
 - 1 - 

原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ 

「原子力ムラ」の境界を越えるためのコミュニケーション・フィールドの試行 

第 1 回外部評価委員会 

逐語録 

 

 

（木村） それでは、原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ、「原子力ムラの境界を越え

るためのコミュニケーション・フィールドの試行」第 1 回外部評価委員会を開催させてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 通常、外部評価委員会というと、先生方に委員長をお願いしてというスタイルをとるこ

とのほうが多いように聞いていますけれども、今日は、皆さんからご意見をいろいろお聞

きしようということで、我々のほうで議事を仕切っていってしまいますので、よろしくお

願いします。ぜひご意見をいろいろお聞かせいただけばと思います。 

 まずは資料の確認をいたします。まず、議事次第があると思います（1-0）。次が、平成

24 年度メンバー一覧です（1-1）。次が業務計画書です（1-2）。次は、パワーポイント資料

です（1-3）。次が、スケジュール表です（1-4）。次が、進捗状況と今後の予定（概略）とい

うものです（1-5）。 

 次からは参考資料になります。第 1 回業務推進全体会合の議事録案（1-6）、第 1 回社会

調査コアグループ議事メモ（1-7）、第 2 回社会調査コアグループ議事メモ（1-8）、第 1 回

フォーラム検討会議の議事録案（1-9）、第 2 回フォーラム検討会議の議事録案（1-10）に

なります。 後に、フォーラムに関する議論の整理（1-11）ということで、11 種類の資料

が配られていると思いますが、いかがでしょうか。 

 

 この業務は 10 月 17 日に契約が結ばれて、業務を開始しました。本来であれば外部評価

委員会は、その後すぐに開催できればよかったのですが、いろいろありましてこの時期に

なってしまいました。 

 今年度は 3 月で終わりですので、1 ヶ月経っておりますと、かなり業務が進んでいるとこ

ろもあります。当初の予定では、 初にコンセプト等でご意見をお伺いするだけの予定だ

ったのですけれども、今日は時間があればその後の進捗もご報告をして、それに関しても

意見をいただこうかと思っています。よろしくお願いいたします。 
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0．自己紹介 

 

（木村） それでは、まずは自己紹介をしていこうと思います。1-1 がメンバー表というこ

とで、外部評価委員の先生方も、下のほうに名前を書かせていただいております。 

 私は、メンバー表の 1 番目、東京大学大学院工学系研究科原子力専攻の木村と申します。

研究代表者を務めておりますので、今日は皆様には、ぜひ忌憚のないご意見をいただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（土田） 2 番目に書いてあります土田と申します。この業務に関しては、日本原子力学会

の特別専門委員会主査という立場で関わっております。所属は関西大学の社会安全学部に

なります。外部評価委員をお願いしました安部先生と同じ学部になります。仕事としては、

社会調査のほうの担当をしております。よろしくお願いいたします。 

 

（神崎） 3 番目が、NPO 法人パブリック・アウトリーチの神崎と申します。仕事の中身

は、実際にコミュニケーション・フィールド（フォーラム）を設計する、それからフォー

ラムを運営する、フォーラムの参加者を決める。そういうところを担当しております。で

も、ほとんど元気ネットさんにアイディアを頂戴して、ありがたく、今進めているところ

でございます。 

 

（吉山） 28 番目の木村准教授室の吉山と申します。皆様には、旅費、謝金といった事務

手続き等でご協力いただくこともあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 

（丸山） 14 番目の、NV 研究所の丸山と申します。議事録等は、基本的には私が作成す

るという形になっています。よろしくお願いいたします。 

 

（木村） それでは、先生方からも一言、お願いできればと思います。では、ここの名簿

順でいきたいと思います。 

 

（森田） 学習院大学法学部の森田でございます。この 3 月まで東京大学の法学政治学研

究科におりましたけれども。専門は広い意味で政治学、狭義では行政学という部門をやっ

ておりまして、原子力ムラとはあまりご縁がないつもりではありますけれども、これまで

も木村先生とご一緒に、シンポジウム等に参加をさせていただいたということであります。 

 現在は、原子力とあまり関係ないはずだったのですけれども、今内閣で行なわれており

ます原子力委員会の見直しに関する有識者会議のメンバーもやらせていただいております。

よろしくお願いいたします。 
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（安部） 関西大学の安部でございます。私は運輸の事故調査や安全問題が専門なのです

が、原子力はほとんどこれまで勉強したこともなかったのですけれども、事故調査という

関係で、政府事故調の方を手伝ってほしいといわれまして、技術顧問ということで 1 年ち

ょっと、お手伝いしました。実際の調査や、報告書の終章の起案もしたりしまして、原発

事故問題にかかわりました。原子力のことはまったく素人だったので、その過程でたくさ

んの本も読み、かなり勉強しました。おかげで、制度や政策面ですが原子力のことが結構

わかってまいりました。 

 今回は土田先生のご依頼で、お引き受けしました。お役に立てばと思っております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

（定松） 東京大学で特任講師をしております定松と申します。私のいる部署は、大学院

生が科学コミュニケーションというものを副専攻で勉強するような部署になります。私自

身は社会学が専門で、環境の問題を主にやっておりまして、科学ですとか論争ですとか、

そういうところの研究などもしています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（松田） 松田と申します。私は、長い間環境省の政策の審議会メンバーとして、専門は

廃棄物政策です。2006 年まで富士常葉大学で 7 年間環境政策を教えていました。主に欧州

の環境分野を自費で 20 年間取材を続けているのが私の特徴かなと思います。2007 年から

2009 年まで 3 年間原子力委員を務めました。初めて民間から常勤で、市民の目線で入った

原子力委員ということです。私も初めて原子力分野にかかわり、東大の大学院に放り込ま

れたみたいに、勉強しました。 

 そのおかげで、環境省の廃棄物政策の体験を生かしながら、原子力と市民との関わりと、

原子力政策のいいところと悪いところを判断できるようになりました。木村先生に、「研究

者が社会をつなげる役割を担ってほしい。」というお話をしたこともあります。ところが、

こういうプロジェクトを先生が立案され国の予算が付きました。木村先生や土田先生のご

活躍を非常に楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（新澤） デロイトトーマツの新澤といいます。65 歳でトーマツのビジネスコンサルティ

ングのほうの役員定年になりまして、今は、リスクマネジメント、ご存知だと思いますが、

社会、あるいは企業に存在するリスクについてのマネジメント、つまりリスクを計測し、

それをどう管理するかを助言する会社のシニアアドバイザーをやっています。 

 文部科学省の研究開発局の仕事で、高校生、中学生、小学生に対する放射線の教育を考

えるプログラムの外部評価委員を務めていまして、木村先生とご一緒しまして、そのとき

に原子力は結構いろいろ勉強を、今もやっているのですが、させていただきましたが、元々

はまったく素人です。工学部ではあるのですが、原子力はまったくの素人でございます。

よろしくお願いいたします。 
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（木村） ということで、いろいろな分野からいろいろな立場でご参加いただいて、これ

からご説明してまいりますけれども、業務について、いろいろな視点からご意見いただけ

ればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

1．本業務の概要について 

 

（木村） それでは議事にしたがって進めてまいりたいと思います。 初は「本業務の概

要について」ということで、資料 1-2、1-3、1-4 を用いてご説明をしていきたいと思ってお

ります。私から一通りご紹介したところで、皆さんからご意見をいただくという形を取り

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 それでは、資料 1-2 なのですけれども、こちらは文科省との契約の中で、今年度行なう業

務として計画したものということでございます。簡単にこちらをご説明していきたいと思

います。1 番の委託業務の内容ということですが、題目が、「「原子力ムラ」の境界を越える

ためのコミュニケーション・フィールドの試行」ということ。実施機関としては、研究代

表者が属するところの東大が受託をして、再委託先として原子力学会、パブリック・アウ

トリーチの 2 者に協力をいただいて、研究を実施するということです。 

 3 番、委託業務の目的ですけれども、基本的には契約は単年度で結びますけれども、この

研究自体は 3 年間の計画で出しているということで、3 年間に共有した目的となっておりま

す。市民と専門家に対する社会調査をベースとしたコミュニケーション・フィールド（「フ

ォーラム」と呼ぶ）を構築し、参加者への意識調査から、フォーラム参加によるダイナミ

ックな意識・態度・信頼の変容を明らかにするとともに、「原子力ムラ」の境界を越えるた

めのコミュニケーション・フィールドの枠組みおよび要件を見出すことを目的とする。淡

白な言い方になっておりますけれども、こちらについては、1-3 の資料を用いて、少し詳し

く説明していきたいと思いますので、これはまた後ほど説明いたします。 

 4 番、そういう 3 年間の計画において、今年度における成果の目標及び業務の方法です。

大きくは、（1）から（4）までございます。 

 （1）は社会調査の実施です。こちらは原子力学会に再委託をしまして、土田先生を中心

にやっていただくということになります。今年度の業務としましては、①社会調査項目の

作成ということで、原子力学会に特別専門委員会を設置し、エネルギーや原子力に関する

意識を測定する質問項目を検討する。また、フォーラム参加者を決定するための市民およ

び専門家への調査票及び依頼状を作成する。 

 ②市民および専門家への社会調査の実施・分析。上記で作成した調査票を用いて、市民

の代表として首都圏住民、これは回収数 500 名、および専門家の代表として原子力学会員、
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こちらは回収数 500 名規模、に対してアンケート調査を実施し、結果を分析する。また、

