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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 B 班 

 

（サブ F） では、最初に 1 番をもう 1 回読んでいただいて、確認して、作業してもらっ

てください。 

 

（F） はい。1 番、原子力発電を必要と思う理由について、皆さん、書き出してください。

ええと、15 分？ 3 分？ 

 

（サブ F） 3 分です。 

 

（F） はい。では、3 分間で書いてください。 

 

（サブ F） 一応 1 番を読んだほうがいいですね。 

 

（F） あ、はい。まず、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、必要と思う人がなぜ必要

と思うのかを考えて、書いてください。3 分程度を区切って、ファシリテーターも含めて各

自が理由を附箋に書き、手元にストックしておいてください。1 枚につき、1 つの理由です。

理由の質にはこだわらず、たくさんの理由を書くように心がけてください。 

 

（サブ F） はい。どうぞ、始めてください。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） では、そろそろ声をかけてください。まだ書いていらっしゃる？ 

 

（F） すみません。私はいつも遅いので、 

 

（サブ F） では、進行を進めながらにしましょうか。2 番を読み上げていただいていいで

すか。 

 

（F） はい。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。どのような意見

が出ているか、皆で確認しましょう。どちらから行きましょうか。では、お願いします。 
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（サブ F） お名前を呼んでください。 

 

（F） はい。そちらの方からお願いします。 

 

―― はい。まずひとつは〔温暖化対策のため〕ということで、CO2 が出ない発電方式と

して、必要であるということと。 

 石炭、石油、ガスとか、資源のない国として、そういうものを輸入に頼っていると、他

国の言いなりになったり、その国が戦争を起こしたりすると一気に日本にエネルギーが来

なくなってくるので、外交力として必要であろうという考え。 

 もうひとつは、〔エネルギーがひとつに偏らないための選択肢〕として必要であるという

ことですね。仮に、原子力発電所が 80％とかになっていたとしたら、今回の事故で、日本

は本当に先行きがいかなくなったわけで、火力発電所に 80％頼っている今の状態も、輸入

先の国が戦争を起こしたら駄目になるわけですね。なので、バランスよく、リスクを分散

させて発電していく必要があると考えます。 

 

（F） はい。次に、そちらの方、お願いします。 

 

―― ええと、カッコつきなのですけれども、〔電力不足になるから〕と普通に言われてい

るかなと。 

 それから、〔電力コストを低く抑えるため〕みたいな話。ここに貼っていって大丈夫です

か？ 

 

（サブ F） はい。 

 

―― あとは、これもカッコつきですが、〔「現実的」な電力だから〕と言われているのか

なと。原子力をやめるとなると、変えなければいけないこととか、新しく始めなければい

けないことがたくさんあって、単純に面倒くさいのかなと思いました。 

 

（F） では、次の方、お願いします。 

 

（サブ F） 近い意見は近くに置いてもらうようにしましょう。 

 

―― そちらの方の発表の通りですね。これは国の政策でもあるし、私の考えとも一緒な

のですけれども、これですね。 
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（F） あ、では、近くに置いていただいて。 

 

―― はい。3 つの E と言います。環境はエンバイロンメントですね。それからエネルギ

ーセキュリティー。それからエコノミーです。 

 ちょっと付言しますと、〔環境対策〕だと、一番は CO2だと思います。 

 それから、〔エネルギーセキュリティー〕は、やはり資源ですね。 

 それから、〔経済性〕は、あまり議論にならないのが国際競争力ですよね。日本は貿易立

国なので。以上です。 

 

（F） ありがとうございます。では、次の方、お願いします。 

 

―― そちらの方と一緒ですね。〔電力の安定供給〕。それから、火力に比較して安価とい

うことです。（原発は）総合的に見ると問題点はあるのですけれども、今回の 9 社の（株主）

総会を見ても、火力の燃料でまっかっかという状況だったので。 

 もうひとつは、やはり〔地球温暖化防止〕です。CO2 の基準が低リスクであると。以上

です。 

 

（F） ありがとうございます。次の方、お願いします。 

 

―― まず、電力の安定供給による、〔社会生活の安定〕ということです。 

 それから、〔電力費低減による経済競争力のアップ〕。 

 あとは〔温暖化防止〕ですね。 

 それから、エネルギーを輸入に頼ると、先ほどもお話がありましたが、どうしても国際

的な問題が生じやすい。現に、日本も戦前、エネルギーの問題から戦争に入ったという理

由もありますし。〔戦争回避〕ということです。 

 それから、もうひとつ、石油や天然ガスは、燃やすものではなくて、資源として使うべ

きだと思います。つまり、いろいろなものの原材料になっていますよね。資源として使う

べきということです。 

 

（F） 今のご意見は、 

 

―― 別ですね。ちょっとここに近いですけれども。 

 

（F） ありがとうございます。次の方、お願いします。 

 

―― まず、〔発電力が大きいから〕。これはコストに対してではなくて、効率という意味
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で。一度にたくさん作れるということです。 

 で、今は止まっていますけれども、原発で〔発電された電力をすでに使っているから〕、

必要だと思います。 

 あとは、 

 

―― 〔「現実的」な電力だから〕のところに。（付箋の貼る位置） 

 

―― セットでもあるのですけれども、すでに国とか企業で、原発の技術というものが、

不完全ながらにしてもできていて、それを使うと国と企業が儲かるから、という理由です。 

 

（笑） 

 

（F） もうかる…。 

 

（サブ F） はい。では、次に 3 番を、 

 

（F） あ、私の、 

 

（サブ F） あ、ごめんなさい。では、ファシリテーターさん、お願いします。 

 

（F） 私は、〔効率的に電気を作り出せるから〕です。どこだろう。 

 

―― ここに置いておきましょうか。それは要するに安いということでもあるので。 

 

（F） あとは、〔安定的に電気を作れるから〕です。 

 

（サブ F） では、3 番を読んでください。 

 

（F） はい。貼られた付箋をグルーピングしてみましょう。しましたね。グループを作っ

たら、それぞれに一言でタイトルをつけましょう。 

 

（サブ F） このグルーピングでいいかどうか、皆さんに確認したらどうでしょうか。 

 

（F） はい。よろしいですか？ 

 まず、これは温暖化というか、CO2関係なので、タイトルをつけたらいいのですか？ 
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（サブ F） はい。タイトルを考えながらグルーピングしてください。 

 

（F） はい。どういったタイトルがよろしいですか？ 

 

