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とんでもないことが起こっているのだから、一体、何が起こっていて、だれがどん

な判断をして、どういうことが進行していったのかを、きちんと学びとらないとい

けない、という。この委員会の設置は閣議で決定されたものだが、強制的な調査権

限はない。しかし、畑村委員長はそれにはこだわらない。「おまえが悪い、あいつが

おかしい。これがだめだった」という議論はしたくないと明言する。だれが悪いと

いう話しをするのでなく、どうおかしくて、なにを考え損ない、なにを考えないで

やってしまったから、こうなったのかを学ばないといけないという。そうでないと、

100 年後でも共有できる「知識」にならないという信念だ。 

質疑応答ではこんな発言もあった。今回の事故について、知りたいときに知りたい

中味が分かる形で伝えられていない分だけ、日本中がいらいらを通りこして、何か

自信がなくなっているような感じがするーーー。この認識というか危機感が委員長

を引き受けさせたのかもしれない。 

危機管理という点で経験不足の否めない菅民主党内閣は重要な決定に際しての議

事録、録音などを十分に整えていないと報道されている。後手に後手を引いた東電

側にも、きちんと文書でいろいろな決定過程が残っているか心許ない。それだけに

畑村流でないと、この事故調査・検証作業はとても進まないだろう。 
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僕は、この委員会の委員長を引き受けてやっ

てほしいというのをいわれまして、非常にびっ

くりしました。まさかこういうことを自分が引

き受けるようになるだろうと思っていままで

「失敗学」とか「危険学」とか、そういうこと

をやってきたわけではないわけです。何かいろ

いろやっているうちに、そういうところへ来て

しまったという感じがいたします。 

それで、こういう非常に大変な仕事を引き受

けるというのを、やらなければいけないものだ

ろうか、それとも、やらないで済むものなのだ

ろうかということを考えたのです。が、いまま

で自分がいってきたことを順番にやっていくと、

これを引き受けないで逃げてしまうのは何かも

のすごく無責任な感じがしました。それで、こ

ういうものは喜んで引き受けるというのが普通

かもしれませんが、僕は本当のことをいうと仕

方なく引き受けました。 

というのは、あまりに事は重大です。一体、

何をどんなふうに考えて、何をやったらいいの

か皆目見当がつかないのに、だれかがやらない

といけないとだけは思いました。だれかがやる

のなら、だれだろうと考えたら、そんなことを

引き受けそうな人はだれもいないし、本当を言

うと自分も別に引き受けたいわけでもないし、

何がやりたいわけでもない。 

でも、こんなことを考えたのです。だれかが

これをきちんとやらなければならない。「事故

調査・検証」となっているのですが、テクニカ

ルな問題とか、社会システムとしての問題とか、

そういうこともやるけれど、普通にいう調査と

いうよりも、一体、何が起こっていて、だれが

どんな判断をして、どういうことが進行してい

ったのかというのをきちんと学び取らないとい

けない。こんなにとんでもないことが起こって

いるのに、何かそのままやらないでいるという

のは非常にいけないことのような気がしました。 

そういうことで、お引き受けしましたが、何

をどうすればいいのかというのはわかっていま

せん。どういう活動をするか、どういう陣容で、

いつまでに何をするかというのを考えて決めて

くれといわれました。が、引き受けたというこ

とだけがあるだけで、具体的に何をしようとか、

何ができるとか、そんな考えがあったわけでは

ありません。ですから、これから考えながら決

めて、そして、進めていく以外ないだろうと、

そういう覚悟で動き始めたところです。 

こんな大きな事柄というのは、ちょっと普通

にはあり得ないことです。それで、後でこの委

員会をどんなふうに進めていこうかという自分

の考えをいいますが、それよりもっと前から地

震とか津波とか原子力とかいうことについて、

自分が考えていたことを先にお話ししようと思

います。 

 

津波と原子力が怖いと思っていた 

 

