火力より廃棄物の量が少ない〕。二酸化

炭素と同じなのですけれども、ごみが量的に少ない。 

 あと、二酸化炭素の発生量が少ないですね。 

 あとは、〔コストがそこそこ〕。 

 あとは、〔少ない量で大きなエネルギー〕が取れるので、〔保管スペースが小さい〕とい

うところが利点としてあるのかなと思います。 

 

（F） ありがとうございます。次の方。 

 

―― はい。同じように、〔他の発電だけだと足りないから〕かなと。 

 それから、これも同じですね、〔火力発電よりコストが安い〕と今言われていますけれど

も。 

 それから、CO2の発生についてです。これも同じですね。 

 それから、こんなことを考えました。〔日本の科学技術のために、次に進めたい〕のかな

と。 

 

（F） では、次の方。 

 

―― 〔原燃料の価格変動に強い〕。 

 で、〔ベースになる大電源〕。 

 〔ウラン資源の枯渇は多くの化石燃料より遅い〕。 

 

（F） はい。では、そちらの方。 

 

―― はい。工業的な意味で、電気を使っていろいろなものを生産しているので、そうい

った部分で生活に必要だと思います。 

 あとは、〔生活レベルを落とせるか？〕。皆はどうなのかなということです。（意見という

よりも）ちょっと疑問点なのですけれども。どうしても電気が必要になるので、生活レベ

ルを落とせないということになります。 

 

（F） では、次の方。 

 

―― 一番は、〔利権のため〕に必要。 

 次は、〔立地点へのお金が“麻薬”となった〕。 

 次は、〔核を手放したくない〕。 
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 それから、〔やめられないと勘違いしている〕。 

 それから、〔硬直的な行政進行〕。ええと、他の多くの公共事業と同じということです。 

 

（F） はい。よろしいですか。では、私から。 

 ええと、まあ、〔CO2を出さない〕と思う。 

 それから、〔油より安いから〕。ここら辺ですかね。 

 なぜか安いと思っているから、必要ではないかと皆さん思っているのかなと。利益に関

する付箋ってどこかにありましたっけ？ 

 

（サブ F） 安い、 

 

（F） 安い、コスト、ここかな。 

 

―― 〔市民も安いと思うから必要〕ですか。ここでしょうか。 

 

（F） ああ、そちらです。そうですね。安いというのは、燃料もそうですし、たぶん電気

料も安いと思って。そういうことです。 

 それから、〔原子力ムラの利益〕。たぶん利権のことが一番あるから、必要ですと皆さん

が言っているのかな、と私は思いました。 

 それでは、皆さんのご意見が出てきましたので、今度はグループ分けをするということ

ですが、どんな分け方があるかな。 

 

（サブ F） 皆さんで、こういうキーワードを、 

 

（F） コスト面。 

 

―― CO2と、 

 

―― 環境でしょうか。 

 

―― 環境ですかね。環境と、安定供給の話と、あとは利権と原子力ムラと、核兵器とか

の話、というふうに分けられるのかなと。 

 

（サブ F） この付箋を一番上に持ってきて、タイトルをつけてしまいましょうか。 

 

（F） 〔安定供給〕ですね。 
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―― 〔他の発電だけだと足りないから〕とか、〔ベースになる大電源〕とかも、たぶん「安

定供給」のほうでしょうか。あ、〔燃料が政情の安定した国で採れる〕も、「安定供給」の

ほうでお願いします。あとは、〔人の好きなときに発電できる〕も「安定供給」のところで

すね。そうすると、〔保管スペースが小さい〕も「安定供給」に入ってきます。 

 

（サブ F） タイトルを書かないといけないから、上のほうを少し空けておいたほうがいい

と思います。 

 

―― 〔ウラン枯渇は多くの化石燃料より遅い〕。これも「安定供給」にかかるでしょうか。 

 

―― そうですね。 

 

―― CO2の話、ここは環境でしょうか。 

 

（F） こんな分け方になりますかね。そちらの方、どうですか？ 

 

―― はい。だいたい同じような感じで。ええ。 

 

―― タイトルを、 

 

（F） あと、下のほうの付箋がまだですね。 

 

（サブ F） グループ分けがはっきりしているところから、まずはやってしまいましょうか。 

 

（F） あ、先にですね。分かりました。 

 

―― ここのグループは、まさに「安定供給」が素晴らしい言葉ですね。 

 

（サブ F） では、タイトルを書いてください。 

 

―― 逆側から書くのはしんどいです。すみません、書いてください。 

 

（模造紙にタイトルを書き込む） 

 

―― 範囲はここまで。 
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（サブ F） ここまでですね。よろしいですか？ 縦に並べましょうか。 

 

―― あとは、ここは「コスト」ですね。 

 

（F） これもそうですね。 

 

（サブ F） これは廃棄物の話か。 

 では、ここのタイトルは「コスト」でよろしいですか？ 

 

―― いいのかな？ 

 

―― 恰好いい言い方をすると、「経済性」とか。 

 

（サブ F） コストと経済性。どちらがいいですか？ 

 

（F） コストと経済性ですか？ どうですか？ 

 

―― 「経済性」でいいんじゃないですか。 

 

（F） では、「経済性」で。 

 

（サブ F） はい。（模造紙に書き込む） 

 あ、進めていただいていいですよ。 

 

―― あとは、「環境」。 

 

（F） ここは「環境」でしょうか。 

 

―― 「温暖化」と言ってもいいくらいですけれども。 

 

（F） そこまで広げちゃうと…。どうですか？ 

 

―― いや、「環境」というよりは、CO2 の話だったら、温暖化、「温暖化（防止）にいい

と思っている」ということでしょうか。実は温暖化（防止）にはそんなに貢献していない

と私は思っています。 
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（サブ F） タイトルとしては、どうなりますか？ 

 

―― 「温暖化」でいいんじゃないですか。 

 

（F） それでいいですか？ 

 

―― 「CO2が少ない」でもいいですよね。 

 

（F） では、分かりやすくしますか？ 

 

―― 分かりやすくするなら、「CO2」でしょうか。皆さん「CO2」と書いているから。 

 