―― やはり「温暖化対策」でしょうか。 

 

（F） タイトルは、新たに附箋を作ったほうがいいのですか？ 

 

（サブ F） 直書きで。 

 

（F） 直書きでよろしいですか。 

 

（サブ F） よかったら、グループに囲みをつけて、直書きでお願いします。 

 

―― 赤で囲みをつけたほうが、発表する人がしやすいですね。 

 

―― （タイトルは）これでもいいですね。 

 

（F） なるほど。そうですね、そう思います。では、これで。（タイトルを書き込む） 

 では次にこちらに行きますか。〔エネルギーセキュリティー〕。セキュリティーでしょう

か。 

 

―― セキュリティーというと難しいですね。何だろう。 

 

（F） 国際的とか、そういう、 

 

―― 「外交力」とかにしておきましょうか。「外交力」は難しいですか？ 

 

―― 外交面における、 

 

―― 外交だけではなくて、ホルムズ海峡を通過している比率って、今、オイルショック

前よりひどいのですよ。だから、事故もあるし、第三国同士の戦争でも途絶してしまうの

ですよ。それが、外交…、 

 

―― そうですね。なんて言ったらいいかな。他国の影響を受けないため、ですよね。 
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―― エネルギーの安定供給。 

 

―― そうですね。安定確保とか。 

 

（F） これに近いですね。 

 

―― これの一要因みたいなイメージですね。これのためにはこれ、という。では、ここ

は「安定供給」にしましょうか。 

 

（F） はい。書いたほうがいいですか？ 

 

（サブ F） はい。直書きで書いてください。 

 

（F） 「安定供給」。（書き込む） 

 あとは、こちらは経済性ですね。 

 

―― ちょっとご参考に言いますと、例えば火力のコンバインドサイクルが熱効率 60％く

らい行っていますよね。原子力は 35 くらいでしょうか。それを上げようとする気もないの

ですよね、実は。ただ、システムとして、 

 

（サブ F） これについての意見交換はまた後で、 

 

―― 「経済性」にしましょうか。 

 

―― 「経済性」でいいんじゃないですか。 

 

（サブ F） ファシリテーターさん、まず、タイトルづけだけやってください。その後、意

見交換の時間はありますから。 

 

（F） ということです。 

 

（サブ F） 皆さん、協力してあげてください。 

 

（F） なんか、いろいろ手順があるみたいです。 

 

―― ここは、こちらに矢印をつけて、 
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―― そうですね。 

 

（F） ここはタイトルがなくてもいいですか？ 

 

―― 何でしょうね。「他国に依存しない」とか、そういうイメージですね。 

 

―― そうですね。 

 

―― まさにそうですね。日本に資源があったらいいけど。 

 

（サブ F） もう最初の時間が終わってしまったので、グループ分けだけしてみてください。 

 

（F） グループだけ？ あとはどうでしょうか。 

 

―― あとは独立ですね。 

 

（サブ F） では、最初の「必要と思う理由」の時間が切れましたので、ここまでにして、

次に行きましょう。こちらとこちらを同じくらいの時間で話し合ったほうがいいので。 

 

（F） はい。では、次に、 

 

―― これも結構大きいんですよね。固定費の分があるので、 

 

（サブ F） では、次に行きますよ、3 分計りますよ。 

 

（F） 読まなくていいですか？ 

 

（サブ F） 読み上げてください。 

 

（F） では、次に、原子力を必要ないと思う理由を整理します。「原子力発電を必要ない

と思う理由」を書き出し、自分が必要だと思っていても、必要ないと思う人がなぜ必要な

いと思うのかを考えて、書いてください。3 分を区切って、ファシリテーターも含めて、各

自が理由を付箋に書き、手元にストックしておいてください。1 枚につき、1 つの理由です。

理由の質にはこだわらず、たくさんの意見を書くように心がけます。 
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（記入中） 

 

（サブ F） では、ファシリテーターさんを助けてあげるつもりで、タイトルは皆さんと相

談しないと書けないですけど、残った付箋のグルーピングだけ、していただけますか。 

 

―― あ、これのグルーピングはもうしたつもりです。この辺はバラバラかなと。それは

発表のときに言いますので。 

 

（サブ F） はい、ありがとうございます。 

 

（記入中） 

 

（F） では、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。どのような理由

が出ているかを皆で確認しましょう、ということで、またこちらからお願いします。 

 

―― はい。では私から。必要ないと思う理由として、〔高レベル放射性廃棄物を出す〕と

いう問題ですね。今の技術だと、10 万年残してしまうという。そこについてどう思うのか、

ということです。いろいろな他の技術もあると思うのですけれども、これ自体をなくす技

術もあると思うのですけれども、その開発もあと 100 年はかかるのではないかと個人的に

思うので、その量をできるだけ減らしたほうがもちろんいいだろうという話。 

 あと、今、〔テロに狙われる〕格好の施設になってしまっているなという気がしています。

特に日本は作業員へのチェックが甘いですし。他国、特に中国とかは作りまくっていて、

本当に大丈夫かしらとは思うのですけれども。 

 あと、〔事故を起こした事実への反感〕。そういうものは解決困難ではないかと思います

ので、だいたいこの 3 つくらいかなと思います。 

 

（F） では、次の方、お願いします。 

 

―― かぶっているようなものから。〔ゴミはどうするのでしょうか〕という話です。 

 あと、感情みたいなところで、〔危ないから〕。 

 〔事故が起きたから〕。 

 〔人が住めなくなってしまった現状があるから〕。 

 あと、〔原子力を信用できないから〕。 

 

―― 信用できない。ちょっと別ですね。 
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―― あとは、〔今原発は動いていない〕じゃないですかという話。 

 あと、〔子孫に課題を残したくない〕と私は思います。 

 

（F） そこに近いですね。 

 

―― そうですね。これに近いですね。 

 

（F） では、次の方、お願いします。 

 

―― 私は、電力供給主体で考えてみました。 

 まず、根本はこれだと思います。〔現に、停電していない〕。なぜかというと、〔他電源の

利用率に余裕がある〕から。私が思っているということではなくて、こう思っているだろ

うということですけれども。 

 それから、〔自然エネルギーの開発・導入〕をすれば、多少高いですけれども、順序とし

て原子力は要らなくなるだろうと。以上です。 

 

（F） はい。では、お願いします。 

 

―― 〔使用済核燃料〕ですね。廃棄物にリスクがあるということ。 

 それと、国内と、国際的な、〔地政学的リスク〕がある。 

 〔放射能問題〕というのは、原子力発電と関係ありますか？ 

 