まず、世の中に怖いものって何だろうという

のを、僕は昔から考えていました。そして、僕

は一番怖いのが実は津波だったのです。津波っ

て、どうしてあんなものすごいことが起こるの

だろうかというのを、実はずうっと考えたり調

べたりしていました。後でお話ししますが、そ

の活動は、それなりに自分ではずうっとやって

きたつもりなのです。 

それから、もう一つ怖いなと思ったのが原子

力です。すごく大事に扱わなければいけないし、

これに依存せざるを得ないし、いろいろなこと

が依存して動いているのだけれども、何かもの

すごく怖いものに思っていました。何が怖いか

というと、あまりにエネルギー密度が高いとい

うことが怖いのです。安全に、事故がないよう

に、みんな努力をするけれど、あんな狭いとこ

ろに、あんな大きな力というか、エネルギーを

ためている。それを人間が制御して、それを使

っているということ自体が、非常に怖いものに

感じていました。でも、それに依存してやって

いくしか仕方がないとすると、一体、何をどう

みればいいのかがわかりませんでした。 

僕は東京大学の工学部の教授をやっていた

のですが、僕の専門は、物をつくるというのが

専門でした。何かの物をつくろうとするときに、

どういうふうに加工してその物をつくるかとい

う生産とか加工とか、そういうものが専門だっ
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たのです。どうつくるかのところから始まった

わけですが、だんだんと、何をつくるか、それ

から、どう設計するか、そういうことを考える

ようになっていきました。学生にも、お手本が

ないようなものをつくるときに、一体、何を考

えて、どんなことを決めて、どういうことを調

べて、何をやらなければいけないかという、設

計そのものの話を随分するようになりました。 

初めのうちは、「設計というのはこうやりな

さい」とか、「ああやるのがいいよ」とか、何

かの基準があったら「こんなものがあるんだよ」

ということを教えていたのです。が、学生はそ

ういう話を聞いていてもつまらなそうにするの

です。 

実は僕自身は、大学の先生になりたいという

希望を持っていたわけではなくて、先生になっ

てくれといわれたからなったのです。最初、自

分は生産とか設計とか、そういうことのエンジ

ニアをやりたいと思って会社に入ったわけです。

ですから、ちょっと普通の先生と考えが違って

いました。でも、ゼロからつくる設計というこ

とで、こうやれ、ああやれというと、学生はそ

んな話に関心を示しません。 

 

「失敗」も念頭に置いた設計や企画 

 

それで、僕自身がやった失敗の話をするよう

にしてみました。例えばこんなことをやったら

実験室が全部水浸しになったとか、火事になっ

ちゃったとか、物が吹っ飛んで死に損なったと

か。実際に実験を自分でやると、そういうこと

というのはたくさん起こります。そのときに、

何をどうしろとか、あれをしちゃいけないとか、

これに気をつけろとか、そういう教え方を大抵

します。が、僕はそうではなくて、こうしたい

と思ったとか、こうなるだろうと思ったとか、

こうやればいいと思ってやったら全然だめだっ

たと、そういうふうにして、いろいろな話をし

てやりました。 

研究室の学生が、いろいろ失敗して卒業して

いくわけですが、1 人ずつのＯＢの実名を入れ

て、あいつはここでこういう失敗をして、こう

なったというのを、1 つずつ丁寧に話をしまし

た。いろいろ失敗をしたものをなるべく写真に

撮っておいて、こういうふうになったというの

を、学生にみせるようにしました。いまから思

えば「失敗教育」をやっていたのですが、その

ころ僕は安全教育だと思ってやっていました。 

学生は、僕自身がやった失敗の話をすると、

聞き耳を立てて本当によく吸収します。それで

卒業して出ていくと、その人は設計をしたり企

画をしたりするときに、まず、失敗のことをち

ゃんと考えて企画をします。うまくいく方向は

もちろん考えるのですが、まずくいくことを同

時に考えながら、うまくいく方法を追い求める

という、そういう技術屋が少しずつ育っていき

ました。 

僕はそれをみていて、従来型の教育のやり方

とか考え方というのは、間違っているというよ

りも、どこか抜けているのではないかと思うよ

うになりました。 

僕らは大学や大学院でいろいろな教育をす

るけれど、学生が本当に欲しいものを与えてい

るのだろうかという疑問です。「こうやりなさ

い」「ああやりなさい」という話は、学生は耳

にタコができていて、もうそんなの聞きたくな

いよと思っているのです。ところが、先生がや

った失敗を、自分の口で、こう考えてやったら

こうなったというと、すごく興味を示すのです。 

なぜ興味があるかというと、自分もやりそう

だと思うからです。そして、自分もやりそうだ

というところで、丁寧にそれを話してやるとい

うと、後は、お説教をいう必要はなくて、学生

自身が自分の頭の中に考えをつくっていく。次

が大事だと思うのですが、判断や価値の置き方

の基準を自分で自分の頭の中につくります。そ

れはものすごく力が強いもので、その学生にと

っては一生の、大事な自分の物事をやっていく

ときの基準になっているようにみえるのです。 

そういうことを考えて、失敗とか、事故とか、

安全とか、そんな話をしていたのですが、研究

室のＯＢで『実際の設計』という本をつくり始

めました。それは 1988年の話です。それまでや

っていた自分たちの設計のガイダンスを、ちゃ
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んと本にしようということになった。1 冊目は

