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「福島原発事故から 3 年経つ今、われわれは何を学んだか」 
 

パネリスト（５０音順） 

北澤宏一 元民間事故調委員長 

黒川清 元国会事故調委員長 

畑村洋太郎 元政府事故調委員長 

グレゴリー・ヤツコ 前米国原子力規制委員会委員長 

２０１４年３月１０日 

 

2011年3月11日、東京電力福島第一原発で3つの原子炉がメルトダウン、大量の

放射性物質を環境にまき散らした。原因を究明し事故対策を検証するため、民間事故

調、国会事故調、政府事故調という3つの事故調査委員会が立ち上がり、2012年に相

次いで報告書をまとめた。 

あれから3年。新安全基準に適合するための審査が始まった。いま国内で動いてい

る原発はゼロだが、年内にも再稼働を目指す原子炉が出てくるかもしれない。 

各事故調の委員長は事故原因は見渡せたという見方を示したが、ふたたび事故が起

こった場合の避難などの対応はまったくできていないという認識を示した。「もし事

故が起こったら世界の笑いもの」「いったいどのくらい事故が起きれば日本は変わる

のか」。ため息のような言葉が続いた。 

「事故は起こらない」が事故前の安全神話だが、今度は「事故が起こっても大丈夫

だ」という新たな神話が生み出されようとしている。 

 

 司会：服部尚 日本記者クラブ企画委員（朝日新聞編集委員） 

 通訳：西村好美、渡辺奈緒子（サイマル・インターナショナル） 

 

日本記者クラブ YouTube チャンネル  

https://www.youtube.com/watch?v=mpooRQQ3j90&index=52&list=UU_iMvY293APrYBx0CJReIVw 
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司会：服部尚・企画委員（朝日新聞編集委員） 

皆さん、こんにちは。日本記者クラブで企画

委員をしております朝日新聞の服部と申しま

す。 

ただいまから、討論会「福島原発事故から3

年経つ今、われわれは何を学んだか」を始めさ

せていただきます。 

東日本大震災からちょうど3月11日で3年

になります。第一原発事故は過去に例のない3

つもの炉の炉心溶融を起こす同時多発事故で

もありました。多くの放射性物質を環境にまき

散らしました。福島県にはいまだに15万人も

の人が避難生活を送っておられます。この事故

の原因を究明し、事故の対応を検証するため、

民間、国会、そして政府の3つの事故調が立ち

上がりました。2012年には報告書をまとめら

れています。 

きょうは、各事故調の委員長を務められたお

三方と、それから、当時ＮＲＣ、アメリカの原

子力規制委員会の委員長を務められていらっ

しゃったヤツコさんにおいでいただきました。 

本日の討論会は、日本再建イニシアティブの

協力を得て実現することができました。特に日

本記者クラブは2012年2月から7月にかけて、

各事故調の報告書をこの場で発表していただ

いているというご縁もあり、このようなシンポ

ジウムを開くことができました。 

まず、船橋洋一理事長から一言、ご挨拶をい

ただけたらと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

船橋洋一・日本再建イニシアティブ理事長 

服部さん、ありがとうございます。日本再建イ

ニシアティブの船橋でございます。 

ちょうど 2年前に北澤宏一委員長の記者会

見をこの日本記者クラブの場で開催させてい

ただきました。民間事故調としての報告書、そ

れを発表したわけでございますけれども、それ

から2年たって、ちょうどきょう、この英語版

も刊行することができました。イギリスのルー

トレッジ(Routledge)という出版社からでござ

いますけれども、この3周年を一つの区切りと

して、私どものシンクタンクで、グレゴリー・

ヤツコ、当時のＮＲＣ委員長を日本にお招きし

て、一体あの事故と危機の教訓は何だったんだ

ろうか、私たちはそこから何をどこまで学んだ

んだろうか、何が課題なんだろうかというよう

なことをこの3年を振り返りながら、煮詰めて

みたいということで、あした、実は東京大学の

政策先端研究センターと私どもの日本再建イ

ニシアティブとで、東日本大震災3周年国際シ

ンポジウム「リスク・ガバナンス・リーダーシ

ップ」というのを開催いたします。 

そこで、せっかくヤツコさんにお越しいただ

くので、ぜひまた日本記者クラブの皆さんにも、

ヤツコさんにもいろいろ話を聞いていただき

たいということで専務理事の中井良則さんに

ご相談したところが、ぜひそうさせてもらいた

いと。 

ただ、クラブとしても3周年、3事故調の教

訓、その後どうだという検証もしたいから、ぜ

ひ一緒にしたらどうかというようなご提案を

いただきまして、ぜひお願いしたいということ

で、きょうはこういうような場をつくっていた

だきました。厚くお礼を申しあげます。 

 

司会 どうもありがとうございました。それ

では、簡単にきょうの進め方を説明させていた

だきます。 

まず冒頭、4人の方々から東日本大震災、そ

れと福島第一原発事故から 3年を迎えるに当

たっての、それぞれのお気持ちをご発言いただ

きます。お一人、大体5分ほどでお願いしたい

と思っています。その後、私のほうから代表質

問を幾つかさせていただきたいと考えていま

す。その際、できるだけ、各事故調、いろいろ

と性格づけの違うお立場での解析もされてい

らっしゃいますので、できるたけディスカッシ

ョンをできるような形に心がけたいと思って

います。その後、会場のほうから、皆さんに手

を挙げていただいて、個別の質問をお受けした

いと思います。 

きょうは、大体2時間、午後4時には終わり

たいと思っていますので、どうか皆さん、ご協

力をよろしくお願いいたします。 

それでは、順番としては北澤さん、黒川さ、

畑村さん、ヤツコさん、この順番でお話しいた

だきたいと思います。 

 

北澤宏一・元民間事故調委員長 民間事故調

の北澤です。事故が起きてから、われわれはい

ろいろなことを学んで、報告書などを発表し、

その後、いろいろなことが起きてまいりました。 

最初に、まず、この3年間、何が学べたか、
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あるいは何が実際にそれに基づいて起きてい

るか、ということについてお話ししたいと思い

ます。ハンドアウトを皆さんにお配りしてあり

ますので、それを見ながらお聞きいただければ

と思います。 

まず、原子力安全・保安院とか原子力安全委

員会が、当時、きちんと機能していなかった。

そのために、日本の原子炉は、残念ながら、安

全な状況にはなかった。なかったというのは、

諸外国に比べて安全な状況になかった。この点

は 3事故調ともに非常に強く指摘させていた

だいたことかと思います。それに基づきまして、

原子力安全・保安院と原子力安全委員会が廃止

されまして、そして、新しい原子力規制委員会

ができた。 

一番の肝の部分は、これからの規制はきちん

と誇りを持って、自己の誇りと責任に基づいて

やっていくような、そういう人たちにやっても

らいたいということでありました。2～3年、

腰かけをやって、それで無事に自分の務めてい

た期間が終わればいい、というような感じでな

されていた日本の原子力規制というのが、もっ

ときちんとした形でなされるようになってほ

しいというのはわれわれの願いでありました

けれども、それを法律の形で、どういうふうに

やっていくのかというのがまず最初の課題で

あったかと思います。 

昨年、新しい規制委員会ができました。規制

委員会で、一番大事なのは、使命をどう表現す

るのか、「国民の安全と健康を守る」、そのこ

とだけが大事な使命として、原子力規制委員会

には課されました。そして、委員の人事の独立

性を保障し、ノーリターンルールを適用するこ

とによって、そこで働く人たちがどの方向を向

いて働くのかということを、今までとは変えた

ということが大事な変化だったかと思います。 

そして、さらにバックフィットルールを導入

して、これまでの原子炉ではグレーゾーンはそ

のままやっていけるということであったのを、

今度は安全であるということを証明しないと

稼働できないという体制になりましたので、非

常に大きな変化が活断層問題などで起こって

います。 

そして、新規制基準に基づき、各電力会社が、

特に津波や地震対策をこれまで以上のレベル

で施している最中である。それがいま再稼働に

向けて、各電力会社が努力していることである、

というふうに見受けるわけであります。 

その意味で、何が変わったかと言われますと、

いままでの安全規制に比べて、よりハイレベル

での安全性を追求できるような、そういう体制

にはなってきていると思うわけであります。 

国際評価に耐える規制委の運営ができるか 

福島から3年間、何が未知数のままかといい

ますと、その規制委員会が本当に自分たちの使

命をやっていけるのかどうか。日本だけが遅れ

ていたということを反省し、国際評価に耐える

運営をやっていけるかどうか。田中俊一委員長

もそれを強く認識して、公言もしている。「国

際評価に耐える新しい規制委員会」をあらわに

出して、その業務をやっていかれると思います。 

そして、さらに避難訓練を日本が本当に行え

るのか。これはまだ未知数だと思わざるを得な

いわけでありますけれども、そういったことも

新しい体制には課せられている。 

もう一つ、これはよく言われることですけれ

ども、廃止された保安院や原子力安全基盤機構

（ＪＮＥＳ）の人材がほぼそのまま規制庁に移

行している、こういう体制で本当に新しい規制

委員会がやっていけるのか、という問いを多く

の人から聞きます。ノーリターンルールを課す

ことによって、いままでそこで働いていた人た

ちがどこを向いて働いてきたのか、これからは

違う方向を向いて働かざるを得なくなる。そこ

のところに期待して、それを田中新委員長がう

まくガイドしていくかどうかという問題であ

ると思っています。 

そのまま残っている問題があります。まずテ

クニカルな問題からしますと、原子炉の構造は

もとのままですから、その意味で、給水が長時

間途絶えるとメルトダウンを起こすような設

計になっております。しかも、古いほど余裕が

ない。ですから、運転を失敗したり、想定外の

災害が起きたり、テロが起きると、事故確率は

まだまだあるという、そのことに基づいて、こ

れからの安全規制を考えなければならない。 

それから、高レベル放射性廃棄物を長期間隔

離貯蔵しなければならないということも変わ

っていない。 

一番大きな問題は、どうやって、国の歴史が

終わるような大事故に原子炉の事故を発展さ

せないようにするか。今回の福島の事故でも、

これはかなり危なかった、そういう面もあった。

一方で、何とかあのレベルで防いだという面も

あったのです。 
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したがいまして、これから一番大事なことは、

確率を減らすだけでなく、事故を拡大させない

防止策をあらかじめビルトインしていくとい

うことが、非常に重要なわけであります。それ

がまだできていないという問題があります。 

それから、安全確保体制の問題として、「国

策民営」という、日本独特の原子力推進体制が

そのまま継続しているわけでありますけれど

も、これが「原子力ムラ」をつくり出した。そ

の原子力ムラがどれほど不合理な安全管理の

仕方をしていたかというのが、この3事故調の

調査でわかったわけであります。それは世界も

現在注目するところとなっています。再び日本

において原子力ムラが復活するのかどうか、こ

れが今後の鍵ということになります。 

例えば原子力学会のようなところが「科学者

の良心」から中立批判勢力になれるのかどうか、

そういったことをわれわれとしても見張って

いかなければならないということになるかと

思います。 

最後に、国の危機のときの対策として気がつ

いたことは、危機のときには情報が伝わらない。

なぜかというと、危機のときには情報が不確か

である、そういう面がどうしてもありますので、

各セクションにおきまして、不確かな情報を流

してもいいかどうか、みんなが及び腰になって

しまって、そのために情報は各セクションで伝

わらなくなってしまう。つまり、上のほうにも、

つまり首相や官邸にも伝わっていかない、逆に

下のほうにも、国民にも伝わらない。そうする

と、危機のときの情報というのは一体どう流し

ていったらいいのかということを、平時から考

えなければならないという問題であります。 

さらに気がついたことは、日本としては隠す

つもりは特になくても、海外から見ると、日本

は情報を隠しているというふうに見えるとい

う面があることです。その点で、国際的にどう

やって情報をスムースに流すかということを

平時から考えておかなければならない。この点

で、まだ不満足な点があると感じている次第で

あります。 

 

司会 北澤さん、どうもありがとうございま

した。それでは、次は黒川さん、お願いできま

すか。 

 

黒川清・元国会事故調委員長 黒川です。最

初に、ビデオを見せます。これは若い学生さん

たちが勝手にボランティアで、つくったアニメ

ーションです。分厚い国会事故調の報告書のエ

ッセンスは何かということを、各3分前後で6

つのパートにわけてビデオで説明しています。 

 

（ビデオ上映開始） 

「国会事故調って何。技術大国の日本で深刻

な原発事故が起こってしまったことに世界中

の人々がショックを受けた。福島の原発事故は

世界の歴史に残る大変な事故だった。大きな犠

牲を払った事故だったからこそ、しっかりした

調査をして、これからに生かさないと。 

でも、これがとても難しい。東京電力も政府

もそれぞれ事故の報告書を出した。でも、東京

電力も政府も、原発の運営、事故の対応という

形で原発事故の当事者だった。これでは国民の

信頼を得られないよね。 

そこで、国民の代表であり、法律をつくる力

を持っている国会が憲法にのっとって調査す

る強い権限を持ち、独立した調査委員会を設置

した。海外では重大な問題があれば、こういう

ことはよくするんだ。でも、日本では歴史上初

めてだった。10人の委員、サポートをしたス

タッフは、政府や東京電力とは関係のない人た

ちだった。原子力についてもいろいろな意見の

人が入っていた。独立性という意味で東電や政

府より、調査権限という意味で民間より、国会

事故調はより理想的な形だったんだね。 

委員長を務めた黒川さんは、3つの柱を掲げ

た。国民の視点を大切にすること。世界に向け

て発信すること。そして、未来を向いたもので

あること。延べ1,167人、900時間にわたるヒ

アリングをし、2,000件を超えて資料請求をし

た。そして完成したのが国会事故調報告書。 

『わかりやすいプロジェクト国会事故調編』

では、592ページにも及ぶこの報告書から大切

なところをまとめて、その概要を説明するよ」。 

（ビデオ上映終わり） 

 