―― あります。 

 

―― 事故ったということですよね。これが表に出てしまって。 

 

（F） ありがとうございます。次の方、お願いします。 

 

―― まず、今の再生可能エネルギー、太陽とか風力、に対する過度の依存が強いのでは

ないかと。それがあるので、 

 

―― 依存できているから、（原子力は）要らないということですね？ 

 

―― そうですね。あ、いや、だからそれが過度に依存しすぎている。 

 あとは、〔事故に対する不安〕ですね。 

 それから、〔廃棄物処理が不明確〕。 
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 あとは、いわゆる〔放射能、放射線に対する不安〕がぬぐい切れていないということで、

必要ないのではないかなと。 

 

（F） 一緒ですか？ 

 

（サブ F） いいんじゃないですか。 

 

―― 一緒にしておきましょうか。 

 

―― それから、生活レベルを別に今のまま維持しなくてもいいのではないか。 

 

―― 〔生活レベルを下げても構わない〕。ああ、それはありますね。 

 

（F） ありがとうございます。次の方、お願いします。 

 

―― 同じく、〔廃棄物の技術、方法がまだ確立されていない〕ということ。 

 あとは、〔コストが高い〕ということですね。 

 あとは、国際的に〔核の問題に巻き込まれる〕のでは、という責任があると思います。 

 

―― この辺りにしておきましょうか。なるほど。 

 

（F） ありがとうございます。 

 

（サブ F） はい、では、ファシリテーターさん。 

 

（F） はい。ええと、〔命へのリスクが他よりも大きいから〕。 

 

―― 1 個置いておきましょうか。 

 

（F） 〔処分の問題が未解決〕。以上です。 

 

（サブ F） では、先ほどと同じですね。 

 

（F） はい。貼られた附箋をグルーピングしてみましょう。グループを作ったら、それぞ

れに一言でタイトルをつけましょう。はい、タイトルをつけましょう。 

 まず、これは廃棄物関係ですね。 
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―― そうですね。廃棄物問題ですね。 

 

（F） 「廃棄物問題」でよろしいですか？ 

 

―― いいと思います。 

 

（F） はい。（書き込む）あ、間違えた。 

 

―― カタカナで書きましょう。 

 

―― 「廃棄物問問」になっていますよ（笑）。 

 

（F） 間違えた（笑）。 

 

（笑） 

 

―― 分かりますよ。廃棄物は悶々としているから（笑）。 

 

（サブ F） はい、どうぞ。 

 

―― 意見がたくさん出たので、こちらを書きましょうか。大きい問題として。 

 

（F） はい。タイトルは何がいいでしょうか？ 

 

―― なんでしょう。まあ、「不安」ですね。 

 

―― そうですね。危険性というか、いわゆる「原子力に対する不安」ですね。 

 

―― 〔原子力を信用できないから〕も、 

 

（サブ F） それも入りますか？ 

 

―― 〔命のリスクが他よりも大きいから〕も、 

 

―― これは少し違いますね。 
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―― ちょっとタイトルを入れましょう。「原子力への不安」。 

 

（F） 「原子力への不安」。（書き込む） 

 はい。あとは、ここは何でしょうね。 

 

（サブ F） この付箋は何でしたっけ？ 

 

―― 〔地政学的リスク〕ですね。 

 

―― 地震国だから。 

 

（F） ああ、地形の話ですか。 

 

―― 災害に対するリスク。災害対策とか。 

 

―― じゃあ、災害で、 

 

―― 津波とか、全部含めて。 

 

―― これも「原子力への不安」に入るかもしれませんね。 

 

（F） タイトルは「災害」ですか？ 

 

―― 「自然災害」ですね。「自然災害対策」。 

 

（F） 「自然災害対策」。（書き込む） 

 

―― 「自然災害対策への不安」かな。 

 

―― そうですね。 

 

―― もう不安だらけだから。 

 

（サブ F） 先ほどの地政学の話は、こういうことですか？ 
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―― あの、専門家に聞いたら、土地の問題で、日本は地震が起きやすい。そういうこと

です。 

 

（サブ F） 分かりました。ありがとうございます。 

 

（F） 〔テロに狙われる〕。これは何だろう。 

 

―― これとこれは別ですね。 

 

（F） あ、別ですか？ 

 

―― これは、今は動いていないからということなので。 

 

―― じゃあ、「足りている」というタイトルをここに書いておきましょうか。 

 

（F） 足りている。「電力は足りている」。（書き込む） 

 

―― それはクエスチョンマークじゃないですか？ 

 

（F） あ、ハテナですか？ 

 

―― 本当に足りているのかと。 

 

―― あとはどうですか？ 

 

（F） 自然エネルギーに関する意見は、これはつながっていますか？ あ、つながってい

ないか。 

 

―― それも「電力は足りている」に入れていいと思います。設備が足りていると思って

いるのですよね。 

 

―― ここは、自然エネルギー、どうでしょう。「自然エネルギーへの期待」ですかね。 

 

―― そうですね。期待ですね。本当は「過度の」と言いたいけど。 

 

―― そこは、皆さんいろいろ（ご意見が）あるので。 
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 あとはトピック的ですね。〔テロに狙われる〕と〔核の問題に巻き込まれる〕というのは、

一緒ではないですね。似ていますけど。 

 

―― テロと同じかもしれませんね。 

 

（サブ F） もしトピックだったら、キーワードに丸をつけるとか、何か印をつけておいた

ら、発表のときにやりやすいんじゃないですか。 

 

―― 〔核の問題に巻き込まれる〕というのは、〔テロに狙われる〕というよりは、核を保

有している国にされてしまうから、ということです。 

 

―― それはこちらですよね。 

 

（サブ F） 国際的な立場？ 

 

―― そうですね。 

 

（F） ええと、核を保有している国だから、戦争につながる？ 

 

―― 囲みましょうか？ 

 

（F） キーワードだけ、 

 

―― キーワードに線を引きましょうか。 

 あとは、〔生活レベルを下げても構わない〕というのは、 

 

―― 足りているという意味ですか？ 

 

―― 「電力は足りている」ですかね。うーん、でも、 

 

―― ちょっと違いますね。 

 

―― ちょっと違いますね。さらに要らないということですよ。足りていなくても問題な

いというイメージですよね。 

 〔コストが高い〕というのも、 
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―― あ、ちょっといいですか？ 命題が「必要ないと思う理由」でしょう。だから、「電

