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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】 

テーマ：原子力に関心を持つためにはどうしたら良いか？ 無関心は本当にダメなのか？ 

    「原子力への関心」とはそもそも何なのか？ 

キーワード：原子力アレルギー、原子力のイメージ、モチベーション 

 

B 班 

 

（F） 第 1 回のグループワークでファシリテーターをやらせていただきます。まず、書い

てありますように、テーマの質問について、自分の率直なご意見を、3 分程度でまとめてく

ださい。とりあえずたくさん書いていただければと思います。 

 

（記入中） 

 

（F） それでは、皆さん書き終わったようなので、始めさせていただきます。こちらから

時計回りで意見を発表していただいてよろしいですか。 

 

―― はい。思いついたことを適当に書いただけなのですけど。 

 昔から、人畜無害というか、何も問題が起こらなければ関心は持たれなかったかなと思

います。 

 それから、〔例えば、専門的なことを本当に一般の人は知ろうとするか？〕と書きました。

これは、良いことであっても、です。例えば iPS 細胞は、名前とか、何か良いことありそ

うだなというのは知っているのだけど、その中身まで皆知りたいと思うのかなと。3D プリ

ンターとか、何か面白そうだなというような技術も、皆知識としては知っているのだけれ

ども、中身まで知りたいのかなというのがあります。 

 一方で、いざ本当に原子力のいろいろな中身を〔知ろうとすると非常に広範〕です。例

えば技術的なこと、放射線から始まって、燃料がどうのとか、炉心がどうのとか、そんな

話になってくると、iPS 細胞じゃないけど、そこまで詳しく普通の人が知る必要があるのか

なと。普通だったら、たぶん必要ないのですよ。ただ、事故などが起こると、やたらとそ

ういう言葉が出てくるので、皆その言葉を聞かざるを得なくなって、でも、ついていけな

い、というのがあると思います。 

 あとは、技術的な話だけではなくて、社会的、政治的な問題も絡んでくると、今度はエ

ネルギー問題の話も出てくるし、保障措置、特に核兵器の問題のほうまで話が広がる可能

性があるかなと思います。 
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 なので、〔平和なら、無理に関心を持たなくても社会は回っていく〕ので、本当に無関心

はダメなのかというと、きっと平和だったら、たぶん今まで通り持っていない。逆に専門

家は少しこういう感じがあって、医学とかと同じで、たぶん平和だったら（関心を）持た

なくてもいいものなのではないかな、ということでずっと進んできたのかなと思いました。

以上です。 

 

（F） ありがとうございました。では、次の方。 

 

―― 言葉は違うのですけれども、たぶん私も同じようなことを言っていて。やはり、身

近な問題としてとらえないと、何事に対しても関心は起こらないかなと思います。 

 それから、無関心でいるのは別に悪いことではないと思うのですけれども、日本みたい

な先進国だと、政府が信頼を得ないとそのままではいられないかなと。信頼すれば、もう

どうでもいいやと。政府に任せるということになると思うのですよ。 

 それから、一般論として、何事にも関心を持つのはいいことではないかと思っています。 

 原子力についていえば、これは本当に先ほどの方と同じですけど、〔原子力に関する情報、

教育が、根底に必要〕なのではないかと思います。以上です。 

 

（F） ありがとうございます。それでは次の方。 

 

―― 『原子力に関心を持つためにはどうしたら良いのか？』というのは、〔今後これだけ

のエネルギーが必要なのか〕ということ、〔原子力と他のエネルギーのリスクの差がどれだ

けあるのか〕ということで、関心を持っていただきたいなと。 

 『無関心は本当にダメなのか？』については、よらしむべし、知らしむべからずという

のが政府の政策だったと思います。 

 それから、〔電気のスイッチが入れば原発〕ということを考えていただいたら、少しは関

心が及ぶのではないだろうかと。 

 原子力というのは、完璧に危険性の高いものですから、他人ごととは考えずに、自分ご

とのように、原発の隣に住んでいるつもりで関心を持っていただきたいということです。

以上です。 

 

（F） ありがとうございます。では、次の方。 

 