これが「パート1」ということで、これは憲

政史上初めてだということを、海外でもいろん

なところで呼ばれてしゃべります。「初めて？ 

信じられない」というのが普通の反応ですね。

政治家とか、ジャーナリストとか、役所の人で

あれば、「初めて？信じられない。日本は民主

主義の国だと思っていたのに」ということなん

です。 
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いまアメリカでは、議会がコミッションした

福島についての調査を 2年間で同じような形

で独立した委員会でやっています。これは多分

5月か6月に出てくると思いますが、それから

アメリカは何を学ぼうかとしているわけです。

世界中にいま 430ほどの原発があります。70

基がつくられています。トータルで大体 500

ですよ。みんなどうしたらいいのかということ

を知りたいのです。十分に日本は情報提供して

いるか、ただＰＤＦを出したってしようがない

ので、わかりやすく言うかどうか。相手がそれ

を理解して、行動に移せるかどうかというのが

コミュニケーションの定義です。ドラッカーが

そう言っています。それを日本はしているかと

いうことです。 

それで、この事故以来、福島原発事故に関す

るたくさんの本が出ました。調査報告書も出て

います。もちろん「民間事故調」といって、船

橋さんのネーミングもいいんだけれども、たく

さんありますよ。毎週のように出ているじゃな

いですか。ジャーナリストの問題、日本社会の

全ての問題について、たくさんの報告書が出て、

日本では毎週のように出ていますけれども、日

本だけじゃなくて海外でもたくさん出ていま

す。スイスのもの、イギリスのもの、アメリカ

のもの、今度アメリカは2年間かけて出てきま

す。 

これが三権分立の基本なんです。それを皆さ

ん、どのぐらい理解しています？ 民主主義と

いうのは三権分立だから、だから1票の格差が

3だったら「違憲」とはっきり言えばいい。そ

れを直すのは立法府の責任です。2票でも司法

が違憲というのだったら直すのが本当でしょ

う。何でそういうことを言わなかったの。4を

超えたら「違憲状態」と言った。生ぬるい。こ

れで三権分立していると思っているわけ？ 

ジャーナリストについてもたくさんの本が

出ているでしょう。皆さん、この20年間で、

役所のことを「公僕」という言葉を使って書い

たこと、あります？ 「公僕」って昔言ってい

た。書いたことあります？ デスクがちょん切

った？ なぜ？ 考えてください。 

日本の民主主義が問われている 

つまり、この事故調から反省するじゃないけ

ど、言っていることは、皆さん一人一人が「そ

うなんだよね。だけど、できないんだよね」な

んて言わないで、社会の中で自分たちのそれぞ

れの役割で、何ができるかということを考えて、

常に考えて一歩でもいいから踏み出していく

ことなんですよ。それをするのがシビルソサエ

ティ（civil society）であり、国民がつくっ

ていく民主主義じゃないの？ ということを

問われているというのが今回の事件だったと

いうことなんです。 

だから、某国の首相が来る。いろんな人に会

っているわけです。業界、役所、官邸。「3年

たってもこんなにおとなしいし、何を言ってい

るのか、当事者に聞いても、何だか要領を得た

答えが得られない。だから説明してくれな

い？」と言って私、大使館から呼ばれたんです。

そういう国だということを、外からみている。

日本のありさまを。3年、あなたたちは一人一

人が何をするのか、よく考えてアクションしな

い限り意味がないということです。 

 

司会 ありがとうございました。それでは、

畑村さん、よろしくお願いいたします。 

 

畑村洋太郎・元政府事故調委員長 きょう、

ここで言いたいことというのを皆さんのとこ

ろに資料の形でお配りしていますので、それの

順番に従って話をしていこうと思います。 

事故が起こった後、ほとんどの注意が発電所

の中で起こったことのところに集中していた

ように思いますが、福島の事故の本質的な部分

というのは、発電所の外で起こったこと。特に

避難と、それから放射能汚染、それからその後

の除染、もう一つ帰還、こちらのほうが一番大

きな問題なんだよ、ということに気がつかない

といけないと思います。 

そして、避難、除染、こういうものが全部絡

んでいて、震災関連死という格好で生活破壊が

行われていて、人が亡くなっています。最初の

1年で、大体1日1人、それから次の2年目は

1日1人半、そして3年目は1日2人のペース

で亡くなっているというふうにみえます。これ

は厳密に定義すると、いろんな数が出てきてし

まうんですが、基本的にはそういうふうに考え

るのがいいと思います。原発の事故でこういう

形で人が亡くなっているということをはっき

りとみんなが意識するように伝えるというこ

とができていないように思います。これはすご

く大事な部分で、外で起こっているところに注

意しなさいということです。 
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事故は起こる あり得ないと思うようなこ

とすら起きる 

それから、次は、再稼働するとか、やっちゃ

いけないんだとか、いろんな議論がありますが、

とても大事なことは、本当に事故に学んだのだ

とすれば、これから先も、どんなに安全の審査

をしようと、何をしようと、事故は起こるんだ、

要するに原発は危ないんだということをきち

んとみんなで認めて、それからいろんな物事を

進めていかなければいけないのではないかと

思います。 

それは政府事故調の報告書の中の一番大事

な部分だと思いますので、そういうことは書い

ておいたんですが、あり得ることは起こる、そ

してあり得ないと思うようなことすら起こる

ということを認めなければいけないというこ

とを言いました。 

それでみると、現在、再稼働のためにいろん

な審査をして、安全性が確認できたら再稼働す

るというのは、論理自身が間違っているのでは

ないかと私にはみえます。これは審査をして、

検討をして、大丈夫だということ自身が、先ほ

ど言った、どんなに考えても気づかない領域が

必ず残る、という今回福島で学んだことを無視

していることのように私にはみえます。 

その次に大事なことは、先ほど言ったように、

外で起こっていることです。除染をしなければ

いけないというか、放射能がどのくらい強いと、

どのくらいみんなの生活にかかわってくるか

ということ、これの見方が随分とおかしな方向

のまま固定しているようにみえます。 

初めは、年間20mSvというので動いていたの

に、いつの間にか、みんなで怖い怖いというこ

とを言っているうちに、1年間に 1mSvという

数字が出てきて、それで固定してしまって、世

の中の実際に福島で避難している人とか、そう

いう人たちの頭の中には、年間1mSvを超えた

途端から、ものすごく危ない環境にいるんだと

いうふうにほとんどの人が思っています。 

こういうような理解の仕方というのを、初め

から、いろんな基準を変えたり、それを直さな

かったりすることで、結局、年間1mSvいうの

がきっちりと基準になって、これを超えたらま

るでだめだという、そんなふうにほとんどの人

が判断して動いているようにみえます。そのた

めに、帰還ができなくなって、それで生活破壊

が起こっていっています。 

次に、除染を考えると、問題になるのはセシ

ウム137です。そして、これは一度雨の形で降

ってきて、土の粒子にぶつかると、そこで土の

粒子につかまってしまって、溶け出しません。

これがセシウムを扱っている人たちでは全く

の常識で、当たり前だというのに、避難してい

る人にも、それから国民全体にもこれが共有で

きていません。簡単に言うと、一度降ってきた

セシウムは水に溶けない、こんな当たり前のこ

とを、みんなで共有していないというのは、非

常におかしなことだというふうに思います。 

そういうことから考えると、いま1 mSvとい

う壁を早く取り除くことと、除染を早くするこ

とです。しかし、その除染というのは、いま国

で基準を決めてやっているようなものとは、多

分真反対のものが必要です。国がやっているの

は、放射性物質を集めて、どこかに運んで、積

み上げる、この3つをやっています。しかし、

それは多分間違いで、集めないで、運ばないで、

積み上げないという、そういうやり方が大事な

んだろうと思っています。 

答えが一つあって、土を動かさないで、運ば

ないで、積み上げないというと、その場処理の

深穴埋めというような考えが出てきます。それ

ぞれの畑、田んぼ、さもなければ林、それから

住居の周りで、穴を掘って、そこに放射性の物

質、汚れたものをその中に投げ込んで、きちん

と放射能を持っていない土で覆ってしまって、

その上を使えばいいんだと思います。 

そういうごく当たり前のことが、世界的にみ

ても、そうやる以外ないんじゃないかというふ

うに考えられるのに、日本ではそういうことを

やっていないと思います。 

ですから、みんなが、世界中が持っている大

事な知識を、ここに当てはめて、それを使うこ

とをやらなければいけないというふうに思う

のです。 

私自身は、政府事故調というのはもう終わり

ましたので、自分でこういうことをやって、本

当に水に溶け出さないかどうかを、福島の飯舘

村で実験をやっています。やってみると、全く

そのとおりで、放射能は全然水の中に出てきま

せん。だから、こういう当たり前のことをみん

なで当たり前に知識として共有して除染をや

る、それから帰還をやるというのが大事だとい

うふうに思います。 

それで、国は、全員がもとのところに戻ると

いうのを大原則でやっていましたが、もう帰れ

ない人がいるのも仕方がないというので、方針



7 
 

を変えました。そういう方針を決めるのが随分

遅すぎたという感じがします。生活破壊がどん

どんされて、先ほど言ったように、人が亡くな

るという状態が続いているのをみると、もっと

早くこういうものを決断すべきだったと思い

ます。 

そして最後に、どの事故調も言っていたこと

ですが、調査と記録の継続というのがとても大

事なのですが、いまそういうことをやる主体が

どこなのかがわからないし、きちんと継続的に

調べて、記録をとって、将来これが学べるよう

にするという動作がはっきりみえる格好でや

っていないというのは、何か政府の事故調をや

ったほうの立場でみると、何のためにそういう

動作をやったのかなと思うぐらい、無視された

というか、何もしていないことがおかしいと思

います。これは本当に早く、もう一回調査をし

て記録をするということを継続的にやる組織

をつくってその活動をやらないといけないと

思っています。 

 

司会 畑村さん、ありがとうございました。

それでは、ヤツコさん、よろしくお願いいたし

ます。 

 

グレゴリー・ヤツコ・前米国原子力規制委員

会委員長 ご紹介、どうもありがとうございま

す。このような場でお話しできることは大変う

れしく思いますが、ほかのパネリストの方々の

ご意見を伺っていて、やはり日本での今回の事

故調は非常にユニークな特色を持っていたと

思います。 

完全に独立性を持った調査委員会から、日本

再建イニシアティブから報告者が出されたと

いうのは、完全な独立性を持っているというこ

とで非常にユニークである。国民に対して、ど

のように問題に対処したらいいのか、多くの寄

与をした要因があるということをみなければ

なりません。 

それから、国会の独立性を持った事故調もつ

くられたということ、これも本当に画期的なこ

とだったかと思います。この2者の報告書は、

お互い同士が重なり合う部分はあるかと思い

ますし、お互い同士、やはり刺激し合ったとい

うこともあるかと思いますし、非常によいスタ

ートが切れたのではないかと思います。 

ただ、残念なことに、ほかのパネリストの

方々からの話もありましたように、まだやるべ

きことはまだまだ積み残されている。3年たっ

てもまだまだ課題は多いということではない

でしょうか。 

私のほうから、簡単に、事故を振り返ってみ

たいと思います。そして、将来、どうしたらい

いのかということについても触れたいと思い

ます。 

中には、皆様、もうおなじみのものがあるか

もしれませんし、少し独特と思われるものもあ

るかもしれません。いまから振り返ってみます

と、事故を、私は全く異なる立場からみており

ます。 

ご承知のように、2011年3月11日、大地震

が起こり、津波が起こり、それが事故のきっか

けとなったわけであります。2011年の12月の

時点までには、ようやく収束をした、大きな節

目を迎えたと、すなわち冷却され停止をしたと

いえるところまで持ってきた。 

事故はまだ終わっていない 

ただ、私が見ますと、事故は終わっていない。

原子炉の危機は終わったけれども、事故はまだ

続いている状況ではないかということであり

ます。といいますのも、放射線で汚染された水

が海にどんどん流れ込んでいる、あるいは地下

水にも流れ込んでいるということです。そして、

原子炉の冷却はまだ続いている。そして、汚染

はまだ続いている。これは今後何年も続くだろ

うというプロセスであります。ただ、これは事

故の特色であるということです。もちろん事故

が、そもそも始まった当時の規模とは違います

けれども、同じ事故が続いているといえるかと

思います。 

ですから、大事なことは、今後どのように前

に進んでいくのか。事故はまだ終わっていない

ということを念頭に置かなければいけないと

いうことです。それでは、いつ終わったと言え

るのかということですけれども、事故が本当に

終わったと言えるのは、燃料が完全に除去され

て、クリーンになって、汚染等もすでに除染を

されて、あらゆる意味でクリーンになったらと

いうことであります。それから、避難など、さ

まざまな放射能、あるいは放射線の放出によっ

て影響を受けた人々に対してもきちっと補償

がなされて、そういったことが全て終わって、

ということです。 

そういう観点からみますと、事故というのは

まだまだ長年続くだろうということです。こう
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いったタスク、課題の中には、完全に完了した