力が足りている」というのは、必要ないと思う理由ですよね。 

 

（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。 

 

―― だけど、こういうものは、他のものを使うから要らない、我慢するので要らない、

そういう、なんていうんでしょう、議論の階層があると思うのですよ。 

 

―― おっしゃる通りですね。 

 

―― で、ちょっとタイトルが難しいですねと。 

 

（サブ F） はい。ちょうどいい時間でまとめていただきました。では、これを後ろに貼り

ますね。 

 

（模造紙をホワイトボードに貼る） 

 

―― それはぜひ、次の模造紙に意見を書きましょう。階層があるのではないかと。 

 

（サブ F） 次はここです。 

 

（F） はい。ホワイトボードに貼られた模造紙に対して、自由に意見を書き出します。3

分程度を区切って、ファシリテーターも含めて各自が意見を付箋に書き、手元にストック

しておいてください。1 枚につき、1 つの意見です。意見の質にこだわらず、たくさんの意

見を書くように心がけます。この模造紙に関する意見を書いてくださいということですね。 

 

―― 左からですか？ 両方？ 

 

（サブ F） 両方です。 

 

―― この問題とこの問題を分けて答えるのですか？ それとも、全部まとめて、 

 

（サブ F） ええと、ここの表題でもいいですし、ここに書かれたことに関して、 
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―― 両方まとめた意見でもいいと。 

 

（サブ F） はい。両方まとめた意見でいいです。 

 

―― 自由に、でいいのですね。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） はい、時間です。大丈夫ですか？ 

 

（F） 皆さん、書けましたか？ まだ書いている方もいらっしゃいますし。 

 

（サブ F） では、あと 1 分だけ追加しますか？ あと 1 分だけ追加だそうです。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） はい、終了です。では、ファシリテーターさん、お願いします。 

 

（F） はい。では、時間になりましたので、1 人ずつ意見を読み上げながら、模造紙に貼

っていきます。どのような意見が出ているかを皆で確認しましょう。ということで、先ほ

どと同じように、こちらの方からお願いします。 

 

―― はい。1 枚しか書けなかったのですけれども。やはり、時間を区切って議論をすると、

前に進むのではないかと思います。つまり、ずっと必要という前提でこれを見るのと、50

年でやめましょうという前提でこれを見るのと、すぐにやめましょうという前提でこれを

見るので、本当に解決できるのかという問題とか、それは無理でしょうという話になるの

で、タイムスケールというのでしょうか、そこの共通見解があったほうが、議論が盛り上

がるかなと思います。 

 

（F） はい、共通見解を、 

 

（サブ F） そういう前提を作って、という意味でおっしゃったのですか？ 

 

―― そうですね。 

 

（F） 前提を作って。書いたほうがいいですか？ 
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（サブ F） どうぞ、進めてください。 

 

（F） では、そちらの方、お願いします。 

 

―― 自由にということだったので、漠然と思ったことを書きました。 

 原子力にそんなにこだわらなくてもいいのに、と思ったということと。 

 あと、必要ないと思う理由で、不安が結構挙がったと思うのですけれども、そういう「不

安」という民意みたいなものって、なぜ最優先じゃないのかという疑問というか。なんて

いうか、最優先してよ、という思いなのですけれども。 

 あと、CO2 対策で原子力が必要という話だったと思うのですけれども、CO2 対策の話は

出てくるけれども、原発は放射能対策ができていないよねと。なぜ CO2 対策だけをそんな

に推すのか、いうことです。 

 あと、たぶんまだ原発事故は続いていて、福島はまだ終わっていない、まだ苦しんでい

る人もいますよねという思いです。以上です。 

 

（F） ありがとうございます。次の方、お願いします。 

 

―― 時間軸の議論は大事だと思います。で、多分に技術の問題なのですけれども、完璧

な安全というのはないので、こういった議論が足らないような気がします。 

 今度は反対側、まあ共通なのですけれども、国として、きちんと見解を示していないと

思うのです。説明不足。それから客観的な資料の開示。資料は、説明は要らないと思うの

ですけどね。そこから読み取れることがあるはずなのに、そういうものが不足しているな

と。国として腰が引けているなという気がします。 

 

（サブ F） 今の附箋を読み上げてもらっていいですか？ 

 

（F） あ、はい。1 枚目は、〔中長期の経済展望←安全・技術〕です。あと、〔説明・資料

開示の不足（政府）〕ですね。 

 では、次の方、お願いします。 

 

―― はい。〔国力（国際成長力）から原発は必要〕と書きました。このフォーラムの途中

から、私は、なぜ日本に原発が導入されたのかという歴史を読み返したのですよ。そうす

ると、アメリカの関与とか、非常に大変な中、専門家の皆さんの努力で、自力で、国際競

争力を勝ち取るようになってきたのですよ。その部分を考えると、私は、それをなくして

いいのかという意見なのです。 
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―― そちら側ですか？ 

 

―― あ、必要です。 

 

（サブ F） あ、これは 1 つの大きなタイトルなのです。左右に分けているわけではござい

ません。1 つの大きなタイトルです。 

 

（F） でも、分けたほうが分かりやすいですね。 

 

―― 分けてやりましょうか。 

 

―― それから、私は、サッカーと同じく、電力供給の過度な期待。原発をなくした後の

過度の期待度が大きいのではないかと。実際に、目に見える形で不安感をなくすエビデン

スがあるのか、ということです。 

 で、電力の未来予測、これはよく、不確定だから発表できないとかいろいろあるのです

けれども、各国で専門家の未来予測が出ているのですよね。だから、7 割くらい確定要素で

あっても、出してもらうと、市民はすごく安心する。エビデンスというのは、やっぱり確

固たる証拠ということになるので、100％でないと発表できないというのは分かるのですけ

ども、他の国ではもう予測をやっていますよと。 

 

（F） ありがとうございます。次に、そちらの方、お願いします。 

 

―― 先ほどの廃棄物問題に関してですが、確かに時間軸の問題もあるのですけれども、

私個人としては、たぶん、あと 50 年、あと 100 年の間には解決できると思います。研究開

発が進行中ということです。 

 それから、自然エネルギーに対して非常に期待が大きい。ですけれども、効率はあまり

よくないのですね。現実に、ドイツなどでは、原発を止めて、風力と太陽光をかなりやっ

ていますけれども、電気代が非常に上がっているのですね。すでに、ここ 10 年くらいで 1.5

倍とか、そういう問題が起きている。逆に、今ドイツで、本当にそれでいいのかと問題に

なっているのですね。あと、フランスから電力を輸入しているのです。 

 あとは、先ほどと同じなのですけれども、〔エネルギー供給の他国依存低下は必須〕とい

うことです。 

 