公正のためにアンケート調査結果の概要はホームページで公開する。 

 ③フォーラム参加者への意識測定項目の作成。（2）①で整理したコミュニケーション・

フィールドの関連研究を基に、フォーラム参加者のダイナミックな意見・態度・信頼の変

化を測定するための仕組みを開発するということでございます。今年度はここまでという

ことになります。 

 来年度以降、実は（2）のほうでフォーラムの設計をやりまして、来年度以降にフォーラ

ムを実施するということになります。その実施のための意識測定項目の作成というのが、

③ということになります。いろいろ順番が前後してしまうので、理解が難しいかもしれな

いのですけれども、とりあえず 初に通してご説明してしまいます。 

 （2）フォーラムの設計。①コミュニケーション・フィールドの関連研究整理。既往のコ

ミュニケーション・フィールドの関連研究を整理し、現状と課題を分析し、課題を解決す

る策を提案する。 

 ②フォーラムの設計。（2）①で提案した解決策を基に、フォーラムの運営方針と具体的

方法を詳細に検討し、その過程を記録する。その上で、フォーラム議題、全 5 回のスケジ

ュール、講師、ファシリテータを決定し、運営マニュアルを作成し、フォーラム開催に向

けて入念に準備する。また、フォーラム参加者の決定基準を作成する。 

 ③フォーラム参加者の決定。（1）②の分析結果および、（2）②のフォーラム参加者決定

基準を用いて、フォーラムの参加者を決定する。具体的には、原子力に対する賛否、安全

性に関する考え等を考慮して、原子力に対する考え方のバランスが取れるように、市民の

代表 10 名程度と専門家の代表 10 名程度を決定するということです。 

 （3）情報の共有および成果の取りまとめ。東京大学が中心となって、（1）および（2）

で明らかになった知見を共有し、業務の方向性・進捗を確認し、成果を取りまとめ、学会

等で発表する。 

 （4）外部評価。こちらは今日皆さんにご参加いただいたものになります。複数の専門家

からなる外部評価委員を設置し、業務の適切性、公正性、学術的新規性等を評価する。と

いうことで、この業務と書いてあるのは研究内容と読み替えていただければと思いますの

で、それを本日ご説明、ご紹介いたしますので、こちらについてご意見を、様々な視点か

らいただければと思います。 

 その後はご説明を省略いたしますが、どこが実施するかという話と、全体の金額等のこ

とが書いてあるということでございます。こちらは、いわゆる文科省との今年度契約した

書類ということでお示ししたものになります。 

 

 続いて、1-3 で、本研究の内容について、どういうことを考えて本研究を始めたのかとい

うことをご説明して、ご意見を伺っていこうと思います。それでは 1-3 をご覧下さい。 

 この研究業務は、原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブという枠組みでいただいてい
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るものですが、その中で採択された、特に「原子力と社会」との関係を課題にした採択課

題の中で、横で情報交換をするという枠組みを JST でフォローするということで、「原子力

と社会」研究ワークショップというものを実は実施しています。そこで、我々のこの研究

課題も簡単に、どういうコンセプトでやっているのかというのをご説明した、そういう資

料でございますので、これがある意味では一番まとまった資料ですので、こちらで皆さん

には、まず我々の考え方を少しご紹介しておこうと思います。 

 

（スライド 1） 研究題目としては「原子力ムラ」の境界を越えるためのコミュニケーショ

ン・フィールドの試行ということで、研究メンバーは下に書いてある 7 名で出しておりま

す。 

 

（スライド 7） 体制については、スライドの 7 枚目に掲載しました。全体の構成としては、

意識調査・分析という社会調査をやる日本原子力学会に再委託した部分と、コミュニケー

ション・フィールドの試行、今まで出てきた「フォーラム」というものをどうやって試行

するかということの、大きく 2 つの課題に取り組んでいるということになります。この 2

つを東京大学で取りまとめるということになります。 

 社会調査のほうは、土田先生に主査をやっていただいて、篠田さん、別府さんの 2 人を

研究者として配置しております。 

 コミュニケーション・フィールドのほうは、東京大学からは木村と諸葛先生。あとは、

NPO 法人パブリック・アウトリーチからは神崎さん、久保さんに研究者として入っていた

だいているということになります。そしてさらには、NPO 法人持続可能な社会をつくる元

気ネットさんに、実質的に多大な協力をいただいて、どうにかこちらのフィールドを実施

していこうというような体制で進めているということになります。 

 

（スライド 1） ということで、研究者としてはこの 7 名の体制で進めるということになっ

ております。 

 

（スライド 2） まず、この研究を始める背景になりますけれども、「原子力ムラ」を冠し

た研究ですので、「原子力ムラ」とは何かということを、開始前に考えたものがこちらにな

ります。 

 原子力発電所に代表される社会的忌避感を内包する施設（迷惑施設）と社会とが適切な

関係性構築を迫られる場面において、市民と専門家の当該技術に関連する認識のギャップ

が、それを阻害する大きな要因のひとつであるということは、古くから指摘されてきた、

ということでございます。 

 これは、原子力発電所や高レベル放射性廃棄物処分場の立地の事例を見てもそうですし、

除染廃棄物（除染除去物）の中間貯蔵施設、さらにはその 終処分施設、それから、ここ
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には書いていないですけれども、今、各県で指定廃棄物の処分もなかなか難航していると

いうようなこともありまして、そういう立地も、同様にこういうことがありうるのではな

いかと思っております。 

 また、昨年の 3 月 11 日をきっかけにして、福島第一原子力発電所が事故を起こしました

けれども、この事故後、「原子力ムラ」という言葉がいろいろなところで聞かれるようにな

ったということです。現に社会から原子力ムラと呼ばれているのは事実であって、これを

否定することはできないということです。それでは、なぜ社会から「ムラ」と認識される

のかということで、我々が考えたのは、ムラを形作るのは、ムラ内部の構成員の凝集力ば

かりではないと。すなわち、ムラ内部の構成員と世間との相互作用によって、その 2 者の

間に境界が生じた状態、境界を互いに作り上げた状態と考えるべきではないだろうかとい

うような仮説を立てております。 

 このように考えると、原子力ムラというのは、市民と原子力専門家の相互作用によって

作り上げられた 2 者間のギャップそのものであると捉えられるということです。 

 原子力ムラというものの定義は、今までもいろいろなところでいろいろな使われ方がさ

れているのですけれども、本研究においては、社会から原子力ムラと認識されるというこ

とをもって、ムラと定義をしているということです。 

 

（スライド 3） 背景の 2 番目として、従来型コミュニケーションの限界ということです。 

 市民と専門家との間は、情報の偏りが大きいことは否定できないと思います。この 2 者

間のコミュニケーションについて、市民の声を聞くことこそが大切、市民をパートナーと

して扱うことが大切など、多くのコミュニケーション専門家が指摘してきたにも関わらず、

実際に行なわれるコミュニケーションの場では、この情報の偏りが存在するために、どう

しても専門家から市民への情報提供が主なものとして実施されてきたということです。 

 2 者間のコミュニケーションにこれという正解はなくて、どのようなコミュニケーション

の取り組みであっても否定するものではなくて、少なくとも市民への情報伝達がゼロでな

かったとするならば、その部分だけでも評価できるものであろうとは思います。 

 しかし、福島の事故が起こり、「社会的コンテクストが変わり」と書いてありますが、要

は原子力ムラというものが社会から認識され、その原子力ムラというものが信頼されない、

そういう社会的コンテクストになったということによって、原子力ムラの存在が強く指摘

されている今、従来と変わらないコミュニケーションを実施してもまったく意味はない。

これは、原子力ムラからの情報は信頼されないということがありますし、そのために、発

信された情報の価値が受け手側でゼロに等しくて、情報提供型のコミュニケーションは何

の意味も持たないということで、福島事故後、いろいろなところで、例えば放射能、放射

線の健康影響みたいなものを中心に、様々な情報提供がなされていますけれども、それが

全て価値がないというわけではないのですけれども、かなり気をつけて、信頼とか、情報

の信頼性とか、そういうレベルからも気をつけて出していかないと、あまり市民に届くよ
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うなものにはなっていかないだろうという懸念をしているということでございます。 

 

（スライド 4） このような背景を受けて、必要性・研究目的です。 

 したがって現在、原子力ムラというものを内から外から協働して壊していけるような取

り組みが必要とされているのではないだろうかということです。従前は、原子力ムラ内部

をどうすればいいか、もしくはムラ外はどうなっているのかというダイナミズムを考慮し

ない取り組みがほとんどであったけれども、今はむしろ、中から外から協働して壊してい

くということを考える必要があるのだろうと思っております。 

 そのためには、市民と専門家が対等な立場で、お互いの間のギャップとはそもそも何な

のか、なぜそれが生じたのかを、知識、情報量、経験、社会的立場、価値観、人生観等ま

でを含んだ、お互いのコンテクストを共有し、お互いを尊重することを可能とするような

仕組みが必要であろうと考えたということです。 

 そこで本研究では、市民と専門家が対等な立場で、お互いの間のギャップを深く認識し、

尊重しあえるようなコミュニケーション・フィールドを提案・試行して、学術的な意味と

しては、2 者間の相互作用によるダイナミックな変容のプロセスを明らかにし、このような

変容が起こりうる条件を明らかにする、ということです。これをもって、今必要とされて

いるコミュニケーション・フィールド構築のための実効的な示唆を得ることを目的とする

というのが、研究の大きな目的ということになります。 

 

（スライド 5） この目的を達成するために何を実施するのかということの概要です。こち

らは 3 年間をかけて何をしていくかということになります。 

 具体的には、討論型世論調査（deliberative poll）の手法を参考にして、 

 1、市民（首都圏住民 500 名規模）と専門家（原子力学会員 500 名規模）に対する社会調

査を実施し、 

 2、これをベースとしたコミュニケーション・フィールド（原子力に対する賛否、安全性

に関する考え方等を考慮して、原子力に対する考え方のバランスが取れるように、一般市

民および専門家から 10 名ずつを選出して「フォーラム」とします。これを構築して、 

 3、フォーラムを実施する。これが本研究の要諦と書いてあります。 

 4、フォーラム参加者への継続的な調査を実施し、市民はもちろん、専門家側の意見形成

プロセスをも同時に見て、コミュニケーションによる市民と専門家の相互作用をダイナミ

ックに捉える、ということをやっていこうと思っております。 

 今年度はどこまでやるかというと、1番と 2番ということになります。来年度の4月以降、

この「フォーラム」が実施されるということになります。 

 ということで、今年度は、フォーラムを実施するための基礎的な研究を行なうというこ

とで、先ほどの 1-2 の業務計画書にあったような具体的な項目について実施をするというこ

とになります。 
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（スライド 6） このスライドは、大きな 3 年間の流れを書いてあるものです。こちらは、

