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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 

 

（サブ F） このガイドにそって、②から先を仕切っていただければと思います。 

 

（F） 良いイメージを持っていない？ 

 

（サブ F） 持たれていないのは、なぜだろうかということです。 

 

（F） じゃあ、原子力のいいところって何でしょうかね？ 

 

（サブ F） ええと、最初はこのテーマに沿って、皆さんにご意見をできるだけたくさん書

いていただくという作業をお願いしてください。 

 

（F） 先に書くのですか？ 

 

（サブ F） そうです。それを皆さんに指示してください。 

 

（F） はい。すでに皆さん書いていますね。私も書いていいのですよね？ 

 

（サブ F） はい。 

 3 分程度で、1 枚に 1 つご意見を書いていただくということを、今お願いしております。

いくつでも結構です。よろしくお願いします。質よりも量を、と書いてあるので、いくつ

でも、気楽に書いていただければと思います。 

 

（記入中） 

 

（F） よろしゅうございますか？ ではこちら側からお願いします。 

 

―― これにペタペタ貼っていけばいいわけですか。 

 〔スケープゴートにされているから〕。犠牲者というか、この人が悪いんだというマトに

なっているということです。 

 〔放射能をまいたと思われているから〕。外から見てだとそうかなと。 

 それから、技術者の人の意見、〔沈黙は金だから〕。日本人って、あまり言い訳しない民
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族ですよね。 

 〔村の人がイメージが気にしないからです〕。何を言われようと気にしないということで

す。 

 〔村の人が社会とつながることを望んでいないから〕。 

 〔説明できる場がないから〕。こんな感じですね。 

 

（F） 次の方、お願いします。 

 

―― 〔メディアが悪いイメージで使ってる〕からだと思います。 

 あと、原子力ムラと聞いたときに、〔よくわからないものだから〕。グレーだから、白に

も黒にもなりやすくて、悪い意味で使っていることが多いから、黒いイメージになるのか

なと思います。 

 〔原子力と名前がつくものに悪いイメージ〕をもつという面があって、〔日本人のアレル

ギー〕かなと思います。 

 

―― 何に対するアレルギーですか？ 

 

―― 原子力というものに対するアレルギーです。 

 あとは、〔閉鎖的だから〕だと思います。 

 

（F） 次の方、どうぞ。 

 

―― はい。端的に言うと、〔閉鎖的だから〕ということだと思います。 

 市民から見ると、〔専門家の言葉が分からないから〕でしょうか。 

 あとは、〔利権集団〕。自分だけ甘い汁を吸っていてずるい、という気持ちがあるかもし

れないなと思いました。 

 あとは、〔空気の問題〕と書いたのですけれども、反対の意見が出ない、あるいは出せな

い空気がある。それが今回の事故の原因だったわけですけれども、そういう面がある。こ

れはイメージの問題ではなくて、事実だと思うのですけどね。 

 そう考えると、これはすごく〔軍隊の論理〕に似ているなと思うのです。反対の意見が

出せない。滅私系ですから。同一行動、同一目的。軍隊はこれでいいのだけど、そういう

ことを採用してはいけないのではないかなと思います。 

 もうひとつ書いてもよかったのは、アレルギーというのは、放射能かなと思いました。 

 

―― 原子力のアレルギーは放射能ということですか？ 
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―― もっと具体的に言えば、そういうことだと思います。 

 

（サブ F） ああ、〔原子力＝放射能〕ということですね？ 

 

―― そうですね。〔原子力＝放射能〕ということです。 

 

―― そのご意見は、〔放射能をまいたと思われているから〕の近くに貼りましょうか。 

 

―― そうですね。 

 

（F） 次の方、どうぞ。 

 

―― 意見がかぶっているのですけど、〔マスコミの影響〕だと思います。マスコミが悪い

と言っていると、悪いのかなと感じてしまうということ。 

 あと、〔なんとなく原子力と聞くと、イメージがよくないから〕。放射能や放射線という

言葉が出てきてしまうので、悪いイメージがあるのですよね。 

 あとは、なぜ、と聞かれても、〔説明が難しい〕。 

 