（F） はい、ありがとうございます。次は、そちらの方、お願いします。 
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―― この模造紙を見て思ったことは、私は個人的には原発は高いと思っていて、前回の

専門家の方の資料にも高いのではないかと書かれているのですけれども、ここには、コス

トが低いとか、経済的という意見があるので、真意のほどは何なのかというのは分かって

いないな、周知されていないなと思いました。 

 あと、この辺りに似ているのですけれども、先ほどの話し合いのときのこちらの方の話

と、今、そちらの方からも話があったのですけれども、こういう話をするときに、まず前

提というもの、時間軸なのか、コストなのか、そういう軸というものが全然ないので、必

要なのか、必要ないのかという話をしたときに、例えばコストが安いから、高いからとか、

安全だから、安全じゃないから、というふうになっていなくて、基準や前提が一致してい

ないなと強く思いました。 

 

（F） ありがとうございます。では、私。考えるのに結構時間がかかってあれなんですけ

れども。本当に環境に良いのかを、事故後のリスクも考慮した形で判断したほうがいいの

ではないかと思いました。 

 あと、自然エネルギーも、エネルギーとして、持続可能に使えるものになるのではない

かと思いました。ちょっと感想なのですけれども。以上です。 

 

（サブ F） はい。では次に、 

 

―― 足していいですか？ 原発事故後の対応が違っていたら、もう少し安心するかもと

思いました。 

 

―― どういうふうにですか？ 

 

―― 例えば、「もう福島は住めないから、福島に住んでいる人は、お金を出すから、お願

いだから移動してください」とか。満足できるほどの対策を万全にしてくれるなら、続け

てもいいよってなるかもしれない。でも、そこら辺も手薄というか、なんかけちっている

な、みたいな。そうすると、やっぱり原発の近くの人のことを考えていないのだろうな、

って思ってしまうから、次に何かが起きても同じ対策になるのでしょう、という不安感で

すね。 

 

（サブ F） では、9 番ですね。 

 

（F） はい。では、これらの意見に対して、質問やコメントを自由に言っていきます。ま

た、意見と意見のつながりについてもコメントしましょう。ここでの発言は、サブファシ

リテーターがキーワードを付箋に書き出し、発言者に確認しながら貼っていきます。ゆっ
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くりと落ち着いて話し合いを進めてください。 

 

（サブ F） ちょっと押していますが、15 分くらい話す時間がありますので、どうぞ。 

 

（F） ということは、14 時 30 分までですね。 

 

（サブ F） 原則 1 人が 1 回に話すのは 1 分以内にしましょう、というルールをだいたい

守りながらやりましょうか。砂時計を使いますので、見てくださいね。ではどうぞ。 

 

（F） はい。では、自由に。これらに対して意見を言ってもらう、 

 

―― ひとついいですか？ 最後のご意見に対してですけれども、やはり、どうして福島

第一があそこまで行ってしまったのか、の説明が足りないと思います。全プラント危ない

と思っているだろうし。どうすれば避けられたか、という説明が全然ないですよね。 

 

（F） 避けられたのか、ということですね。 

 

―― そうですよね。全然説明していませんよね。 

 

（サブ F） 次の方に行って大丈夫ですよ。 

 

（F） はい。分かりました。他に、 

 

―― 今、説明がないという話がありましたが、それももちろん大切なのですけれども、

私の意味合いとしては、言い訳はいいから、じゃあ、起きてしまった後に、どれだけ責任

を取ってくれるのか、ということです。とりあえずお金をもらえるとか、そういったもっ

と物理的なところで被害にあった個々人が満足をすれば、悔しいけど、これだけお金をも

らったから、ある程度は譲歩してあげるよ、というような気持ちの問題もあるのではない

ですか、ということです。 

 

―― 非常に難しいのは、いろいろな満足の程度があるのですよね。 

 

―― そうですね。それはあると思います。 

 

―― 避難した先が便利だからいいよという方もいれば、絶対に戻りたいという人もいる

し。一律的な見解を示すことがなかなか難しいですよね。それぞれに合った最適解を出せ
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ばいいですけれども。 

 

（サブ F） 同じ方がしゃべらないように、当ててください。 

 

―― それを踏まえても、やはり不誠実であるという印象があるわけですか？ 

 

―― そうですね。 

 

―― いいですか？ 

 

（F） はい、お願いします。 

 

―― 今回の福島事故に関しては、元々国会事故調で報告書が出て、その後原子力学会で

事故調査委員会報告書というのを、 

 

―― 3 月に出しましたよね。 

 

―― ええ。で、あれの中に、明確には書いていないのですけれども、こうすれば避けら

れたというひとつの目安が書いてあるのですね。でも、それは東京電力が言っているので

はなくて、原子力学会が言ったのですね。なぜ当事者の東京電力が発信しないのかとちょ

っと思うのですけどね。そういう報告書がありました。 

 

―― 東京電力からの発信がないと。 

 

―― 東京電力からの発信はあまりない、と私は思います。 

 

―― 一応事故調報告書は出していますけれども。 

 

―― ええ。ただ、あれは、自己保身的と私は思っています。 

 

―― もちろんそうですけれども。 

 

―― え？ ということは、よく分からなかったのですけど、原子力の研究者というか、

東電ではない人たちはちゃんと説明しているけれども、矢面に立たされている東電が言っ

ていないから伝わっていない。だから、原子力研究者としてはちゃんと言っているけれど

も、東電が悪いということですか？ 
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―― 悪いというか、発信をしていないと。 

 

―― 東電も言っていないという。 

 

―― 発言できない立場にあると思うのですよ。だから、日本航空みたいにしなかったで

しょう。それは、政治家が何を考えたかは分かりませんけれども。言えない立場なのだろ

うと思います。 

 

―― そうですね。東電の存在とかそういうのにかかってくるので、そういう政治的問題

はあるかもしれない。 

 

―― ただ、周りの人がいっぱい言っているのに、当の本人からの発信がなさすぎるとい

う話ですよね。一番情報を持っているであろう本人から。 

 

―― そう、専門家はいろいろと、原子力学会を通して、報告書を出しているのです。 

 