提案書に書いていたものをそのまま持ってきていますので、時間軸がずれているところが

ございますけれども、そこはご了解いただければと思います。 

 大きくは（1）市民および専門家の意識調査・分析（社会調査）と、（2）コミュニケーシ

ョン・フィールドの試行になります。 

 まずは「社会調査およびフォーラムの設計」を、現在行なっているところです。提案時

の予定では、2012 年 8 月から 12 月まで、十分に時間をかけてやるということを計画をし

ていましたが、契約がおしていますので、何とか短縮して、検討をしているということで

ございます。 

 来年 1 月には、市民および専門家への社会調査、これはサイクル 1 の Do のところになり

ますが、それを実施すると。その後、分析を実施するということになります。それと並行

して、（2）コミュニケーション・フィールドの試行のほうでは、フォーラムメンバーの選

択を行ないます。ここまでが、今年度ということになります。 

 この流れは研究全体の流れですので、そのまま次年度以降のことも書いてございます。

その後フォーラムを実施する。これは、来年度の前期に行なう予定です。また、そのフォ

ーラムは 5 回繰り返して、同じメンバーに行なうという予定ですけれども、その後、そこ

で分かった知見、また、どういうことが話し合われたかということをまとめて、シンポジ

ウムを開くということを計画しています。 

 このフォーラムの実施が終わったところで、Check というターンに入りますが、フォー

ラムメンバーに対するアンケート調査の分析を行います。これは、実はフォーラムを実施

しながらとっているもので、こちらを分析をするというのが Check に入ります。また、フ

ォーラムメンバーへのインタビューに基づく効果測定ということで、フォーラムに参加し

ていただいた 20 名の方にインタビューをして、このフォーラムというものの効果をちゃん

と測定をしていく。定量的にも定性的にも Check をしておくということを考えております。 

 これを受けて、来年度、もう一度コミュニケーション・フィールドの効果を検証し、コ

ミュニケーション・フィールドの改善案等を整理するということになります。サイクル 1

がそこで終わりまして、サイクル 2 に入るということです。本研究は、新しい研究のスタ

イルというか、実験的なコミュニケーション・フィールドの研究ですので、正直、サイク

ル 1 で成功するとはあまり思っていません。だけど、サイクル 1 をやることによって、実

質的に、どうやったらいいのか、そういうことをしっかりと分析をして、それを踏まえて

サイクル 2 をやろうということを企画しているということです。3 年間をかけて、2 回コミ

ュニケーション・フィールドを実施するということを企画しています。 

 ですので、サイクル 2 はもしかすると微妙に変わってくる可能性はあるのですが、基本

的にはサイクル 1 と同じような経過を取る予定です。 

 後にまとめとして、題名にもありますけれども、この「原子力ムラ」の境界を越える
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ようなコミュニケーション・フィールドというものを、どのように考えていけばいいのか

ということの実効的な示唆を明確化して、そういうものを 後にしっかり公開をして、成

果をとりまとめて、本研究をまとめていこうということを考えているということになりま

す。 

 というのが研究全体の流れと、考えたときのコンセプトです。 

 

（スライド 8） 後に、社会貢献の側面から、こういう研究はどういうところに役に立つ

と我々で考えているのかというのがまとめてあります。 

 ひとつは、世間とのコミュニケーションは倫理観を高めることに貢献できるということ

で、「職業倫理に基づいた責任感」を有する人材育成に貢献できるということです。 

 これは、原子力技術というものは、そもそも世間から隔離（排除）されるものとしての

性質を持ちうるということで、これは「穢れ」というような概念を考えると、説明しやす

いのではないかということを考えています。そのモノの持つ力が大きすぎるということで、

この種のものは「穢れ」とみなされて、これに内部の凝集性がはたらくと、「穢れのムラ」

というものが形成されるということです。 

 本研究では、この凝集性というよりは、凝集性がはたらいたムラというものが外から見

られたときには、今度はそこに境界のようなものができてしまうのではないかということ

を考えていて、そこをどうにか取り払おう、というのが本研究の目的ではありますけれど

も、このように、内部の凝集性でムラが形成されるということも考えうるということです。 

 今後、原子力技術を取り扱っていくためには、「センスのある専門家」と書いていますけ

れども、この育成が不可欠であると。このセンスのある専門家というのは、十分な専門性

を持ちながら、職業的倫理に基づいた責任感を持っていることが必要なのではないかとい

うことです。十分な専門性ということではなくて、むしろもうひとつの、職業倫理に基づ

いた責任感ということを有するような人材を育成するためには、世間とのコミュニケーシ

ョンというものを通じることがいいのではないかということです。こういうものを通じて、

誇りのある専門家になってもらえればな、ということを期待しているということ。 

 そして、どのようなコミュニケーションをすれば、専門家が乗ってくれて、また誇りを

取り戻せるのかということを明確化することが、本研究のひとつの達成したいことでもあ

りますし、誇りのもてない専門職に倫理観は育たない。その誇りと責任感を取り戻して、

現在「穢れ」のムラと認識されているし、もしかすると、自分たちの中でも、何か世の中

に打って出ていけないような、胸を張れないようなものになっているものから、しっかり

とリスペクトされるような専門家集団になっていくことが必要なのではないか。そうでな

いと、原子力が今後どうなろうと、少なくとも 30 年、50 年、廃棄物に関しては 100 年、

そういう単位で専門家というのは必要ですので、専門家の人材というものが、やはり低下

してしまうのは、いろいろな意味で問題であるということを考えているということです。 

 もうひとつは、やはり他業界への拡張の期待ということです。1 つ目は、他の迷惑施設や
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将来の新しい技術と社会とがコンフリクトを起こした場合に、本研究で得られた知見を応

用することができるのではないか。また、いわゆる「ムラ」というのは原子力にだけ存在

するものではなくて、いろいろなところに存在しうるということです。これが、今問題に

はなっていないですけれども、例えば何か大きなイベントが起こって、まさに原子力が立

たされているようなムラの構造になったときに、こういうところでしっかりと学術的に成

果をあげておけば、それが拡張できるのではないか。こういうことも期待をして、実施を

しているということになります。 

 

 1-4 に関しては、今年度のスケジュールをまとめているということになります。三角のと

ころが会議を実施するというところで、これはこの研究を始めたキックオフ会で調整をし

たものですので、いろいろずれているところもございますけれども、このようなスケジュ

ールでやろうと考えて、今までのところは順調に進捗しつつあるということでございます。 

 まずはここで一旦切りまして、研究の目的とか、背景とか、いろいろなご意見、また、

こういうところに関してどうお考えなのかということの質問等をお受けして、その後もし

時間があれば進捗のほうも少し簡単にご報告していこうと思います。それでは、委員の皆

さんから、何でも構いませんので、ご意見、質問等をいただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

（松田） 原子力学会のほうの 500 名の選び方は、具体的にどうするのかというのを、社

会に向けてきちんと説明されたほうがいいのではないでしょうか。 

 

（土田） 原子力学会の名簿からランダムです。ただ、そこは我々も議論しているのです

けれども、原子力学会員が原子力ムラの住民かといわれると、そうでない人もいっぱいい

るので。ですが、名簿が手に入るのが原子力学会員だけ、それから、依頼もしやすいとい

うこともあって、まずはそれでやってみようかということになります。 

 

（松田） 市民のほうは？ 

 

（土田） 市民は、輿論科学協会、調査会社に委託して、おそらく住民基本台帳辺りから

ランダムサンプリングでやります。 

 

（松田） 社会調査が専門ではないので教えていただきたいのですが、そのときに嫌だと

言った方たちは、どうなるのですか。 

 

（土田） はい。嫌だと言った方は、落ちます。 
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（松田） 落ちて、もう 1 度、500 の中に新しく入ってくるわけですね。トータルは 500

で。 

 

（土田） ええと、テクニカルな話になりますが、市民の場合は、回収 500 にしてありま

すので、性、年齢別で、国政調査で人口分布が分かっていますよね、それに合わせる形で

調査地点ごとに抜いていくという形になります。だから例えば、40 代の女性が 10 人必要な

ところを、2 人しか協力してくれなかったら、8 人埋まるまで頼んでいく。他の人に頼んで

いくという話になっていきます。 

 

（松田） おそらく調査対象の選び方は、この研究のベースになるところだと思いますの

で、そこをきちんと説明しておくほうがいいと思います。世間の方々は一番そこを知りた

いのだと思います。公正性とか客観性とか透明性というのは、サンプルの選び方であるの

だろうなというのは、一般社会は思っているわけですね。それをどのように担保させたの

かというところで、研究の信頼性があると思うのです。 

 

（土田） おっしゃるとおりで非常に根本的なものなのですけれども、ただ、一般的に世

間でやられている社会調査が担保している基準をそのままクリアする、という以上のこと

はできない。技術的にできないですね。 

 

（松田） 分かりました。社会との信頼性をどう構築するかというところが私の立ち位置

で、しかも、それを市民目線でどう発言するのかということも私自身の大きな立ち位置に

なっています。おそらく、私のような人だったら、まずそこへ突っ込みが来るだろうなと

思っていて。 

 次に、私が原子力のほうにいた関係から言いますと、原子力の方は、個人個人は、非常

に優秀で、人柄もよくて、いい人ばかりなのですよ。ところが、それが組織という形にな

ったときに、個人の持っている側面ではなくて、組織という対立の中で、ムラみたいなも

のができてしまっている気がしています。人間と人間のコミュニケーションよりは、組織

というものがすごくあるだろうなと思っています。それは会社の組織でもそうですよね。 

 だから、原子力ということで、ここは切り口になっているけれども、例えば、建設会社

にしろ、それから、広告会社にしろ、個人個人はいい人だけれども、組織としては怖い顔

になっていくという、そういうところは、どうやれば調査で分かるのでしょうか。将来は

やはりそういうことも頭に入れながら、調査分析をしていかないといけないのだろうなと。

感想になるのですが、いつもそこで悩んでいるのです。 

 

（土田） 結論から申し上げますと、今回のプロジェクトでは、少なくともサイクル 1 に

おいては、組織を背景にした人は入ってこないだろうと思います。つまり、フォーラムに
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参加する専門家、これは原子力学会を母体にして選びます。そのときに、例えば組織の立