とはいつになっても言えないものもあるだろ

うということです。 

それでは、何を学んだのか。まず、想定が非

常にまずかったということです。左に座ってい

らっしゃるパネリストの方々がおっしゃって

いるように、「原子力ムラ」と言われるところ

から出てくる、あまりにも偏狭なところから出

てくる想定のまずさということであります。 

それでは、どういうことが想定されていたの

かということをさらってみたいと思います。一

番重要なことは、複数のシビアアクシデントは

絶対1カ所で起こるわけはない。原子力という

のは一つの事故が 1カ所で起こるということ

のみが想定されていた、この想定はまずかった

ということです。 

もう一つまずかった点でありますけれども、

放射線が放出されたとしても、これは封じ込め

られると思っていた、これもやはりまずい想定

だった。水素も十分にコントロールされる、爆

発は起こらない、これもまずかったということ

です。 

それから、緊急時計画はよく理解されていて、

きちっと実行される、そして、自然災害につい

てもよく理解され、そして不必要なリスクは伴

わない、そういう想定がなされてしまっていた

ということです。 

こういう想定を全て合わせますと、特色とし

て、「原子力ムラ」がゆえに出てきた、原子力

事故はもう再び絶対起こることはない、そうい

う観念に凝り固まってしまうということであ

ります。 

しかし、起こり得る。そして、その影響とい

うのはもうはかり知れない、何千億という影響

が経済に起こる。そして、何千人、何万人もの

人が避難しなければならない。人間の悲劇が伴

う。そして、もう再び帰ることができないかも

しれない。もう、はかり知れない影響があると

いうことです。将来の原子力ということを考え

た場合、こういう要素というのは非常に重要、

重大であると言えるのであります。 

いまから振り返ってみますと、多くの教訓が

学ばれた。例えば技術的な問題もありました。

よりよいアプローチを今後はとろう、例えば外

部電源が失われないようにしようとか、自家発

電がきちっとできるようにするとか、あるいは

独立性、政策決定、意思決定のありよう等々、

この教訓は学ばれているわけでありますが、原

子力の事故というのは不可避である、避けられ

ない、という考え方であります。 

原子力を今後とも使い続けるとするならば、

事故が起こって、しかも、発電所の外のコミュ

ニティに影響を与えるような、そういう事故が

起こり得るような原子力は認めてはならない。

あるいは経済全体に影響を及ぼすような、そう

いう事故が伴うような原子力は認めてはなら

ないとういことであります。そのために、新し

い安全基準をつくらなければならない。原子力

を使い続けるとするならば。そして、まず国民

を守るということを真っ先に考えなければな

らないということです。 

それでは、何を変えたらいいのかということ

です。まず、原子炉の設計を変えるのか。すな

わち多くの部分が汚染されるという可能性を

少なくする。これは確率ということではなくて、

物理学によって少なくしていくということで

あります。大量の放射線の漏れ、あるいは放出

ということ、広がるということが避けられるよ

うな、物理学的なことを考えていかなければな

らないということです。 

それから、さらに事業会社が説明責任を持つ。

そして事故が起こった際にきちっと責任を持

たされるということであります。それから、規

制をつくって、判断の独立性、行動の規制当局

に独立性を与える、そして、その規制当局が絶

対的に国民の安全や健康、そして福利を考えて

いく。そして、政府が適切なアプローチをとる。

こういう事故が決して起こらないように、正し

い政策をとる、こういう課題をわれわれはいま

抱えているということです。 

事故が起こって3年になりますけれども、ま

だまだこういう課題は残っている。われわれは

やはり焦点を当てていかなければならないと

いうことです。 

で、ここにいらっしゃる皆さんが一生懸命努

力をされて、いろいろ調査をし、そして報告書

を出されてきた。そして、事故が起こった直後、

どういう影響があったのか、いろいろなことを

みてきました。やはり日本の国民の皆さんは、

決意を持って、そして勇気を持って、こういう

問題に当たっていかなければならないという

ことです。 

そして、パートナーシップ、そして友情がア

メリカと日本の間に育った、これを教訓として

学び、そして今後活用していくべきだと思って

います。以上です。 
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司会 ヤツコさん、どうもありがとうござい

ました。 

それでは、私のほうから幾つか質問をさせて

いただきたいと思います。 

まずは、少しオーソドックスな質問をさせて

いただけたらと思います。 

私も2012年、各事故調が報告者を発表され

たときに、まだ、いまもそうですが、原子炉の

中はよく見えず、現場は何が起こっているかま

だよくわからない状況で、皆さん、ご苦労され

ながら、何とか真相に迫られようということで

報告書をまとめられたと思います。 

ただ、いまだ途上であるというお気持ちも随

所ににじみ出ていて、例えば民間事故調の場合

は、最後の言葉、「この事故を忘れてはならな

い」という言葉で締めくくられていたり、国会

事故調の報告書では、国会の中に独立した調査

委員会を設けてほしいという提案をされてい

ます。畑村さんも会見の中で、模擬した実験と

か、さまざまな積み残した課題が残っている、

というようなことをお話しされていらっしゃ

ったことを覚えています。 

翻って、では、2012年からいま、時間がま

たたっているわけですが、果たして事故原因の

究明というのはどれだけ進んだのかというふ

うにみますと、例えば規制委員会は5回ほど分

析評価委員会みたいなものをつくってやって

いるんですが、遅々として進まない。東京電力

も50ぐらいの課題を一応ピックアップはして

いるんですが、優先順位をつけて2年ぐらいに

結論を出したいというような状況で、私の目か

らすると、事故の究明はその後全く進んでいな

いというふうにみえています。 

この状況について、お三方、それとヤツコさ

んからお考えを伺いたいと思います。 

また、北澤さんから口火を切っていただいて、

順番にお話しいただけたらと思うんですが、も

ちろん途中で、これは言いたいというようなお

話があれば、入ってきていただいても、全く差

し支えありません。よろしいでしょうか。 

事故原因の本質部分は、ほぼ最初から明らか 

北澤 事故原因は、本質的な部分は、私は、

ほぼ最初から明らかになったというふうにむ

しろ思っている立場でありまして、細かい点に

関しては、いろいろわかっていないところがた

くさんある、それもきちんと出していかなけれ

ばならないわけでありますけれども、要するに

事故を拡大させないという対策が施してなか

ったということ。 

それから、事故が起こり始めるかどうかにつ

いては、津波対策とか、そういったことがなさ

れていなかったために停電が起きたわけであ

りますけれども、いまの原子炉は停電が長く続

くとメルトダウンしてしまう、そういうふうに

設計されているわけでありまして、その点では、

私は、本質的な問題はわかった。むしろ、なぜ

その対策をやらなかったのかということが一

番重要な問題として残っている、そういうこと

だと思います。 

 

黒川 実は、この国会事故調が憲政史上初と

いうけど、うちは全部の委員会をオンラインで

出して、英語の同通も入れて、フルテキストも

全部オンラインでウエブサイトで見られます。

それをまず見るということはすごく大事なこ

とです。 

世界は、日本が何をしているのかというのが

よく理解できないの、いま。3年たっても理解

できない。それはそうですよ、あんな事故はめ

ったに起こらないんだから。だけど、一番大事

なことは、世界は実は知っていた、専門家は。

例えば、日本の保安院のトップは、アマチュア

の経産省の人が 1年交代でローテーションし

ていく長官のポスト、ということもみんな知っ

ていたし、ディフェンス・イン・デプス（Defense 

in Depth）という、ＩＡＥＡがいろんな事故か

ら学んで「五層の防護」というのも、日本はや

っていないね、と知っていました。 

日本の担当者、経産省の人がＩＡＥＡへ行っ

ていますけど、「どうしてやらないの」と言う

と、「日本では原発事故は起こらないというこ

とになっている」と言われて、非常に納得がで

きなかった、と言っていました。皆さん、それ、

知らなかった？ そんなことないでしょう。た

くさんの本が出ているんだから。 

アカウンタビリティーは、ただの「説明責任」

ではない 

船橋さんも取材して、「9.11」の後、日本の

政府には2回ブリーフィングしているけど、何

もしなかったということもわかっているわけ

でしょう。だから、世界はみんな知っているん

ですよ。にもかかわらず、皆、知らないふりを

しているというのは、さっきヤツコさんが言っ

た、アカウンタビリティー（accountability）
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です。皆さんは、それぞれの社会は組織で動き

ますから、組織が必要だから、あなたが何かの

委員長あるいは専務、新聞記者、学者、おとと

いの日本原子力学会の報告書、みんな何を思っ

ているわけ。それぞれの人たちが、一人一人が

――アカウンタブル（accountable）というの

は、自分のポスト、肩書、あるいは社会での責

任を果たすということなんです。アカウンタブ

ルは「説明責任」じゃないですよ。あんなもの

は本当に“Typical lost in translation”な

んだけど、日本では“Responsibility to 

explain”と言ってるんだから、クレージーだ。

そういうことを誰がやったのかというのは、最

近の山本清さんの非常にいい学術書（『アカウ

ンタビリティを考える―どうして「説明責任」

になったのか』）があります。 

アカウンタビリティーというのは、自分に与

えられた、新聞記者、社長、規制の委員会委員

長、学者、それぞれが責任をちゃんと果たして

いるかということなんです。果たしていないか

どうか、クエスチョンされたときに、「説明し

てよ」と言っているだけの話で、そういう話を

きのう東大でもやってきましたけど、全くその

理解がないというところに問題がある。 

つまり、これは畑村先生もおっしゃったけど、

「人ごと」なんですよ。それまで、そういうポ

ストの人がいて、何で人ごとみたいに言うのか。

それが“Lack of accountability”です。社長

になりたい、規制庁の長官になりたい、事務次

官になりたい、政治家になりたい、学者になり

たい、東大の教授になりたい。でもその人たち

は何やっているの、あなたは。ということをみ

んな理解できない。それで非常に静かな世界で、

3年しても何も変わるようにならないし。 

この事故をどうしたらいいか。ネイチャーが

しびれを切らして、去年の9月にエディトリア

ル（editorial）を書いたじゃないですか。イ

ンディペンデント（independent）でインター

ナショナルな調査委員会をつくったらいい。み

んなからいろんなアイデアをもらって。そのプ

ロセスを、実際、ＩＲＩＤ（アイリッド、技術

研究組合 国際廃炉研究開発機構）でやりまし

たよ、750件ぐらい。この水をどうするかと提

案が出たけど、どんなのが来て、それを、どう

いうプロセスでデシジョンメーカー（Decision 

maker）に提案を出すかというプロセスは、透

明でない限り、意味がないのです。「透明にし

てよね」と国民に言うのは誰ですか、それは皆

さんメディアの役割です。それはどういうふう

に言うかは、自分たちが自分たちのポストで、

アカウンタブルなやり方をすればいいんです。 

あんまり言うと、すぐに首だとか、いじめら

れると思っているかもしれないけど、やり方を

考えろということなんです。社長になって、困

ったら役所に相談に行くなんて、とんでもない

話でね。自分がやることをどうやってやるかと

いうことを、結果で責任を問われるということ

がアカウンタビリティーです。 

それがないということが世界中にバレてし

まったということで、実は国会事故調がそうい

う透明なプロセスでやって、世界にみんな発信

しているし、新聞記者のプレスもみんなウェブ

で出ています。これは日本の科学者も、政治も、

役所も、企業も、全ての統治機構の「全身ＣＴ

スキャン」をしてみせたということなんです。 

皆さんはこれをどう受けとめるかというの

が、この資料の一つ。国会の事務職員であった

白井さんという元衆議院の事務局議事部長で

すが『国会法』という本を2013年11月に出し

て、一番最後に、国会事故調について、ちゃん

と書いています。法律的にはどういうことを意

味しているのかということを、あなたたちは知

らないと思うので、ちょっと参考に、これを考

えてください。 

つまり、国会議員もやっておいて何も知らな

い。7つの提言のうちの1というのを衆議院で

つくって、一回私たちを呼んで8時間やってい

ますが、参議院も作ったけど、全然呼んでくれ

ない。何を聞いたらいいのかよくわからないと

いうことです。 

もう一つ、最後にこの資料があります。リチ

ャード・サミュエルズをご存じだと思うんだけ

ど、ＭＩＴの教授で、彼は日本の政治学をずう

っとやっている人です。彼は日本語なんかも読

めるので、この本（3.11: Disaster and Change 

in Japan）を去年4月に出しました。この間、

ばったり会ったら、「送ったよね」と言うから、

「いや、もらってない」と言ったら、「ちょっ

と待ってて」と言ってホテルに行ってこれを持

ってきましたけど、これをぜひ買ってください。

彼は日本語も読めますので、日本の世論が、プ

レスが何をしたと、非常にいいレファレンス

（reference）がついています。 

どのくらいの事故が起きれば日本は変わる

サインを出すのか 

最後のコンクルージョン（conclusion）のま
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た一番最後のパラグラフ（paragraph）を見て

いただければいいんですが、そこだけ配布しま

した。あれだけの事故が起こっても、日本の社

会とか、ポリティクス（politics）とか、デモ

クラシー（democracy）が変わるような気配も

ない。一体どのぐらいの事故が起きれば日本は

変わるサインが出てくるのか。学者は一体何を

しているのか、日本原子力学会は何をしている

のよ、ジャーナリストは何しているのよ、政治

は何なの、というクエスチョンを問いかけてい

るんです。 

それは私の国会事故調で辞令をいただいた

ときに、あれも全部ビデオで見れますから、国

会というところ、あるいは議事録も出ています、

最後の 2分間のところで言っていますけれど

も、あの日はたまたま12月8日、真珠湾の70

周年の日だったんです。それをちゃんと言って

ありますから。「きょうはちょうど真珠湾の

70年目ですね」と。毎年夏に「太平洋戦争生

き残りの証言」というのがある。それと福島原

発事故についてのＮＨＫの特番を11月からや

っていて、あれを見ていると、国民は直感的に、

あれ？ 何か似ているな、何も変わっていない

んじゃないか、と思うに違いない。つまり、だ

れも責任をとらないんです。それは司法の役割

かもしれないし、そういうポストに上がりたい

くせに、責任をとる気構えもない。それを国会

の辞令をいただいた時にも私はわざわざ言っ

ているんです。日本人の考え方の構造を考えて

みたいと言っていますが、そういう話なんです。 

それは皆さん一人一人が自分のこととして、

今回の原発事故について、自分の役割では何を

したらいいのかということを考えて、すぐには

言えないかもしれないけれども、どうやってや

るかということを常に考えて、世界の中の日本

です。日本の中のあなたの役割に、グローバリ

ゼーションの世界の中での日本、という中のあ

なたたちの役割をきちんとやることです。 

それはもちろんいろんなことがあると思う

んだけれども、どうやって進めていって、グロ

ーバルに変わっていく世界の中で、次の世代に

日本という国を残していくかということは、自

分たちの責任じゃないかということを私たち

は問いかけているということです。 

 

司会 ありがとうございました。私も自分の

責任を問われているような気がします。 

 

黒川 責任がある発言、行動をしてください。

私はジャーナリストじゃないんだから、そちら

には期待することがあるし、私はきのうも大学

でも言っているけど、原子力委員会の報告をみ

んな納得しているわけね。大したものだと思っ

ていますか？ そういうことを問いかけると

いう役割が大事じゃないか、ということを言っ

ているわけです。 

 

