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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 2 A 班 

 

（F） 初に席替えをお願いしたいのですけれども。 

 

（席替え） 

 

（サブ F） ありがとうございます。では、お願いいたします。まずは読みましょうか。 

 

（F） はい。そうしたら、進めさせていただきたいと思います。 

 まず、内容を確認したいと思います。出ている質問は、 

 「評価すべき基準（ものさし）は何があると思いますか？」。 

 「専門家の意思統一、違うとのことですが、統一や基準作りへの希望はありますか？」。 

 「専門家の意見のまとめ（基準軸は？）」。 

 「発表者はグループの総意（まとめ）を説明する」。 

 「なぜ今までトータルで判断していないのか」。 

 「専門家としての発言 根拠・背景・専門性 より客観的に」。 

 「廃棄物処分のプロセス開発が進行中」。 

 「使用済み燃料の再処理により長期化が図れる」。 

 「化石燃料が有限／CO2排出」。 

 「原子力ムラの利益は偏見？」。 

 「原発の CO2排出は相対的に少ない」。 

 「コスト評価方法を確立すべき」。 

 「人権を奪う 具体的にどういうことでしょう」。 

 「『必要』『不必要』の判断は何を基準？ 安全だったら原発やる？ コスト安かったら

原発やる？」。 

 「それまで一緒に自由に意見出していたのに『結論』のところで“専門家”と“市民”

を分けたのはなぜ？」。 

 「誰の計算したコストなら信用しますか？」。 

 「ものさしってどうすればみつかるのでしょうか」。 

 「正しいものさしとは？」。 

 ということで、ものさしがたくさんあるので、 

 

（サブ F） よかったら、皆さん、見える方向に集まって、グルーピングを手伝っていただ
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けるとありがたいです。 

 

（F） ものさしに関することだけ、 初にこっちに集めましょうか。 

 

―― それはまとめていいと思います。 

 

―― コストはこちらでしょうか。 

 

（F） コストのものさしになるのでしょうか。ものさしに近い。ですけど、コストのもの

さしって誰がどうやって作ったらいいか、という議論になると、 

 あ、なんか、皆さんうしろにいて、さみしいですね。 

 あとは、「人権を奪うとはどういうことでしょう」とか、「総意を説明してください」と

か、「専門家としての発言は根拠・背景・専門性を客観的に」「専門家の意見のまとめ（基

準軸は？）」、これは発表の話でしょうか。 

 ええと、「統一や基準作りの希望はありますか？」。ものさしの話かな。 

 

―― ものさしでしょうね。 

 

（F） では、ものさしにしましょう。 

 「なぜ今までトータルで判断していないのか」。 

 

―― それは LCA の話だから、経済性やものさしの話ですね。 

 

（F） では、この辺に。ものさしづくりの話と若干ずれていますが、まあいいでしょう。 

 ええと、「廃棄物処分のプロセス開発が進行中」。これはやっていますよというコメント

だと思います。「再処理により長期化が図れる」。こういう観点もありますよという話です

ね。「化石燃料は有限／CO2排出」。「CO2排出は相対的に少ない」。「原子力ムラの利益は偏

見？」。これらは意見でしょうか。 

 

―― その辺じゃないですか。 

 

（F） 「『必要』『不必要』の判断は何を基準？」。これは大きい話ですね。何をもって判

断したらいいか、ということですね。これもものさしの話に関わるのですけれども。 

 「それまで一緒に自由に意見出していたのに」、ああ、そうか、〔市民に知らせる前に専

門家の間で意見の整合を取るべきでは？〕というのはなぜか、ということですね。 
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―― なるほど。 

 

（F） つまり、私が（発表で）余計なことを言ったから。 

 

―― いやいや、そんなことはないですよ（笑）。 

 

（F） なので、これはちょっと、発表に対するコメントということで、たぶん今回の議論

の内容ではないという気がするので、外したいと思います。 

 あとは、「CO2相対的に排出は相対的に少ない」とかはアドバイスなので、質問ではない

ので、これも外します。これも、より長期間使えますよという話、化石燃料にこんな問題

がありますよという話だと思うので。 

 そうすると、質問は実は 2 つになって。ひとつはものさしの話ですね。コストのものさ

し。 

 

（サブ F） そうしたら、質問をうまく一言でまとめていただいて、 

 

（F） コストのものさしをどう作るか、ですね。 

 

―― 「コストのものさしは？」にしたらどうですか。 

 

（サブ F） これが優先順位①で大丈夫ですか？ 

 

（F） あ、しまった。私は、これはなかなか鋭い意見だなと思います。「『必要』『不必要』

の判断は何を基準？」。 

 