場上そういうところに出てはいけないとか、まずいのではないかと自己規制のかかる人と

いうのは、先ほどのご質問に関わってくるのですけれども、参加することを拒否すると思

うのです。 

 

（松田） 500 名の中に、参加することを拒否するということですか。 

 

（土田） 500 名からさらに 10 名まで絞りますので。500 名の方に、フォーラムに参加し

ていただけませんかという案内状は出すのですが、我々は、その 1 割参加希望が出てくれ

ば恩の字だと思うのです。つまり 50 名ですね。そこからこちらで、分布が偏らないように

という形で 10 名に落としたいのですが、やってみないと分からないと思っているのは、本

当に 1 割も来るだろうか。ひょっとすると、50 名もフォーラムに参加してくれるなんて考

えているのは、甘いのではないかと心配しています。 

 そうすると、真っ先に落ちるのは、そういうフォーラムに参加することによって、自分

の立場がまずくなるような、そういう人たちが落ちていく。あるいは組織にしがらみがな

い人であれば参加してくれる。という形になっていって、結果として、組織に関わらない

専門家が、市民と語り合うということになる可能性は高い。少なくともサイクル 1 ではそ

れがあるのではないかと思っています。 

 

（松田） 研究の成果としては、まずはそこからスタートしていくのですね。 

 

（土田） そこからスタートしていきます。できれば次のサイクル 2 で、組織を背負った

人たちが出てきてくれるような、そういう仕掛けを考えていきたいと思います。 

 

（松田） 分かりました。 

 

（木村） 社会調査というのは、どちらかといえばサンプリング、いわゆる社会調査の手

法で、ある意味では社会から見ても公正性を確保したようなスタイルでやるのですけれど

も、そこから 10 人に絞り込むところが恣意的に見えてしまうと、フォーラム自体の意味が

ないわけですよね。ですので、その点に気を配っています。 

 市民のほうは少し楽観的に見ていて、500 名やれば、50 名くらいはフォーラムに参加し

てもいいですという人たちが出てきてくれるのではないかと。そうしたら、性別、年齢、

あとはちょっとした考え方、その 3 つの基準を入れるだけで 8 パターンになって、8 名埋ま

ってしまうのですけれども、そういうものである程度の分布を作ろうと決めています。 

 原子力学会員のほうが、そもそも参加してくれるという人が、例えばこういう研究、社

会との関連性に興味があるような人たち、そこに対してどうにかしなければいけないと思
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っている人たちに偏ると。そういう人たちだけが OK ですよと出してくるとなると、そこ

から選ぶとなるところに、もうすでに偏りがあるということになります。 

 ただ、1 回、社会に対して、公正的な手続きでやっていますということを示した上で、そ

の手続き自体に問題があるというようにもっていかないと、社会が納得しないと思うので

すね。こちらから 初から、「そういうことが予想できるので 10 人選びました」だったら、

そこに恣意性があると絶対言われると思うのです。その恣意性をなくすような方法で、何

か公平性をとろうとすると、それは非常に難しい問題になるのですよというところをちゃ

んと証明した上で、次の段階に行くのがいいのだろうということで、今、その辺の手続き

を考えています。 

 

（松田） すみません、素人っぽい質問をしてしまって。 

 

（木村） いえ、重要なご指摘だと思います。 

 

（新澤） 今松田先生がいわれた観点は、非常に重要だと思う。どういうセグメントから

人を選んでくるのか、それが公平に選ばれているのかということは、きっと皆注目すると

思います。 

 そういう観点で見たときに、私は原子力村とは何の関係もないですが、原子力学会に所

属している人は、おそらく原子力に対するシンパシーがありますよね。自分たちのよって

立つ基盤ですから。あまり否定したくない。だから、学会員 10 名は基本的に推進する立場

になってしまうだろうと。説明する立場になってしまうだろうと。 

 残る 10 名は一般市民なのだけど、一般市民の中で、こういう言い方をすると傲慢になる

かもしれませんが、エンジニアリングとかサイエンスがまったく分かっていない人、主婦

とか、そういう方は絶対に重要で、必要ですよね。 

 必要だけど、2 つの目線だけでいいのだろうか。 

 もうひとつ、第 3 の目線として、経営ですよね。社会全体を考える人。国家経営を考え

る人。そういう人は要らないのだろうか。それがないと、技術指向の人と一般市民とのコ

ミュニケーション・フィールドになってしまう。もうひとつ、もう少し高所から見る、両

方を公平に見る立場。例えば経営者の OB とか。現職は立場があるからまずいと思います

よ、でも OB になると割と自由にもの言えますから。そういった視点の人を入れる必要は

ないのだろうかという気はしますね。少し違った観点から発言すると思いますよ。2 項対立

だと少し不安ですね。 

 

（木村） 2 項対立にならないようにしていきたいとは思っているのですが。 

 

（新澤） それは 低限出てくると思うのですよ。もう少し効果を表そうと思ったら、も
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うひとつの視点を入れたほうが、10 人、10 人、10 人ぐらいの。 

 

（木村） 30 人ですか。 

 

（新澤） ええ。一般市民というのは、少し傲慢な言い方だけど、ビジネスとして仕事し

ている人ではなくて、生活者としての視点が中心になっていますのでそういう方は非常に

不安なわけですよ。産業的な日本の国力とか、そういうことも考えない。自分の生活が中

心。今は、不安だからやめてしまえでは駄目なのですよね。日本の将来、産業をどうして

いけばいいのだろうか、という視点が必要なのであって、それを入れないと、片手落ちに

なるかもしれません。そこを心配します。 

 

（土田） 私は原子力学会の会員とはいうものの、元々文科系ですので、外様みたいな、

松前藩の藩主みたいな感じなのですけれども、ただ見ていると、原子力学会の会員は、経

済性のようなことをよく言うのですね。私みたいなものに話すからかもしれませんけども。

原子力学会の会員が、「原子力を推進すべきだ」というときに、「科学技術的にこうなって

いて、安全だから推進すべきだ」と言う人に会ったことがありません。 

 そうではなくて、原子力がないと日本の経済が持たないだろうとか、社会がもたないだ

ろうという形で、原子力が必要だとおっしゃっているのですね。 

 ですから、何を言いたいかというと、原子力学会の専門家を選んだときに、おそらくそ

の人たちは市民に対して、例えば炉の構造がどうのこうのという話をする前に、日本経済

は、という話をしだすだろうと思いますので、おそらく新澤先生がおっしゃったような、

経営者が話すようなことは、原子力学会の会員も話すのではないかと期待はしています。 

 

（新澤） 実際はそうだろうと思いますよ。ただ、選考過程を全て透明性を持たせて公開

したときに、第三者がどう見るかといった点で考えると、「ああ、原子力学会だ。これは結

構技術中心にやっているんじゃないかな」という印象はありますね。そこが問題になると

思います。そこをやはり打破しないと、説得力が低くなってしまうと思います。 

 

（土田） 分かりました。調査の項目には、原子力と経済との関係を考えているかどうか

を問う質問も入れてあるのですね。それを、市民や専門家を選ぶときの基準の 1 つにする

かしないか、ということも検討したのですが、先ほど木村先生がおっしゃったように、基

準を 3 つ入れるだけで、8 パターン出てしまって、それで 8 人決まってしまいますので、そ

うすると、経済との関係の質問というのは二の次ぐらいになってくるのかなと、今話し合

っているところなのですが。 

 

（木村） どのように 10 名を決めていくかについては、資料の 1-11 にまとめております。
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おそらくフォーラム参加者の選定が一番問題だろうと思って、資料を実はつけてあります

けれども、1-11 の 4 ページ目になります。 

 二重丸で、何を基準にするかと書いてあるところです。このフォーラムの協力者の選定

というところが、私たちもこの研究がうまくいくかどうかの一番の肝だと思っています。

そもそも研究の目的自体が、境界があるにしても、どうやって協力体制を作っていくかと

いうことですので、やはり市民、専門家ともに、ある意味では両極端な人が望ましいと。

両極端という意味は、市民でしたら、賛成・反対とか、そういう意味でも両極端だし。専

門家だったら、市民と話していかなければいけないとか、絶対話したくない、というよう

な、そういう極端な人たちがいると思うのですけれども、そういう人たちがちゃんと入っ

て。あとは専門家側には、やはりムラ的な人もいると思うのです。個別に見たときに、そ

んなにムラではない人たちもたくさんいるのだけど、やはりムラ的な人もいる。そういう

人たちがバランスよく入るということが本来望ましいだろうということで、この辺を考え

てはいるのだけれども、しかし、この研究で、ある程度選定過程が恣意的でないように考

えていくと、選択方法というのは、今からご説明しますが、このぐらいに落ち着いてしま

うのだろうと思っています。 

 原則として、市民は、年齢と性別と原子力の利用で分けます。利用してもいいという人

と、もう廃止すべきだという人と、どちらともいえないという人と、大きく分けると 3 段

階の方がいますけれども、それによって 2～3 段階に分けて。そうすると、2×2×（2～3）

ということで、8～12 人になってしまうので、これを第一基準とします。 

 もし 1 つ 1 つのパターンに多くの候補者がいたときには、別の設問を利用して選別しま

す。先ほどの経済性の話であるとか、あとは安心、不安みたいなものを問う設問とか、原

子力を動かしている組織に対してどういうことを思っていますかというような設問など、

まだこれは実は固まっていないのですけれども、そういう問題を用いて、さらにそこから

選別します。これらを見て、年齢、性別、利用に関しては分散したけど、その他のところ

が同じになることがないように、他の設問も見ましょうというような、2 次的なものとして

利用するということで、今考えています。 

 専門家の選択の場合は、おそらく性別がまず 2 段階にならない。原子力学会は 5％しか女

性がいませんので。昔は 1％だったのですけど、ようやく 5％まで伸びてきたんですけども、

5％しかいませんので、性別で分けるというのは難しいかもしれない。そして原子力の利用

でも、おそらく割れないだろうと思います。ただ、震災後は、利用について懸念する層が、

3 割くらいまで増えているのです。原子力学会員内でも、3 割ぐらいまで増えているところ

ですので、少しは割れるかもしれないけど、メインの基準としては使えないだろう。 

 そうすると、あとは専門領域というのが原子力はいろいろありまして、原子炉をやって

いる人から、核融合とか新エネルギーをやっている人もいれば、リスク関係をやっている

人もいれば、廃棄物をやっている人もいれば、放射線をやっている人もいればというよう

に、いろいろな領域が複合されたものですので、そういう専門領域を考慮して割り振るの



 - 17 - 

もありかもしれませんねという話をしています。 

 ということで、選択方法としては、正直、集まってみないと何ともいえない、イエスと

言ってくれる人が、どういう分布で来るか分からないというのはありますけれども、今の

ところはこのくらいの方針でやったらどうでしょう、と決めていると。これであれば、と

りあえず、やり方が分からないから、まずはこういう基準でやりましたというのを公開し、

その結果として何か問題点があれば、それはしっかり課題として明記して、次につなげる

という態勢を取ることができるのではないかなと、一応今期待しているというか、そうい

うことを考えているということになります。 

 