―― 私は、〔順調なら関心不要〕だと思います。〔問題があるから関心〕を持つのだと思

います。 

 一番の問題は何かというと、〔長期の安全〕というか、地域的に広い安全というか、放射

能の問題が一番だと思います。 
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 それから、〔リスクとメリット〕ということ。 

 それから、〔後から文句を言わないために、自分の意見を〕という感じかなと。 

 あとは、安全保障とか、エネルギーだ経済だ軍事だとか、そういう観点から、関心を持

たざるを得ないのではないかと思います。これが一番生活の基本になるし。 

 あとは、これはどれに入るのか分からないのですが、論点がいろいろあるので、ひとつ

ひとつちゃんと整理しないと、問題が議論にもならない。というか、統治するほうからし

たら、論点をずらして、全部ごちゃごちゃにして、議論が起こらないようにしているだろ

うと。そこのところをひとつひとつはっきりしないと、議論が進まないのではないかと思

いました。 

 

―― この辺が近いでしょうか。いろいろなものがごちゃまぜになっていて、整理ができ

ないのかなという気がします。 

 

―― いや、整理しないように動いているのではないかと。というのは、整理すると大き

い問題になるから。 

 

（F） ありがとうございました。では、私。 

 『原子力に関心を持つためにはどうしたら良いのか？』というと、どうにかしてという

表現しかないのですけれども、どうにかして一般の人でも分かるように原子力を説明する

べきではないかと思います。身近な例で示せれば、例えばレントゲンとかそういうことか

らどんどん発展させていければ、分かりやすく説明できるのではないかと思います。 

 『無関心は本当にダメなのか？』については、少し論点がずれてしまっていますけど、

無関心なのはいいかもしれないですけど、〔無関心なら賛成も批判もするべきじゃない〕と

思います。無関心というのは、考えることを放棄しているような感じですから。それだっ

たら、新聞の記事によって考え方をころころ変えるのではなくて、そのまま無関心を貫い

てほしいというのがあります。 

 最後に、『「原子力への関心」とはそもそも何だろうか？』というのは、やはり〔危険性、

利便性、有用性の検討〕というのが、関心ということではないかと思いました。 

 では、貼られた意見に対して自由に意見を言っていただくのですけど、どういう形がい

いですか。また時計回りで回して、 

 

（サブ F） ここに貼ってあるのでいいか、確認をしましょう。どうですか。 

 

（F） はい。カテゴリーに分けたのですけど、いかがですか？ 

 

（サブ F） なかなかカテゴリーに分けるのが難しかったりするかもしれないのですけど。
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自分はこっちのつもりで書いたんだけど、みたいなところがありましたら、直してくださ

い。 

 

―― 見た印象では、メリットもデメリットも、「関心」というところの話はいろいろ出て

いますよね。 

 『原子力に関心を持つためにはどうしたら良いのか？』とありますけど、それは何をど

うしたら良いのかという問題がはっきりしていないので、場の設定がおかしいんじゃない

かなと。何が問題だ、ということがはっきりしたら、どうしたら良いのかが議論できるけ

ど。「どうしたら良いのか」というのは、何を、と思いますね。それがはっきりしないと、

書きようがないですねと思ったので。 

 だから、なぜ無関心だといけないのか、無関心でもいいのかというのは、『「原子力への

関心」とはそもそも何だろうか？』から出てくる話ではないかと。何を関心として、とい

うところから分けていろいろ整理しないと。今話を聞いていて、そんなふうに思いました。 

 

（F） では、ご意見が出ましたので、とりあえず、『「原子力への関心」とはそもそも何だ

ろうか？』というのを中心に話していただければ。 

 

―― まずそこが第一歩かな、という話ですよね。 

 

―― 1 つに偏ってもいけないから。 

 

（F） そうですね。ええと、どうやって進めますか？ 

 

（サブ F） カテゴリー分けについては、とりあえず皆さんが合意されたので、いいのでは

ないですか。 

 

（F） そうですね。では、今ここに貼られているカテゴリー分けでとりあえずはよろしい

ですか？ 

 そうしたら、自由に意見を言ってもらうのですけれども。 

 