―― これは大きいですね。 

 

（F） これは結構大きい話だと思うので。 

 

―― だけど、これもものさしの話ですよね。 

 

（F） そうです。こちらのほうが上に来る。この話の中で、コストの判断をするときに、

こちらが出てくる。 

 

―― じゃあ、これを真ん中にしましょう。真ん中から、こちらに行きますと。 
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（F） そうですね。 

 

（サブ F） そうすると、こちらが①で、こちらが②ですか？ 

 

（F） そう思うのですけれども。どうですか？ 

 

（サブ F） 答える質問としてはどうしましょうかという話になっていますね。 

 

―― 答える質問？ 

 

（サブ F） どの質問に答えます、一番重要な質問はこれです、次はこれです。で、それぞ

れに回答を、 

 

（F） 考えていくと。ただ、答えやすさで選ばないようにしましょうってわざわざ書いて

あるから、質問の重要度としては、たぶんこちらだと私は思うのですけれども、皆さん、

どうですか？ 

 

―― こちらは今日の話のそのものだから、それはその通りでしょう。 

 

―― やっぱり、こちらが①、 

 

―― ええ、この話が。こちらはこの話の一部だから。 

 

（サブ F） では、タイトルをお願いします。 

 

―― 「必要か、不必要か」でいいんじゃないですか。 

 

（F） いや、何をもって判断するか、ということです。 

 

―― ああ、判断基準ってやつですか。 

 

―― 難しいな。 

 

（F） とりあえず。（書き込む） 

 

（サブ F） それで、この質問に対する回答を、この下にこれから貼り出していきますので、
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選ばれなかった質問は下に貼り換えていただけますか。 

 

―― 回答がここに来る？ 

 

（サブ F） そうです。 

 

（F） だからもうこの辺はあまり気にしなくていいと。 

 

―― 下のほうはその他なのですね。 

 

（サブ F） 下にスペースを作るために、上に質問を囲みましょう。そうするとスペースが

できますので。 

 それで、青い紙の下のほうに、発表に関して書いてありますけれども、①の回答をまと

めることに時間がかかっても構いません。①の回答をしっかり作ってから、②の回答に取

り掛かってください。②は途中でも構いません、ということですので、①のほう、より重

要なほうに時間をかけてください。 

 

（F） はい。ということで、順序から言うと、 

 

（サブ F） ファシリテーターさん、読み上げたほうがいいかもしれません。 

 

（F） はい。では、読み上げます。今、3 番まで行きました。この質問に対して、3 分程

度時間を取って、まずこれですね、「①必要／不必要の判断基準」という質問に対して、各

自付箋に回答を書いてください。うまく文章にならない、回答が長くなる、などの場合は

キーワード、何かしらご意見をいただくようにお願いします。付箋のストックをお願いし

ます。まずは 3 分程度、これに対する回答を皆様なりに書いてください。よろしくお願い

いたします。 

 

（記入中） 

 

―― ストレートな質問だから、答えにくい。 

 

（記入中） 

 

（F） 0、1 じゃないっていう気がしてきた。難しいですね。 
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（記入中） 

 

（F） 時間になりましたけれども、どうでしょうか？ 

 

（サブ F） 今書いている付箋が書き終わったらにしましょうか。 

 

（F） 相当ハードですね。 

 はい。そうしたら、回答を、まずは私から。 

 利点・欠点ですね。いろいろな発電方式がありますけれども、それらの利点・欠点を比

較して、コストで選ぶということ。そして、コストで選ぶときに、先ほど話が出たような

いろいろな要素を入れる。それから、こちらがあったほうがこちらが安くなる、例えば、

化石燃料の価格交渉のために原子力があったほうがいいとか、そういう考え方もあるので、

そういうことも含めて全般で比較して、 後の 後比較しようとすると、もうコストくら

いしか比較のしようがないと思ったので、それで比較するというのが私の意見です。 

 

（サブ F） 他の発電方法との組み合わせも考えて、ということですか？ 

 

（F） はい。だから、その比較の結果、0、1 になるとは限らない。 

 

（サブ F） 1 つの発電方法に絞らなくてもいい、ということもこの中には入っていると。 

 

（F） はい。 

 では、どうぞ。 

 

―― はい。何で判断するかということなので、人体に安全であるかどうか、というもの

で判断する。 

 

（F） 判断基準がいろいろある中で、 

 

―― そうです。優先順位は人体に影響があるかないか。そういう安全面で、必要か必要

じゃないか判断する。 

 

（F） お願いします。 

 