『実際の設計』で、副題が「機械設計の考え方

と方法」というものでした。2 冊目は「機械設

計に必要な知識とデータ」でした。ここで、先

ほどいった研究室の卒業生たちが、「先生の話

をそんなところにしぼってもつまんないよ。そ

れより失敗の話を本当にちゃんとまとめたもの

をつくってくれるほうが、よっぽど自分たちの

ためになる」というので、それなら自分たちで

つくろうということになりました。 

失敗を通じて創造（クリエーション）という

のを教えたいと思うときに、どこにもそういう

本がなかったのです。それで自分たちの研究室

のＯＢ40人ぐらいが集まって、自分のやった失

敗を自己申告しました。4年かけて、250件ぐら

いの失敗例が集まりました。会社に入りたての

一番の新米から、会社の一番トップに立って技

術開発の総責任者まで、ずらっと研究室のＯＢ

がそろっていましたので、いろいろなレベルの

失敗を全部集めることができました。それを集

めてまとめるというよりは、分析をしていきま

した。一体、これはどういうものなのだろうか、

と。 

 

個人性の強い失敗から組織性の強いものへ 

 

そうすると、多くの人が、初めのうちは似た

ような失敗をやりますが、だんだんと自分の仕

事の範囲が上にあがっていくに従って、いろい

ろ性格の違う失敗をやっていくようになります。

最初は個人性が強いのですが、だんだんと組織

の関係が、その失敗に強くにじんでくるように

なります。 

それで、250件ほど集まったものを分析して、

整理していったら、108 件になりました。これ

は全く偶然なのですが、除夜の鐘の数と同じだ

ったんですね。人間の失敗ってどうも 108ある

と決めていいのではないか、という議論になり

まして、その 108を自分たちなりに原因分析を

して、くくっていきました。そうしたら、くく

った数が 10個ぐらいになった。最初に「未知」

なことが起こった。その次に「無知」がある。

それから、自分がきちんと調べていないとか、

勉強していないとか、いいかげんにやったとか、

個人のせいのものが出てきました。しかし、そ

の次に出てきたのは、今度は、周りの環境が変

わるのについていけないでいるうちに、いいと

思ってやっていることがだめになってしまうと

いう、そんなことがありました。環境への不適

合なのですね。その次は、組織運営がおかしい

とか、企業文化がおかしいとかいうので、組織

のせいというのが出てきました。 

こういうふうに 10 個ぐらいになって、それ

をみつけて、先ほどいった 108の実例と、それ

から世の中にある大きな失敗、そういうものと

組み合わせて、『続々・実際の設計―失敗に学

ぶ―』という本を 1996年に出しました。 

この本を評論家の立花隆さんにあげたら、

「畑村さんが失敗学をつくった」といって、ふ

れて歩いてくれたのですね。それで、「ああ、

そうですか」といっていたら、今度はスタジオ

ジブリの宮崎駿さんが「おれのところで話して

くれ」というから、話に行きました。そうした

ら、変なことをしゃべっている人がいるという

ので、講談社の人が来て、「本にしちゃいまし

ょう」という。それが『失敗学のすすめ』とい

う本になって出て、突然、僕は失敗学の元祖、

総元締めになりました。 

それからずうっと失敗学というので話をし

ているのですが、僕は別に失敗学をやりたくて

やったという意識は全然ないのです。それなの

に何か不思議なものが出来ちゃったという感じ

がしています。 

自分でこうやりたいと思ってやったことは

一つもないのに、何か事故が起こったり――大

体は事故です――問題が起こったりすると、何

かわからないけれども、事故から何を学ぶべき

かを考える手伝いをしてほしいと、人に頼まれ

たり、だれにも頼まれないでも勝手にやったり

というので、いろいろなことをずうっとやり続

けています。 

それで、例えば先ほどいった「失敗に学ぶ」

という副題の本の中にも、津波のことも書いて

おきました。 
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三陸に行ってみると、津波の被害が大きかっ