―― いいですか。無関心とか関心というのは、結局、原子力と他のものを比べて、良い

のか悪いのかとか、 

 

（F） ああ、比較対象として、ということですか。 

 

―― ええ。比較するものがあれば、例えば化石燃料と原子力のメリット・デメリットが
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どうだ、どちらが良いのか悪いのかとか、そういうものだと若干分かりやすいような気が

します。 

 

（F） 例えば、比較対象として関心を持つみたいな、そういうことですか？ 

 

―― そうですね。 

 原子力に対して、メリットとデメリットとか、将来性とか、立地条件とか、経済性とか、

いろいろありますよね。企業として参加なされている方とか、政府として方針を決めた方

とか。 

 

―― 原子力が良いか悪いかとか、推進すべきかそうでないかとか、そういうことの前に、

原子力と他のものと比べて、どうなのか。相対的な関心というか、そこがはっきりしない

と、ということですよね。 

 

―― そうですね。 

 

―― そうなると、原子力というよりは、もうエネルギーの話になりますよね。日本でエ

ネルギーをどうしていくかということに。エネルギーで、原子力を使うか、その他を使う

か、という比較になってくるかなと思います。 

 

―― それも入ってきてしまうかなと思いますね。 

 なんていうのかな。原発と他のエネルギーを比べて、こちらにはこういうメリットがあ

る、あちらにはこういうメリットがあって、デメリットがある。それを実際に行う立場の

方もいるし、推進する政府もあるし。だから、その辺りをたどっていかないと。 

 

（F） そうですね。そちらの方、何か意見はありますか？ 

 

―― どうでしょうか。ただ、エネルギー問題は次回の課題なのかなと思ったのですけど。 

 これは私の推測ですけれども、今日のテーマは、全部「原子力」でしょう？ 原子力に

無関心なのはダメなのか、とか。そういうことなのですよね？ 

 

（サブ F） そうです。 

 

―― だとすれば、たぶん、今日のテーマは原子力に限定していて。大きい話は次回すれ

ばよくて。 

 あと、「関心」というのは、つまり、原子力に関心を持っていない人が、良い悪いは別に
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して、どう関心を持つかということだと思います。賛成反対はどちらでもいいのですけど。

そのためにはどうすればいいか、というのが今日の課題なのかなと。ちょっと発散ぎみの

ような気がします。 

 運営側はどういうことを期待されているのですか？ 

 

（サブ F） このテーマは運営側が決めたわけではなくて、前回、このテーマが一番票が多

かったのですよ。 

 

―― ええ。 

 

―― 私（が前回選んだテーマ）はちょっと違っていたので。そういう思いがあるのだっ

たら、このテーマを選んだ趣旨をいろいろ出していただくと、 

 

―― 例えば、今のご意見をこのテーマに即して言い換えると、今までの原子力の経緯を

明らかにしないと、本当の関心が持てないとか、そういうことではないですか？ 

 

―― ポジションが分からないのですよね。 

 

―― 政府の決定とか、そういうプロセスですよね？ 

 

―― うーん。だから、原子力というのは、誰が作って、誰が決めているのか。 

 

―― 政府ですよね。 

 

―― どこに置いて、これからどうなってしまうのだろうか、ということがまるで見えな

いから。 

 

―― 今までの経緯を明らかにしないと、一般の人は正しい関心が持てないのではないか、

ということでは？ そういうことでもないですか？ 

 

―― うーん、たぶん、誰が責任を取るかも分かっていない。 

 

―― まあ、そうですね。 

 

―― 政府も取らない。電力会社も右往左往してしまっている。原発のある村も困ってい

る。（原発のある村は）圧倒的にまた動かしてほしいと思っている。周りにいる人は止めて



 - 7 - 

ほしいと思っている。 

 今、一番困っているのは電力会社なのですよね。政府が決めた方針ではしごをかけられ

たら、ぱっととられちゃって、宙ぶらりんで、行き場所がない。あんなかわいそうな企業

はないですよ。 

 