―― ええと、答えなのかどうか分からないですけれども。コストであれば、正確な会計

方法を提示していただきたい。どれくらい人件費がかかっているのかとか。例えば警備費
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用とか。そういういろいろなことがありますよね。まあ、1 円単位とは言いませんけれども、

万円単位で、そういった情報を提示して、判断基準のひとつとして加えていただきたいと

思います。 

 

―― 同じようなことなのですけれども、発電方法ごとに LCA、 

 

（F） ライフサイクルアセスメントですね。 

 

―― ええ。前回こういう意見が出てきたんですよ。この C を、サイクルではなくてコス

トにして、評価手法を確立しませんかと。まあ同じことですね。 

 

―― ちょっといいですか。LCA をやるとして、情報が全然開示されていないのですよね。 

 

（F） なので、情報の開示の話もあるし、今の話としては、だから評価の手法を確立する

必要がありますねという話ですね。 

 

―― そうですね。 

 

（F） ありがとうございます。 

 

（サブ F） すみません、先ほどのファシリテーターさんの追加のご意見は、これでよろし

いですか？ 

 

（F） そうですね。1 つに絞るというのは、かえって危ういということです。 

 

―― 私も同じで、やはりコストです。他の発電とのコストの差がどうなのか。そういう

判断材料。 

 あと、人体にも関わる話だと思うのですけれども、環境問題として許せる範囲内ってど

んな範囲か。そういう判断材料です。 

 

（サブ F） これでよろしいですか？（付箋の確認） 

 

―― ああ、はい。 

 

（F） それでは次の方。 
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―― 私のほうは、安全性と経済の考え方です。「経済性」ではありません。「経済の考え

方」なのです。 

 で、それは今日の私の資料に書いてあります。大飯の判決文です。もう一度見ていただ

きたいのですが、まあ、事故を防げるような完全な安全性を作らなければ、もう原子力発

電は許されるものではないという意味です。ここに書いてあるように、自然災害や戦争以

外で、このような広範な人々の権利が阻害された事故はないわけです。それを守れないよ

うだったらば、発電はするべきではないということです。 

 それから、先ほども申し上げましたが、基準地震動の問題もありますが、それはともか

くとして、電気代が高いとか安いとかいう論理の前の話だと。経済的な問題として。それ

をきちっと考えてくださいというのが私の趣旨です。 

 

（サブ F） 今の意見をまとめると、 

 

（F） ええと、経済的な理由で判断すべきではない、というのがひとつ。 

 

―― いや、経済的な理由ではないですよ。 

 

（F） いや、1 つ目はそうですよね。 

 

―― 要するに、原発のコストよりもっと大切な経済的なコストがあるでしょうと言って

います。社会的コストを損失、 

 

（サブ F） ああ、経済的コスト、お金ではなくて、命ということですか？ 

 

―― いや、社会コストです。社会コスト、それから命も含めてです。いや、ここに書い

てある通りです。 

 

―― 「経済」というのは広いですよね。 

 

―― 広い。だけど、事故で 15 万人以上も避難しているじゃないですか。原子力発電所は

その人たちの経済を全部潰しているのですよ。その実態を踏まえてくださいということで

す。 

 

（F） あとは、事故が起こる可能性がゼロでなければいけないという話がありましたので、 

 

（サブ F） こちらでよろしいですか？（付箋の確認） 



 - 9 - 

 

―― そうですね。それでいいと思います。 

 

（F） あとは、極めて広範なやつがあるといけないという話だったので、ゼロリスクとい

うことでしょうか。 

 

―― ゼロリスクというか、 

 

（F） 少しでもあればという話、 

 

―― 少しでもあれば、うん、そうですね。 

 

（F） ゼロリスクでなければ駄目だという主張だと思いますが。 

 

―― そういうことが守れないならば。そのリスクの大きさがあまりにも大きいので。リ

スクが小さければいいですよ。ゼロリスクじゃなくてもいいのだけど。一旦事故が起きる

と、リスクがあまりにも大きいので。その枕言葉がつくということです。 

 

（F） 「リスク」という用語は、機会かける損失範囲だと思うので、そういう意味では、

低確率のリスクも十分に考慮しなければいけないという話ですか？ 

 

―― いや、だからそうじゃないです。リスクの大きさが、一度起こるとあまりにも大き

いので。今、「リスク」は機会と事故の大きさの掛け算だとおっしゃいましたけれども、私

は、今回の原子力発電所の事故は、それが許されない事故だと言っているのです。いいで

すか？ 機会が 1 万年に 1 回とか、5000 年に 1 回とか、 

 

（F） そういうことではないということですね。 

 