（安部） この研究の社会的意義のところで、いろいろなご意見を申し上げる前に、事実

関係の確認をしておきたいと思います。 

 パワーポイントのスライド 8 を拝見すると、職業倫理に基づいた責任感を有する人材が、

原子力の分野ではあまりいないのではないかというようなニュアンスですよね。私の経験

では、東電の社員とか、いわゆる原子力ムラの皆さんは、皆さん誇りは持っておられる。

しかし、原子力の分野というのは、外の人があまり理解できない分野で、分かってもらえ

ない。だから、外の人に何を言っても仕方がないのだという考えを持っている人が多いよ

うな気がしました。一方で、自分たちは頑張って、こういう国家的に意義があるプロジェ

クトをやっているのだという意識は強い。そういう意味での「職業倫理」というかプロ意

識は強い。そうすると、スライド 8 にある「職業倫理に基づいた責任感」を有する人材育

成ということが、狙いとしてありうるのだろうかということが、まずあります。 

 「センスのある専門家」ということも言われているのですが、これも、事実関係がどう

なのかと思っています。例えば、福島事故以後、国論が二分するような状況になって、い

わゆる原子力発電の批判派が一挙に増えて、今度の総選挙の状況を見ると、政治家までが

一色になっています。冷静な議論が必要なのに非常に不幸な状況が生まれています。原子

力反対の人たちが不信感を持った大きな原因のひとつは、やはり専門家が適切な技術的な

アドバイスをしなかったことにあるのではないか、と私は思っています。 

 昨年の 3 月 11 日から 1 週間ほどがポイントなのですが、テレビ番組で多くの原子力の専

門家が盛んに「大丈夫だ」ということを言い続けました。実際にはそうではなかったわけ

ですよね。あるいは、緊急事態なので情報も不正確で、首相官邸にも適切な情報があがっ

ていかない。そういう中で、原子力安全・保安院や原子力安全委員会のアドバイス機能が

まったく喪失されて、菅総理以下、官邸スタッフは混乱状態に陥ります。そのため、被災

地や国民向けの情報発信が後手後手になってしまいました。本来は、原子力安全委員会な

どの専門家が適切なアドバイス機能を果たすべきだったのですが、ほとんど無機能状態に

陥っていた。国民が政府の事故対応や東京電力の対応に大きな不信感を持ってしまった原

因の一つは、専門家のコメントやアドバイスが不適切・不十分であったということがある

のではないかと思っています。 
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 「センスのある」というのは、十分な専門能力プラス、「職業倫理」ではなくて、むしろ、

原子力の世界というのは非常に専門が分化していて、専門分野が違うと他分野のことが分

からない、評価できないという傾向が強い。原子力は一つのシステムですから、一方で、

全体の繋がり、構造も理解しておく必要がある。少し一歩引いた形で、「横断的な見方」が

できれば、関係者がそういう知見を持っていれば、もう少し違ったアドバイスができたの

ではないかなと思っています。 

 例えば、現場対応で、「手動でやる」ということの意味の理解もそれに関わってきます。

一般には「手動でやる」というのは、自ら手でバルブを閉めるイメージがあるのですが、

実は、「手動で」というのは、実際に手で閉めるというケースもあれば、ボタンを手で押す

ことも手動ということになります。この場合、人間がバルブを閉めに行くのではなくて、

エアを使ってそれを閉めるとか、あるいは電気で閉めるということがあるわけです。そう

すると、いくらボタンを押してもエアがなければ閉まらないということになります。 

 今東電が公開しているビデオテープを見ると、本店の幹部が、「早くバルブ閉めろ」「な

ぜできないのか」と怒鳴っています。吉田所長（当時）は、「エアがないから閉められない

のです」と答えていますが、本店の原子力部門の責任者をやった幹部でさえ、手動の意味

を理解していないのです。というようなことを考えると、一体この「専門」というのは何

だろうかということが問題になります。私は、専門家が横断的に全体を見ることができる

知識を持ち合わせていなくて、直後のいろいろな事態に対処できなかったことが実は大き

かったのではないかなと思っています。 

 たぶんそういうことが何か、ここで書かれていることよりも、もっと大事なことではな

いかなと。職業倫理は十分に、電力会社も、東電も含めて、あるいは原子炉メーカーにし

ても、確かにこの 10 数年、職業倫理とか、工学者倫理とか言われており、それはそれで重

要なのですが、それよりは、こちらのほうに光を当てたほうがいいのではないかという気

がしています。 

 それで、研究の目的として人材育成は確かに大事なのですけど、福島の事故以降、原発

問題では、批判派と推進派の間のコミュニケーションがとれなくなっていて、そのことで、

本来はもっと議論しなければいけない国のエネルギー政策のあり方だとか、そういうこと

がほとんど議論されていない状況にあります。このような二分状態の中で、どのようにす

れば、正常に対話・討論ができるようになるのかということが、研究としては非常に重要

ではないかと思っています。そういうことは射程には考えておられないのかどうか、とい

う点をお聞きしたいと思います。 

 

（木村） 後者からお答えしますと、それを射程にしています。 

 この前の環境回復会議でご一緒したときに、景浦先生という東大の人が言っていました

けれども、コミュニケーションがちゃんと行なわれる、要は情報がやり取りされて、お互

いがちゃんと態度を変えていくような余地があるときというのは、相手が聞く耳があるか
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どうかというところにかかってくる。そういう意味で、なぜ反対と推進がコミュニケーシ

ョンがとれないかというと、お互いに対して、もう耳を貸さないから。それは、もう信頼

以前の問題なのですね。景浦さんによれば、お互いに耳を貸す状況になって、初めて信頼

が構築されるとおっしゃっていましたけれども、そうだと思うのですよ。反対と推進がな

ぜコミュニケーションができないかというと、その信頼もないから。それをどうやって作

るかというのが、大きな社会的な課題だと思っています。 

 今回実は、このムラという議論でやっていたのは、ムラの手先といわれつつも、市民か

らしたら、あちらの業界にいる人という意味で、何かこう、不信感の塊のような人たちの

中に、原子力学会というものがやはりある。テレビの説明を聞いて、だまされちゃった、

みたいな人たちもいっぱいいるわけです。そういう人たちが属している集団と、そうでな

い普通の市民との間には、もしかすると、信頼がないかもしれない。そういう状況がある

のではないか。この部分を、せめてコミュニケーションをとり、信頼を培っていくような

土壌を作るためにはどうしたらいいのか。この部分が、実は研究の射程ということになり

ます。なので、これをどうにかしたいなというのがまず一点目。 

 もう一点の職業倫理に関しては、おっしゃるとおりだと思っています。私も、個人個人

で見たらそうだと思っているので。ひとつは、先ほど松田先生もおっしゃいましたけれど

も、個人と組織の関係という組織論が、何か絡んでいるなとは思っています。もうひとつ

は、そうは言いながら、社会性みたいな部分と言うのしょうか、社会から見て、自分の行

動がどのように見えるか。そういうところに関しては、あまりに無頓着すぎると。そうい

うことも含めて、実は「職業倫理」と書いているところがあって。 

 そういう意味では、専門性に則って業務をやるというところは、私も疑っていないし、

大丈夫だろうと思っているのですけど。ところが、社会に対して、この行動をどうやって

公開して見せていけるのか、という部分とか、情報の公開をどのようにしていけばいいの

かという辺りが、少し思慮が足りないのかなと思っていまして。その辺りを、どのように

表現すればいいか分からなくて、社会性が足りないですねとか、そういうことはたまに言

っていたりするのですけど、それで「倫理」と書いているのです。 

 

（安部） どの分野でも似たような状況にあります。原子力の分野だけでなくて、私が関

わっています運輸の世界でも、「鉄道ムラ」が存在します。 

 何か事故を起こして、社会とコミュニケーションしなければならなくなったときに、初

めてそういうことが顕在化して、問題点が大きく浮かび上がります。決して鉄道の人たち

が、職業倫理に則っていないわけではないのですが、やはり独自にそのムラの身内の思考

方法だけで完結してしまう傾向があります。その思考方法は、いわゆる世間一般が要求す

るものとかなり隔絶しているような感じがします。 

 だから、職業倫理というよりも、世間が期待するものと、いわゆるムラの中で常識にな

っていたり、考え方の基盤となっている規範みたいなことが、かなりずれている。そうい
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うことではないかと思うのですが、どういう言葉を使ったらいいのか。 

 

（松田） 具体的に書き込んだほうが、やはり分かりやすいですよね。倫理感そのものが

人によって受け止め方が違う中で、研究の狙いというのは、先生がおっしゃったように、

まさにそのことだと思うのですよ。 

 

（土田） 「独りよがりの」というような形容詞をつけると、いいかもしれませんね。独

りよがりの職業倫理感から脱却する。 

 

（松田） いいですね。なるほど。 

 