（F） では、そうしましょう。 

 

（サブ F） はい。 

 

（F） あとは、下に少し付箋があるので、 

 

（サブ F） 〔火力より廃棄物の量が少ない〕。 

 

―― それは意味合いとしては「CO2」に近いので、ここに入れておきますね。 

 

（サブ F） あとは、〔日本の科学技術のために、次に進めたい〕。 

 

―― 技術の話ですね。 

 

（F） あとは、〔工業的な意味で生活に必要〕。 

 

（サブ F） それは技術の話とは違いますね。 

 

―― 技術ではないですね。どちらかというと生活の話ですね。 

 

（サブ F） 生活ですね。こちらの付箋も生活に関する話ですね。 

 

―― で、利権が、 
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（サブ F） この辺はだいたい利権、 

 

―― 政治的な部分も、 

 

（F） この辺もそうですね。 

 

（サブ F） そうですよね。この辺は固めますか？ 意見を出された方としては、どうです

か？ 一緒くたにしないほうがいいですか？ 

 

―― いや、別にどうでもいいですけれども。 

 

―― いやいや、あなたが出した意見なのですから。 

 

―― いや、それぞれ話は違うと思いますけれども。例えば、〔原子力ムラの利益〕と〔立

地点へのお金が“麻薬”となった〕も話は違います。 

 

―― どのようにグルーピングしたらいいですか？ 

 

（サブ F） グルーピングできない？ 

 

―― 「（グルーピング）不可能」ということでグルーピングしたらいいのではないですか。

「その他」で。 

 

―― 「その他」。もしくは、「政治的な問題」とか。 

 

―― 政治的なほうが強いかなという気もしますけれども、どうでしょうか？ 

 

―― いや、政治的ではないと思いますけど。だから、「その他」でいいんじゃないですか。 

 

（F） 「その他」にしましょうか。 

 

（サブ F） 前半のお時間がそろそろ終わりになります。ここのタイトルを決めましょう。

どうぞ。 

 

―― なんでしょうか。科学技術力というか、技術力の維持でしょうか。 



 - 8 - 

 

―― 〔核を手放したくない〕もちょっとこれに似ていませんか？ 

 

―― ああ、そうですね。では、これも合わせて。 

 

―― いや、違います。核というのは原子爆弾のことですから。 

 

―― なるほど。 

 

―― ええ。全然話が違います。 

 

―― では、ここは、「技術力の維持」ということですね。今ある技術力の維持であると。 

 

―― そうですね。 

 

（サブ F） 「技術力の維持」（書き込む）。 

 では、もう時間が過ぎているので。 

 

（F） そうすると、だいたいグルーピングができて、ええと、まだ若干、その他グループ

が捨て切れない部分があるのですけれども。 

 

（サブ F） では、その他はその他で。 

 

（F） その他でまとめますか。では、あとは「その他」ですね。 

 

（サブ F） ええと、ここはここでひとつのグループですよね？ とりあえず囲むだけにし

ておきますね。 

 では、次に進んでください。 

 

（F） はい。これでグルーピングができましたので、全体としての、 

 

（サブ F） 次は 4 番ですね。4 番を読んでください。 

 

（F） こちらはいいのですか？ 

 

（サブ F） 3 番はもう終わりました。 
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（F） 一言でタイトル。 

 

（サブ F） それはもうやりましたので。 

 

（F） では、次は、必要ないと思う理由のほうについて、同じような形でやりますので、

よろしくお願いします。3 分です。 

 

（サブ F） はい、3 分計ります。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） はい、お時間です。 

 

（F） ありがとうございます。それでは、同じような進め方でいきます。今度はこちら回

りで、私から。 

 〔実は、安全でない〕のかなと私は思っていて。 

 それから、トータルすると電気料は結構高いような気がします。 

 それから、他のエネルギーも使ったほうがいい。だから、できれば必要ないというふう

に思いました。以上です。 

 では、次の方。 

 

―― 一番は、人権を奪います。 

 〔廃棄物の処理ができない〕。 

 〔発電コストが高い〕。 

 この付箋と似ているかな。〔地域を破壊する〕。 

 すみません、制御の御が書けませんでした。〔制御できない技術〕。 

 〔CO2も出す〕。 

 〔安全でない〕。 

 〔普通の運転でも放射能を出す〕。以上です。 

 

（F） 次の方、どうぞ。 

 

―― 〔コントロール不可になったときのデメリットが大きい〕。事故になって、制御がで

きなくなった場合に、デメリットが非常に大きいということですね。 

 あとは、そちらの方がおっしゃった通りで、〔廃棄物の処理をどうするのか〕。場所もそ
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うですし、年月ですね、どのくらいで半減期になるのか。そういった問題を先送りにして

いるのではないかという点に、問題があると思いました。 

 

（F） ありがとうございます。 

 

―― まだ事故の、 

 

（サブ F） あ、こちらの方が先です。 

 

―― あ、申し訳ありません。失礼しました。 

 

（F） どうぞ。 

 

―― ええと、〔大事故になると被害が甚大〕であるということ。 

 〔廃棄物の処理が難しい〕。ここら辺に近いかなと思いまして。 

 

（サブ F） あ、とりあえずはどんどん貼ってください。 

 

―― あ、はい。 

 あと、〔経済成長を大きく期待しなければ、電力は足りる〕のではないかと思いました。 

 

（F） はい。次の方。 

 

―― はい。〔福島事故の原因がまだ分かっていない〕のに、ということもあると思います。 

 それから、原発、原発と言っていないで、〔他の発電方法に目線を向けるため〕には、必

要ないのではないか。 

 それから、同じですけれども、〔極端に危険を伴う〕ものであるということ。危険という

のはどこでも何でもありますけれども、極端に危険であるということです。 

 

（F） では、そちらの方。 

 

―― 〔生活レベルが下がってもいいんじゃない？〕ということ。 

 もしくは、〔火力発電があればいい〕のではないか。 

 あとは、〔環境問題は技術で解決〕していけばいいじゃないか。 

 あとは、〔高レベル放射性廃棄物の処分地が決まっていない〕。廃棄物ですね。 
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（サブ F） ああ、廃棄物の付箋は他にもありましたね。 