（F） はい。ご意見を言われていない方も、ぜひ声を出していただければと思います。 

 

―― ご意見。あ、1 分以内ですね。私は、前回も話が出たのですけれども、やはり事故当

初はメディアの、一部専門家の、偏向的な情報の垂れ流しがあった。悪い情報ばかり。 

 で、みのもんたも、ガンガン、 

 

―― （笑） 

 

―― 私は彼のファンなのだけど、ずっとそればかりでしょう。地元に行って、いろいろ

話を聞くのはいいのだけれども、悪いことばかり言っている。 

 ただ、今から思うと、池上彰的な、「こういういい面もありますよ、こういうこともあり

ますよ」という提案型の話だったら、市民も不安感だけじゃなかったと思います。今から

思っての反省ですけど。 

 

（F） うん、そうですね。 

 

―― そうですね、不安を煽るような、 

 

（サブ F） まだこちらの方がお話になっていないですね。どうぞ。 
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―― 先ほど、情報とか説明不足という話がいくつか出ましたが、私自身は、国も東京電

力も説明不足、情報開示不足はあると思うのですが、市民側の説明要求不足もあったので

はないかなと今は思っています。こういう情報が知りたいです、とか。市民がちゃんと集

まって、こういう情報を開示してほしいという要求をする、そういうことはこれからも必

要とされているのではないかと思いました。 

 

―― コストに関して、原子力のコストが非常に高いという話が前回出ているのですけれ

ども、一般的な評価、学校の先生とか、それからシンクタンクとか、そういう一般的な評

価からすると、確かに原子力は安いのですね。 

 ただ、原子力を反対している人たちは、ちょっと読んでみたのですよ、元々の論理はよ

く分からないのですけれども、少なくとも一般的な評価式から外れた方法を使って、原子

力は高いという評価を出している例があるのですね。それはちょっと扇動的じゃないかな

と思いますけど。 

 

（F） 高いというのは、事故前の評価のことですか？ 

 

―― 事故後の評価です。事故対策費、それから、一番高いのは放射性廃棄物の処理の問

題。それがべらぼうに高い。信じられないような高さになっているのですね。そういうこ

とを表に出して、それを根拠に原子力は経済的にペイしないと主張しているので、それは

ちょっとおかしいんじゃないか。要するに、一般的な話ではなくて、ある特定の考えから

出している。一般的に認められていない話なのですね。 

 

（F） ふーん。じゃあ、事故後も含めたコストを評価したほうがいいのではないかという

意見の人と、そうではない、 

 

―― いや、ではなくて、事故後も含めて、 

 

（サブ F） ええと、ちょっと整理します。賛成の人も反対の人も、事故後の費用は入れて

いるけれども、その事故後の費用に関して、ずいぶん違う 2 つの数字が出ているというこ

とでいいでしょうか？ 

 

―― ええ、そうです。あとは、事故対策、 

 

―― ちょっといいですか？ 
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（サブ F） あ、待ってください。今の、そちらの方のご意見はそうでしたね？ 

 

―― 事故対策と、それから廃棄物も含めて。 

 

（サブ F） ですね。事故後にしても、いろいろなものが入っていて、その数字もずいぶん

かけ離れているということですね？ 

 

―― 一般的に評価されている値からはかけ離れている。 

 

（サブ F） ああ、一般的な、 

 

―― コストを評価するときに、今まではこれで評価していたのに、ここを出してきて、

ここが悪いじゃないかと言ってきた、という話ですよね？ 

 

―― いや、ではなくて、 

 

―― じゃない？ 

 

―― いや、これを、ものすごく、こう、 

 

―― ああ、いろいろなものをつけてきて、多いと。だから、これで評価をちゃんとして

みろという話ですね？ 

 

―― 端的に言うと、年間 100 億円のそういう貯金があるのですよ。それを、かける 10 万

年にしているのです。 

 

―― そうそう。 

 

（F） ああ。 

 

―― まあ、そこも、じゃあどうするのかという話はあるものの。 

 

―― コストの基準を変えてしまっているのですよね。途中からどんどん変えてきている。 

 

―― そうです。コストの評価の基準を変えてしまっている。 
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―― 市民は分からないから、「え？ 原発ってそんなに高いものなの？」ってなってしま

う。 

 

（F） へー。 

 

（サブ F） 先ほどそちらの方の話を遮ってしまいましたので、どうぞ。 

 

―― あ、ちょっといいですか。原子力は、コストの面で特殊な道を通っていたのは事実

なのです。例えば、ウラン鉱山を開発して、精錬して、それを上流というのですけど。そ

れから、ダウンストリームですね、廃棄物以降。それを勘定に入れていなかったのですよ。

原子力は、そこは勝手だったわけです。だけど、例えば水力発電所も、ダムが決壊したと

きの補償みたいなものを勘定に入れているかというと、入れていないですよね。だから、

同じ議論をするのだったら、同じ立場でやるべきだと思うのです。 

 で、先ほどおっしゃったように、最近高いというのは、そちらですよね。 

 ただ、昔、原子力を政策的にやっていたものも入れていなかったのも事実なのです。そ

れはよくないと思うのですね。需要家の前には、きちんと平等に説明する。こういうコン

ディションで計算したらこうですと言わないといけない。それも責任だと思うのですよ。 

 

―― ただ、今の評価には入っていますよね。 

 

―― ああ、ダウンストリームはですね。 

 

―― 今は入っていますというのは、長期的に見て、かける何十にしているとか、そうい

う？ 

 

―― ではなくて、政府の見解というか、一般的の、 

 

―― そう。一般的な評価方法として。 

 

―― には入れているのですけれども。 

 

（サブ F） 確認ですけれども、事故後は入っているということでいいですか？ 

 

―― いや、事故後というか、途中から。最初は入っていなかったのです。ところが、10

年くらい前から、少しずつ入るようになってきた。で、事故後は、事故費用がガンと増え

て、大きく入ってきた。 
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（F） では、事故後の評価も今はあるということなのですか？ 

 

―― そうですね。 

 

（F） そうなのですか。事故が起きる前からあったということですか？ 

 

―― いや、事故が起きる前は、非常に過小評価していた。 

 

（F） ああ、なるほど。 

 

―― でも、事故は難しいですよ。物がどのくらいの濃さとエリアに広がったかで全然違

うでしょう。だから、なかなか計算しにくいですよね。普通、そういうおそれがあったら、

設備や人に金をかけるべきですよね。起きてしまったものは計算できるけれども、今後ど

うするかは非常に難しいですね。 

 