―― そういうことです。 

 

（F） 影響が大きいので、あってはいけないと。 

 

―― そうですね。そういうものじゃないですかと。 

 

（F） ではすみません、そちらの方、お願いします。 
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（総合 F） 20 分経ちました。あと 10 分で発表していただきます。もし②の質問まで話し

合いが行かなかったら、①だけでも構いません。よろしくお願いします。 

 

―― 私は、信頼のおける利害関係のない人が話してくれたら、割と納得するかもしれま

せん。 

 

（F） ああ、なるほど。判断基準が、 

 

―― ええ。判断基準がそれ。で、安全で安かったら、もちろん原発でもいいと思います。 

 

（F） なるほど。 

 

（サブ F） これでよろしいですか？（付箋の確認） 

 

―― 「ゼロリスクは守られなければいけない」というのは、私はあまり好きではないの

ですよね。そうではないです。リスクの大きさがあまりにも大きいので、 

 

（F） たぶん、「リスク」という言葉が誤解を生んでいて、「被害の大きさ」という言い方

のほうがいいですね。 

 

―― まあ、それでもいいですよ。 

 

（F） 事故時の被害があまりにも大きいのでいけない、という意見。 

 

―― まあ、それでもいいですよ。いや、万が一にでも可能性があるなら、許されないと

言っています。 

 

―― もとに戻れないから。 

 

―― そうです。 

 

（サブ F） では、この続きは、「許されない」でいいですか？（付箋の確認） 

 

―― じゃあそれでいいです。 

 

（F） いや、面倒くさがらないでくださいよ。 
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―― あの、後でこれを読んでください。帰ってから。 

 

（F） すみません、このフォーラムは、この場で議論する場でございますので、 

 

―― だから、聞かれたから、私はそういう答えしかないです。それ以上は。 

 

（F） はい、分かりました。では、そういうことで。 

 では、皆さんの案が出ましたので、ええと、 

 

（サブ F） 時間的には②に移る時間ではあるのですけれども、もう少し深めたほうがいい

ようであれば、 

 

（F） 1 回整理をしたほうがいいですね。 

 

（サブ F） そうですね。回答としてまとめないといけないので。 

 

（F） 1 回整理をしたいと思います。結構お話がたくさん出たのですけれども、それらは、

判断基準の、なんだろう、項目の例の話かなと。 

 あとはこちらの方から出していただいた、説明者の話があります。説明者の話は、判断

基準のほうとは少し違うのかなと。 

 

―― あ、はい。 

 

（F） あ、いや、この中の話から外れているので、ちょっと話を分けておきます。 

 あとは、コストという意見と。 

 コストじゃないというお話と。 

 これはコストですね。 

 それから、情報が出ていないという話と。 

 あとは安全ですね。安全と環境問題の話。 

 〔判断基準は安全性と経済の考え方です〕というのは、判断基準なので、こちらでいい

でしょうか？ 

 

（サブ F） いいと思います。 

 

（F） 私が 初に出した、〔利点・欠点を他の発電方式と比較して選定する〕というとこ
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ろが、やはり趣旨としてあるのかなと思います。 

 で、その比較の項目として、コスト、安全性、環境問題。こういうことを勘案して決め

ていくということ。 

 で、そのときに、やはり説明責任というのは必要だと思いますので、説明する方は信頼

のおける利害関係のない人であるべきだろうというご意見が出ていますね。 

 

―― はい。 

 

（F） その結果、そちらの方のご意見としては、安全で安かったら原発でもいいと。まあ、

そこで何が選ばれるかという話だと思います。ええと、 

 

（サブ F） 回答は並列でもかまいません。ひとつにまとめなくても。 

 

―― （利害関係が）ない人って、例えばどういう人ですか？ 

 

―― どうなのでしょうね。やっぱり、金銭の発生しない感じでしょうか。 

 

（F） 広い意味で言うと、我々は全員電気料金を払っているので、 

 

―― 電気料金ではなくて、原発で、 初の頃にお話ししていた、 

 

（F） いわゆる原子力ムラと言われている人たち？ 

 

―― そうですよね。 

 

―― 次回また（話し合いのテーマが「原子力ムラ」に）戻ると思うのですけど、原子力

ムラというのは、政府関係者、それから東電、原子力なんとか委員会、いっぱいあるんで

すよ。それが全部原子力ムラ。 

 

―― その委員の中でも、ちょっと反対の方もいますよね。厳しい意見を言う方。 

 

―― 今度外されますから、大丈夫ですよ。 

 

―― そうですよね。だからそういうのは、 

 