 

―― あとは、〔事故の被害が大きい〕。 

 

（サブ F） 事故の話もありましたね。 

 

―― 後に、〔電気がなくても生きていけないことはない〕。 

 

（F） では、次の方。 

 

―― はい。〔処分地すら決まっていない〕。 

 

（サブ F） 廃棄物の話ですね。 

 

―― 〔事故後の処理が手探り〕状態であること。 

 〔本当にコストが安いのか？〕。 

 〔安全性が未確定〕。 

 

（サブ F） 重ならないように貼りましょう。 

 では、グルーピングをお願いします。 

 

（F） はい。また同じように、グループ分けをします。 

 

―― 安全ですね。安全性の話が何名かから出ましたので。 

 〔事故の被害が大きい〕というのも安全に入れますか？ それは分けますか？ 

 

（F） どうですか？ 

 

―― ああ、いいんじゃないですか。 

 

（サブ F） では、これもそうですね。〔大事故になると被害が甚大〕。 

 

―― そうなると、〔制御できない技術〕も。 

 

―― それもそうですね。 
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―― あとは、〔コントロール不可になったときのデメリットが大きい〕。 

 

―― あとは、廃棄物の話ですね。 

 

―― 廃棄物も出ましたね。〔廃棄物の処理ができない〕。〔廃棄物の処理が難しい〕。〔高レ

ベル放射性廃棄物の処分地が決まっていない〕。〔廃棄物の処理をどうするのか〕。〔処分地

すら決まっていない〕。ええと、 

 

―― これは技術ですね。 

 

―― あとは、事故原因が分かっていないとか、事故後の処理の話もあります。 

 

―― これは環境と技術の話でしょうか。 

 

―― ああ、これはちょっと別で、他の解決方法があるのではないかというイメージです。 

 

（F） 他の解決方法？ 

 

―― 他のエネルギーでやっていこうよと。 

 

（サブ F） どうぞ、グルーピングして、（タイトルを書いてください）。 

 

―― 書いて。 

 ここは他のエネルギーの話。 

 コストの話。 

 〔人権を奪う〕〔地域を破壊する〕。うーん、大きい話ですけれども、どの辺かな、 

 

（サブ F） コストの話をまず集めたほうが、整理しやすいのではないですか。 

 

―― コスト。〔発電コストが高い〕。〔本当にコストが安いのか？〕。 

 あとは、生活レベルにこだわらなければいいんじゃないか、という話が、 

 

（F） ああ、この辺ですね。 

 

―― ああ、そうですね。 
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（サブ F） これは環境系の話ですか？ 

 

―― 〔CO2も出す〕。 

 

―― これは、「廃棄物」に入れてもいいですよ。 

 

（F） こんな感じでしょうか。 

 

（サブ F） 発表される方がタイトルを書きましょうか。 

 

―― そうですね。 

 

（サブ F） 皆さんが先ほどからお話しされているので、どうぞ、バーッとタイトルを書い

てください。 

 

―― ええと、どうしましょうか。ここは「安全性」でいいですか？ 

 

（F） どうですか？ いいですか？ 

 

―― ええと、「廃棄物」でいいですか。 

 

（サブ F） あと 3 分くらいなので、すみません。 

 

―― 巻いていますよ。 

 

―― あ。（書き損じる） 

 

―― 動揺が隠せない（笑）。 

 

―― 考え事をしながら書くと、こうなってしまって。すみません。 

 

（F） この辺は？ 

 

（サブ F） そちらの方はいかがですか？ タイトルについて。 

 

―― ここは安全性と、ちょっと、 
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―― 事故問題ですね。 

 

―― 事故処理。 

 

（総合 F） 30 分経ちました。そろそろ 7 番に進んでください。今日は暑いですので、必

要でしたらお水、お茶を取りながら進めてください。そろそろ 30 分経ちました。14 時 45

分から共有します。 

 

―― ここは？ 

 

―― 他のエネルギー、代替がある。 

 

（F） 「代替エネルギー」ですか。 

 

―― ここは、向こう（必要と思う理由）のグルーピングに合わせて言うと、「経済性」で

すね。 

 

―― 「経済性」ですね。 

 

（F） ちょうど対比ですね。 

 

―― いいんじゃないですか、対比できるものがあって。 

 ここは「生活」ですか。 

 

―― ええ、生活レベル。 

 

―― ここが「生活」であれば、そちら（必要と思う理由の中で、タイトルをつけていな

かったグループ）も、対比という意味で「生活」にしましょうか。 

 

―― じゃあ、「生活」にしましょう。 

 

―― ここは個別ですね。 

 

（サブ F） まあ、「その他」でもいいですね。 
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―― 問題も技術で解決していけばいい、これはここになるのかな。 

 

（サブ F） こちら（必要と思う理由）にも「技術」がありますよね。あ、こちらは「技術

力の維持」か。 

 

―― こちらと向こうは別だから、いいんじゃないですか。話が違います。 

 

―― 後は、どう、 

 

（サブ F） 「その他」でしょうか。 

 では、この模造紙は貼ってしまいましょう。 

 

（模造紙をホワイトボードに貼る） 

 

（サブ F） では、今度は 7 番です。 

 

（F） 今度は、自由に意見を書き出します。ホワイトボードに貼られた、ん？ 

 

（サブ F） 今、貼りました。見えますか？ 

 

―― ああ、あの模造紙に対してですか。 

 

（F） あれに対して、自由な意見を書きます。1 枚につき 1 つの意見。ええと、これを、

やっぱり 3 分くらいですね。 

 

（サブ F） では、3 分計ります。 

 

（記入中） 

 

―― どちらのでもいいのですか？ 

 

（F） どちらでもいいです。 

 

（サブ F） 自由に。 

 

（F） 自由にです。 
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（記入中） 

 

（サブ F） はい、お時間です。 

 

（F） そうしましたら、今度はこちらに貼るのですね？ 

 

（サブ F） そうですね。8 番ですね。 

 

（F） 今度は 8 番ですか。また読み上げて、意見を言うわけですね。では、 

 