司会 ありがとうございました。それでは、

畑村さんお願いできますでしょうか。 

 

畑村 事故の原因が明らかになっているか

という問いかけをいつもされるんですが、「原

因て、何ですか」というのを言わないといけな

いと思うんです。直接原因で、どこの部分の何

がどう壊れていたかというのがはっきりしな

いと、原因がわかったことにならない、そう考

えるなら、まだ当分、本当の原因はわからない

ということになります。 

しかし、本当にそうなんだろうかと考えると、

それはもう非常に些細なことで、全体としては

ほとんど全部わかっているというふうに思い

ます。 

そういうふうにわかっているという原子力

学会の報告ふうにしてみると、物理的にどんな

ことが起こったかというのが本当の原因だ、と

いうふうにはほとんどならないで、組織や個人、

そういうものがどんなふうに考えて、どんな判

断をして、どういうふうな行動をとったか、そ

この中に本当の原因をみつけるのでないと、こ

れは学んだことにならないぞと。 

だから、まるで炉の中が全部あからさまにな

って、そいつがみえてこないと、本当の原因は

わからなかったんだというような言い方、論理、

考え方というのは間違えだというふうに僕は

思います。 

そういう意味では、直接原因の一番細かいと

ころはわかっていないかもしれないけれども、

それ以外は、本当はあらかたわかっている。い

ま黒川さんの言ったように、わかっているけれ

ども、そこに近づいていって、きちんとそれを

伝えようとする努力が足りないのではないか、

そういうふうに僕も思います。 

事故の再現実験をやらなければいけない 

もう一つ、大事なのは、政府事故調をやると
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きの委員長を引き受けたときに、僕は再現実験

をやらなければいけない、ということを言いま

した。それをやろうとしたんですが、途中で諦

めました。それは何かというと、そういう考え

でやっている人がどこにもいなかったんです。

ですから、それをやりたいんだったら、先生、

事故調をやりながらそっちの計画を立てるこ

とをやってくださいと。そうすると、本当に再

現実験の計画を立てるなら、政府事故調の委員

長を引き受けて続けていくということができ

ないので、それで諦めました。 

ですから、再現実験なしに、何かの原因を特

定して、これなんだというやり方というのは、

とてもおかしなことだと思うんです。でも、や

れなかったんです。 

では、本当に全然やらないだけでいっている

かというと、つい１週間ほど前に、政府は炉心

溶融の再現実験をいよいよ行うことになりま

したというので、ものすごく簡単な実験ですが、

それはやることになった、というふうに報道さ

れていました。これは3年たったらようやく始

まったんだなというので、何もやらないという

ことで批判するよりも、始まっているぞ、とい

うこともまた見なければいけない、そういう気

がします。 

それでみると、もっとたくさん必要になるの

は、トータルのシステムとして、あそこで問題

になったり、疑問に思ったりしたような配管と

かバブルとか、そういうものを全部きちんと別

のところでつくって、本当の意味の再現実験は

いまからでもやるべきだ、と思います。そうで

ないと、本当の、なぜそういう不思議な動きを

したんだろうとか、どうもこれは納得がいかな

いというようなものは、あっちにもこっちにも

いろいろ残っているんです。それはやはり再現

実験をやるというようなことをやらないと、本

当のことはわかってこないと思います。 

 

司会 ありがとうございます。たしかＪＡＥ

Ａ（日本原子力研究開発機構）のほうでそうい

った溶融燃料の再現などをやるような計画が

あるやに聞いています。 

 

司会 それでは、ヤツコさん、同じ質問にな

りますが、お願いできますでしょうか。 

 

ヤツコ もうほとんど具体的な、技術的な点

については皆さんおっしゃっていただいたか

と思いますけれども。 

一つ、技術的な要素、どの部品、どの部分が

破壊されたのか、故障したのか、そこを突き詰

めていくには、やはりまだまだ時間がかかるだ

ろうと思います。多くの方がすでにおっしゃっ

たように、原因というのは究極的には、なぜシ

ステムそのものがうまくいかなかったのか。す

なわち、例えば福島第一原子力発電所の周辺に

これほどの規模の津波が来ると誰も予想して

いなかった、そういうところにあるということ

であります。 

われわれは、やはり正直に原子力について考

えていかなければなりません。原子力という技

術については、リスクがないとは言えない技術

であります。ただ、リスクの可能性は非常に多

重に、冗長に安全性が担保されているというこ

とで、低く抑えられてきたということがありま

すけれども、ただ、停止された後、排熱を封じ

込めできないようなことが起こるということ

であります。崩壊熱などがあまりにも残ってし

まうということであります。このことによって

重大な事故が起こり得ると。 

透明性のある議論をしなければならない 

こういうことをきちっと議論しなければな

らない。透明性を持って、こういうことが起こ

り得るのだということを考えなければならな

い。そして透明性のある議論があれば、社会と

しても、本当に受け入れられるリスクなのかど

うかという議論が進むということであります。 

これは先ほどのコメントにも戻りますが、何

人かの方がおっしゃったように、社会と積極的

に関与しなければならないということです。結

局のところは、このような事故は全ての社会の

大部分に影響するということであります。です

からこそ、例えばジャーナリストも学者もかか

わらなければならない。あるいは国民もかかわ

らなければならない。ですからこそ、説明責任

が伴うということであります。 

そして、事故の原因ということがあって、こ

れは技術的な面から、あるいは社会的な面から、

あらゆるレベルに及ぶということです。 

 

司会 ヤツコさん、どうもありがとうござい

ました。 

皆さん、ほぼ事故のサイトの中で起こったこ

とについては、見渡せたのではないかというご

見解であったように受け取りました。 
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それでは、それに絡んで、もう少しお話を伺

いたいことがあるんですが、いま日本は動いて

いる原発ゼロの状態です。新しい基準で原子力

規制委員会が審査をしています。電力事業者が

申請をしているのは17基です。50基あるうち

の17基を申請しています。ちょうど審査は折

り返し地点を迎えています。そろそろ夏ごろに

は、原発の審査が終わる炉が出てくるかもしれ

ません。われわれは原発ゼロの状態から、また

一歩、原発を動かすかどうかという選択を迫ら

れようとしています。 

それで、まず、ヤツコさんから伺いたいこと

があります。審査のほうは進んでいますが、一

方で、日本の場合は、原発の事故の防災の重点

区域を 8～10キロ圏内から、30キロ圏内に広

げました。市町村は135市町村になりました。

これは事故は起こらないという「安全神話」と

決別して、事故は起こり得るという地点に立っ

たという発想から広がったというふうに私は

認識しています。 

ただ、避難する計画をつくっている自治体が

どれだけあるか、内閣府が調べました。去年の

末の時点で4割未満です。4割未満の自治体し

か避難計画をつくっていません。事故が起きた

ら逃げられないかもしれないという自治体が

それだけあるということです。 

アメリカは、2011年の事故のときに、50マ

イル圏外に避難すべきだということをアメリ

カの国民に呼びかけられました。アメリカでは、

そうした実際に事故が起こったときの避難計

画について、どういった計画をされていらっし

ゃるのか、まずヤツコさんに伺えればと思いま

す。 

 

ヤツコ 避難についての計画の作成であり

ますけれども、これは非常に複雑なプロセスが

あります。例えばアメリカの場合、州政府がか

かわりますし、ＮＲＣもかかわりますし、ほか

の連邦、さまざまな機関がかかわってくるとい

うことであります。ただ、ＮＲＣは、発電所に

免許を与えるに当たって、こういった自治体が

事前に計画を作成したということが明らかに

なるまでは、免許を与えないということであり

ます。 

米国でも論争多い、避難計画 

すなわち、危機の特色というのは、計画どお

りにいかないということであります。ただ、計

画をつくるのは、それでも重要であります。よ

りよい決定が実際にできるということです。何

が起ころうと、結局のところ計画どおりにいか

ないということを念頭に置くということです。

例えばアメリカが50マイルより外に避難する

ということですけれども、避難についての計画、

あるいは直接的な緊急時への対応が10マイル

というのが現在の範囲であります。 

ただ、いろいろなシミュレーションをやって

みて、分析から言いますと、アメリカの基準の

もとでは、もっと50マイルに広げる必要があ

る、そういう勧告をしなければならないという

ことでした。 

ただ、アメリカではいま、完全にはそういう

計画にはなっておりません。この問題は非常に

論争が多いからであります。やはりためらう向

きがあるということです。計画で、10マイル

以上に大きな範囲というのはなかなかやりた

がらないということがあります。 

というのも、もしもっと広げるということに

なりますと、多くの自治体や都市がかかわらな

ければならない、ということになるからです。

30-40マイル、例えばニューヨーク市の北とい

うことになりますと、避難計画については、ニ

ューヨーク市全体が入ってしまうということ

もありますし、原子力業界としては、発電所が

30-40マイル北にあるにもかかわらず、ニュー

ヨーク市も巻き込んで計画を立てるというの

はやりたがらない、ということもあります。 

ですから、驚くことに、アメリカでも、やは

りそういう意欲はなかなか湧いてこないとい

うことであります。やはり10マイル以上に広

げたがらないという傾向があるということで

す。 

日本で起こったことが、起こらなかったよう

にであります。いまから振り返ってみますと

50マイルというのは非常に保守的ではあった

かもしれませんけれども、10マイルというの

はとても十分でない、というのが、あくまでも

われわれの立場でありますか。ただ、残念なが

ら、そうはなっていないというのが実情であり

ます。 

 

司会 どうぞ、黒川さん。 

“What if ”を考えているか？ 

黒川 いろんな本も出たし、いろんな人の著

書も出たので、みんな知っているんじゃないで
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すか。統括原価方式3％上乗せ。東電は政府が

公金を入れているから、経産省は、政府は責任

がある。それがみんな全面に出てちゃんとやっ

ているのかというと、みんな「？（ハテナ）」

と思っているわけです。もう去年の水漏れ、ネ

ズミで停電なんていうこと。あれから激しく毎

週のようにニューヨーク・タイムズ、ワシント

ン・ポストが記事を出している。日本がそれだ

け出しているかというと、そうじゃない。発注

の問題があるでしょう。これもみんな知ってい

るでしょう。でも、ほとんど書かない。公取が

ちょろっと社会面に出しました、3カ月前に。

で、朝日がちょろっと1面に出したのは、発注

の話です。高い原価でたくさんやって、その原

価統括で、みんなおかしいと思っているけど、

誰も書かないでしょう。どうして？ ジャーナ

リズムというのは、権力に対するのが基本でし

ょ。 

それからもう一つ、いま福島では、いろんな

人が戻ってきている。除染をしているのはいい

んだけど、“What if”はどうですか。あれだ

け大きな地震の後は、大きな地震が大体10年

以内に1つか2つ来るかもしれないのに、その

ときに、あの爆発したやつが揺れると、4号も

大丈夫だと言っているけど、だけど、水が漏れ

出したらどうなるの。それだったら、あそこに

戻った人にみんなヨウ素をあげているんです

か？ ヨウ素をあげて、みんな、どうなったら

どうしようと、注意しているわけ？ “What 

if”ということを考えていますか？ そういう

話はメディアで誰か言っているの？ 広く皆

さんに知られない限り、そんなのは情報であっ

て、コミュニケーションになっていないんです。 

さて、そこで、再稼働する、エネルギー政策

で原子力は必要だというのだったら、第9回の

原子力安全・保安院長の深野弘行さんのとき、

私たちも聞いています。いま日本の原発は 50

基弱残っている。どういうモデルで、いつつく

られて、その場所の、例えば過去の1,000年の

ヒストリカルな地震、津波の歴史をみると、全

部の50のうちの、どれが一番安全か、点数ぐ

らいつけてみろと言ったけど、「うん、それは

……」と、こうやっている。それもちゃんと記

録に残っているところが私たちのレポートの

クレディビリティ（credibility）になってい

る。ぜひ見てください。それを書いた人って、

1人か2人しかいません。あそこのところは非

常にクリティカル（critical）だったという話

をしているけど、皆さん、何も言わないでしょ

う。 

つまり、国民は知らされていないのと同じな

んです。そういう意味では、再稼働するという

必要性があるのであれば、いまヤツコさんが言

ったように、皆さんに知らせる。さっき言った

ように、ＩＡＥＡの「五層の防護」というのは、

まだやっていないところがたくさんあると思

います。それをなぜ言わないの？ 

例えば、2つ逃げる道がある。寒いところだ

ったら、冬、雪があっても大丈夫なのか、とい

うことはどうですか。逃げる道が2つあるのか、

片方が埋められたらどうするの、という話があ

る。そういう話と、実験するのもいいんだけど、

それはコストがかかるわけだから、一体何がプ

ライオリティー（priority）かと言えば、福島

の水処理だ、というようなことは誰でもわかる。

そうすると、経産省はみんな頭いいから、ＩＲ

ＩＤというのをつくって、公募した。 

では、何件提案があって、企業秘密があると

いうのはいいんだけど、その材料をどうやって

調理して提案として出してくるか。プロセスが

透明でない限りは、何を出されたって誰も信用

しません、ということはわかっているわけ？ 

それは国の信頼の問題なんだから、もうＣＴス

キャンしちゃったんだから。そういう意識がど

のぐらい皆さんにあるか、ということを私は言

っているわけでね、個別のテクニカリティー

（technicality）では何でも返事ができるんで

す。だけど、ビッグピクチャーとプライオリテ

ィーとエコノミーから言うと、何なの？ コス

トから言うと。 

福島に帰った人の水の処理だって 750ぐら

い提案はあるんだけど、一番簡単で、やるのは

何かという話をみんなにみせていかないと。コ

スト、スピード、技術、利益のアベイラビリテ

ィー。太田道灌でもできるような導坑をさっさ

と掘って、水をどんどん流したらどうなの？ 

原発のサイトが乾くじゃないですか、というよ

うな話も出ています。それは聞いたから。 

だけど、そういう話をどのぐらいみんなに知

らせるか。コスト、スピード、テクノロジー、

一番やさしければいいんだけど。そういう話か

らやっていかないと。原因追及もいいけれども、

「五層の防護」はされているんですか、という

話もまずはっきり聞いたらいいじゃないです

か。それは世界中がいま知っていますから。 

そういう話はジャーナリストにはぜひお願

いしたいなあと思っているんだけど、皆さん、
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デスクの顔を見て、できないなと思っているか