―― 外されるから大丈夫っていう言い方もよく分からないんだけれども（笑）。 
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―― 駄目だ、駄目だと言う人は首を切られてしまう。 

 

―― だから、それはもうそういうふうにやっているのだから、理想と現実は違うという

話ですね。 

 

―― 確かにそうですね。難しいですよ。 

 

―― そうですよね。 

 

（サブ F） ええと、利害関係というのは、 

 

―― でも、難しいですよね。説明するにあたって、利害関係のない人というのはなかな

かいないわけですから。 

 

（サブ F） でも、電気料金の話ではないとおっしゃっていましたよね。 

 

―― そういうことですね。 

 

―― ただ、ドイツやアメリカでは、もうちょっとスムーズにやっていると思いますね。

日本みたいなことはやっていないので（笑）。 

 

―― では、例えば、日本ではなくて他の国から、 

 

―― ああ、そういうのでもいいかもしれませんね。 

 

（総合 F） あと 5 分で発表していただきます。 

 

―― 例えば、ドイツは、委員会から技術者を全部排除して（原発を）やめているのです。

政治学者とか、社会学者とか、倫理学者を入れてやったのですね。 

 

―― B 班にも、言えない立場の人がいるという話があったじゃないですか。やはりそうい

う人がいるのは事実じゃないかなと思って。 

 

（サブ F） ええと、政治家とか、 
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―― 政治家というか、ドイツでは社会学者とか、倫理学者とか、そういう方。 

 

（F） 一応判断基準的に言うと、コスト、安全、環境、このくらいを含めて比較して、選

びますというところでしょうか。判断基準と言われたら、こういうものがあると。 

 

―― これらのメリット、デメリットは何かというのは、整理して出してもらう。この付

箋はそういうことですよね。 

 

（F） はい。 

 

（サブ F） 簡単にまとめるとどういうことになりますか？ 簡単にはいかないかもしれな

いけど。 

 

（F） これが回答かなと思って。 

 

（サブ F） 発表用に、書いていただけますか。 

 

（F） あ、書くのですか。 

 

（サブ F） でも、発表されるのはこちらのお二人ですからね。 

 

―― その黄色い付箋に書いて、貼ったらどうですか。それが回答ですって。 

 

―― そういう意見が出ましたよ、って書いたら、（発表が）進めやすいんじゃないですか。 

 

（F） コスト、あとは安全、環境問題などを、（書き込みながら）いろいろな発電方法、

でしょうか。キリバスみたいな南国の人だったら、たぶん地球温暖化にかなりセンシティ

ブだから、火力発電をやると言ったら、「お前ら、うちを沈ます気か」っていう話はあるか

もしれない。 

 

―― それはもちろん。 

 

（F） そういうのも踏まえて。ええと、 

 

―― ひとつの問題じゃない。 
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（F） ええと、発電方式ごとに比較して判断する（書き込みながら）。玉虫色ですね。ま

あ、そうですよね。1 つの指標で決まるわけがないし。 

 時間はどうですか？ 

 

（サブ F） あと 2、3 分です。 

 

（F） では、②は難しいですけれども。 

 

―― ここの付箋は、ひとつのまとまりでいいのでしょうか？ 

 

（サブ F） 発表するときに分けたほうがよければ、分けたほうがいいと思います。 

 

―― 例えば、ここがコストの問題。この 3 つでしょうか。 

 

（F） ここが「コスト」ですね。こうかな。（書き込む） 

 

―― そうですね。 

 これは安全、 

 

（F） いや、このご意見は、安全と経済と両方入っているので、真ん中に置きましょう。 

 で、「安全」ですね。（書き込む） 

 

（総合 F） あと 1 分で共有します。 

 

（F） こちらは「環境」でしょうか。（書き込む）すみません、字が汚くて。 

 

（サブ F） 説明者の方、大丈夫ですか？ 

 

（総合 F） 答えの共有に関しては、A 班さんに先に発表していただきたいと思います。B

班さん、話し合いが終わったら、こちらに来てもらえますか。 

 

（サブ F） ここの付箋はずらしましょう。その他の付箋なので、ここに線を引いていただ

いていいですか。 

 

（F） なるほど。 
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（サブ F） 発表は、こちらのお二人ですね？ 

 

―― ②は？ 

 

（F） ②は、今回はなしだったので。 

 

―― ああ、①だけということですね。 

 

（総合 F） ありがとうございます。順序として、A 班さんに先にやっていただきます。先

ほどと逆にしましょう。B 班さんは、A 班のほうに来ていただけますか。 

 

（発表者 2 人が発表の手順を確認） 

 

＜グループワーク 2 終了＞ 