（サブ F） 今度はどなたから行きますか？ 真ん中辺りですか？ 

 

（F） え？ 真ん中辺り？ では、私から時計回りで。 

 ちょっと聞きたいのは、少ない量で大きなエネルギーというのは、どういうことか分か

らないので、あとで教えてください。 

 それから、35 番、36 番ですか、処理ができないのはなぜなのか。 

 

（サブ F） 廃棄物のことですね。 

 

（F） それから、〔地域を破壊する〕というのは、もう少し具体的に、こんなことですよ

というのを聞きたいです。以上です。 

 では、こちらの方から。 

 

―― はい。コストが高い、安いの両方が出ているので、専門家の方のお話を聞きたいと

いうことと。 

 電気がない生活は、今は私には考えられないのですけれども、レベルを下げることはで

きるかもしれない。そのレベルを下げるというのは、どの程度までのことを言うのかなと。

以上 2 点です。 

 

―― はい。安全というときに、何をもって安全と言うのかなと。 

 あとは、発電コストのお話は、私が持ってきた資料にあるので、あとで見ていただけれ

ばと思います。原子力発電の多いフランスでも、電気代は日本より低いですよということ

があります。 

 あと、原子力だけではないですけど、リスクがない電源はそもそもないということ。 

 あと、〔核を手放したくない〕という話がありましたが、日本は核兵器をそもそも持って
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いないんじゃないですか？ 

 あとは、利点と欠点のバランスですね。どの電源を使うかというのも、代替電源があり

ますけれども、利点と欠点のバランスが大事ではないかということです。 

 

（F） では、とりあえず、次の方、どうぞ。 

 

―― はい。同じですね。コストは本当はどうなのでしょうかと。誰も分からないのかな

と。 

 それから、これも同じかな。他の電源のみで、これから日本は本当にいけるのでしょう

かという不安を持っているということです。以上です。 

 

（F） はい。では、次の方。 

 

―― 発電コストが高いということですけれども、これが必要と思う理由と、必要ないと

思う理由で逆になっているようなので、どちらがどちらなのでしょうかと。 

 あと、〔CO2を出す〕という意見がありましたが、これは「ゼロではない」ということで

はないのでしょうかと。 

 あと、〔利権のため〕とあるのですけれども、原子力ムラに限らず、他にも利権はあるの

ではないかと。 

 

―― ああ、限らないのではないかと。 

 

―― はい。そうです。 

 

（F） ありがとうございます。次の方。 

 

―― はい。コストはどこからどこまでを考えるのか、ということです。 終処分を含め

て考えるべきなのか。それとも、発電している、燃料を燃やしている部分だけでコストを

考えるのか。どこまで考えるのかなというところが気になります。はい。 

 

（F） お願いします。 

 

―― ええと、安定供給は現実を見れば嘘。 

 それから、3 番に〔ベース電源〕とありますが、そうではなくて、一度運転を始められた

ら、止められないということだと思います。 

 それから、10 から 13 番の意見に対して、一体どこが安いんだ。 
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 それから、9 番に対しては、化石燃料よりウランのほうが早くなくなります。 

 それから、発電するまで CO2 を使っているということが言われていない。これが何番か

な。15 から 18 番ですね。 

 

―― まあ、程度問題ですよね。量が多いか少ないか、なので。 

 

（F） ありがとうございます。それでは、 

 

―― あ、すみません、ちょっと言い忘れていたのですけれども。これを話すときに、今

原子力が要る、要らないの話をしているのか、将来の話をしているのか。そこがちょっと

あるなと。石油が枯渇してくるという話もあるので、タイミングも考える必要があるので

はないか。〔いつの時代を見据えるのか？〕ということです。 

 

（F） はい。これで意見が出ましたので、 

 

（サブ F） 9 番です。 

 

（F） 9 番ですか。ええと、それぞれの意見に対して、質問、もしくはコメントを自由に

言っていただきたいと思います。意見と意見のつながりが、なくてもよろしいかとは思う

のですけれども、できましたら、多くのコメントをいただければと思います。それから、

サブファシリテーターさんのほうで、今度はキーワードを付箋に書きますので、それも含

めて、発言された方はよろしくお願いしたいと思います。それでは、これは 20 分程度の時

間でよろしいですか？ 

 

（サブ F） はい。 

 

（F） では、20 分程度でやりますので、またタイムが来たらよろしくお願いしたいと思

います。自由に質問、発言をしていきたいと思いますけれども、どういうふうにしましょ

うか。まず、市民側で、どなたかご意見は？ 何かありますか？ 

 

―― コストの問題が我々はやっぱり一番心配で、これからどんどん上がっていくのでは

ないかというようなことが言われていますけれども、本当のところはどうなのでしょう

か？ 今、ございますか？ 

 

―― そんなこともあろうかと。 
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―― ぜひ教えてください。 

 

―― 参考資料のほうを見てください。眠たい目をこすりながら作ってきたのですけれど

も。 

 ええと、後ろから 3 枚目、「原子力の必要性を考えるネタ 電気料金の推移」というのを

つけさせていただいています。ここを見ていただくと、図 4 に日本の電気料金の推移があ

って、福島以降上がってきていますよね。その上の図 3、電気料金の国際比較というところ

で、アメリカとかフランスとか、あ、各電力の発電割合は実はその 2 ページ前にあって、

フランスは 79％が原発なのですね。 

 

―― へー。 

 

―― それで、電気料金が、見ていただくと、フランスは税金込みで、家庭用が 17.5 セン

トパーキロワットアワーですね。産業用は 11.6。原発を持っていないドイツがその隣です

けれども、フランスはドイツよりは安いよねと。で、アメリカもそういったところがある

ので、安いのではないかと。アメリカは燃料の処分もしていますので。 

 まあ、割合の話もありますから。 

 

―― 割合がすごいですね。 

 

―― フランスは自前で作って、他国に売っているので。 

 

―― 日本だと無理ですよね。 

 

（サブF） いろいろな話ができるように（1人があまり長く話さないようにしてください）。

議論を進める中のちょっとした話はいいと思うのですけれども。 

 

（F） そちらの方、何かありますか？ 

 