（F） なるほど。ええと、何か他に意見はありますか？ 

 

―― いろいろな基準で計算すると変わってくる、範囲を広げると増えたりする、という

のは分かるのですけれども、それを、じゃあここで切ろうというのを誰が決めるかという

のは難しい問題かなと思っていて。政府が何に重きを置いて決めるのか。原発を進めたい

からとか、国外に対してとか、いろいろな視点で変わるのではないかなと。誰がどうやっ

て決めるのかは重要かなと思いました。 

 

（F） ああ、そうですね。 

 

―― そのときに、第三者、いわゆる電力会社にも属していない人、 

 

―― 普通の市民ですね。 

 

―― 市民と、それから、第三者的な立場の、なんていうかな、そういうのを専門にして

いる大学の先生もいるのですよ。正しい評価という。そういう人たちの評価はある程度の

目安になると思うので。 

 

―― そうですね。専門的に考える人、厳しめに考える人、いろいろな人が集まって、か

つ、そういう判断についての専門家等が入って、決めてくれればなと思います。 
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（F） うーん、原子力以外の発電方法も、事故前と事故後について、国はちゃんと評価し

て出しているのですよね？ 

 

―― 普通は出していません。 

 

（F） あ、普通は出していない？ 

 

―― 事故が起こった後ですか？ そういう意味では、火力発電は、大気汚染で年間数万

人とか亡くなられていますけれども、それは入っていないですね。 

 

―― ちょっと説明していいですか？ 

 

（サブ F） すみません、今のところが拾い切れなかったのですけれども。今の話は、 

 

―― いや、別に今の話は書かなくても大丈夫です。 

 

（F） 大気汚染で 10 万人死んでいると。 

 

―― いや、そこの正確な数字は忘れましたけれども。 

 

（F） まあ、評価がちゃんとできていないのではないかということですよね。 

 で、 

 

―― 安全の問題は、例えば火力であれば、大気をどれだけ汚すかという環境対策も全部

入れて、国が基準を決めています。それを満足したときに、代表プラントでどのくらいか

かりますか、という計算をしています。事故は入れていないです。想定しようがないです

からね。 

 

（F） ああ。 

 

（サブ F） 今の話は、他の発電についてでしたね？ 他の発電については、事故を予想し

て、費用を入れることはしていないと。 

 

―― ええ。 

 



 - 28 - 

―― 事故として、なんか、3 兆とか 4 兆っていう、（小声） 

 

（サブ F） あ、皆さんに向かってお話しください。 

 

―― 事故対策費用って、数兆円という数値が入っていると言っていたのですけれども、

あれは電力費に入っていないですか？ 

 

―― 入っていないと思います。 

 原賠法（原子力損害の賠償に関する法律）が前からありましたよね。で、今度変えよう

かって言っていますよね。 

 

（サブ F） じゃあ、お時間になったので、言ってください。 

 

（F） そろそろ時間になったそうです。では、貼られた意見をグルーピングして、それぞ

れに一言でタイトルをつけましょう。その後、それぞれの意見のまとまりについて、見え

る化しましょう。ということで、15 分時間をいただいています。 

 

（サブ F） そうですね。皆さんで協力してお願いします。 

 

―― あちらが発表 1 で、これが発表 2 ですね。2 の発表の人はどなたですか？ 

 

―― 合わせて 1 ですよね？ 

 

（サブ F） そうです。これとこれを合わせて 1 です。 

 

―― そうなのですか？ じゃあ、頼みます。 

 

（笑） 

 

―― 一緒にやりましょう。 

 

（サブ F） 見づらかったら、こっちに来て、手伝っていただいても結構です。どうぞ。 

 

（F） ここが多いですね。多いところからやっていったほうがいいですね。 

 

―― コストというのは大事なことですよね。電気になったら差はないですから。コスト
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は大事ですね。 

 

―― でも、結局よく分からないという結論ですよね。 

 

―― まあ、基準をちゃんと示した上での議論はできるけれども、という話ですよね。そ

れをどこに置くかというのは、 

 

―― ええ、基準は個人の差がありますので。 

 

（F） どうしようかな。 

 

―― まあ、これは「コスト」でしょう。 

 

―― とりあえず「コスト」の付箋を置いておきましょうか。 

 

（F） 2 列にしましょうか。 

 

―― コストで議論がいろいろあって、我々の結論として、基準を示した上での議論はで

きる、という話にしましょうか。 

 

―― いいですね。 

 

―― ここから始まって、基準が変わっているのではないかとか、前提が必要じゃないか

という話があって、最後に出た意見が、基準が必要とか。 

 

―― そうですね。事故を入れていないとか、この辺りで。 

 

（F） これがコスト面。 

 

―― はい。 

 

―― 大きく赤で囲みましょう。 

 

―― この 2 枚も最後のところに。 

 

（F） はい。ここら辺でしょうか。 
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―― たぶん、結論はこれとこれがいいと思います。あと、この青の付箋とか。 

 

―― ええ、結論はこれにしましょう。 

 

―― 結論というか、意見ですね。 

 

（F） では、矢印が下に行く感じですね。 

 囲んでいいですか？ 

 

―― いいです。ここら辺は、議論があったということ。我々の結論は、ここら辺ですね。

基準を示したら議論はできるけれども、じゃあどこで切ればいいのかという話があると。 

 

（サブ F） そこは大事なところだから、赤だけでなくて、別の色、水色とかもあったでし

ょう。 

 

（F） 「結論」ですか？ 

 

（サブ F） 結論というか、ここはすごく大事なところだから、もう少しカラフルにすると

か。 

 

（F） 「結論」って書いたほうがいいですか？ 

 

―― 意見ですよね。 

 

（F） はい。では、次に行きましょうか。15 分しかないですから。 

 

―― 情報。ここら辺もまとまっていますね。 

 

―― この辺が初めに出た意見で、されていないのではないかと。 

 

（F） 情報開示ですか？ じゃあ、情報開示、 

 

―― 情報開示と、あとは不安みたいな。不誠実という話が、 

 

（サブ F） ここに〔不誠実な印象がぬぐえない〕とありますけれども。 
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―― 情報開示をして、じゃあこれの解決法として、プラス、マイナスとか、課題が必要

なのではないかとか、市民ももっと要望を出したほうがよかったのではないか、というこ

とで行ってみましょうか。 

 