もしれないけど、どうやって外に広げるかとい

う社会的に非常に大事な責務を持っているん

じゃないかな。 

プレスセンターだから、私はわざわざ話して

いるんだけど、学者にも私は言いたいことがた

くさんあるので、きのう東大でもしゃべったし、

ちょうど原子力学会誌でも書いたから、話が出

てきたので、皆さん、さあ、どう評価している

んだろうかな、ということを問いかけていると

いうことです。 

ありがとうございます。 

 

司会 ちょっと補足します。ＩＲＩＤという

のは国際廃炉研究開発機構というもので、電力

会社とメーカーがつくっているものですね。 

 

黒川 そういうのをつくって、誰がステーク

ホルダーになるかと見ていれば、わかるでしょ

う。そういうことをどうして言わないの？ だ

から、あのプロセスを見てごらんなさい。公募

して、英語でウエブサイトもあって、それなり

にキャンペーンしたから、少なくとも3分の1

は海外から来た。 

それはいいんだけど、どんなフォーマットで、

誰がどんなことをして、というと、必ず「企業

秘密がありますから」という言い訳をすると思

うんだけど、その材料をどうやって調理して、

コストとスピードとエフェクティブネス

（effectiveness）から言うと「何がいいでし

ょうか、どちらにしましょうか、総理」という

ふうに提案する、そのときのプロセスが透明で

ない限りは、また世界の信用がなくなりますよ。

誰かが、そこでどこにお金が行くのかなと思っ

ていますから。私たちの税金だからね。 

 

司会 事故が実際に起こったらどうなるか

という想像力が必要だというふうにも聞こえ

ます。 

 

黒川 さっき言った“What if”はどうなん

ですか。いま、これで地震が来たらどうする

の？  

だから、私はわざわざ最後に書いたのは、

2004年のアチェの津波のときに、あれは 9.2

だったと思うんだけど、津波が来たけど、その

6カ月後、次の年の4月に8.6のマグニチュー

ドが来ています。それから、ちょうど国会事故

調をやっている2012年の3月にも8.6のマグ

ニチュードの地震があそこに来ました。もし福

島でこれが来たら、どうするの。プレートがあ

れだけ動いたときは、10年、20年のスパンで

考えていないと、いま“What if”と言ったら

どうするんですか。また、「これも想定外だっ

た」と言うわけ？ ヨウ素はどうするの、逃げ

道はどうするの、そういうことを皆さんも考え

てほしいということです。 

 

司会 畑村さん、いかがでしょうか。除染の

話をされましたが、じゃ、事故が起こったら、

長い間逃げなくてはいけない。生活を奪われる

かもしれない、という想像力まで促すようなこ

とになっているのかどうかというところはど

うですか。 

 

畑村 多分、想像力を促すようなことという

のは何も行われていないんじゃないかと思い

ます。 

それで、今回の事故でみんなが学ばなければ

いけない一番大事なことは、やはり見たくない

かもしれないけど、見なければいけない事柄と

いうのがあるんだよ、そして、それをやってい

ないと、それから、現象が起こった後にどんな

に考えたり、議論したり、法律つくったり、み

んなで討論したりしても、事の進行のほうが早

くて、絶対に追いつかないんですよね。それで

どんどんだめな方向に行くというふうに思い

ます。 

だから、そういうのでみると、例えばいま汚

染水の問題があるんだけれども、あの汚染水の

問題は、3年たったから出てきた問題ではなく

て、一番初めに起こったときから、いまの形に

なるのは、物を考える頭さえあれば、必ずああ

なることはわかっていたんです。そうなのに、

それを考えようとしないで、何か別のこと注意

を集中してやっているうちに、どんどん考えな

いで過ごしていった時間が多すぎたんです。 

ですから、どこでも、いつでもやっぱり考え

なければいけないことはあるんです。でも、そ

れを見るか、見ないかは、またみんなのそれぞ

れのときの考え方、それから文化のレベルとか、

そんなことがあると思うんですが、日本はあま

りにそういうことを考えないでやってきて、い

までもそれに追いついていかないぞ、というの

を認めないといけないと思います。 
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計画を立てるだけではだめで、検証を 

特に、先ほどから言っている、例えば10マ

イルにするのか、50マイルにするのか、範囲

が広くなったら大変だと言うけど、そういう議

論をして、次に再稼働をして、そこで本当に事

故が起こったらどうするんですか、というのが

あるんです。わかっていて、避難の計画を立て

るのが大事だというんですが、いや、計画はい

いけど、本当にやってみて、それで逃げること

が本当にできるのか、できないのか、というも

のの検証が済んでからでないと、計画を立てた

らいいというのは、前も同じことを言っていて

だめだったじゃない。だから、ただ計画を立て

たというのではなくて、やってみて、よかった

というのになったら、初めてそれはきちんと効

果をもたらすような計画になりますね、という

……。だから、計画を立てたら、やってみて、

初めてその正当性を証明して、みんながやるよ

うなやり方にしなきゃいけないけど、いまは全

くそうなっていません。 

ですから、いつまでたっても同じことが起こ

ると思います。日本では、30キロ圏でやった

ら、めちゃくちゃが起こるというけれども、福

島のときは、富岡街道は実際にみんなが逃げよ

うとしたら、渋滞で全然動かなくなっちゃった

んですよ。それがわかっていて、そうなのに、

そこは渋滞で動かなくなったということをみ

んなで共有していないんですよ。 

ですから、次に起こるのは、避難のものは

30キロ圏なら30キロ圏で、計画が立ったから

いいんじゃなくて、とにかくやってみて、本当

に人を動かしてみるんです。動かしてみて、問

題点が出てきたら、これはこれからこう直そう、

ああ直そうというのはいいんですよ。しかし、

それをやらずに、計画が、検討したらこれでよ

かったというのは、今回の、事故を起こす前に

安全性の審査をしていたというのと同じ論理

で、同じおかしさがそのまま残っているんじゃ

ないか、というふうに思います。 

 

司会 ありがとうございました。北澤さん、

いかがでしょうか。 

 

北澤 私は、結果的にいまの日本を見ている

と、あの事故が起きて、原発が全てストップし

て3年もたつ。という、そんな国は日本しかな

い。その点からしますと、誰がそうさせている

のか、と考えてみると、これは国民の総意であ

ると言わざるを得ない。結局は、最終的には政

府が決めているのですけれども。 

それから、先ほども、これから再稼働を日本

が迫られるというようなご発言がありました

けれども、一体誰が迫るんでしょう、誰が最終

的に決めるんでしょう、と考えてみると、それ

は最終的には国民であり、そして、その中間に

おいては、選挙で選ばれている国会議員、ある

いは政府が、その選挙までは彼等が決めていく。

その動向をやはり後ろからコントロールして

いるのは国民であって、その国民がどう考える

かというのが非常に重要で、それがいま、3年

たって、日本をこうやってゼロの状態に保って

いるということは、これはもう大変なことが起

こっているというふうに思うわけであります。 

ただし、いまの時点で、では、本当に再稼働

が迫られているのか、ということはよく考えて

みる必要があって、事故の確率はゼロではない

ということを考えますと、それは当面は恐らく

は起きないでしょう、しかし、起きるかもしれ

ない。もし起きたら、日本は世界の笑いもの、

「日本は守銭奴の国であった。」そういう歴史

しか残らない、そういう国になってもいいのか

どうか、ということとのトレードオフだという

ことになるわけですね。 

再稼働して何が得なのか、きちんと検討を 

そうしますと、再稼働して何か得なのかとい

うことと比べて、日本が守銭奴の国としてのヒ

ストリーを終わる。そういうことと比べたとき

に、日本が一体それで何を得するのかというこ

とを、今後われわれとしては、国民としてちゃ

んと検討していくことが大事だと思います。 

そういう中で、私も民間事故調をやってから

後、いろいろ気がついたことは、世界ではもっ

といろんなことがたくさん起こっている。日本

国内だけに目を向けていてはだめで、世界では、

例えばヨーロッパの大陸国なんかは、日本を見

て、そして「日本だから生き残った、あれがヨ

ーロッパの大陸国だったら、ドイツだったら、

イタリアだったら、生き残ることはできなかっ

た。もはや観光のなくなってしまったヨーロッ

パの国には未来はない」ということで、彼等は

脱原発に向けて走り出した。そうやっても、自

分たちの経済は何とかなる、そういう状況に彼

等は自分の国が来ている、と感じているかと思

います。 

そういったことを日本も、どこの国はどうい
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う選択の仕方をしているか、ということをちゃ

んと考えたうえで、日本の将来を決めていった

らいいんじゃないかと思うんですね。 

その意味で、私は、再稼働で一体どういうリ

スクがあって、そのリスクというのは、確かに

非常に確率的には小さいんだけれども、起こっ

たらどうしようもない、ということを私たち事

故調をやった者としては、そこは非常に責任に

感じるところであります。 

 

司会 どうぞ、黒川さん。 

 

黒川 いま北澤さんの言っていることは、や

っぱり太平洋戦争と同じです。国民総懺悔的な。

国民が選んだから、それで決めると言っている

けど、ふだんの平時で、誰が政策をつくって、

誰がそれを決めているかというのは、それは日

本だけじゃないの？ 例えば、事務次官は入省

何年でやります、なんていうことをやって、そ

んなことをやっている国って、ほかにあると思

います？ シビルサービス（civil service）

は、ある？ あったら教えてください。 

人間の歴史で、起こらなかった事故って、あ

るんですか？ ブラック・スワン・イベント

（Black Swan Event）でもいいけど、起こるん

だよ、機械というのは必ず壊れることがある。

だから、起こらなかった事故があったら教えて

ください。壊れなかった機械があったら教えて。 

だけど、いま国民の何とかとおっしゃったけ

ど、ふだんは国民が一つ一つアジェンダで決め

ているんですか。やっぱり政治の統治機構とい

うのがあるわけじゃないですか。学があり、学

のインディペンデンス（independence）があり、

ジャーナリズムがあり、それから民主主義の議

院内閣制があるけれども、いまのように「国民

が選んだから」と言うと、この間の安倍さんが

言ったと同じで、「法制局？ だけど、私が国

民から選ばれたんだから、私が決める」と言っ

ていたけど、そういうことが民主主義の基本だ

とはとても思えない。今度、東大をやめた山脇

直司さん。「公共哲学」というのがある。「公」

とは何か。「公」とは4つぐらいの意味がある

だろうという。日本は「公」というのはパブリ

ック（public）と言うけど、みんな、ちょっと

違うんじゃないのかなということをもっとも

っと共有しないと、成熟したデモクラシー

（democracy）を、これをギブン（given）じゃ

なくて、どうやって機能させていくかというと

ころに、メディアは非常に大事な役割をしてい

る。 

だから、それが、今度事故で起こってきたの

に、日本は記者クラブがあって、メディアとい

ったって、「しょせん霞ヶ関の官報だ」なんて

言われていたら、もっと怒らなくちゃ困る、と

いう話。なぜ言えないの、という話を自分たち

で考えて、みんなそれで総懺悔じゃなくて、そ

れぞれ責任ある人がいるんだから、いたんだか

ら、だから、それがアカウンタビリティーじゃ

ない。社長になりたくてなったら、やることを

やらない、というのでは、最悪だ。 

これが、いま言った国民総懺悔じゃなくて、

責任ある人が責任をとらないというところに

問題があるんだということを、「太平洋戦争の

生き残りの証言」（11ページ参照）と同じこ

とを言っているなという話をわざわざ国会で

言っているというのは、そういう意味なんです。 

だから、先生が言っていることは理屈的には

正しいんだけど、「公」とか、民主主義の国民

が選んだんだからと言われて、国民のせいだよ

と言われたら、太平洋戦争でもそうですが、ふ

だん責任のある立場の人は何もしてないの？ 

その人たちの社会における責任を遂行してい

るかどうかということは、説明責任じゃないん

ですよ、与えられた責任をどうやって遂行する

かは、その人一人一人のやり方なんだから。 

そういう意味では、船橋さんは、民間事故調

といって立ち上げ、その後、カウントダウン、

メルトダウンとか、ああいうのをジャーナリス

トとしてどんどん書いて知らせている。これは

私、できない。それぞれの役割を持って世界に

発信していくというのが大事で、今度、英語版

を出すぞ、いいじゃないの、そういうことなん

です。 

だから、社会で自分は何をするの、あなたの

属性は何なの、ジャーナリストなの、サラリー

マンなの、どっち？ ということを聞かれてい

るんです。大学の教授？ あなた、学者？ 何

しているの、教育？ あるいは原子力学会、あ

なた、学会として社会に対して、世界の中の日

本というところの社会に対して、あの報告書で、

自分たちはよくやったぜと思っているのかね、

ということをみんなが見ているということじ

ゃないですか、ということです。 

 

司会 笑っていてはいけない話ですね。大変

貴重な意見をありがとうございます。 
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とはいえ、ですね。 

 

黒川 「とはいえ」じゃないんです。「とは

いえ」と言わないでね。どうやってやるか、考

えてくれ。評論家じゃないんだから。みんな、

評論家みたいなんだよ。人ごとなんだよ、言っ

ていることが。 

あのビデオを作った学生さんたち、すばらし

いと思わない？ あれを見て、今度、高校生が

「私、何かできるか」という話で集まり始めて

いるんだけど、あれだって、みんな勝手にやっ

ているのよ。私は元国会事故調、私がやってい

るわけではないんだから。勝手にやってきて、

こんなのをつくりましたと。これは英語版もで

きています。いま、彼らはフランス語、ジャー

マンとかチャイニーズもやって、ツイッターと

かでどんどん広げるんだ。応援してね。必ずこ

れを書いてください、いつか。広げよう。若い

人たち、いいですよ。ということが一番大事で

ね、それがわれわれの世代の次の世代に残して

いくレガシーであって、頑張ってください。 

できない理由は考えない。どうやってやるか。

若い人、すばらしいと思わない？ おじさんた

ち、やった？ こんなこと。やらないじゃない

か。ということなんです。 

 