―― 今話してくださったのは、これ（コスト）ですよね。 

 

―― あの、今コストの話が出ましたけれども、経済産業省が電力のコストを試算してい

るのです。それは、発電所のモデルを作って、それがどのように運転して、という計算で

す。で、そうすると、原子力はずいぶん安く出るのですよ。 

 ところが、日本の原子力はちゃんと動いていない。あとは、廃棄物の問題とかいろいろ

あるのですよ。 
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 ええと、立命館大学の大島先生がコストについて論文を書いていて、電力会社のそれぞ

れの会計から算出したものでは原子力は高いということは、もうはっきりしています。そ

れはもう勝負がついていると私は思っています。 

 今日の資料の私の回答のところに、参考資料を紹介していますので、後で読んでくださ

い。慶応大学の金子さんとか、立命館大学の先生が、ちゃんとそういう算出をしています。

原子力は高いです。ましてや廃棄物のこと、今度の事故のことを入れたら、もう天文学的

です。ですから、アメリカではすでに原子力発電所を作っていません。 

 

―― 作ってはいないですが、運転はしています。まあ、今の算出方法のお話は、日本の

話だったと思ったので、私は海外の資料を持ってきたというところがあります。見ていた

だければと思います。 

 

（サブ F） すみません、今のご発言が拾い切れなかったのですが、これの他に追加するこ

とはありますか？ 

 

―― まあ、いいんじゃないですか。 

 

（サブ F） たぶん全部網羅はできていないと思うので。 

 あと、レポートを見てくださいというのもひとつのお答えだったと思うので、つけてお

きます。 

 

―― あ、それで言えば、前回、こういう試算表を出しています。これは湖西市の三上市

長が出したものです。まあ、極端な面もあります。保険代とかも入っています。原子力発

電所は、普通の発電所の、もう 10 倍ですよ。 

 

（サブ F） では、1 人 1 分を過ぎているので。 

 

―― それぞれの算出方法によって、入れる、入れないという部分があって、高い、低い

の幅が出ているのですよ。 

 あと、今原発が動いていなければ、ウラン燃料の価格も安くなっている。逆に、今使っ

ている燃料は（高くなっている）。需用と供給なわけですね。そういう影響も受けますよね。 

 とにかく、安い、高いというのは、時間でいろいろ動いたり、算出方法で変わったりし

ますので、そう簡単に言っていいものかなとちょっと思うんですよね。 

 必要と思う方は、原発の発電コストは安いと思うのでしょうし、必要ないという方は、

算出方法が違うので、高いのではないかと言っていると思うので。そこら辺を、 
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（サブ F） 算出方法を明らかに、 

 

―― 算出方法と、あと時間と、需要と供給の関係で、原燃料価格が変動するということ

もあるので。 

 

―― 時期にもよると。 

 

―― そうです。 

 

―― 今はそうだけど、来年はまた分からないと。 

 

（F） そちらの方、何かありますか？ 

 

―― そうですね、私は理系の人間なので、ちょっとそういう部分で考えることがあって。

そういった何かしらの比較というのは、同じ定規、ものさしで測らないといけないものな

のです。 

 

（サブ F） これでよろしいですか？（付箋の確認） 

 

―― 需要と供給です。 

 

―― そうやって比較して判断することがとても大切で。仮にここが同じでしょうといっ

ても、独りよがりになってしまうケースがままあるので。シミュレーションとか、そうい

った部分をはき違えてしまうと、意味合いがつかなくなってしまったりするので。そうい

った定量的な部分は、確実に、まあけじめというわけではないのですけれども、きっちり

設定しないと、しっちゃかめっちゃかになってしまうことがある。 

 

―― なるほど。 

 

（F） それは例えば国際基準とか、そういうことになるのですか？ 

 

―― そうですね。そういうふうに、定量の基準を設けたりせざるを得ない。 

 

（サブ F） 今のお話は、これでよろしいですか？（付箋の確認） 

 

―― そうですね。同じものさしでないと、判断しづらいです。 
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（F） ちょっとお聞きしたいのですが、モデルケースというのは、具体的にはどのような

ものですか？ 

 

―― 発電所を作るのに、このくらいのコストがかかるっていう、要するに見積もりがあ

りますよね。発電所を何日間運転して、何日間定期検査があるから、10 年運転すると、運

転期間はこれくらいになる。そのときに発電する電力はこうなる、とか。そういうことを

計算していたのだけれども、実際は、原子力発電はそうやって動いていない。それから、

廃棄物の処理もうまくいっていない。そういうところのコストを全然入れないでやってい

ると。 

 

（F） では、それは机上の計算ということですか？ 

 

―― そう、机上の計算です。簡単に言えばそういうことです。経済産業省は机上のモデ

ルです。 

 で、先ほど言った大島先生は、電力会社の会計情報を基に算出している。だから現実、

ものさしのやり方が、まあ、同じものさしと言われましたけれども、正しいものさしを使

わなければ意味がない。 

 

（F） 実際のものを使って出すと？ 

 

―― そうです。実際のもので。で、仕方がないから、 

 

（F） では、いかようにも変えられると。 

 

―― そういうことです。 

 

―― それはだから、先ほどのものさしの話で、ものさしが正しいかどうかということも

議論になる、 

 

―― いや、同じではなくて、正しいかどうかということが重要です。そのときに、原子

力は絶対に正しくない。今、政府が言っていることは。 

 

（F） いや、分かりました。 

 そうすると、どういう基準、ものさしというか、がいいのか。今のお話は、一言で言う

と、 
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―― まあ、それはきちんと情報公開して、電力会社の会計情報を出せば、分かりますよ

ね。あとは、いろいろなところに原子力発電所を作るときに、原発だけじゃないけれども、

特に原発は地方交付税をいっぱい出しているのですよ。地方交付税とか、そういうお金を

出している。そういうものを皆集めてくれば、コストなんか、そういう情報公開をきちっ

として、やればいいです。 

 

（サブ F） では。 

 

（F） そちらの方、お願いします。 

 