―― よく分からないということでしょうか。 

 

―― あとは、同じ意見なのですけど、〔閉鎖的だから〕だと思います。 

 

―― 私は 2 個しかないのですけど、1 つは、マスコミが使っているからということです。

〔マスコミのマイナスイメージ報道〕。 

 あとは、〔原子力は危険な技術だという考え〕が根本にあると、やはり、原子力ムラもあ

まり良いイメージがないのだと思います。 

 

（F） 次は私ですね。 

 〔企業としての原発は無理〕ということです。 

 これはもんじゅに関してなのですけれども、無理、〔未来がない〕ということ。 

 あと、今回の福島の原発事故に限ってですが、企業として〔すでに破綻〕しているので、

これ以上開発は無理というイメージがあります。最終的に〔税金による収束〕以外方法が

ないということなので。 

 

―― 追加してもいいですか？ 
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（サブ F） どうぞ。 

 

―― どこかの意見を聞いて思ったのですけれども。一般市民が、賛成とまでは言わなく

ても、やや肯定的に思っているとか、肯定的に思う、思わないはさておき、ちょっと興味

があるんだよね、ということすら言いづらい。「原子力に興味あるの？ 何？ 右翼？」み

たいな。そう思われそうだと思って、興味があるとか、勉強したいとか、言いづらい。 

 

―― 〔すでに破たん〕しているということと、イメージが悪いというのは、どのように

結びつけて考えればいいですか？ 

 

（F） うーん。もう結局、どのようにこれから終わらせていくのだろうか、というような

考えしか頭に浮かばないので。 

 

―― そういうことと、原子力ムラが悪いイメージというのとの結びつきがよく分からな

いのですが。 

 

（F） うーん、なんていうのかな。これから原子力というものを進めていく上で、今回の

原発事故がありましたよね。それをなんとか収束させたいわけですよね。穏便に。終わら

せると言うのかな。その方法がない。 

 

―― そうすると、将来の方向性が分からないので、良いイメージが持てないということ

ですね？ 

 

（F） はい。財政的にも、一企業で賄える金額のリミットを超えてしまっているはずなの

で、それを税金でフォローしていかなければいけない。フォローしていくだけの価値があ

るのだろうか、ということです。 

 

（サブ F） 〔将来の方向性が見えない〕ということでよろしいですか？ 

 

―― そうじゃないですかね。良いイメージというのは、未来を示すことができるものだ、

というお考えですね？ 

 

（F） うーん。未来？ 

 

―― 未来がないものは悪いイメージしかないだろうと。そういうことですか。なるほど。 
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―― 先ほどスケープゴートとありましたが、翻訳を書いていただきたいのですが。 

 

―― なんていうんだろう、お祭りのときに殺される羊のことですね。いけにえ。 

 

―― ああ。 

 

―― いけにえにされている。何か悪いことがあったときに、「あいつが悪いんだ」という

いけにえですね。 

 

―― 本当は、無実の人を「あいつが悪い」と言ってしまうことでしょう。だから、今回

の場合は少し違うでしょうね。 

 私の個人的な意見では、今回は原子力ムラが原子炉を作り、事故を起こしたわけですか

ら。いけにえではなくて、ずばり戦犯、犯人そのものだと思います。いけにえというのは

少し意味が違うのではないかと思いますね。 

 

―― あの、今は原子力ムラに対するイメージの問題を話しているのだと思うのですよ。

なぜ普通の方々が良いイメージを持っていないのですか、ということを探しているのだと

思うのです。 

 そうすると、例えば私が考えたのは、原子力ムラを悪いと言えば皆が救われるから、と

いうことなのです。 

 

―― ふんふん。 

 

―― そうすれば、大学も、いろいろなところで働いていた人たちも、「俺たちは別に加担

していなかったよ」と。なんとなく、そういう言葉で逃げられる。そういうことです。 

 

―― 責任をなすりつける対象、ということですか？ 

 

―― そうです。おっしゃる通り。対象として選ばれたということですね。 

 