（定松） 関連するかもしれないのですけど、そういう意味では、おそらく市民の側のほ

うは人がいっぱいいて、いろいろ選び方は工夫の余地があって、 初に新澤さんが言われ

たような経営的な観点も、そういう方を市民の側に入れれば、ある程度確保できるかと思

います。やはり、専門家の方をどう選ぶかというのが、結構難しいというか。 

 両面あると思っています。木村先生が、「対等」と真剣に考えていらっしゃるのは分かる

のですけれども、10 人と 10 人で並べたときに、市民のほうはお互いにまったく知らない

10 人で、市民の側から見ると、（専門家は）つながっているものとして、実際はどうかは別

として、見えるはずなのですよね。ですからまずそこで、市民の側から見て対等に見えな

い。何か質問しようとしても、専門家が 10 名並んでいるところに、素人が質問しようとし

て、対等に話せるとはとても思えない感じがします。もう、10 名と 10 名で（研究計画を）

出しているので、（変えるのは）難しいかとは思うのですけれども。そこにまず難しさがあ

ると思います。 

 逆に申し上げると、専門家のほうも、何か個人として発言をしたときに、それが守られ

る仕組みを作ってあげておかないと、発言がしにくいのではないか。匿名で 1 人 1 人出て、

10 人から質問を受ける、ぐらいでもいいのではないかと思うのですね。つまり、（原子力学

会の）500 名の中から選ばれた 10 人として立候補して、それで発言して記録が残って、そ

れがまた後から他の 490 名から批判にさらされるわけではないですか。そこはやはり、む

しろ専門家集団の側としても、専門家の個人の発言をきちんと守ってあげられるような体

制も必要なのではないかと。 

 だから、10 名 10 名でテーブルにつくのは難しいんですけど、私がぱっと今、理想的だと

思ったのは、専門家を匿名で 1 人ずつ出して、10 名の市民からいろいろ質問をされて答え

ていく。（専門家の側も）10 人で出てきたら、やはりお互いのことを気にしますし、自分は

事故に関してここが問題だったと思っているけれども、言ったら差し障りがある人もきっ

といらっしゃるわけではないですか。だから、10 名並べた時点ですでにムラの力がはたら

くというか。なので、10 名と 10 名だと難しいのではないでしょうか。 
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（松田） おもしろい。 

 

（土田） 大変参考になりました。おっしゃるとおりなのです。これまで、原子力学会で、

5、6 年間会員に対する調査を続けてきているのですね。そうすると、原子力に反対だとい

う会員は、いることはいるのですけれども、ほとんどいません。したがって、そこから選

び出してくれば、原子力は賛成だという専門家しかいないことになります。それも、市民

の目から見ると、専門家の中には原子力が危ないと言っている専門家がいるはではないか、

ということにもなるので、その点も問題として挙げられます。 

 もうひとつは、これは木村先生から申し上げたほうがいいのですけれども、専門家が変

わる可能性はあるのか。変わるといいますか、私は「変わる」という言葉を使うのは嫌い

なのですけれども、専門家が市民を見る目が、もう少し正確になる。認識が正確になって

いくという可能性はないのかということを見ていて。それを見ようとすると、1 人、2 人の

人が変わったというのでは、少し説得力に欠けるのですね。やはり 10 人くらいの方がほし

いということと。そのためには、匿名で、影に隠れて、というようなことだと、専門家の

方々に対するインパクトが弱いだろうと。 

 

（定松） 顔は出しているけど、専門や名前は出さない方が、例えば質問をたくさん受け

ると（思うのですが）。それが 10 人くらい走って、1 人が、「ああ、俺が今まで市民がおか

しいと思っていたのは、こういう勘違いだったのか」みたいなものが、10 人のうち 1 人で

も分かれば、それがたぶんテストケースになって、他の方にも示唆を得られるというか。

たぶん、10 人まとめていくと、かなりガードが固いというか、専門家 10 人並んで、素人

10 人でいろいろ質問を投げかけても、かなりディフェンスしてしまいますよね。できてし

まうと思うのです。 

 

（木村） そういうこともありまして、中身を具体的にどうやっていくのかというのは、

今も議論をしているところです。まず 1 つ目は、情報の移動が、専門家と市民というと、

当然専門家はその専門領域において情報が多いから専門家であって、情報というのは多い

ほうから少ないほうにしか流れないわけですよね。なので、専門家から市民へ情報の移動

が起こるのは、これはもう仕方がないことだろうと思っていますが、そういう意味で我々

の中では、専門家という言い方はやめようと。「ムラびと」と「市民」にしたのですね。 

 どうしてかというと、「ムラびと」は、確かに原子力情報に関しては専門家だけど、その

他は普通の市民と変わらないはずであると。 

 

（松田） そうなのですよね。 
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（木村） であれば、「ムラびと」から情報の移動が起こるのは、原子力の情報であるけれ

ども、例えば「原子力のことを市民がどう思っているか」という情報は、市民からしか流

れないはず。まあ、自分たちも市民なのですが。その部分を大切にするような枠組みに、

どうやってファシリテーションするかということが、一番大切だと思っています。 

 そういうこともあって、今、ファシリテーション経験の豊富な方々、今までいろいろな

コミュニケーションの場をやっていた方々に、いろいろご意見を伺っています。例えば、

自分が第三者的立場になって、立場の違う人たちが意見交換しているところに自分が立っ

て、その場を仕切ると、お互いの言っていることがすごく良く分かってくる、みたいな経

験もお持ちということで、そういう枠組み、要は、質問に対して答えを言うというのでは

なくて、何か一緒に共同作業するような、今までのいわゆる情報提供型のフィールドとは

まったく違うフィールドを作っていきましょうという話を今しているところです。 

 

（松田） ワークショップみたいな。 

 

（木村） はい。ワークショップ形式にして、本当にいろいろな意見があるということを

認識しながらも、ちゃんと整理する。そして、お互いに、整理するということは尊重しな

がら書かなければいけないので、そういうことを周りで誘導しながらやる。共同作業をや

るのは参加者たちですけれども、フォーラムの参加者は 10 人なのですけれども、その周り

にかなり多くのファシリテーションを補佐できる人たちを置いて、そういうことをちゃん

と誘導できるようにしようという体制を整えています。 

 あともうひとつは、では具体的な話題をどうするかという議論もあります。 初は、そ

の人の「社会的リアリティ」というのでしょうか、その人がどういう世界で生きていて、

どういう価値観、どういう状況を「普通」だと思っているのかということを、まずはお互

いに共有しあって、自分の背景がどう違うのかというのを、お互いに分かるような状況を

作りましょうと。それが 初に必要ですねということで、5 回フォーラムをやるのですけれ

ども、その中の、1 回の大半はそれに使おうと思っています。そのくらいのことをやって、

専門家対市民ではなくて、個人としてちゃんと話し合っていけるような場を作りたいなと

思っています。 

 ただ、その後の話題の展開はどうするかということを実は考えているのですけれども、

あくまでこの研究としては、原子力ムラの境界を越えたいということもありますので、あ

まり原子力とかけ離れたことを話題にして議論しても、それは難しいのではないかという

ことで、関連がありながら、例えば省エネの話であるとか。 

 先ほどの 1-11 の 5 ページにとりあえずの案が書いてあります。「ワークショップ（フォ

ーラム）の内容、段取りの決定」というところの、各回の目標をどう設定するか。これは

まだ議論中なのですけれども。 初は、やはりオリエンテーションにかなりの時間を使お

うと。1 回 3 時間半で考えているのですけれども、 初はそのオリエンテーションで、自分
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のこだわりみたいなところを分かってもらう。その上で、「原子力ムラ」という言葉が、あ

る意味キーワードとして使えるのではないかということで、「原子力ムラ」というものにつ

いてどう思っているか、みたいな意見共有をしていく。 

 第 1 回を受けて、第 2 回ではムラにある課題みたいなところで話し合ってみる。第 3 回

は省エネみたいなところで話し合ったり。第 4 回は安全神話というもので話し合ったりし

て、原子力というものが透けて見えていくような、でも直接原子力に関係なくて、むしろ

一般生活者としての立場が共有されることが大切なような話題をやっていったらどうだろ

うかということを、今のところ考えています。特に 4 番目の安全神話などは、本来はここ

に対して、さらに原子力のリスクとかそういうところが透けて見えていって、専門的にも

とても大切な分野でもありますので、こういうところでやっていくと、技術的にも議論が

展開していくところもあり、そこにちゃんといわゆる市民的なセンスを活かすことが大切

だというような、そういう気づきみたいなものも出てくると面白いかなと思って、こんな

感じで今は作っているという状況です。 

 公開性に関しては、チャタムハウスルールの話が書いてありますけれども、このフォー

ラムの中には直接はマスメディアは絶対に入れないでやろうと思っています。どうしてか

というと、個人が特定されてしまう可能性があるので。フォーラムの中では自由に話して

もらうことが大切だと思っていますので。その代わりに、どういうことが話し合われたか

ということは、社会にちゃんと出していかなくてはいけない枠組みでもあると思っていま

す。そういう意味では、このチャタムハウスルールみたいなものを使って、個人は伏せる

と。だけど、何が話されたかは全部公開する。それはホームページで逐次出していく。 

 その後、たとえばマスメディアから何か公開してくれという要請があったら、研究者を

通して、研究者の取材という形で一部話はできるけど、フォーラムの中に入ることはやめ

てくれと。その代わり、 終シンポジウムというものを開催して、そこには来てください

というような対応で、マスメディア対応をしていこうと思っています。 

 そういう感じで、中に入った人たちの情報の保護ということと、でも保護しながら自由

に話してもらわなければいけないので、そういうところをどうやって確保するかというこ

とを少し考えているところです。これもまだ検討中ではあるんですけれども、この方針で

いこうと思っています。 

 

（森田） 私は印象として、ひとつはやはり、先ほどから出ている「市民」、私は政治学を

やっているものですから、市民という概念が、多義的であいまいに感じます。それをどう

やって特定できるかということ。裏返して言いますと、選ばれた人がどういう意味で市民

の代表なのかということ。この説明が難しい。これは、全員納得できる説明というのは、

方法論的にランダムにやる以外はないと思います。基本的に、自分と意見が違う人に対し

ては、あの人は代表していない、という意見が出ますから。それに対してディフェンドす

るのは非常に難しいと思います。だから、方法論的にそれをやらざるをえないということ
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になるかと思います。専門家のほうでも先ほど議論があったところです。それが、少し気