―― そういう話は、市民に下りてくる前に、専門家の方たちでもう少し話をすり合わせ

るべきではないかしらと思ったりもするのですけれども。正反対の意見を聞くと、市民は

混乱しますよね。 

 

―― ああ、それは、専門家と言われますけれども、なんていうか、「専門家」という人が

いるわけじゃないし。我々の専門はそれぞれ違うから。 

 

―― ああ、専門が違う。そうそう、それもここに来て初めて分かったことで、市民的に

はそんなことはあまり分からないので、ひとくくりなので、もうちょっとそちらのほうで

話をまとめてから下ろしたらどうかと思ったりもするのですけれども。 

 

―― そこが、先ほどそちらの方が「正しいものさしを使うべき」と言われましたが、私

のほうからすると、それがなぜ正しいのかというのを見たことがないから、そちらの方は

「私はこれが正しい」と言うのだけど、正しいということをどうやって判断しているんだ、

というところを今私は理解していないので、話半分で聞いているというのが正直なところ

です。 

 

（F） 私も、申し訳ないけれども、そういう、 

 

（サブ F） ちょっと整理します。そちらの方のご意見はこうですね？ 

 

―― そうです。一般市民から見ると、ついつい、そういうふうに思ってしまいます。 

 

（サブ F） で、専門家の中でも専門が違うと。 
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―― 専門はいろいろ。 

 で、何が正しいのかというのを、どう判断された上で言われているのか。 

 

（サブ F） ああ、どう判断するのかということを、 

 

（F） 判断する、そのデータはこういう計算に基づいて出した数字です、とか。だから、

これはこういう影響がある、ない、とか。そこまでのものを出していただければ、私たち、

というか私も、そういうもので判断します。で、分からなければ、専門家に、さらに確認

をする。と私は思います。 

 そのやり取りがなかなか、 

 

―― そう、先に、そうです。それをなかなか、 

 

（サブ F） 市民が考えるための判断材料を専門家からほしいということですか？ 

 

―― うーん。 

 

―― ちょっといいですか？ 

 

―― この会とかに参加して思っているのは、専門家側が、こうですという結論を言うべ

きではないと思っています。私としては、判断材料をいっぱい提示して、それを基に、判

断は市民の方にしていただくのがいいなと思って。なので、そういうしゃべり方をさせて

いただいています。 

 

―― ちょっといいですか？ 

 

（サブ F） あ、ちょっと待ってください。 

 

（F） あ、すみません。 

 

―― いいですか？ 

 

（F） はい。 

 

―― ひとつは、先ほど専門家の間で結論を出してくれとおっしゃったけど、いわゆる原

子力の専門家は、99％が推進派です。しかも、政府から優先的にお金をもらっています。
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それで食っている人たちです。で、反対する人たちは 1％とか、そのくらいです。ですから、

かみ合うわけがありません。申し訳ないけれども。 

 

―― それは違うと思うけど。 

 

―― で、それからもうひとつ。私はむしろ市民の立場で勉強してきました。市民が勉強

しなければ、本当の姿は分かりません。申し訳ないけれども、勉強してください。 

 それで、コストの問題については、こちらの参考資料の、私が前回いただいた質問に対

して答えているところで、14 番の〔廃棄物も含めてコストは石炭火力と同じ程度〕に対す

る回答で、金子勝と大島堅一の本を紹介しています。特に、大島堅一の本は、大佛次郎論

壇賞という賞をもらっています。ですから、それを読んでいただければ、今私が言ったこ

とが分かります。 

 

（サブ F） 発言を確認させてください。違ければ、補足をお願いします。 

 

―― あ、これでいいですよ。 

 

―― 確かに化石燃料と言ったらあれだけれども、石炭のコストが全てと聞いてはいない

のですよね。ただ、石炭火力をまた昔のように流行らせると、いろいろ問題が出てくるの

ではないかと思っているのですよ。だから、算出方法と、需給と、時間ですか。そういう

ものによって変動があるので、そう簡単に言いづらいので、 

 

（サブ F） 今おっしゃったのは、これですか？ 

 

―― ああ、はい。（簡単には）言いづらいのではないかなとは思っているのですね。そし

て、原発は石炭よりはコストは優れているのではないかと私は思っていて。 

 

（サブ F） 火力というか、石炭ですか。 

 

―― 石炭のほうが安いですよね。 

 

―― 今までのやり方だとしたらですか。でも、大電源としてやるのだったら、例えば廃

棄物も、CO2 以外にもいろいろ出てくるのではないか。コストがね。原発の廃棄物のよう

な、新しい廃棄物問題が出てくるのではないかと思っているので、そう簡単に、コストが

高い、低いとはちょっと言えないかなと。 
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―― 石炭火力も、例えば環境が悪化して、空気の問題とか、CO2、温暖化対策費用は入っ

ていないとか。そういうことでしょうか。 

 

―― そうですね。石油以上に石炭は温暖化対策費用がかかります。 

 

―― そういうものが入っていないので、そういう意味では、同じものさしというと、な

かなか難しいのではないかと。 

 

―― そういうことです。 

 

―― どこまで考えるかというのは確かにありますね。 

 

（サブ F） そちらの方にお話を聞きましょう。 

 

―― コストの話は、どういう意味でのコストかというのは置いておいて、今我々が思っ

ているのは、月々の電気料金が上がっていますよね。どんどん、どんどん上がっています

よね。さらに、この前、朝日新聞でしたっけ、事故の処理費用がさらに追加されるみたい

な話題も出てきましたよね。ということで、我々一般市民というのは、電気料金というの

はどこから発生しているのかなと。そういう具体的なものがあればいいなと思うのですけ

れども。今、結局、火力で全部賄っているわけじゃないですか。だから高くなっているの

ですか？ 

 

―― いや、違います。 

 

―― いや、それを違うと言い切るのはちょっとどうかと思うのですけれども。高いのは

火力の影響もあるとは思います。 

 

（F） こちらの方が言っているのは、電気料金が高くなっているのは、何と何が入ってい

てこういう金額になりましたという情報がないので、心配だということですよね。 

 

―― そうですよね。報道で、さらにまた増えるという話が出ていましたので。それで、

政府が、原子力を運転しないといけない、っていうふうになんとなくなっていく、という

ストーリーが見えるような気がして。 

 