―― それは、責任対象が東京電力ならそれでいいかと思うのですけども、今回はもっと

広い範囲だし、あるいはそれを許してしまった日本人 1 人 1 人が対象になるのではないで

しょうか。 

 

―― ええと、おっしゃっていることが分かるようで分からないのは、今は皆が持ってい

る原子力ムラのイメージがどうして悪いイメージになっているんですか、ということを話
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していると思うのですよね。だから、こういうことがあった、こういうことがあった、で

はなくて、皆が頭の中に描いている悪いイメージというのは、どこから来たのでしょう、

ということを話し合いましょうということだと思うのですよ。 

 それはなぜだろうということで私が書いたのは、ひとつは、私もムラの人だけど、ムラ

びとはイメージをあまり気にしないから。反論しない。単なるイメージなら、どうでもい

いじゃないかと。 

 あとは、堂々と国会で話すというような、説明できる場が与えられていないではないか

ということ。マスコミが一方的に叩くときに。どうしたら説明のできる場ができるのだろ

うというのがありました。 

 もうひとつは、技術者の人は非常に狭い技術の中で生きているから、社会とつながるこ

とを望んでいない人が多い。なぜか。ずっと同じ研究所に 30 年もいたら、その世界にどっ

ぷりという感じになって、「いいよ、社会なんて」という感じになるのかもしれないなと。 

 

（サブ F） この辺りの付箋は、皆つながっているのですね。 

 

―― そうです。それは一つの流れで書いたつもりです。基本的に私は、原子力ムラの人

たちは、悪いイメージを良くしようとする気があまりないということを言っているのです。 

 

―― 社会とのつながりを望んでいないと。 

 

―― そうです。実際にお付き合いをしていても、あまり望んでいない人が多いのではな

いかなと。 

 

―― それは当たっていますね。それから、その一つ前に言われたことも当たっています

よね。説明する必要性を感じないという。 

 

（F） 今までのお話を聞いて、どうですか？ 

 

（サブ F） 〔村の人がイメージを気にしないからです〕の下に〔反論もしない〕と貼って

いいですか？ 

 

―― はい。そういうことでしょうね。 

 

（サブ F） それから、〔イメージをよくしようとする気持ちがない〕でよろしいですか？ 

 

―― それでいいと思います。そして、最後は〔沈黙は金だから〕につながる。 
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（F） 特に気になることがあれば。これは何なんだろうかでもいいのですけど。 

 

（サブ F） こういうことですか？（〔沈黙は金だから〕に対して、美徳と書き込んだ） 

 

―― そうですね。美徳と、もうひとつは、 

 

（F） ちょっといいですか。 

 

―― あ、どうぞ。ごめんなさい。 

 

（F） この中で、何か気になったことや、ここが分からないということがあれば、ご本人

に聞いてみてください。 

 

―― ムラの人はイメージを気にしないという話については、確かにそれもあると思うの

ですけれども、でも、電力会社さんは地域の人たちには説明の場を設けようとしているイ

メージがあります。 

 なので、広い範囲で言えば気にしないのでしょうけれども、地元に対してとか、ある地

域に対しては、ある程度良いイメージを持ってほしいようなはたらきかけはしているので

はないかなと。そこだけ思いました。 

 

―― なるほど。そうですね。おっしゃることはよく分かります。 

 

（F） 研究の方と、実際に現場で働いていらっしゃる方、管理されている方というと、ま

た若干立場が違ってくるような気もするのですね。 

 

―― そうですね。それぞれの立場で違っている感じがします。 

 

（F） 政治的な立場から推し進められている方。原発を研究なされている方。現場で働か

れている方。あと、その周辺に住んでいらっしゃる方。それぞれまたイメージ、考えが違

ってくると思うのですよね。どうでしょうか？ 直感的なお話でも構わないと思います。

「変じゃない？」とか。 

 

―― 専門家側から見た話が多かったので、よく分からない人間としてどう思うか、みた

いな話をしたらどうでしょうか。 
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―― なんだろう。スケープゴートにしているという話がありましたよね。私たちが生ま