司会 国会事故調のこれをやっていらっし

ゃる方、私もお会いしたことがあります、取材

して。 

 

黒川 どんどん書いて。会ったんだね。知っ

ているのね。どうやって広げるかを考えてね。

英語もありますから。会ったんだから、責任あ

るよ。 

 

司会 はい。それでは、引き続き、再稼働の

話ももう少しご意見を伺いたいんですが、先ほ

ど来、「原子力ムラ」ということに言及される

ご意見もありました。再稼働ともなれば、いま

政府なども早く規制委員会に審査を進めろと

か、閣僚が発言したりするような始末で、早く

動かせというような動きがだんだんプレッシ

ャーとして強まってきています。 

先ほど、ヤツコさんと、それから北澤さんも、

「原子力ムラ」のことをおっしゃいましたが、

いま、政府とか電力会社というのは、果たして

変わったのかどうかということについて、北澤

さん、ちょっとご意見を伺えたらと思います。 

 

北澤 本質が変わっているとか、変わってい

ないということになると、なかなか言いにくい

んですけれども、少なくとも部分的にはかなり

変わってきている面も評価したいと思うんで

す。 

ただ、一番重要なことは、「原子力ムラ」と

いうのは、そのムラに属していると自分自身で

自覚症状のある人は、「原子力ムラ」と絶対呼

びたくない、そういうことがあります。その意

味では、「原子力ムラ」という言葉は使いたく

はないんですけれども、これは惰性に従って、

自分はそうじゃないと思いつつも、そのスクラ

ムに一緒になって参加して、そのスクラムをい

ま動いている方向に、無表情な顔をして動かし

ている人たち、そして、そのスクラムに入って

いないと、利益集団の中に入れない、そういう

面がありますから、そこからなかなか外れにく

い、これが「原子力ムラ」の定義だったわけで

すけれども、その意味では、国策民営、こうい

う日本の原子力の推進方策がとられる限りは、

非常に強力な「原子力ムラ」ができる素地があ

るわけで、それをどうやって国民的なレベルか

らそれをマスメディアあるいは原子力学会、そ

ういったところが力になって、「ムラ」として

の「無表情で押していくスクラム」という、そ

の惰性をどうやって食い止めるか。再びその危

険がないかといえば、十分に危険がある。それ

をどれだけみんなで食い止めていけるか、そう

いう問題だと思います。 

ある程度は、いまそれをやり始めているし、

黒川先生が出席された原子力学会でも、学会の

人たちがそういうことを一生懸命問題にして

いたと思います。 

 

黒川 じゃ、やらなくちゃ。今度の報告書に

それが書いてありますか。あれ、みんな世界が

見ているから、日本語で書いても、いずれ……。

それが学会なり団体の信用だから。 

 

司会 ヤツコさんも、先ほど「原子力ムラ」

についてご発言されましたが、いかがですか。 

 

ヤツコ 2つ申しあげたいと思います。変化

は少しあったと思いますけれども、変化がない

部分もあると思います。 
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まず、汚染水の問題。これは何を反映してい

るかというと、「原子力ムラ」が失敗をしたと

いうことを反映していると思います。畑村先生

がおっしゃったように、これは何も新しいこと

ではなくて、最初からわかっていたわけです。

汚染水の問題が発生することはわかっていた

にもかかわらず、最終的に対応するということ

が最初から行われなかった。これが「原子力ム

ラ」の問題です。 

ただ、そのうえで、規制当局を変えるという

こと、これはいい兆候だと思います。いい方向

に進んだということです。より独立性を規制当

局に与えようということで、独立性のある専門

性が規制当局としては必要だというポジショ

ンだというステップもありました。 

でも、最終的には、まだ鍵となる部分、欠け

ている部分として申しあげられるのは、これは

ほかの方もおっしゃったことですけれども、も

っと公の関与が必要です。 

一般の人たちの関与によって「ムラ」を壊す 

アメリカでは、ＮＲＣはかなりのプログラム、

ポリシーがありまして、一般の人たちで意思決

定に関与したいという人たちにオープンに開

かれています。そうすることによって、「原子

力子ムラ」というのを壊していくことができる。

つまり、集団となって同じ思考しかできなくな

ることを避けるということです。 

規制当局と業界だけしか話をしていないと

なりますと、これを正すためには、もっと一般

の公の人たちを関与させることだと思います

けれども、こういったものは時間がかかるでし

ょうから、一晩で変えることはできないでしょ

う。 

といいましても、新しい当局ができたからと

いって、全部変わるわけではありません。ただ、

新しい規制当局ができたのは、非常に前向きな

一歩だったと思います。 

 

黒川 いろんな問題があるのはわかります。

それで、実を言うと、ヤツコさんがいるから、

アメリカではというけど、やっぱりアメリカは

スリーマイルアイランドのリポートが出てか

ら、30年間、随分苦労しています。そのプロ

セスで、インサイダーは外されるとか。だけど、

30年たって、どうやってニュークリア・レギ

ュ ラ トリ ー・ コミ ッシ ョン （ Nuclear 

Regulatory Commission）を独立したものにす

るか、たくさんのシビルサービスについては人

気のある職業にするとか、30年かかっている。 

で、Institute of Nuclear Power Operations

（ＩＮＰＯ）にしてもそうだけど、Plant 

Operatorにしてもそうだけど、やっぱり30年

かかって、あのビル・アダムスみたないリーダ

ーがいて、こういうふうにしていくわけじゃな

い。公開をし、保険会社にみせて、こういうプ

ロセスがあって、そう簡単には変わらないです

よ。だけど、変わるということの意志をはっき

り示すようなことをしているかということな

んです。 

再稼働でもそうじゃないですか。言っている

けど、明らかにまだレギュラトリーキャプチャ

ー（regulatory capture）がずうっとあるのは

わかっているんだ。さっき言ったような発注の

問題とか、原価統括の問題とか、ジャーナリス

トはみんな知っているんだから、どれだけふだ

ん書くかの問題なんだよね。 

だけど、スタートするのであれば、さっき言

ったように、第9回の深野さんのときだけど、

あれは福島を想定したテクニカルなことだと、

こう出してありますけれども、あのとき言った

ように、何年にできて、どんな形で、どういう

場所にあって、どういうヒストリカル

（historical）なディザスター（disaster）の

レコードがあるのか、特に日本は地震が多いで

すから、という話を調べたうえで、ランクづけ

すればいいんじゃない、と言ったら、「う」と

詰まっちゃって、何回言っても返事しないんで

す。つまり、思考が停止しているんだから。あ

るいはわざとわかっていてやらないのかもし

れないけど。 

そういうわけで、最後に、これからの提案と

あるけど、今度の新しい規制委員会も、私は、

全く個人の資格として、ニュークリアについて

非常にコンサーン（concern）があるから、田

中俊一さんのところに2回行きました。世界中

で新しい安全委員会については極めて心配し

ている。私が行くと、みんな言われる。なぜか

というと、極めて孤立しちゃっている。アイソ

レーテッド（isolated）。アイソレートされる

と、非常にポリティカル（political）なプレ

ッシャーとか、いろんな人がやるから、すごく

危ないんだ。しかも、ニュークリアはグローバ

ルアフェア（global affairs）だから、これか

ら一番やらなくちゃいけないことは、もっと透

明性を高くオープンにして、世界のエキスパー

トをしょっちゅう呼んできて、「一緒に行こう
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よ」というような話をすることがすごく大事な

んです。 

ヤツコさんに頼めば、来てくれるに決まって

いるんだから。そういうプロセスをいかに世界

のエキスパートとシェアしながら、アクティビ

ティー（activity）をする。サイトビジット

（site visit）をする。書いてみるということ

をしながら、向こうのＮＲＣみたいに、常にそ

れをオープンにしていく。 

スタッフもそうですよ。あそこに1,000人い

るけど、その会話、誰と会ったというのだって

いいんですよ。会っても、それを全てレコード

してどんどん公開しておけばいいんです。そう

いうことをしないと、世界に開かれて、一緒に

やろうということがないと、非常にアイソレー

トされてしまうので、みんな心配しています。

フランスも、イギリスも、アメリカも、みんな

同じことを言う。スウェーデンも。だから、そ

れをしなさい、と言ってきました。 

しない理由は何があるのかなというのは、や

っぱりマインドかね、よくわからない。だけど、

それは絶対すべきです。日本はこの事件をどう

やって世界と共有するか。水にしてもそうです

よ。この問題を、もしどこかで起きたときに、

「あ、こういうことがあったよね」ということ

を共有できるようにしないといけないと思っ

ています。 

 

司会 ヤツコさん、ちょっとお伺いしたいん

ですが、確かにアメリカもＴＭＩ（スリーマイ

ルアイランド）の事故以降、暗黒の時代と産業

界から言われた時代があって、ＮＲＣは相当厳

しく孤立した時代かあると聞きました。いまは

多分そうなっていないという話もされていら

っしゃったと思うんですが、どのように克服さ

れたのか、経験を少しお話しいただけないでし

ょうか。 

 

ヤツコ 確かに非常に難しいプロセスでし

た。スリーマイルアイランド事故の後、たくさ

んの質問が浮上しました。規制当局、それから

産業界、原子力業界との関係について、いろい

ろ質問、疑問が挙げられました。規制委員会は

十分独立性を持っていないんじゃないか、正し

い行動をとっていないのではないか、と言われ

ました。 

ですので、事故の後、幾つかの報告書が出さ

れました。今回、ここの同僚が書いた報告書と

同じような報告書です。そして、いろんな提言

が出されたわけです。ＮＲＣの機能の仕方に関

して、いろいろ提言が出されました。現場の検

査官の数を増やすとか、全体のそれぞれのプラ

ントのパフォーマンスのモニタリングを高め

るとか、こういうような変化が徐々に起きてき

ました。 

ただ、一番大事な要素はどこであったかとい

いますと、一般大衆に対しての透明性だと思い

ます。つまり、規制委員会が十分いい仕事をし

ていないと思えば、人々がそれを言えるように

するということです。そういうような透明性が

大事だと思います。批判ができるようにする。

指摘をさせるということです。ここがあまりに

も業界との癒着がありすぎると、批判もさせる、

そして、時間を経て、一般の会議によって、時

間を経ながら、少し変わってきたわけです。規

制当局の業界との関係についても、性格が変わ

ってきました。アメリカにおいてもまだ批判は

あります。いまだに79年と変わっていないと

言う人もいるかもしれませんけれども、しかし、

こういうような議論をするチャンスがあると

いうことは重要なことだと思います。 

安全性は、最終的に社会が決める 

安全性ということになりますと、やはり公の

関与が必要です。安全性というのは、最終的に

は公共政策として社会が決める決定です。この

決定というのは、ただ単にエンジニアが決める

のではなくて、これはエンジニアの情報をもと

にして、決定が下される。その決定を下すのは、

ちゃんと情報を得た公務員であったり、公の一

般であったりするわけですから、そのような公

の関与というのが重要だと思います。 

 

司会 ヤツコさん、ありがとうございます。 

 

黒川 いまのパブリックオフィシャル

（public official）という言葉、わかる？ シ

ビルサーバント（civil servant）がいるパブ

リックオフィシャルというのは、ある意味では

選挙で選ばれた人もパブリックオフィシャル

だから。それから、ずうっとそこの省庁にいら

れて、ずうっと年功序列で上がって、事務次官

は何年入省です、なんて言っているのを、パブ

リックサービスだと思っているの？ みんな。

そんな国、ほかにある？ あったら教えてくだ

さい。あり得ないもんね。それが日本はみんな
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そうだと思っていたというところに思い込み

がある。そこをよく考えてほしいなと思います。

企業もそうだけどね。 

 

司会 わかりました。 

畑村さん、提言の中で、危険について正当な

議論ができる文化を醸成するというようなこ

とを挙げられていらっしゃいましたが、その点、

いまの現状と、いままでのお話を伺って、どう

でしょうか。 

 

畑村 例えば原子力を使うとか、使わないと

か、いろんなことを言うと、いまでも推進派か、

反対派かというふうにまずレッテルを張って、

両方で闘いをするふうにしかならなくて、本当

はその中間ぐらいのところの意見をいろんな

ふうに持っている人がいろいろいるのに、どち

らかに区分けをしていってしまっているとい

うので、本当の議論というのは、相変わらず日

本ではできていないように思います。 

でも、この議論が本当にできるようにならな

ければいけないし、やってからでないと、本当

に原子力を使うにせよ、やめるにせよ、どっち

にしても本当の議論をやらないといけないと

ころだと思います。 

 

司会 ありがとうございました。そろそろ時

間が過ぎてきましたので、まだまだお伺いした

いことはあるんですが、ここで一旦代表質問は

終えさせていただきまして、会場から質問をお

受けしたいと思います。 

挙手をしていただいてご指名させていただ

きます。マイクを使ってください。どなたへの

質問かを明確にしたうえで、ご質問いただけま

すでしょうか。 

それと、きょうはものすごくたくさんいらっ

しゃっていますので、大変恐縮なんですけれど

も、質問はお一人1問に限らせていただきたい

と思います。どうかご容赦ください。 

それでは、どなたか質問ある方。ではそちら

の方からどうぞ。 

 

質問 いま、福島原発事故3年ですが、被災

地の人々がこれから苦しむのは、放射線の健康

に対する影響です。きょうのお四方は、健康、

医学の面から言及がなかった。あえて質問させ

ていただきます。 

いまの国際基準は、ＩＣＲＰ（国際放射線防

護委員会）の基準が、どうやらチェルノブイリ

事故と福島原発事故の結果、信頼性が大きく揺

らいでいるようでございます。その原因は大体

集約されて、次の点にある。 

つまり、広島・長崎原爆の外部被爆を基準に、

日米両国政府がかつて作成しました基準、それ

をもとに、ＩＣＲＰ基準が成り立っておるんで

すが、このＩＣＲＰ基準は、低線量被曝の内部

被曝を無視し、除外しております。これは被災

地の方々が自分の健康を管理していく意味で、

こうした手抜きした国際基準、ＩＣＲＰ基準は、

いかがなものかと思います。 

したがいまして、きょうの各4人の先生方に、

一人一人、ＩＣＲＰ基準、真の被曝基準ではな

いのではないかと私は思いますので、その点、

4人の先生方にお聞きしてください。お願いし

ます。 

 