がついたところです。 

 もうひとつ気がついたのは、こうした形で調査をして、コミュニケーション・フィール

ドを作ってディスカッションをしていきますけれども、 終的にこの研究で目指している

アウトプットと、その調査との因果関係といいましょうか、要するに、どういうものをど

ういう展開でもって、 終的なアウトプットとして期待されているのかというのが、ちょ

っと見えにくい気がするのですね。 

 というのは、 終的に倫理感とか、貢献の側面があるとおっしゃいましたけれども、こ

のあいだの DP もそうだったのですけど、要するに、ある成果が期待できると。その成果に

結びついていくという道筋が、少し見えにくいと。したがって、調査をやった結果、自然

科学的な実験ならばある程度そうなのでしょうけれども、その結果出てきたものが、本当

に期待されるものかどうかというところが、今フォーラムの議題の話もありましたよね、

その道筋が、少し楽観的かなという気が私はしました。 

 どういうことかというと、例えば「信頼」だとしたら、どういう場合に信頼が得られる

か、得られないかということは、客観的な科学の研究になりうると思うのですが、どうし

たら信頼を得ることができるかというのは、これはある意味で価値判断が入ってしまうわ

けですね。その微妙な違いによって、たぶん調査のやり方と、議論の仕方が変わってくる

と思います。 初から信頼を得させることを目的にしてやっているのかといったら、それ

自体が批判の対象にもなりかねないですね。その辺のプロセスが少し見えにくいと思いま

す。外部評価ということで、生意気なことを言ってすみませんけれども、その印象なので

すよね。 

 

 政治学の場合、今回の事例もそうですけれども、社会的に多くの人が何らかの不満を持

った場合、その不満を解消するために、「誰のせい」という議論が出てくるわけです。一種

のスケープゴートの製造です。全ての罪を背負った人を作らないといけない。それは、ど

ういう人たちかというと、具体的に因果関係があるか、責任があるかは別問題なのですよ。

そういうラベリングをするかどうかの話ですから。そのときのその集団もどうなるか分か

りません。だから、たまたま「原子力ムラ」という形で、関係者の人を括るいい言葉がで

きたから、スケープゴートになるのです。 

 例えば領土問題でいくと、日本人が悪いのだと。なぜ悪いかといったら、過去に悪いこ

とをしている。だからお前らが悪い。実際、韓国の方とそういう議論をしたことがあるの

ですが。でも、私はその悪いことをしたときに生まれてなかった。なぜ私が責任を負わな

くちゃいけないのかと言ったら、向こうはそこで判断停止するのですけれども。とにかく

日本人が悪いのだと。そういう議論になってしまうのです。ここは、合理的な証明とか何

とかではなしに、言うほうが自分で心理的に納得するかどうかの状態。 

 原子力、今回の場合もそういうメカニズムが比較的きれいに出たケースなのですが、同
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じことは、エイズの問題でも、BSE の問題でも、いろいろあります。特に日本の場合は、

安全神話ということがあります。リスクはゼロでなければいけないと。そういう前提でも

のを見てしまった場合、少しでもリスクに関わっているほうを全部悪いとする。 

 そのメカニズムをどうやって変えていくか、認識を変えていくかという、それがある意

味でこういう研究の場合にはポイントになると思いますし、私も前からいろいろとお手伝

いさせていただいたのは、そういう観点からです。 

 その場合に、ひとつの研究の対象になりますのは、先生のご専門かもしれませんが、や

はりコミュニケーションの問題です。コミュニケーションというのはどういうことかと言

うと、情報を受ける側がどのように認識するかの問題ですから、そちらの観点からものを

見て、発信していかなければならない。そちらがどうやって納得するかの話ですよね。 

 マーケティングもそうなのですけれども、本当にこの商品がいいかどうかというのはと

もかくとして、お客さんがこれを買いたいと思うかどうかが重要なのです。買いたいと思

わせるのがマーケティングの技術になるのです。日本の場合に大きな問題になったのは、

企業は、いい製品を作ると、必ず消費者は買うだろうと思っていて。それがひとつの技術

神話となっているのですけれど。現実にはいい製品かどうか評価できない場合、まったく

違う反応が出てくる。ここの大学にも、某理科系の先生で、これだけ優秀な大学院生を育

てているのに、なぜ企業は採用しないのだという発言をした人がいました。それは、経済

学で言うと簡単で、マーケットの需要がないから。逆に、需要があれば、多少質が悪くて

も売れる。そこのところの、相手側の視点から見てどのように受け止められるかというと

ころがポイントになるのですけれども。コミュニケーションをやる場合には。まさに科学

技術でいうと、そういう話になる。 

 だから、今回の原発事故の場合、私はたまたま海外にいたものですから、向こうから見

ていたのですけども、 初に記者会見された専門家の方が、「ベントがなんとか」、「ベント

がなんとか」と言っていましたね。あれは、多くの方は分からないのですよね。 

 

（松田） お弁当だと思っちゃう。 

 

（森田） そう。やはりジャーゴンとか、言葉の使い方です。だからまさに科学技術とか、

リスク・コミュニケーションの話になるのですけれども。そうしたときに、受け手がどう

見るかという観点から、何を探っていくのかというのが、この場合、ひとつのポイントに

なるかなと思います。それでもって、どうやって信頼が得られるか、ということだと思う

のです。私を信頼しなさいといくら説明しても、相手が信頼するかどうかは別の話になる

のですね。 

 もう少し言いますと、政治学もそうですけれども、政治的に独裁者が出てきたときなど

もそういう話になるのですけれども、基本的に何か不満があって、あるいは不安があって、

何があるかよく分からないとき、そのときに、誰が悪いか、何が原因であるかというメッ
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セージを流すと、非常に早く反応してしまう。1 回それで認識ができてしまうと、それが社

会学でいうラベリングみたいになるわけですけど、その後は要するにフレーミングになる

わけで、それが固定観念になってしまいますと、その後ものを考えるときに、全てそれを

基準にして考えるようになるのです。これをひっくり返すのは相当大変なことだと思いま

す。 

 だから、例えばですけど、そういう意味の心理的なプロセスみたいなものも、もう少し

この設計の段階でお示しになるのも、ひとつの方法かなと思うのです。でないと、示すか

どうかはともかくとして、それを踏まえた上でフィールドでの議論の仕方を考えていかな

いと、あるところで出た結論が、期待していたものと違う結果になるというリスクもある

という気がします。 

 政治的にいうと、そういう神話を崩すというのはなかなか大変なのですけれども、よく

言われているのは、相手の価値基準や思考プロセスをきちんと把握して、それに乗って、

あなたが高く評価している、正しいと思っているものは、実は私たちも同じ思考でいくと

こうなるのですよ、という論理をどう組み立てていくか。申し上げるまでもないと思いま

すが。そのためには、例えば、相手の論理で考えたときに、矛盾するもの、その場合にど

う判断するか。 

 具体的な例、私もよく分かってはいないのですけれども、放射性物質のリスクの評価を、

WHO がやっている。日本の研究者はあまり信頼されていないので、WHO がやる。福島で

被ばくした多くの人たちは、がんの発生確率については有意な差が認められないけれども、

乳児に関してだけ少し高い。3 倍ぐらいです。朝日新聞がそれを一面で出しました。あれは、

親に対して反響があるのですけれども、実際は、お医者さんなどに聞くと、いつも一緒に

暮らしているお父さんかお母さんがタバコを吸っているほうがはるかにリスクが高いすで

す。その情報が一緒に出されるかどうかによって、評価が変わるわけです。その辺はメデ

ィアも含めてですけど、情報の出し方の問題と、比較対象の問題です。それによって認識

が変わる、ということを知らないと、むしろ増幅する形で情報が伝わってしまう。 

 申し上げるまでもないこと、余計なことを申し上げましたけれども、そういう意味でそ

このところのロジックがもう少し見えたほうがいいのではないかと思います。 

 

（安部） この円全体が原子力発電としま

す。その中に要素として、いろいろなプラ

スとマイナスの面があるわけです。原発批

判派の人は、どうしてもマイナス面ばかり

を見、他方、推進派の人はプラスの面ばか

りを見て、あまりマイナス面を見ない。 

 原発には、いろいろな側面があるという

ことを、俯瞰的に見ることができれば一番
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良いのですが、なかなかそういう見方ができない。なぜ一面的な見方に陥りがちかという

と、利害関係というか、関心の近さ・遠さということがあるのではないかと思います。例

えば、企業ですと、原発がなくなると電気料金が上がって、競争力の低下につながってし

まう。それで倒産したり、工場が海外に移転したりすると雇用が失われる。社会にとって

は、そちらのリスクの方がより深刻ではないのかと考えて原発擁護ということになります。

また、天然ガスなど化石燃料に依存することはエネルギー安全保障上も問題であるという

議論が重視されます。 

 批判派は、そうした経済的な側面や、エネルギー安全保障のような側面よりも、放射線

の危険性をより重視して、そういう立場からものを考えています。特に日本の場合、やはり

広島、長崎の体験があって、国民の間で原子力は怖いという感情が強い。広島、長崎の被

害者の肥厚性瘢痕は、原爆の爆発のときの熱が原因で放射線が原因ではないのですが、そ

ういう写真を見ると原子力の負のイメージが増幅されてしまっているという面があります。 

 やはり日本独特の、被爆国だということを含めて、リスク評価がなかなかできない国民

性だとかを含めて、日本では批判派と推進派の対話の可能性は、かなり大変だと思います。 

 それから、推進派の方に言いたいのは、過酷事故を含めて原子力発電の負の側面として、

過酷事故の部分がすっかり抜け落ちていたのではないかと思います。やはり過酷事故が発

生しうるということを含めて見ていかないといけない。「安全だ安全だ」と言ってきたこと

が、あるいは過酷事故の可能性を過小評価してきたことが決定的に信頼をなくした大きな

理由だと思います。 

 

（森田） もう少し言うと、こういう技術をやるときに、今の先生の話もそうだけど、意

見の違う市民同士に議論をさせて、そして行き詰ったときの専門家のアドバイスというや

り方は、環境問題などでよくあるのですよね。 初から市民対専門家というフレームの場

合、先ほど申し上げましたけど、市民がどういう立場かが見えないものだから。その辺も

コミュニケーションの場合はかなり重要な要素かなと思います。 

 