れる以前から原子力はあって、発電所ができて、なんか、大人が作っている。大人という

か、年上の人が作った。その結果、今福島の人たちが嫌な思いをしているとか、避難しな

ければいけないとか、野菜が売れないとか、土壌汚染とか、そういうところがあるので、「あ

いつが悪い」と指さす対象になってしまったのかなと思います。 

 

―― なるほど。おっしゃる通りですよね。やはり、汚染された人たちを原子力ムラが救

おうという姿勢が見れないということなのでしょうね。 

 

―― はい。 

 

―― 「皆で行って、何かしようじゃないか」という燃えるものを感じないから、という

ことなのだろうな。 

 

―― 隠されているイメージが多くて。もっと言ってほしいということですね。 

 

（サブ F） 何を言ってほしいですか？ 

 

―― 情報を隠しているというイメージがあって。もっと分かりやすく、何も知らない文

系の学生でも分かるくらいの説明をしていただけたら、良いイメージを持たれるのではな

いかなと私は思いました。 

 

―― そうですよね。 

 

（サブ F） 確認していいですか。大人の世代が作った原発で困っている人のために、原発

周辺の人を悪者にしたい。だけど、説明してくれる情報があれば、もっとイメージが良く

なる。これは、続きますか？ 

 

―― 人のために積極的に働いてくれない。なんとなく、そんな感じじゃないですか？ 

「お前ら、もっと働け」と。 

 

―― そんな悪い言い方じゃなくて。 

 

―― もう少し柔らかくですか。もっと役に立ってほしいと。 

 

―― 大人の世代が作った原発って、どういう意味でおっしゃったのですか？ 
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―― いけにえという意味を持たれるようになったのは、そういうことからではないかな、

ということです。 

 

（サブ F） だけど、これ（分かりやすい説明）をすれば、良いイメージになるのではない

か、ということですね。 

 後半のご意見は、2 枚目の模造紙に貼らせていただきますね。（〔情報を隠している。分か

りやすい説明をしたら、良いイメージをもたれる〕を 2 枚目に貼った）。 

 

―― なるほど。自分たちの世代が選んだものではないということですね？ 

 

―― はい。望んだものじゃないけど、という話です。 

 

（F） だから、広報というか、もっと皆に知らしめる手段がほしいということですよね。

電力会社もあるし、研究なさっている方もあるし、立場立場で発信できるところはたくさ

んあると思うのですよ。だから、その立場立場のご意見が、もう少し平たく出れば。 

 

―― 平たく、分かりやすくですね。 

 結局、専門分野になると細かくなっていくのですよ。そうすると、聞いていて途中で分

からなくなってくる。だから、学者さんに説明を聞くと、分からないですね。 

 

―― 専門家の説明が分かりづらいということですか？ 

 

―― 分かりづらい。ものすごく分かりづらい。なぜかというと、間違えないように説明

しようとするから。 

 

（F） 結局、専門の方と一般の方の乖離というのは、原発のグランドデザインですか、本

来電気を起こすものであって、今まではこうであったけど、将来はこういうふうになると

か。過去と現在と未来の話を、作る方、売る方、研究している方、各々の立場で、わかり

やすく発信すれば、我々も受けやすいということだと思います。 

 

―― なんか、話が一極集中していませんか？ 一回出てきた意見をまとめてはどうでし

ょうか？ 

 

―― 皆さんの意見に一つ足したいのですけれども、〔イメージをよくしようとする気持ち

がない〕というと、人が悪いように見えるのですけど、そういうことではなくて、〔イメー
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ジを良くする必要性を感じない〕ということだと思います。 

 

―― ああ、そういうことですね。 

 

―― 別に困らない。しなくても、原発再稼働の方向に動いているではないですか。困ら

ないから、しないのですよ。いじわるとかそういうことではないのですよね。 

 

―― 別に馬鹿にしているわけではないのですよね。私はそう思うけど。 

 

（総合 F） ファシリテーターさん、あと 10 分になりました。そろそろ 1 枚目のまとめに

入っていただいて、2 枚目の「そのイメージを払拭するには、どうしたら良いだろうか？」

のアイディア出しなどを進めていただければと思います。 

 