―― まあ、でもやはり、（付箋で書くとしたら、）過去の経緯ではないですかね。あとは、

法的な根拠というか。 

 

―― そうですね。全部が曖昧なので。誰が責任を取るのかというのが見えてこないし、

聞けないし、相手がいないし。 

 

―― 相手がいないですよね。それは思いますよね。 

 

（サブ F） 今のご意見はこういうことでよろしいですか？ 皆さんから出た意見を全部書

いて貼っていかなければいけないのですが。なかなか話がまとめにくいのですけれども、

違っていたら直してください。 

 

―― あ、はい。 

 

―― 申し訳ないけど、読んでください。 

 

（F） はい。〔原子力のこれまでの経緯をはっきりさせないと。法的なことも曖昧すぎ〕

ということです。 

 

―― 誰が責任を取って、 

 

（サブ F） ごめんなさい、「原子力」と言うと漠然としてしまうのですけれども、今おっ

しゃっているのは、まずとにかく「原発」に関してですよね？ 

 

―― 原子力と原発はイコールだと思っているので。 

 

（サブ F） ああ、そうか。そうですよね。 

 

―― 原子力は、それは研究する材料だけであって。原発イコール原子力ではないのです

か？ 
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（サブ F） そこがはっきりしないと、関心が持てないということですか？ それとも、は

っきりしないから、 

 

―― だから、はっきりしていないので、 

 

―― 今のご意見は、関心が何なのかに関心がありますと。そこから議論しないといろい

ろなものが解決しないので、一番関心があるのは、今の社会制度とかをはっきりして、そ

うするとリスクとか、 

 

―― ええ、対比するものがなければ、ただ「原子力」といわれても、研究の課題なのか

も分からないし。我々が実際に見るのは原発しか見られない。 

 

―― そうですよね。やはり、元々原子力という言葉は、非常に広い範囲なのですよ。そ

れに対して、一般の人々が関心を持つのは、やはりそこから出るエネルギーの問題が大き

いと思うのですけど。 

 だから、「原子力への関心」といっても、そこから関わってくることになると思うのです。

難しい技術の話なんて、あまり関心はなくて。やはり、エネルギーの問題としての関心に

置き換わってしまうのだろうなと思うのですけど。 

 

―― 原子力っていうと、マンハッタン計画から始めないと。 

 

―― 原子力そのものはそうですね。 

 

―― 原子力爆弾の開発とか武力というのは日本は放棄していますよね。そこは明らかで。

あとは原発しかないと。 

 

―― まあ、研究は一応していたみたいですけどね。陸軍だと二号研究とか、海軍だと F

研究とか、一応やっていたみたいですよ。 

 

―― 我々は理化学研究所で研究していたということぐらいしか知らないですけど。 

 

―― 結局、科学者を戦場に送らないために、できないということは分かっていたんです

けど、原爆を作ろうっていうことで研究者を残したらしいです。 

 

―― 本当は、原子力って発電だけではないのですよ。医療用とかいろいろある。でも、

あまり知られていないですよね。 
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 今日は発電について話すのですよね？ 

 

（サブ F） いえ、全部ではないですか。 

 

―― あ、そうなのですか。 

 

（サブ F） それはやはり、皆さんそれぞれ見方が違うと思うので。 

 

―― 原子力という言葉だと放射線の利用も含まれるということだけど、「力」と書いてあ

る以上は、エネルギーとして、武力に使うのか、発電に使うのか。そういう観点から原子

力というと、発電ということになりますね。 

 

―― これは科学者に任せておく話で、我々が関知できない。 

 

―― そういう話に入ろうとすると、こういう小さなまとまりのレベル（今のグループワ

ークくらいの規模）でも、すでに論点がどんどん発散してしまっているし。まして、それ

を国レベルでやろうとすると、朝まで生テレビだって、めちゃくちゃになっているじゃな

いですか。 

 なので、舵取りというか、整理をしてくれる人がいないとたぶんできないのですけど、

今の現状だと、国でも誰にその話を持っていけばいいのか、どこに持っていけばいいのか

も分からないし。 

 