司会 ありがとうございます。私の記憶も定

かではないのですが、確かに外部被曝主体であ

ったと思いますが、いかがでしょうか。 

 

黒川 だから、私たちがそれぞれ返事するわ

けではなくて、例えば東京大学医科学研究所の

坪倉正治・医師はホールボディーカウンターも

やっているし、透明性とかがすごく大事です。

誰がどういうふうにしている。それから、きの

う、東京大学文学部の一ノ瀬正樹教授の哲学な

んだけど、それについても彼はエッセイも書い

ているので、ぜひみんなで共有して、選択肢を

挙げて、私たちのリコメンデーション

（recommendation）を国会に、被害者について

は複数の選択肢を挙げなさいと。だけど、基準

はどうかというのは、いろんな人が言っている

し、Safecastとか、坪倉さんのホールボディ

ーカウンターもあるし、ウクライナもあるので、

そういうのをトランスレート（translate）し

ながら、子どもがいる人、お年寄りというのは

違うので、その辺をしっかりしてよね、という

話を出して、それは国会に挙げているけど、無

反応というところですね。 

 

司会 わかりました。ほかに質問……。 

 

質問 ヤツコさんへの質問です。 

国会事故調の調査の報告書でありますけれ
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ども、「これはメイド・イン・ジャパン（maid 

in Japan）の災害である」と書かれております。

すなわち、日本の文化に深く根ざした事故であ

ると。そして、なかなかお上のすることを問題

にすることはない、また集団思考である、そし

て内向き思考である、島国根性がある、といっ

たようなことが挙げられています。 

日本に何度も訪れられているということで、

まだ名残があると思われますでしょうか。日本

人、特に、いわゆる原子力のビジネスにかかわ

る方々と対処されると。 

英語版には秀逸な指摘があったのに、日本語

版になかった理由を、もし改めてご説明いただ

ければと思います。 

 

ヤツコ なかなか一般論で語るのは難しい

と思います。日本で会った方、非常に安全につ

いて積極的な方もいらっしゃいますし、それほ

ど積極的でない方もいらっしゃいました。また、

多くの日本人で、アメリカでビジネスをされて

いる方もいらっしゃいますし、やはり安全につ

いて非常に積極的な方もいらっしゃるという

こともあります。ですから、一概に言えないと

いうことです。 

ただ、日本文化の要素というのは、確かにあ

るかと思います。これは黒川先生の、国会事故

調の報告書にも出ているとおりであります。 

私としては、証拠に基づいた言明をしたいと

思います。地下水の汚染ですとか、これを常に

議論の最重要課題としないということ、なぜこ

ういうことを取り上げないのかということ。こ

れ自体が問題だということではないんですけ

れども、日本の文化というよりは、原子力に関

する文化とも言えるかと思います。 

アメリカに関しては、黒川さんのほうからも

話がありましたように、確かに内向きという傾

向もあるし、原子力業界にはつきまとう問題で、

畑村さんもおっしゃったように、反対なのか、

賛成なのか、レッテルを張りたがる、そういう

傾向もあるかと思います。 

いわゆる「原子力文化」なるものが存在して

いると思うんです。これはやはりよくないマイ

ナスの面があると思います。そして、それが日

本でもあらわれてきているような気がします。 

 

黒川 話していいですか。 

違うと言うけど、あのエグゼクティブサマリ

ー（executive summary）、両方みてみました？ 

全然違いますよ、コンテント（content）も。

つまり、日本語は全てのテキストがあるから、

例えば日本の今回の法律のことも書いてあり

ます。だけど、グローバリゼーションの世界で

は、そんなことを書いたって意味がない。後ろ

の半分は全く違いますから、パッとみればわか

るように、福島の地図もあるじゃない。日本の

地図も入っているでしょう。なぜかというと、

グローバルオーディエンス（global audience）

にわかりやすく書いたからです。 

私の言っていることが違うと言うけど、私の

全体でサインした「はじめに」というところと、

一番最後に書いてある私の「おわりに」、みん

な一人一人が書いていますけど、それを合わせ

ると、大体ああいうふうに、日本人じゃない人

にわかりやすく書かなくてはいけないじゃな

いですか。あれだって、“Development of civil 

society”と書いてあると思うんだけど、「日

本に市民社会にならなくてはいけないよ」なん

て言って、わかると思います？ 

だから、日本の人に、この事件をきっかけに、

将来の人たちに自分は何をするのか、一人一人

が考えてください、と言っていることこそが、

“Development of civil society”という意味

じゃないですか。それを訳すことが意味がある

と思っているの？ という話で、わざわざあれ

は“message from the chairman”として書い

てあるわけです。そういう意味なので、違って

いるとは思っていないし、何人かの人が、全然

違っていないねと指摘している。しかも、あの

メッセージのとおり、3年しても同じだと思い

ませんか？ そこにイシューがあるんです。 

 

ヤツコ ちょっとつけ加えていいでしょう

か。あと1～2点。私が申しあげたいのは、こ

れまで書かれてきた報告書、重要な変化という

ことにも触れていらっしゃるかと思うんです。

例えば船橋さんも努力をされて、独立して、民

間の事故調という形で調査をされた。これは全

くこれまでとは違う変化であります。日本文化

ともかけ離れた、全く新しい試みだと思うんで

す。 

ですから、これまでの努力、お三方のやられ

たことは本当にすばらしい努力だったと思い

ます。非常に率直に語られた。問題を文化的な

側面からも、技術的な側面からもみていらっし

ゃる。これは非常に前向きと受けとめてもいい
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のではないか。やはり称賛に値すると思います。 

 

黒川 もう一つ、いいでしょうか。 

マインドセット（mindset）と書いたでしょ

う、思い込み。あれは、大きな事故では結構使

われているんです。スリーマイルアイランドの

ケメニーも、“mindset”とクオーテーション

（quotation）をつけて、わざわざこれを非常

にエンファサイズ（emphasize）していますね。

エキスパートはついつい当たり前だと思って

しまう。 

それから、スペースシャトルのチャレンジャ

ー号の事故も、マインドセットというのはキー

ワードで出てくるんです。エンジニアのマイン

ドンセットと。 

だから、私どもも、マインドセット（思い込

み）というのがあるのは、日本の組織は特にそ

うなんだけど、みんな同じところにいると、異

論を排除するんですよ。 

どうも異論を言いにくいことない？ 例え

ば「公僕」と書こうなんていうと、デスクがま

たグジュグジュ言ってきたりすると、「やろう

よ、いいじゃないの」、こう言えばいいのに、

異論を挟まないというカルチャーがあるのは

オビディエント（obedient）なのではないの？ 

オーソリティー（authority）に言いますか。

いまになってもあまり言う人がいないような

気がする。 

だから、それを言っているわけで、例えばア

メリカの場合は、スノーデンが何か言ったら、

「結構スノーデンて英雄じゃないの」と言う人

もいるような雰囲気というのはすごく大事な

シビルソサエティだと思っているわけ。そうい

う意味では、ぜひこれをきっかけにね……。 

だから、アメリカだってスリーマイルアイラ

ンドのときは、同じようなことが起こっている

から、あれをきっかけに、いまグローバリゼー

ションがものすごく進んでいるので、早く進む

から、そういう意味では、日本の統治機構のガ

バナンスのクエスチョンをされているわけで、

私は何人かのいろんな人に言われたけど、

“Japan remains mysterious”だね。そう思わ

ない？ 外からみると、明らかに。 

 

司会 北澤さん、どうぞ。 

 

北澤 私も黒川先生のおっしゃっていると

おりだと思うんですけれども、あえてちょっと

違う角度から、この文化的な問題について触れ

させていただきます。日本の文化は空気を読む

文化である。行政はいろいろなものごとの決定

段階で審議会を絡ませています。そうですけれ

ども、審議会で外部の人たちを呼んでも、その

外部の人たちは、その審議会を運営する事務局

がどういう結論を出したがっているかという、

その空気を察知して、みんながそれに向けて、

なるべく早く会議を終わらせるように協力す

るというのが、日本の「審議会」である。 

それが原子力安全規制といった大切ことを、

審議会がきちんと言い出すことができるかと

いうと、全くできなかった。原子力の規制をあ

そこまでだめにしてしまった、元凶に「審議会」

があったと思うわけです。 

ですけれども、それを「日本の文化」の差で

あると言っていたのでは、これは100年かかっ

てもきっと解決はできない。そうすると、いま

の原子力を安全にするという観点から考える

と、それを何とか打破するために、今回の規制

委員会には、人事の独立性とか、「ノーリター

ンルール」などという、世界でどこの国が聞い

ても意味がよくわからないような、そういうも

のまで、あの中に法律的に導き込んでやり始め

ている。日本の文化の差はあるわけですけれど

も、それを法律とか組織のつくり方とか、そう

いったことでそれを改善していかないと、日本

はいつまでたっても文化の差を嘆く、そういう

国になってしまうと思う。今回はぜひ、そこの

ところが機能するように、皆さんにも応援して

いただきたいと思うんです。 

 

畑村 いまの「マインドセット」という言葉

で言われているのを、全く同じ意味なんですけ

ど、僕は「気」と言っているんです。空気の気。

それで、福島のこれをやっていると、それぞれ

の人がみんなそれぞれのムラをつくったり、グ

ループをつくると、そこの中では、言葉にしな

いけれども、価値判断が一つのものにまとまっ

ていて、それで、それに逆らうことは絶対にで

きないし、逆らえば排除されるし、今度、逆に、

言葉にしないけれども同じ判断をするんです

ね。それはもう空気の「気」なんです。 

ですから、ほとんど同じことを言っていると

思うけれども、そういうものに囲まれてみんな

が動いていることを一旦認めたら、じゃ、これ

から打破するのにどうすればいいか。それは中
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では、絶対にそれを破る力は出てこないと思う

んです。そのときに大事なのは、外から見る目。

外から見る目というのは、社会の中でも、それ

に関係のない、ほかの人から見ること。 

もう一つは、先ほどから黒川先生が全部言っ

ておられるすごく大事な透明性とか、そういう

ことなんですよ。それを日本の中でやらない限

り、中にいる人が、「気」に囲まれていること

に気がつかないんですね。気がつかないから変

わらないんです。多分このまま行って、いま言

ったようなこと、この「気」に囲まれているこ

と自身を打破しなければいけないというのを、

はっきりと言葉にして、それで、そいつを実行

を始めないと、100年はおろか多分300年たっ

ても何も変わらないんじゃないか、という感じ

がします。非常に大事な部分です。 

 

司会 ありがとうございました。 

 

質問 3事故調とも、もちろん全部読ませて

いただいておりますし、おとといの学会事故調

に関しても思うところがありながら取材をし

ております。 

きょう、午後2時からこれが始まっているわ

けなんですが、きょうの午前中に予算委員会で

安倍総理がこの発言をしています。 

「独立した原子力規制委員会が世界で最も

厳しいレベルの規制基準に基づいて、徹底的な

検査を行いまして、これに適合すると認められ

た原発につきまして再稼働を進めていくこと

にしたいと思います」と、きょう午前中、安倍

総理が予算委員会で発言しました。 

四方に、短くて結構なんですが、それぞれご

意見をいただければと思います。 

 

黒川 みんなが返事するの？ だけど、「五

層の防護」ってやっていますか。あなたの番組

は、それをせっせとやっていたじゃない、ずっ

と。五層の防護って、やってあるかどうか知っ

ている？ テクニカリティーじゃないですよ。

プリンシプル（principle）じゃないですか。

それをやっているか、やっていないか、まず問

い合わせたらどうですか。言わないでしょう？

なぜ言わないの。 

 

質問 いままさに黒川さんがおっしゃって

いる「五層の防護」、特に5つ目などとか、あ

とは避難計画などに関しても、決して満足のも

のではないというふうには思っております。 

ただ、その中で、安倍総理がこれだけ明確に、

きょうの日付の午前中にこういう発言があり、

たまたまきょう 2時から四方そろわれていら

っしゃるので、大変申しわけないんですが、ご

意見がある方、お願いします。 

 

黒川 だから、私が言っているのは、テクニ

カリティーなことではそうかもしれないけど、

深野さんのときも、それを言っていますよ。だ

から、そういう話を取材するなり、書いたらど

うですか、と。 

だって、安倍総理は自分で言っているかもし

れないけど、誰が後ろにいるかというのもわか

っているでしょう。だから、そういうものを考

えて、私に言わせないでね。 

 

司会 黒川さんの意見はわかりました。 

あとのお三方、もしもよろしければお願いし

ます。 

 

畑村 では、僕が言いましょう。きょう、こ

こで僕らは福島の原発事故で一番学ばなけれ

ばいけなかったことというのは、どんなに考え

ても気がつかない領域が残る、ということだと

いうふうに思っています。そのことを認めたと

すると、先ほど言われた、世界で一番厳しいか

どうか、そんなのはどうでもいいんです。何か

決めた基準で何かをみていれば、それで安全が

確認できたんだという考え方そのものがおか

しいんだというふうに思うんです。 

いま言われている「五層」の物の考え方とい

うのは、それでも考え落としがあるというとき

に、それに備えるだけのことをどこまで考える

か、考えるつもりがあるか、そういう準備がで

きているか、そういうことなんですね。 

そのことについて、規制委員会がきちんと

「原子力は危ないんです」とまず言って、その

次に「考え落としもあり得ます」と。だけれど

も、ここはここまでこういうふうに準備がして

あるとか、覚悟がしてあるとか、こういうこと

がある、だから、ここで判断をして、動かしま

しょうとか、動かさないとか。動かす、動かさ

ないは、多分規制庁が決めることではなくて、

国民が決めることだと思うんですね。 

しかし、その手前までのところは、原子力は
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事故が起こったらこんなにひどいことが起こ