―― 情報開示がされていない、「だから」、不誠実な印象を持ってしまう。 

 

―― そういうことですね。なるほど。 

 

（F） 矢印がまた下に行くのですね。なるほど。これはこれでいいですか？ 

 

―― そこに矢印でいいと思います。 

 

―― それで、「だから」こうだと。 

 

―― で、解決方法は下。 

 

―― この辺が解決方法として、こういうのがあったほうがいいのではないかと。 

 

―― これも解決方法の、 

 

（サブ F） これとこれはセットです。 

 

―― じゃあ、前提を作って議論を、 

 

―― 議論は議論でグループを作りましょうか。こちらは情報開示側なので。議論の方法

として、こちらに。 

 

（サブ F） これはそちらの方がおっしゃったことだと思うから、その辺に入りますか？ 

 

―― まとまりました？ 

 

―― 完全に、発表は私がこちら（2 枚目の模造紙）の役割ということになっていますよね。 

 

（笑） 
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―― そう、トリだから。 

 

―― では、「議論」のほうに行きましょうか。 

 

―― また違う議論がいくつかパラパラとありますね。環境とか、自然エネルギーとか。 

 

―― ここは「議論」の話ですね。 

 

―― 「議論の仕方について」ですか。 

 

―― ええ。それがこの辺りかなと。 

 

―― これとこれはつながらないのですか？ 

 

―― いや、結局つながりますよね。 

 

―― これはコストから見た話ですよね。 

 

―― ええ。だけど、つながりますよね。 

 

―― 「議論」の中のひとつの、コスト問題に関して、ということですね。 

 

―― これも頑張って矢印を伸ばしましょうか。 

 

―― そうですね。やっぱりそこに行きますね。 

 

（F） これらは？ 

 

―― その他。 

 

（サブ F） これはどうしますか？ 

 

―― これはこちら側に持ってきてもいいですか？ 

 

（サブ F） 横に少しはみ出します？ 
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―― 上にどんどん足していきましょう。「だから」こう思われるということですね。 

 

（F） 〔福島は終わっていないですよね？〕は、「議論の仕方」ですか？ 「情報開示」

ですか？ 

 

―― とりあえずトピックとして置いておきますか。 

 その他はどうでしょう。 

 

―― 自然エネルギー関係ですか？ 

 

（F） ああ、CO2とか。 

 

（サブ F） これもそうですよね。 

 

（F） 放射能を考えよう的な。 

 

―― この辺は、ぬぐいきれなかった疑問みたいな話ですね。 

 

―― あ、それと、本当に環境にいいのかという意見もありますね。 

 

（F） これがタイトルですか？ 違うか。 

 

―― どうしましょうか？ 「環境面の疑問」みたいな感じにして。 

 

―― 環境に関しても、たぶん基準みたいなものがいろいろあるから、これも〔基準を示

した上での議論はできる〕に関わってくるのかなと。 

 

―― たぶん、この辺も別々の問題がいっぱいあって、きっとこことここら辺がつながる。 

 

―― そうですね。絡めて、もっと議論していくことができる課題ですよね。 

 

（F） 課題。 

 

―― 「その他の課題」？ 

 

（サブ F） うまいですね。まとめましたね。 
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―― まとまりましたね。 

 

―― ここは環境面ですね。温暖化。あと、これも。はい。 

 この辺りはどうでしょうか？ 

 

（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。 

 

（F） あと 5 分ですか。余裕がありますね。 

 

（サブ F） あ、まだ付箋がありました（笑）。これはどうしましょう。 

 

―― まだありました？ 

 

（サブ F） 読んであげてください。 

 

―― 〔会社の存在がかかっている〕〔言えない立場〕〔原子力関係者で発信している人・

組織はある〕、 

 

―― 「情報開示」のところですね。無理やり押し込んでいいですか？ 

 

（サブ F） 見えるようにしてください。 

 あら？ まだあった。 

 

（F） 誰のですか？ 

 

―― 次から次へと出てきますね。 

 

（サブ F） いっぱい意見が出ましたね。 

 

―― 濃さが全然違いますよ。 

 

―― すごいですね、皆さんの発言が。 

 

―― （出てきた付箋は）自然エネルギーの話ですね。 
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（F） でも、非効率性のことを言っているので、何だろう。 

 

（サブ F） でも、「その他の課題」だから、いいかもしれません。 

 

（F） ああ。 

 

―― 廃棄物に関しての研究が進んでいる。 

 

―― それはここですね。 

 

―― あれ？ これはどういう意味でしたっけ？ 

 

―― これは、電力供給に過度な期待があるのではないか、という意見です。ちょっと別

ですね。 

 

―― そう、エビデンスがないのですよ。足りている、足りていると言うのだけれども。 

 

―― まあ、この辺りにしておきましょうか。 

 

（サブ F） まだあと 2 分半くらいありますね。発表のお二人で、確認してもらえますか。 

 

―― 2 枚目は私で、1 枚目はそちらの方で。 

 

―― あ、前半をやればいいのですね。では、（私は）1 分くらいでポンと言って、こちら

（2 枚目）をガンとお願いします。 

 

（笑） 

 

―― 3 分くらいかけていただいても。 

 

（サブ F） 5 分ありますので。 

 

―― いや、前回、まとめるのが下手で、しゃべりすぎてしまって、後の方が大変だった

のですよ。 
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（サブ F） では、よかったら、ファシリテーターさんのほうから、全体の流れをざっと復

習して、2 人に託したらどうですか？ 

 

（F） え、え、え、いや、そんなにざっくり言える内容じゃないですよね。 

 

（サブ F） ひとつずつタイトルを確認するだけでも。 

 

（F） そうですね、でも、結構分かりやすくタイトルがついているので、いいんじゃない

ですか。 

 

（サブ F） では、発表の仕方だけ、念のため確認してもらっていいですか。もう一度ここ

を読み上げてください。 

 

（F） はい。発表は 5 分間です。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、後半の話し合いで「盛り上がった話題」、「見える化の結果」を中心

に発表しましょう。ということで、 

 

（サブ F） よろしいですか？ 

 

―― ええ、タイトルが書いてありますから。 

 

（サブ F） グルーピングの結果と、盛り上がった話題と、見える化の結果でお願いします。 

 

（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。 

 

（合図を送る） 

 

（総合 F） 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。 

 

（サブ F） では、これは貼りましょうか。 

 

（模造紙をホワイトボードに貼る） 

 

＜グループワーク 1 終了＞ 