―― 追いかけられていますよ（笑）。まとめだそうです。 

 

（サブ F） こちらのご意見が、どういうグループに分けられるか。今、情報発信の話が出

ていますよね。 

 

―― 技術者側から見た原因と、一般の人から見た原因があって、両方共通している原因

もあって、という感じでざっくり分けるのはどうでしょうか？ 共通しているものの中で

も、こういう感じ、こういう感じって分けたらいいのではないかと思うのですけど。 

 

―― 賛成です。それは非常にいい意見です。 

 こちらは専門側。向こうは一般側。真ん中が共通、ということでしょうか。 

 

―― はい。 

 

（サブ F） では、その分類をお願いします。 

 

―― 若い人が動かないと駄目。年寄りはじっと座って見ていますから。 

 

―― 皆でやりませんか？ 

 

―― やりましょう。 

 〔利権集団〕。これは真ん中、いや、一般の人から見た場合でしょう。 
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―― そう見える、というイメージですよね。 

 こちらにあるのは技術者側の気持ちの問題ですね。 

 

―― そうですね。 

 

（サブ F） この辺りはマスコミが関係しているということですね。 

 

―― そうですね。 

 

―― 〔イメージをよくしようとする気持ちがない〕というのは、こういう原因になって

いますか？ 専門家のこういう気持ちがあるから、（市民が）分かりづらくなるという気が

しなくもないのですけど。 

 

―― でも、この付箋は専門家の立場で、その付箋は市民の立場でしょう？ 

 

―― そうなのですけど、同じレベルにしておいたらいいのではないですか、ということ

です。 

 

―― ああ、そうか、横並べで。縦軸横軸を考えて分類するわけですね。 

 

―― そういうことです。何て名前でしたっけ、マッピング。 

 

―― ボストン・コンサルティングのマッピングというのですよ。4 つに分けて。 

 

―― そうです。それをやりたいのですよ。 

 

（サブ F） 今、「そのイメージを払拭するには、どうしたら良いだろうか？」に、1 枚だ

け付箋が出ていますよね。こちらのほうにはなかなか話がいかなかったのですが。 

 

―― え？ そこは次のでしょう？ 

 

―― 〔責任をなすりつける対象になってる〕はどこですか？ 真ん中ですか？ 

 

―― これは、真ん中のこの辺ですね。 

 

―― 付箋を 1 枚にまとめていいですか？ 
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―― いいですよ。今はそういう過程だから。 

 

（サブ F） 同じものをマーカーで囲みましょうか。 

 それで、「払拭するにはどうしたら良いか」まで含めて、グループワーク 1 なのですよ。 

 

―― ということは、「そのためにはどうしたら良いだろうか？」に入らないといけないと

いうことですか？ 

 

（サブ F） そうです。 

 それで、今グルーピングしましたよね。タイトルをつけるか、もしくは同じものを囲む

という作業をしてください。 

 

―― タイトルは、ひとつはムラびとの立場。もうひとつは、町の人の立場。ということ

ですよね。 

 

（サブ F） では、それを書いてください。 

 

―― ムラびとの立場から見たときがこちら。ムラびとではない人、はどういう言葉で表

現したらいいでしょうか？ 

 

（F） 一般人。 

 

―― 一般という言葉はピンとこないですね。何だろう。町の人？ 市民にしましょう。 

 

（サブ F） 例えば、メディアというグループもありますよね。 

 

（F） 時間なくなっちゃうから、次に進んでいいですか？ 

 

―― いいですよ。次はこれですね。「そのイメージを払拭するには、どうしたら良いだろ

うか？」。今までの反対をやればいいわけですね。 

 こちらは「村人」（と模造紙に記入）。 

 

―― そうですね。ムラびと側からできること。 

 

―― あちらは「市民」（と模造紙に記入）。ムラびと側から見て、どうしたらいいか。市
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民から見て、どうしたらいいか。こういうことでしょう？ 

 

―― そうですよね。 

 