（サブ F） あの、このグループワークが終わるまで、あと 20 分弱、17 分くらいなのです

が、他の話は大丈夫そうですか？ 
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（F） ひとつは、今話が出た料金のこと。 

 

―― お時間いただいていいですか？ 私の資料の 2 枚目の一番 後を見てください。こ

の資料は、本当は今日のために作ってきたのです。この前、大飯の原子力発電所の差し止

め訴訟裁判があって、 

 

―― すみません、コストの話、 

 

―― いや、コストの話をしているのですよ。コストの話を今からするのですよ。それで、

ええと、 後の「被告のその余の主張について」。ここに今の話が載っています。私の主張

です。 

 被告は原発稼働が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、多数の人

の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いという問題を並べて論じるような議論に

加わり、議論の当否を判断すること自体、法的に許されない。原発停止で多額の貿易赤字

が出るとしても、豊かな国土に国民が根を下して生活していることが国富であり、これを

取り戻すことができなくなることが国富の損失だ。これが判決文です。 

 その下に書いてある二酸化炭素も、読んでいただければその通りです。 

 

（サブ F） はい。では、そろそろ 60 分が過ぎたので、次のグルーピングのほうに移って

ください。 

 

（F） 今度は 10 番になりますね。 

 

（サブ F） ええ。 

 

―― ほとんどコストの話。 

 

（F） 全体としての、コスト、 

 

（サブ F） 全体として、コストの話をされたので、コストの話のところだけ 初にグルー

ピングして、他のテーマも 初にいくつか出てきたので、他のテーマも分けるという感じ

でやったらどうですか。 

 

（F） では、今までのご意見等を含めて、特にコストのことを中心に、グループまとめを

したいと思います。で、もう少し時間があれば、次の話も合わせてしていこうと思うので、



 - 28 - 

よろしくお願いします。 

 そうしましたら、コスト。 

 

（サブ F） コストはこの辺りですね。 

 

―― コストは、高い低いという話はありますが、どうやって算出しているのかとか、い

ろいろな要素があって。 

 

（F） 個人的な感じもあるので、どういうレベルのコストが妥当かというのは、たぶん分

からない。 

 

（サブ F） 今は、今までの流れで出てきた意見をグループ分け、こういう話をしたなとい

うのを、 

 

―― 高い低いというのは、たぶん、何かと比べて高い、低い、だと思います。火力発電

がこれくらいの額だったら、原発がこれくらいに上がっても、別に同じレベルじゃないで

すか。だから、結局価格の高い低いというのは比較の話になるのかなと。 

 

（F） でも、関心事としては、コストというのは非常に関心が多いですよね。 

 

―― 確かに。非常に関心は高い。 

 

（F） それを解決というか、まあ、一歩進めるためには、どうしたらいいのか。 

 

―― 先ほどこちらの方が言われていましたけれども、国際基準でしょうか。 

 

―― どうなのでしょうね。難しいところですね。 

 

―― 算出ルール、 

 

（サブ F） ものさしの話ですよね。 

 

―― ええ。ものさしをどういうふうに設定するかというのを、 

 

―― こちらの方がおっしゃっていたこともまさにそれで、正しいかどうかというのも重

要なポイントだと思いますね。 
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（F） まあ、そちらの方は「正しい」とおっしゃっている。だけど、他の人は、分からな

いと。 

 

―― それが、うーん、どう出てくるのかという、 

 

（F） それはだから、勉強していって、判断を、 

 

―― 今は結論が出ないですよね。 

 だけど、私が言いたいのは、電力会社の会計が出てくるじゃないですか。その企業会計

を見て計算したら高いと言っているのです。今までの実態を計算して。大島さんはそうい

うことでやっているのです。そういうものさしを使っているのですよということです。 

 

―― 企業会計を、その後金額に直すときに、例えば利率がどうとか、あるんです。 

 

―― いや、それは、 

 

―― いや、私が言いたいのは、そういう仮定とかもいっぱいあるじゃないですか。 

 

―― いや、それは、 

 

―― そこは、分からない。 

 

―― 私から言わせれば、重箱の隅をつついているだけじゃないですか？ 

 

―― あ、いや、なので、すみません、そちらの方ほど勉強していないところもあるのか

もしれませんが、「正しい」という話であれば、今の各国の電気料金がそもそもおかしいと

いう話になりますよね。 

 

―― はい。それは他の要因もあります。 

 

―― そういう話がいっぱい出てくると、比較のための「ものさし」って何ですか？ と

いう話になってしまうのです。分からないのですね。 

 

（サブ F） そうしたら、新しいご意見とか、話を深めるのは一旦このくらいにして、すみ

ません、10 番に入りたいので。 
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―― グルーピングですね。 

 

（F） 分かりました。 

 

（サブ F） コストの話が多かったので、コストの中でもいろいろな話が出たので、それを

グループ分けしたいのと。また別のお話が出てきたので、それはその中でグループ分けさ

れたらどうでしょうか。 

 

（F） コストの、 

 

―― 発表する目で見てください。 

 

（サブ F） どうぞ。 

 

―― ええと、どこからどこまでコストの話ですか？ 

 

―― ここからここまでは、全部コストの話をしています。コストの話しかしていないで

すからね。 

 

―― 確かに。 

 

（サブ F） 1 回貼り替えながら。 

 

―― 大事な要素がもっと他にもいろいろあるのだけど。 

 

（F） だから、コストというものが皆非常に関心事としてあるのですよね。では、そのコ

ストの基準というか、高い安いというのかな、何て言えばいいのか、その辺りのものをど

うするのか。まだここには出ていないのですけれども。たぶんそういうことになるのかな

と思います。 

 今の結論は、まさにこの付箋なのですよね。 

 

―― 今の結論は、そうですね。たぶんこの付箋を丸く囲んで、矢印を引いて、〔今は結論

が出ない〕と。 

 

―― 素晴らしい。 
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（F） たぶんそういうことだと思うのですが、どうですか？ 

 