―― 一旦原発事故があってから、政府の中で崩れちゃいましたからね。推進するほうと

管理するほうが一緒になっていたけど。 

 

―― 政府は、でも、推進じゃないのですか？ 

 

―― 自民党ですし。 

 

―― いや、政府というか、省庁としては。経産省としては推進なのではないですか。 

 

―― まあ、政府と経産省とまた違うみたいですね。 

 

―― 政府というのは、内閣ということですか？ 

 

―― 結局、原子力保安院とかがあって、経産省主体でしょう。なおかつエネルギー庁も
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あって。そっちは推進、こっちは管理。なんていうか、規制するほうと推進する方が一緒

の省庁にいらした感じ。それが 1 回壊れてしまって、規制委員会になってしまったのです

よね。 

 だから、エネルギーとして捉えるのだったら、誰がコントロールするのだろうかと。 

 

―― エネルギーとしては、エネルギーなんとか調査会というのがありますよね。たぶん、

あれでコントロールしているのではないでしょうか。責任の所在は非常に不明確ですけど

ね。 

 まあ、でも、エネルギーの話にすると広がってしまいますよね。ファシリテーターの方

は…。（席をはずしている） 

 

―― 原子力にすると、もっと広がってしまうし。 

 

―― うーんと、放射線利用というのはあまり知られていませんよね。GDP に占める割合

はかなり高いはずですけど、普通の人にはあまり知られていないのではないかと。発電ば

かりにイメージが先行してしまっているので。 

 

―― そうなんですか。放射線利用というのは、どういうものなのですか？ 

 

―― 例えば、がん治療もそうですし。皆さん、注射器を使っていますよね。あれは、日

本では全部放射線で滅菌しているはずです。全てですよ。薬品による殺菌は今禁止されて

いるので。GDP でいうと、かなりの割合のはずなのです。でも、あまり知られていないで

すよね。あとは、ゴムに硫黄を入れると強くなるとか、そういう技術もいろいろあって。

あまり知られていないのですよね。 

 でも、今日は発電というイメージな気がしますね。前回の皆さんのイメージだと。 

 

―― だと思うのですけど。 

 

―― フォーラムに参加するときのアンケートは、発電とか、これからのエネルギーとか、

そういうアンケートを取っていたので。 

 

―― たぶん、そういうイメージですよね。 

 

（F） すみません。（戻ってきた） 

 

―― そうですよね。 
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 これ（放射線利用）は、結局、リスクに比べるといいことのほうが多いではないですか。

〔順調なら関心不要〕なタイプなのですよ、きっと。良いことが多いから。 

 

―― まさにそうですよね。 

 

―― リスクもそうだけど、先ほどの iPS 細胞じゃないけど、生命倫理も絡んできますよ

ね。人間がいじくっていいかどうか。だから、ものすごい論議になっているし、なかなか

決まらない。よその国に行って腎臓買ったり、肝臓買ったり、自分たちが提供するのかど

うかすら議論されている。死亡者がいっぱい出れば、もっと議論になるかもしれない。 

 

―― あの、放射線利用はノーリスクではないのですよ。日本で被ばくしている人の大部

分は、実は医療関係者なのです。原発なんかより、よほどあちらのほうが多いのだけど、

皆あまり気にしないじゃないですか。 

 

（総合 F） ファシリテーターさん、あと 15 分になりました。よろしくお願いします。 

 

―― だけど、毎年何千人、原発ジプシーが、原発の作業場を回っていますよね？ 

 

―― ああ、同じ方が、ということですか？ 

 

―― ええ。 

 

―― 今は、一応それはできないことになっているはずなのですけど。一元管理されてい

るので。 

 ただ、ノーリスクだと皆関心を持っていないというのはありますよね。 

 

―― リスクはありますけどね。 

 

―― 知られていないと。 

 

（サブ F） 今のお話は、どの辺りのお話ですか？ 

 

―― 〔リスクとメリット〕、うーん。 

 

―― エネルギー問題と関係しているような気もしますけど。 
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―― 難しくなってきましたね。 

 