（木村） その辺は気をつけてやっていこうとは思っています。例えば、こういうコミュ

ニケーションをやって、何を求めていくのかということに関しては、ひとつは、まさにリ

フレーミング、どうしてもフレーミングされて、ステレオタイプをどんどん満たしていく

というところがあって。また専門家側も、ある意味で自己被害者妄想みたいなところでフ

レーミングされているところがあって。社会から、「自分はこう見られてしまうんだ」と自

分像を勝手にフレーミングしているところもあるので、そういうところをどうにか、リフ

レーミングを起こしたいというのは、やはりあります。そこまでいけるかどうかは、ちょ

っと大変なところではあるとは思うのですけど。 

 

（安部） その問題は早く着手しないと。10 数万人の人たちが、住み慣れた土地を追われ
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て他所に行っているわけです。住み慣れた土地と家を離れて、他所に暮らすことによって

起こる悲劇を軽視できません。チェルノブイリでも、強制移住させられた人々に大きな問

題が出ています。許容放射線量の見直しや、自宅に戻っていただく時期の目途など、早く

政府が対策を講じないと、深刻な問題が起こりかねません。 

 

（松田） 私自身も、木村先生と土田先生が、文科省でこのプロジェクトの予算を獲得し

たことをは、日本の原子力政策に、道筋をつけていく大きな光になると高く評価していま

す。私はこの研究こそ、今日本がやるべき研究で、両先生がすばらしい外部評価委員を選

んでいただいたこともすばらしいと思います。 

 各国では、市民との対話に関して原子力政策の歴史の中で、いろいろな専門委員会がで

き、レポートを出していますよね。イギリスの放射性廃棄遺物管理委員会（CoRWON）も、

フランスの国家公開討論委員会（CNDP）も、地元との対話では、日本以上に政府が汗をか

いて、いろいろな仕組みを作って、議事録が残っています。その報告書は全部日本語に翻

訳されて、原環センターにもありますよね。 

 メンバーの皆さんで、それを読んで、こういうところがポイントになりそうだというと

ころをパッと把握すると、市民と会ってもゆとりができるのではないでしょうか。 

 イギリスも、フランスも国民との対話では試行錯誤で政策を進めてきていて、そこには

必ず誘致に対する国民との会話があって、その議事録が十分に公開されています。私は、

それらを読みながら国の努力に対して感動していました。 

 イギリス版のコルムや、フランス版の国民会議みたいなものを、今回、日本では木村先

生と土田先生が、はじめてくださる。とても心強いです。頑張ってください。 

 

（定松） 後にお伺いしたいことがあって。先ほど、フォーラムの話題は、どちらかと

いうと（福島での事故とは）直接関係ない話をしていこうという内容をおっしゃっていた

と思うのですけども、素人目線からすると、やはり、（専門家への）信頼のことを考えるの

であれば、事故についてどう考えているのかということが、普通の人からすると一番聞き

たくて。それは、あえて外されるのですか。 

 

（木村） まだこれは検討中ですけど、今のはいいアイディアだと思いますので、持ち帰

ります。 

 

（定松） 一般的な話をすると、逃げている感じがすると思うのですよね。 

 先ほど話したことに関して言うと、事故に関して、「自分はこういうところが問題であっ

たと思う」ということを率直に言ってもらう。そして、「いや、俺は違うと思うよ」みたい

なものが聞こえたほうが、素人としては信頼できるというか。 

 森田先生が言われたように、マクロの社会にそれがどう受け取られるかは分かりません
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が、やはり木村先生としてはミクロの局面で対話をしたときに、どう変わるか。この局面

のことを考えておられると思うのですよ。そういう局面では、そういう率直な意見がやは

り、普通のコミュニケーションの常識として、「俺はここがおかしかったと思う」というこ

とが正直に言えたりすることが大事だと思います。それが、ムラの中での他の人に対する

遠慮がなしに言えるような環境を作ってあげることがすごく、専門家の側にとっては大事

なのではないかと思います。 

 

（木村） それは検討します。まだまだフォーラムのほうは検討していきますので、ぜひ、

持ち帰って検討させていただきます。 

 

（松田） この省エネというテーマは、市民のほうから見ると、電力の考え方を整理する

という面では、省エネから見えてくる電力の世界というのもあるので。研修者の皆さん、

に任せましょうね。とってもいいアイディアだと思うので。 

 

 

2．進捗状況の報告 

 

（木村） もう時間になってしまって、進捗報告に関するご意見を聞く暇はなくなってし

まったのですが、今までの話の中で、フォーラムの中身については進捗報告の部分もご説

明しながらお話できましたので、それに代えさせてもらえればと思います。一応、簡単に

概略だけご報告をして、本会を閉じさせていただきますけれども、1-5 をご覧下さい。 

 大きくは市民調査グループと、フォーラム検討グループについてですが、思った以上に

順調に進捗しているなと思っていまして、そのように書かせていただきました。それぞれ、

どんな感じで進んでいるかだけ、簡単にご説明します。 

 市民調査グループについては、今年度の調査方法については、もう確定したということ

です。あとは、現在調査票をほぼ確定したところで、実は 1 月に調査を実施というと、輿

論科学協会に 12 月 21 日締め切りですといわれているところもありまして、そこまでには

確定しようと思っています。これから、土田先生を中心として、2 回くらいの会合を予定し

ていまして、その中で確定をしていこうと思っております。外注し終わった後は、来年度

のフォーラムの実行にあたっての意識調査の項目等を検討していくと。そして、社会調査

のデータがあがってきたら、その分析を実施するということになります。 

 一方で、フォーラム検討グループについても、順調に進捗しつつあると思っています。

少なくとも、フォーラムに関しての議論の整理がずいぶん進んで、 初はもう本当に何も

なく、どう叩こうかという感じだったのですけれども、ずいぶんたたき台が出てきたとい

うことで、検討を実施しながら、概要はほぼ固まりつつあると思っています。こちらの概

要の部分に関しては、社会調査のときに応募書類を作成して一緒に載せますので、そうい
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うスケジュールで走っております。その後は、フォーラム研究に関しての文献調査は引き

続き実施しますし、フォーラムの詳細設計、手引きの作成、人選等を実施していくという

形で進んでいこうと思っております。 

 2 番は、今までにどういう会合を開催してきたかということをまとめてあるものです。 

 

 

3．その他 

 

（木村） 後に、先生方から一言ずついただいて、終わりにしようと思います。それで

は、安部先生からよろしいですか。 

 

（安部） 情報の隔たりというお話をされたと思うのですが、私は今回福島の事態が起こ

ったのは、情報の隔たりというよりも、不正確な情報が相当流れたということがより問題

ではなかったかと思っています。あることが起こったときに、マスコミは、事象の重要性

ではなくて、希少性に着目をした報道をします。重要なことが報道されずに、希少性が高

いニューズが報道されるわけです。 

 自動車の交通事故だと年間 5000 人近く亡くなっているのに、玉突き事故のようなもので

ないと自動車事故は報道されません。ところが、先日のようなトンネルの天井版落下事故

があると、非常に希少性が高く、これでもかというほど報道されます。あるいは鉄道の脱

線事故だと、負傷者が数名出ただけで大きく報道されます。 

 マスコミが報道することによって、ある種の世論が形成されて、また政治もそこに影響

されます。単に当事者間のコミュニケーションだけではなくて、そういう大きく当事者を

含めた関係者を包み込んでいる、情報化社会におけるメディアの役割というのがかなり大

きくて、メディアの報道は事実に大きなバイアスをかけます。その点をやはり見ておく必

要があるかと思います。リスク・コミュニケーションの問題を再考する場合も、それがひ

とつのポイントになるのかなという感じがしています。ですから、単なる情報の隔たりと

いう問題ではないような気がします。 

 

（新澤） これはきっと、いい研究になると思います。非常に楽しみにしています。今日

は初めて内容の詳細を伺って、いろいろな工業、産業界ではムラができているので、そう

いうところでも参考にしてもらって、これがさらに日本の安心・安全な社会の構築に向け

て、何か皆さん貢献できるようにしてほしいです。 

 この研究の後、研究成果が出てきて、それが原子力学会、ムラの中で参考にするだけだ

ともったいないですよね。それをベースにして、どう展開していくのかというのがないと。

きっといいものが出てくると確信していますので、文部科学省だけだと、その結果が大し

て使われないということもありうるなと。そちらを心配してしまいますね。もっと、総務
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省とか、広がりがあるといいのですが。 

 

（木村） そのときにはぜひお力添えをお願いいたします。 

 

（森田） 安部先生がおっしゃったのと同じで、マスメディアがどういう形で情報を集約

して発信しているかということにも、ぜひ注目していただきたい。そこで、いろいろな意

味での刷り込みといいましょうか、それがかなり行なわれていて。 終的には、アウトプ

ット、職業倫理をしっかり持っていただきたいのも、メディアの方ではないかと（笑）。違

う業界として、ですね。 

 今、新澤先生がおっしゃった点ですけれども、実は私は JST の中の RISTEX（社会技術

開発センター）の中のプロジェクトリーダーをやっていまして、そこでひとつ目指してい

るのは、社会実装なのです。この研究の成果を活かすときにプログラムが続いてるかどう

か分かりませんけれども。基本的に、研究であるからといって、論文を書いて終わりでは

なくて、実際にそれをどう活かしていくかというところまで含めた研究にしていただけれ

ば、そちらのほうの受け皿のようなものも、まだ続くと思いますので、ぜひお願いします。 

 

（木村） 分かりました。そのときはまた。 

 

（森田） 私は請け負うわけにはいかないですけど、ぜひいいものを応募してください。 

 

（松田） 私はもう、お話したから、大丈夫です。 

 

（定松） 私も 後に発言させていただいたので、大丈夫です。 

 

（木村） どうもありがとうございました。 

 それでは、 後に次回の委員会の確認をいたします。本年度の業務がだいたい終わりを

迎えたころに、もう一度外部評価委員会をさせていただきます。本年度の成果のまとめを

させていただきます。来年の 3 月 11 日、15：30～17：30、同じ場所になります。よろし

くお願いします。 

 それでは、これをもちまして、第 1 回の外部評価委員会を終わらせていただきます。ど

うもありがとうございました。 

 

以上 