（サブ F） この辺りは、 初に皆さんが 3 分間で書いた付箋ですね。そこから、コストの

問題が一番気になりますねという話になって、説明があって。 

 基準の話はここら辺で、 

 

―― で、どういうものさしで判断すべきなのかと。 

 

（F） で、そのためのデータがほしいということになってくると思います。 

 

（サブ F） これは専門家の話ですね。 

 

（F） で、一方から見れば、そういう意見もある。 

 

（サブ F） 専門家もいろいろな人がいますという話と。市民は勉強すべきですねという話

と。これは判断基準の話ですね。これは横に持っていったほうがいいかな。 

 これは付随して一緒に出てきたことですね。 

 ちょっとこれは置いておいて。こちらでいいですか？ 

 

（F） こう来て、こう来て。 

 

―― （笑） 

 

（サブ F） いろいろな話が出ましたね、本当に。 

 専門家もいろいろな方がいるとか、判断基準の話の延長で、専門家の中で話をもんでく

れとか、それがこの辺りの塊ですね。なので、これらは基準の話の横に貼っておくといい

でしょうか。 

 発表者は、そちらの方ですね。 

 

―― グループワーク 1 の発表は、向こうの模造紙のことでしょう？ 

 

（サブ F） あちらの模造紙と、今の模造紙の両方です。 

 

―― これとこれでグループワーク 1 なのですよ。 
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―― ああ、セット？ 

 

（サブ F） 電気料金の話は、 

 

―― これですね。 終的な結論はここですね。 

 

（F） 関心はすごくある。 

 

―― 関心は高かった。 

 

（サブ F） そちらの方も、どうぞ、まとめに加わってください。 

 

―― いや、まとめは、専門家の間で意見が違ったということじゃないですか。 

 

（サブ F） まあ、まとめというか、キーワード、タイトルをつけていかないといけません。 

 

―― キーワードをつける？ 

 

―― もしくは矢印を引いたり。 

 おっしゃっている通りで、専門家同士で意見が違うという意味で、たぶんこの 2 つが結

論じゃないでしょうか。 

 

（総合 F） あと 5 分で発表にしたいと思います。発表の準備をそろそろ始めてください。

準備ができたところは私に教えてください。 

 

（サブ F） では、この付箋はこちらに持っていきますか。 

 

―― そうしたら、結論と書いて、意見が違うと書いて。 

 

―― 〔今は結論が出ない〕というか、ものさしが要るという話が結論に来るのかなと思

ったのですけれども、そうではない？ 

 

（サブ F） タイトルを、 

 

―― ああ、すみません、タイトルか。〔今は結論が出ない〕に関しては、ものさしをちゃ

んと準備して、評価をしましょうということが結論になってくるのではないでしょうか。 
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（F） 後に、ものさしが必要だということが、 

 

―― それが結論になったのではないかと勝手に思っているのですが。 

 

（F） たぶんそんな感じですね。 

 

―― そこに「ものさしが必要」と書けばいいんじゃないですか。 

 

（サブ F） 「ものさしが必要」で、言葉は大丈夫ですか？ 

 

―― 結論の付箋があれば、 

 

―― こうなりましたよという感じでバシッと説明できるので。 

 

―― そうそう。 

 

（サブ F） グループにタイトルをつけていただくと、見る方が非常に分かりやすいので、

コストだったら「コスト」と大きくタイトルをつけていただいて、その流れで、 

 

―― ここは「コスト」と書けばいいですか？ 

 

（サブ F） どうでしょうか？ タイトルを、この黄色い付箋に書いていいですよ。 

 で、「コスト」という大きなタイトルがあって、その中で、 

 

―― なんか、コストっていろいろな、 

 

―― いろいろな考え方がありますよね。 

 

―― 関心が高い、かな。関心が非常に高いですよと。 

 で、いろいろなものを考えないといけないということ。 

 それで、結論は出ないけれども、ものさしが必要。そんな流れでしょうか。 

 

（サブ F） そういう流れでしょうか。 

 

―― そんな流れでいいですか？ 発表する上で。 
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―― いや、発表といっても、別に。5 分くらいで終わる話ですから。 

 

―― では、「考えるべきこと」をここのタイトルにして。ここに矢印をつけて、こうして、

で、結論としてこういう意見が出ました、という感じでいいでしょうか？ 

 

―― 素晴らしい。 

 

―― 適当ですけれども。あれ？ これ（グループの範囲）はどこからどこまでだ？ こ

こですか？ 

 

（F） じゃあ、この付箋はこちら側に置いておくか。こちら側も少し整理しておきたいの

だけど。 

 

―― そうですね。 

 

（F） こちらも、大雑把にグルーピングをやりますか。 

 

―― 安全の問題と、化石燃料の問題がありますね。安定供給は安全とはちょっと違う。

リスクと、 

 

―― 〔リスクがない電源はない〕。〔何をもって「安全」とするか〕ですね。で、これは

安定供給の話ですか？ 

 

（サブ F） 発表される方は、必要と思う理由、必要ないと思う理由についてのグルーピン

グの結果と、後半の話し合いについては、盛り上がった話題と見える化の結果を中心に発

表してください。青い紙にも書いてありますけれども。 

 

―― 発表は、2 人でどういう感じでやるのですか？ 

 

（総合 F） 話が盛り上がっているようですが、準備が終わったところは私に連絡をくださ

い。ありがとうございます。では、B 班さんの発表を先にしますので、心の準備をお願いし

ます。 

 

―― どう役割分担をするか。これは重要だ、話したいというところがあれば、 
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―― 前半は私が全部話すとか、そういうふうに分けるしかないですよね。 

 

―― 分けるしかないですね。 

 

（総合 F） A 班さん、そろそろよろしいですか？ 

 

（サブ F） はい。（合図を送る） 

 

（総合 F） ありがとうございます。 

 

（サブ F） グループ分けはそろそろよろしいでしょうか？ 

 

―― こちらはまとまっていないですね。 

 

―― まあ、こんな意見もありましたということで。 

 

（サブ F） はい。発表は盛り上がったところでいいので。 

 

（模造紙をホワイトボードに貼る） 

 

＜グループワーク 1 終了＞ 