―― 〔順調なら関心不要〕というところと何か関係があるかもしれない。 

 

―― そうですね。〔順調なら関心不要〕。なぜ関心を持つか、持たないのかという辺り。 

 

（サブ F） 皆さん、すみません、出たご意見をグルーピングしないといけないので、皆さ

んで一緒にやっていただけますか。 

 

―― どうしましょうか。 

 

―― 何しろ、広すぎちゃって。 

 

（サブ F） でも、『原子力に関心を持つためにはどうしたら良いのか？』の下に貼ってあ

る辺りは、ひとつのかたまりになっていますよね？ 

 

（F） ここはひとつのかたまりですね。 

 それから、この辺りは、原子力は広いとか、論点がたくさんあるとか、そういう付箋で

すね。 

 

―― そうですね。〔原発だけが原子力ではない〕とか、いろいろありますよね。 

 あとは、無関心にあえてしているのではとか、そういう話が少し気になりました。 

 

（F） これですか。論点をたくさん出してあいまいにするとか。 

 

（サブ F） これも、そこと非常に関係がありますよね。 

 

―― そうですね。危険と逆なことが書いてありますからね。この辺は仲間で。 

 これはどこにいくのだろうという感じですけど。 

 

―― これは、でも、情報不足と近いのではないかと思うのですけど。皆知らないからと

か、原子力が複雑っていうのも関係するのではないでしょうか。知らされていないという

のも。 

 

―― たぶん、これもここかな。 
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―― そうですね。〔何も問題なければ関心もたれない〕はそっちですね。 

 

（サブ F） 今の情報不足というお話は、だから無関心っていうことですよね？ 

 

（F） ああ、そうですね。 

 

―― あまり情報がなくて、無関心にさせられているということですよね。 

 

―― 情報操作じゃないけど。 

 これもこちらですね。 

 

（F） そうですね。 

 

―― そうですよね。スリーマイル島の前は、誰も原子力に関心なんか持っていなかった

ですよね。スリーマイル島の事故があって、やはり、ということでしょう。歴史的には。 

 

―― スリーマイル島のときも、そんなに大きくなかったと思います。チェルノブイリか

らじゃないかな。 

 

―― そうなのですか。 

 

（サブ F） （F に指示）それぞれに一言でタイトルをつけるようにする。皆さんに相談し

てやってください。 

 

―― グルーピングして、キーワードをつけないといけないのですよね？ 

 

（サブ F） そうなのです。そこは何にしましょうか？ マーカーでぐるっと囲んでもいい

ですよ。 

 

（F） ここだと、平和なら関心は要らないとか。 

 

―― そういうことですよね。 

 

―― 〔順調なら関心不要〕ですね。 

 

（サブ F） では、その付箋に丸をつけたらどうですか？  
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（F） ああ、そうですね。では、この付箋に丸をつけます。 

 

（サブ F） それがそこのタイトルですね。 

 真ん中に関しても、コメントが出ていましたね。 

 

（F） そうですね。情報不足とか。 

 

―― でも、これは〔どうにかして一般の人でも分かるようにする〕と表裏一体ではない

ですか？ 

 

（F） それがこのかたまりに対する解決策みたいな感じですよね。たぶんここら辺も関係

があって。 

 情報不足ですか？ 

 

（サブ F） 皆さんで相談して、タイトルをつけていただければと思います。 

 

―― これは、多面性というか、いろいろな観点から見ないと、ということだと思います。 

 

（F） そうですね。広すぎるというか。風呂敷を広げたきり、そのまま放ったらかしとい

う感じですよね。専門的過ぎる、みたいなことですか？ 

 

―― 複雑とか。 

 

―― ああ、複雑。そうですね。 

 

（F） 情報不足。情報が複雑とか、そういう感じですか？ 

 

―― 情弱（情報弱者）だからいけないのではないですか？ 情弱はいけないです。 

 

（F） 敷居が高いとか。 

 

―― なんというか、全体像が見えないのですよね。 

 

―― 敷居が高いという感じでしょうか。 
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（F） では、敷居が高い、で大丈夫ですか？ 