―― マスコミはどうしたらいいのか。この辺りに「マスコミ」（と模造紙に記入）。 

 

―― 私の最後の大胆な意見は、もう、これです。〔村を解体するしかない〕。 

 

―― 解体。なるほど。 

 

―― 皆で、自分の意見を出すのですか？ 

 

（サブ F） もう時間がないので、書きながら、言いながらでお願いします。 

 

―― 〔マスコミに売り出す〕。 

 

（サブ F） これはムラびと側の立場でいいのですね？ 

 

―― はい。ムラびとから見て。 

 

（サブ F） 説明しながらお願いします。 

 

―― 時間がないと言われたので。 

 

（サブ F） でも、説明してもらわないと…。 

 

―― あと何分でしょうか？ 

 

（サブ F） あと 2 分だそうです。 

 

―― ここ（2 枚目）までで 45 分だったのですか？  

 

（F） 1 枚目だけだと思っていました。 

 

（サブ F） 2 枚目は、できるところまででいいので、お願いします。 
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―― 〔ムラが専門家を売り出す〕。その逆は、〔池上彰さんを雇う〕。 

 

―― 私はやっぱり、かわいい女優さんが原子力について説明したら、皆耳を傾けると思

います。 

 

―― 確かにイメージは大事ですね。 

 

―― もうそろそろ引退かよって人が出てくるのはいけない思います。若手。 

 

―― 未来ある若手ですよね。 

 

―― 未来があるかどうかは全然問題にしていないです。自分の問題だから。若手女性を

売り出す。キャンペーン。世の中は、それほど利口な人が多くないのかもしれないから。〔若

手女性でキャンペーン〕。 

 

―― まず、ムラびと側が、伝えようとする機会と、市民の疑問点を聞こうとする機会を

もっと作ること。 

 

―― なるほど。そうですよね。 

 

（サブ F） では、ムラびと側ですね。 

 

―― そうですね。 

 

―― 市民側がすることとして、〔市民に原発見学を義務化する〕。 

 このフォーラムを義務化するというのでもいいかもしれない。それも書きますね。〔この

フォーラムを広げる〕。 

 

（総合 F） 各班の皆さん、お約束の時間になりました。分野に分けたり、大事なポイント

を確認していただいて、発表に移りたいと思います。 

 

―― 賛成か反対か意見を持たなきゃいけないと思うと、興味を持つのが怖くなるので、

まず〔興味をもつところから〕でいい、みたいな雰囲気づくりをする。市民側ですね。 

 

（総合 F） 皆さん、もう時間が終了していますので、意見をじっくり交換する時間はあり

ません。分野だけでも分けて、貼りだしていただければと思います。 
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―― 私は、初等・中等教育で、生徒、父兄、教員にちゃんと教えたら、ずいぶん違って

くると思います。 

 

（F） そうでしょうね。 

 

―― 子供だけではなくて？ 

 

―― 子供は父兄と教員の影響をすごく受けるので。 

 

（F） 先ほども、もう生まれる前からあったという意見がありましたね。 

 

（サブ F） そちらの方が書かれたようですね。どうぞ。 

 

―― 〔責任のなすりつけをしない〕ということ。 

 

―― 素晴らしい。それが一番必要なことですよね。 

 

（サブ F） どこに貼りますか？ 真ん中ですか？ 

 

―― これは一番大事なことですよ。真ん中ですよ。 

 

―― どちらというわけではないですよね。 

 

―― 「皆が」ということですよね？ 

 

―― はい。 

 

―― 一番まっとうな意見じゃないですか。 

 

（サブ F） では、矢印を三方向から書いておきましょうか。 

 

（総合 F） 準備のできたところから発表したいと思います。ボードに貼っていただけます

でしょうか。発表準備をお願いいたします。 

 

―― ここら辺は、ムラびと側がすることですよね。 
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―― そうですね。ここら辺は、「村人の広報」ですよね。広報の仕方のことですよね。 

 

―― そうですね。 

 

（F） 発表する人ですが、こちらの方にお願いします。 

 

＜終了＞ 