ってしまう、ということを学んだんじゃないで

すか。そうすると、どんなに考えても、気づか

ない領域が残るという、こんな明白なことを、

一番初めに言葉にしてきちんと言った後に、そ

れから後は、それぞれのプロセスを通っていけ

ばいい、というふうに思います。 

判断するのは、やっぱり国民全体だというふ

うに思います。 

 

司会 ありがとうございます。 

 

北澤 私は、どうしても原子力の安全という

ことに関して、いまの議論も１か0かというこ

とになっていってしまいそうな気がするんで

す。それで、決して１か0ではなくて、原子炉

の事故の起こりやすさも炉によって全然違い

ますし、それから、場所によっても、その危険

がどこまで及ぶかというのも違います。それを

一つ一つ考えてやるかどうか。 

それで、一番日本にとっての大きな問題は、

日本がどうしても再稼働しなければならない

と本当に判断するのであれば、それは再稼働す

るでしょうけれども、そのときに当たっても、

一番危険なやつは動かさないとか、そういうた

ぐいの判断がどうしても必要で、いま安倍さん

はそこまで触れておられないんですね。それで、

人任せにして、誰かが1か0か判断してくれた

んだ。そういう形の論理にすりかえているので、

そこのところは、私は、本来の政治家がやるべ

きことではない。つまり、そういう判断が原子

力規制委員会から下ったときに、基準に合うと

か、合わないとか、それだけで0か1かと判断

してやっていくわけではなくて、それがどれだ

けのインパクトをプラスの方向に持つのかと

いうことと、それからネガティブな大きさとい

うのが、どれがどれだけ大きいかを考えて、プ

ライオリティーを考えてやっていくべきだと

私は思います。 

 

黒川 一つ、頼んでもいい。おたくの番組、

結構視聴率が高いんだから、この学生がつくっ

たビデオの一部、例えば4とか3をみて、これ、

いいじゃない？ というのをちょっと宣伝し

てよね。 

 

質問 実は、個別には取材を進めております。 

黒川 これをやっているのね。お願いします

よ。繰り返し、繰り返しだよ。時々、1回やっ

たって済まないから。 

 

質問 私立中学校に行って教えていらっし

ゃるところも取材させていただいております

ので。 

 

黒川 じゃ、時々、思い出すようにやってく

ださい。 

 

質問 ありがとうございます。 

ヤツコさん、よろしければ。 

 

司会 ヤツコさん、よろしいですか。 

 

ヤツコ あまり細かいことはわかりません

が、それぞれの発電所、それぞれの原子炉が果

たして基準に合っているかどうかということ

は横に置いておいて、国民が理解をしなければ

ならないということが重要であります。 

おっしゃったように、決定を下す、それがど

ういう意味合いを持つのか。例えば発電所の中

には、やはり事故を起こす確率は高いかもしれ

ないし、低いところもあるかもしれません。実

際に事故が起こる場合もあるでしょうし、確率

が低いと思われていたのに事故が起こるとい

う場合もあるでしょう。確率が高いと思われて

いたのに起こらないかもしれませんし、何か事

が起こった後にやはり想定外だったというこ

ともあるでしょう。 

ただ、ここではっきりと理解しておかなけれ

ばならないのは、原子力というのは完全に

100％安全だということはあり得ないというこ

とです。また再び事故は必ず起こる、国民はそ

のための備えをしておかなければならない、と

いうことであります。それも入れて議論を総合

的にしなければならないということでありま

す。すなわち、ある特定の弁が開くのか、開か

ないのか、そういうことを議論するのではなく、

ということです。 

日本でも、ほかの国でも同じですが、社会の

問題であるということです。社会として原子力

という技術のメリットをどう考えるのかとい

うことです。すなわち、十分重要である、リス

クがあっても、それは仕方がないと思うのかど

うか、それは受け入れられると思うのかどうか、
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そこが肝心な議論のポイントだということで、

非常に複雑な議論でありますし、多くの国民が

関与しなければ答えは出ないだろうと思いま

す。 

 

司会 ありがとうございました。 

大変申しわけありません。時間がもう来てし

まいました。一応ここで質疑応答は一旦終わら

せていただきたいと思います。 

そこで、最後に締めくくりの発言として、四

方から短くご発言いただきたいと思います。 

北澤さんからお願いできますか。 

 

北澤 私は、3年たって、日本の事情も大分

変わってきたと思っています。そういう中で、

特に自然エネルギーの受け入れというのも、日

本も非常に活発に起こってきましたし、これが

あと2～3年たつと、相当な量も入ってくる。

そうすると、日本人も、もしかすると相当程度、

こういうエネルギーにも頼れるんだなという

ようなこともわかってくると思うんですが、そ

ういうのをみながら、この原子力の行く末とい

うのを、粘り強く検討していくのがいいのでは

ないかと思っています。 

 

黒川 さっき、規制委員会の話をしたでしょ

う。もう一つ田中さんにサジェスチョンしたこ

とは、みんなアグリーするんですよ。つまり、

いま人が増えているけど、例えば35歳以下と

か、まあ40でもいいんだけど、新しいメンバ

ーは、例えばアメリカでは100基あるから、50

人ぐらいアメリカに行かせろ、3年間。それか

らフランスにも20人行かせる。ドイツ、スウ

ェーデン、イギリス、そういうところに行って、

交換の人事をするといいんです。同じ数、来さ

せるといいんです。それぞれの国が歴史上の背

景があるんだけど、どうやってレギュレーター

（regulator）を育てているか、わかります。 

オペレーターも同じことです。それをするこ

とです。そうすると、共通用語が英語になりま

す。緊急時にも、すぐにお互いにコミュニケー

ションできます。 

この例は何かというと、きのうのマレーシア

のエアラインと同じですよ。エアラインは、つ

くっている会社は、エアバスとかロッキードと

かボーイングとかあるけど、オペレーターは世

界に飛ぶ限り、みんな英語でコミュニケーショ

ンしています。パイロット、メンテナンス、ど

うしてそれができないの。 

つまり、原子力をつくれるのは、日立、三菱

といくつか あるけれども、オペレーターもレ

ギュレーターもグローバルなスタンダードに

なって、リサーティフ ィケーション

（recertification）する。そうすると、両方

が同じ数交換しますから、ほとんどコストがか

からないんです、バジェット（budget）は自分

たち持ちで。そうすると、エアラインはどれを

つくったらいいかという話もこうなってくる

し、企業も頑張るし、オペレーターも頑張るし、

レギュレーターも頑張れるし、それがグローバ

ルスタンダードになってくる。それで3年ぐら

い行っていると、みんな友達になって、誰がい

いか悪いかはわかりますよ、あいつに聞けとか。

そういう大きなスコープ（scope）で日本が提

案すれば、みんなウエルカムなんですよ、実を

言うとね。 

そうすると、国民も、原発の周りの人たちが

より安心するじゃないですか。私、ＭＩＴでし

ゃべったとき、ウガンダとかナイジェリアでつ

くろうというエキスパートも来ていたけど、そ

ういう人たちもそういう枠組みに入れると、エ

アラインと同じで、日本製を買いたいなと言う

かもしれないけど、オペレーターもレギュレー

ターもグローバルにみんななります。 

フィンランドのセーフティーレギュレータ

ーのトップの人は、今度ロシアにスカウトされ

たじゃないですか。そういう人材が日本にいる

かということを私は問いかけているわけ。つま

り、日本語で話しかけているうちは「空気」で

いいやと思っているところに緩みがあるわけ

でね。それが大学の研究でさえも、日本は基本

的に家元制だと、この間、言ったんです。 

だから、あそこのポストが空いているから出

ろと言われて、あそこは嫌だなと断ったら、教

授から二度と声かけられませんよ。若いときに、

教授がやっているようなことを違うんじゃな

いかと言って、わざわざそんな実験をしたら、

「おまえ、破門だ」と言われますよ。あそこに

出たいんだけどと言って、教授に断らないで出

たりしたら、「なんだ、生意気だ」と干されま

すよ。研究でさえも家元制なんて、信じられな

いでしょう。それをみんな当たり前だと思って

いるじゃない。ましてや企業や役所だったら、

もっともっとリジッド（rigid）です。それが

日本の常識だと、私はマインドセットで言いた

くないけど、そうみんな思っていたんじゃない



27 
 

の。そこに一番の弱さがある。 

“Obligation of descent”つまり異論を言

いにくい雰囲気がもともと組み込まれている

から、規制の虜はどこにでも起こるけど、日本

に起こりやすい風潮があるんじゃないの、とい

うことを言ったわけです。あまり書くと、それ

は文化論になっちゃうから、書かなかっただけ

なんです。 

 

司会 ありがとうございました。畑村さん、

お願いします。 

 

現象を全体として捉え判断できる人材の育

成が必要 

畑村 きょう、話に全然出てこない話をひと

つやろうと思います。それは汚染水の問題なん

ですが、初めから一人であれを考える人を仮に

つくってあったとすると、今回起こっているこ

とを最初の2日目か3日目ぐらいには全部、き

れいに言葉にして、それから量的にも、全部明

らかにしてくれただろうと思います。仮にそう

いう人がつくってあればです。 

しかし、残念ながら、東電にも政府にもどこ

にもそういう人はいなかった。そうすると、今

回学ばなければいけないのに、どこも何も言っ

ていないのが一つあるんです。それは、一人の

人間で全ての現象を全体としても捉えるし、そ

れから一番必要なところの詳細までもきちん

と捉えている、そういう人を一人つくらないと、

こういう大きな災害のときの判断というのは

絶対できないぞ、ということです。 

そして、日本は縦割り大好きで、まあ世界中

そうだと思いますが、縦割りでやって、それが

うまく機能しなかったと、僕らもそういう報告

書を書いています。では、どうすればいいのか

というのも、答えが書いてないのです。それは

連携を何かやって、共有を何かやって、という

けど、そんなことを言う前に、一人で全部の判

断ができる人をきちんと養成しなければいけ

なかったというのを、結論の一つとしてきちん

と出すべきなんです。 

それで、この原発の事故についてみると、イ

ギリスはそれをやったんですね。ですから、日

本で何が起こっているかというのは、日本が何

も発表しないのに、イギリスの科学顧問、一番

上の上席の人は、これはそれほど大きなこと、

チェルノブイリとは違うぞ、だから、やたらみ

んな遠くまで逃げるというのをやるのは無意

味だと。そういう判断をして、イギリスの人た

ちはほとんど逃げないで、あるところにきちん

とおさまったと。そういう人を日本は本当につ

くっていたんだろうかというと、いまでも全く

その必要性を誰も言わない。で、そんな人もい

ない。 

だけど、すごく簡単なのは、汚染水の問題だ

ったら、仮にそういう人がいたらどうだったん

だろうかとやると、それはもう全部判断ができ

て、対応もできていたはずです。いまでも福島

第一はそれをやってないのです。 

というのは、1日300トンの汚染水が流れて

いる、それがすごい量で大変だとみんなで騒い

でいるけど、去年の9月に台風が来たときに、

福島の原発に降った雨、多分10㎝か15㎝か、

そのくらい降ったと思います。福島の原発の全

部のトータルの面積は、300万㎡あります。そ

こに降った雨の量、これを10㎝だとすると、

30万㎥です。いまみんなが問題にしているも

のの1,000倍なんです。それが一晩に空から降

ってくるぞということを誰も考えない、いまで

も考えていない。だから、あの汚染水のタンク

からちょっと漏れたとか、流れるのに海まで行

くとか、行かないとか、いろんな議論が出ます

が、そんなことはきっちりと全体を捉える土木

屋さんが、水というので考えたら、一遍に答え

を出していたはずだ、というふうに思います。 

ですから、僕らは、原因が何とか、組織的な

ものが何とか、そういう方向もいいけれども、

どういう人材をどんなふうに育てていて、こう

いう本当に過酷なことが起こったときには、そ

の人にきちんと判断してもらうというような、

そんなものをつくらないといけないと思いま

す。こういう議論をやっていても、全然その話

題が出てこないですね。とても大事な部分だと

思います。 

 

司会 畑村さん、ありがとうございました。

それでは、ヤツコさん、一言お願いします。 

簡単な答えはない 

ヤツコ 私が申しあげたいのは、非常に興味

深い議論をさせていただいたということです。

私にとっても、非常に光栄でした。これほど重

要な報告書を書かれたお三人の方と一緒に議

論できたのは大変うれしいことであります。 

簡単なことに尽きると思うんですけれども、

福島第一の状況をみてみますと、最も大事な点
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は、やはり簡単な答えはないということです。

これからやるべきことも時間がかかるだろう

ということです。 

いわゆる規制当局を変えるということ、もち

ろん新しい名前になって、新しい構造になりま

した。人も代わりました。また、訓練をする、

そして専門知識をつけていく、これも時間がか

かります。また廃炉についても時間がかかりま

す。究極的に燃料の取り出しを行って、そして

サイトのクリーンアップ、全て終えるまでに何

十年もかかるでしょう。そして避難された方々

への対処、これも時間がかかるでしょう。です

から、容易な答えはないということです。 

ただ、報告書を見てみますと、十分な情報、

たくさんの情報が入っておりますので、それを

糧として、これからいろいろな努力ができるだ

ろうと思います。そして、国民が完全な形で参

加をする、できる限りの議論をする、というこ

とが重要であります。究極的にはこれが唯一の

道であります。きちっとした意思決定をし、そ

して効果的に国民全体の支持を得るためには、

そういう過程を経なければならない。「よーい、

スタート」は切れたと思うんですけれども、ま

だまだやるべきことは多いと思います。 

 

司会 ヤツコさん、どうもありがとうござい

ました。 

パネリストの方々、きょうは長時間、大変あ

りがとうございました。会場の皆さんにもご協

力いただき、ありがとうございました。皆さん、

拍手でパネリストの方々をお送りください。

（拍手） 

（文責・編集部）

 

 