 

―― どうだろう。よく分からない。一任します。 

 

―― ひとつには、一般の人に説明できる人がいない。根本的に、これを知っている人が

いないような気がするのですよね。分からないから説明できない。分かれば説明ができる

はず。 

 

（サブ F） 専門家がたくさんいらっしゃいますよね。 

 

―― だけど、 

 

―― 専門家って、分野が本当に 1 つだけというか。 

 

―― 分野が本当にバラバラで。 

 

（サブ F） ここがキーワードな気がするのです。やはり、関心を持って知ろうとすると、

非常に広範。 

 

―― 分野が多岐に渡っているというか。 

 

（F） それこそ生命倫理も絡んできてしまうから。 

 

―― 絡んできますね。 

 

―― 技術的な問題の説明じゃなくて、政治的、社会的な問題が大きいから、説明があま

りできないわけであって。技術的な話は説明できるけど、決定はできない。憲法改正と同

じような感じ。 

 

（F） 確かに、一言で原子力といっても、工学系の人から見て原子力がどうなのか、エネ

ルギーをやっている人から見て原子力がどうなのか、とかありますよね。 

 

―― 環境をやっている人でもそうですよね。 

 

（F） そうですね。私は生命科学をやっているので、その場合だと原子力はどうなのかと

いうのも絡んでくるので。だから、それを全部ひっくるめるのは無理なのですよね。 
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―― これを知っている人がいなければ、説明ができない。 

 

（F） そうですね。全ての観点からの意見が分かるような人がいない、ということですよ

ね。 

 

（サブ F） でも、説明を受けたら、皆さん関心を持ちますか？ 

 

（F） そこも分からないなあ。 

 

―― バラバラじゃ無理でしょう。要するに、免疫学とか。 

 

（F） そうですね。DNA に関心があっても、説明できる人は限られていますよね。 

 

―― 放射能の強さとか、半減期とか言われても、分からないですよね。何でも答えます

っていうプロに、ちょっと誰か出てきてほしいですね。 

 

（F） そうすると、このグループは、分野が多岐に渡るとか、そういう感じですか？ 

 

―― そうですね。 

 

（サブ F） やはりこれですよね。 

 

（F） では、わざわざ書くのはあれなので、これに線を引きます。（〔知ろうとすると非常

に広範〕にアンダーラインを引いた） 

 あとは、カテゴライズしていないのがこの辺りですね。 

 

―― エネルギー問題とか、そういう感じですね。エネルギーに関するご意見が結構あり

ますね。 

 

―― エネルギーとか原発の話になってしまっていますね。 

 

―― これもエネルギーですね。これはリスクかな。 

 

（F） では、エネルギー関係、にしましょうか？ 
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―― 具体的に我々が関心があるのは、エネルギーしかないので。 

 

―― そうですね。エネルギーと、あとはリスクですよね。放射線とエネルギー。たぶん、

生活に関わっているのが、エネルギーと放射線の話だと思うのですけど。 

 でも、本当は、原子力というと、その他にもいろいろなものを持っていると。 

 

（サブ F） 今焦点が絞られているのが原発の事故の原因だから、原発と、それから放射線

の健康に対する影響、そういうところに関心が集まっているということですよね？ 

 

―― そういう区切りがあれば、無関心ではいられなくなるのではないですか。 

 

（サブ F） ああ、関心の幅がぐっと絞れるから。 

 

―― ええ。ただ漠然と「原子力」というだけでは（関心を持つのは）無理なので。「原発」

という区切り、「エネルギー」という区切りがあれば。 

 

（総合 F） あと 5 分で全体共有の時間にしたいと思いますので、発表の準備を始めてくだ

さい。 

 

（サブ F） 発表をしないといけないから、タイトルを決めましょう。 

 

（F） ここはエネルギー問題としての関心、でいいですか？ 

 あとは、 

 

（サブ F） あとは、優先順位をつけても構いません、となっているのですけれども、優先

順位はなくていいですか？ この後、他の班の皆さんがこれを見て、質問を出すのですよ。

だから、分かりやすくタイトルをつけておくとか、①、②、③とかにしておくと、質問が

出しやすいと思います。 

 

―― ちょっと違うかもしれないのですけど。一般的には、「原子力」というと思い浮かべ

るのは、エネルギーとか、今の話題的には放射線のリスクなのだけど、本当はもっと多岐

に渡っていて、いろいろな問題があるよということ。 

 あとは、原子力に関心を持つかどうかというと、実は、たぶん順調なら誰もそんなこと

には関心を持たない。もっと普通の、自分の身近なことに関心を持つわけですが、何か起

こってしまったので、とりあえず今ここに集中している。でも、本当だったら、全部（広

範に）見ることも必要なのかな、という気もします。 
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 というような流れでどうでしょう。でも、いっぱいこぼれていますけど。 

 

（F） そうですね。これ以上カテゴリー分けは…。 

 

（サブ F） 皆さん、今のご説明でよければ。 

 

―― なんかこんな付箋が来たのですけど。 

 

（サブ F） おっしゃったことを付箋に書いたので、それでいいでしょうかという確認なの

ですよ。 

 

―― 結構でございます。 

 

―― 〔問題がしぼられれば、具体的に関心が持てる〕。ああ、そうですね。原子力って言

われても、という感じですよね。 

 

―― これだけ漠然としたテーマなので、このぐらいで（まとめが）できているほうじゃ

ないですか。 

 

（サブ F） ここは「エネルギー」でいいですね？ 

 

（F） そうですね。 

 

―― 今の追加の付箋は、どこに貼ればいいでしょうか？ ここでしょうか？ 

 

―― なんて書いてあるんです？ 

 

（サブ F） 〔原発や放射線の健康への影響などに問題がしぼられれば、具体的に関心が持

てる〕。こうすれば具体的に自分の頭の中で整理して関心が持てる、とおっしゃっているわ

けですよね。 

 

（F） では、関心について、ひとつまとめましょうか。 

 

―― これと表裏一体ではないですか？ 複雑だから分からない、逆に、絞れば分かりま

すと。 
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（サブ F） そうですね。では、その辺りに貼るということですね。 

 

―― 本質は一緒だと思います。 

 

（F） そうすると、矢印か何かを引っ張っておいたほうがいいですか？ 

 

（サブ F） そうですね。こうして、こうですよね。（「非常に広範」→〔問題がしぼれれば

具体的に関心を持てる〕→「順調なら関心不要」） 

 

（F） こうして、こうですか。 

 となると、 

 

―― （矢印が）逆かなと思うのですよ。 

 順調だったらたぶん関心はいらなくて、こんな状態にある。だけど、今はそうではなく

て、例えばフォーラムが開かれたり、今はああいう問題に皆関心があるのだけど、本当は

広く見なきゃいけないんじゃないの、というのもあるような気もします。 

 逆に、何にもなくて平和なら、別に関心を持たなくてもいいんじゃないだろうか、とい

う気がしないでもない。 

 

（サブ F） あの事故がもし起こらなかったら、ここまでこんなに、 

 

―― あとは、関心を持たないよりは持つほうがいい、という付箋がありましたよね。そ

れはその通りなのですけど。とはいっても、きっと普段はこの状態が平和なのだろうなと

思いますね。 

 

（サブ F） ここのタイトルは何ですか？ 「非常に広範」ですか。 

 

（総合 F） 皆さん、ありがとうございます。それぞれのグループで本当に真剣に話し合っ

ていただきました。それでは、模造紙をボードに貼ってください。 

 

（サブ F） 最後に発表者を決めましょう。複数人で話しても構いません。どうしますか？ 

ファシリテーターさんが話しますか？ 

 

（F） 私、途中で抜けているので、よく分からなくなっているのですが。 

 

（サブ F） では、誰かアシスタントがつくとか。足りないところを補ってあげてください。 
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―― では、そちらの方がヘルプということで。 

 

（サブ F） お願いします。 

 

―― 分かりました。私は縁の下の力持ちということで、何もなければ何も言いませんか

ら。 

 

＜終了＞ 