た所には石碑があります。その多くが、ここよ

り下に家を建てるなという趣旨のことが書いて

あるのです。ここまで来たぞ、そして、ここよ

り下に家を建ててはいけないと書いてある。し

かし、実際にみると、その石碑よりはるかに低

い海辺に家がずうっと建っていて、そこで生活

しているのです。僕からみると、わかっている

のに、なぜあそこに住むのだろう、何でこれだ

けのことをいってくれているのに、いうとおり

にやらないのだろうというふうに、いつも疑問

に思っていました。 

しかし、実際にそこに行ってみてみると、

日々の生活、それから生産活動をみると、海で

生活しているのに、高いところにいたのでは、

結局、生産活動も生活も成り立たない。それで

海辺におりてくる。海辺におりてきて、みんな

が生活しているときに、一体、この危険とどん

なふうに対峙するというか、折り合っていくの

だろうかと、ずうっと疑問に思っていました。 

 

本来、逃げられた人が逃げてくれなかった 

 

そして、時々、出かけていっては、防潮堤を

みたり、水門の管理をどうやっているかを聞い

てみたり、そういうことをやっていたのです。

きっとまた大きな津波が来るのだろうなあ、と

思っていました。そうしたら、やっぱり来てし

まったのですね。 

例えば今回の津波のようなものは、いまだか

つてなかったという、そういうものではないし、

きっと来るだろうと思っていた人はいっぱいい

るだろうと思います。 

明治 29 年の三陸の津波で亡くなった人の数

は 2万 2,000 人なのですね。昭和 8年に来た津

波では多分 3,000人ぐらいだろうと思います。

今度の亡くなった人の数がどのぐらいになって

いるか、はっきりと確定していませんが、多分

2万 7,000 人とか、2万 4,000～5,000 人とか、

そういう数だろうと思います。 

今回の津波があった後に、その本をつくると

きにお世話になった大槌町の消防団の人のとこ

ろへ、被災後 1カ月半ぐらいたってようやく連

絡がとれましたので、お見舞いに行ってきまし

た。その人と、15～16年前に防潮堤の管理をど

うするとか、人が逃げるのにどういうふうに広

報をするとか、いろいろな議論をやっていたの

です。 

今回、自分たちのところは、そのとおりにや

りましたというのです。ところが、たくさんの

人が亡くなっている。一体これは何なのだろう

といったら、一番大きいのは、海辺に近くて、

あまり経験のない人たちは「逃げろ」といった

ら、ちゃんと逃げた。ところが、警報が出ても

たいした津波が来ないという経験を何回もして

いて、逃げれば逃げられる人が逃げてくれなか

った、という話なのです。 

人間というのは、怖いことがあったら逃げる。

これが当たり前と思うけれど、危ない、危ない

と思いながらも、大丈夫だった経験をすると、

だんだんと大丈夫だった経験のほうが強くなっ

ていって、そして、本当に逃げなければいけな

いときに逃げてくれない。消防団として「逃げ

ろ」といって逃げない人をそのまま置いていけ

ない。それが一番つらいのだという。 

「おまえは消防車で行って、ふれて歩け」と

いうから、ふれて歩いたけれど、それを指示し

た消防団の団長の人は、電気が来ないから半鐘

をたたくといって、物置に捜しに行って、本当

に半鐘を持ってきて、それをずうっとたたいて

いて、それで流されて亡くなったというのです。

「消防車に乗って、おまえはふれて歩け」とい

うので、ふれて歩くのに、逃げてくれないとい

う、こういう矛盾がありましたと、そんな話な

のです。 

ですから、危ないとか、それから危険とか、

逃げるとか、こういうものって、決まったとお

りに何かやって、こうやっていればいいという

ようなものとは違う。人間自身、そのものをち

ゃんとみていかないと、ちゃんとしたものにな

らないんじゃないかなというのを、非常に強く

感じています。 

これは次の復興計画にも直接結びついてい

ることです。明治の大津波のときも、昭和の大
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津波のときも、必ず高所移転という問題が起こ

った。高いところに逃げる以外、住まいをそっ

ちに移す以外はないのだというのは、毎回、学

んでいるのですね。そして、そのとおり動いて

いても、またいつの間にかだんだん低いところ

におりてきてしまう。さもなければ、一応の計

画は立てたけれども、高所移転が中途半端で終

わってしまった。 

そして、そのときに立てた計画の場所に行っ

てみると、今回、津波でやられてないのですね。

ですから、明治や昭和の津波の後で立てた計画

なり対策なりは、それはそれで正しいけれど、

人の生活とどこか合わない部分があると、その

部分がどんどんと変わっていって、また被災し

てしまうというのを繰り返しているようにみえ

るのです。 

そうだとすると、次の対策も、みんなで当分

は高所移転をずうっというと思います。高所移

転がいけないのではなくて、高所移転もいいの

です。しかし、いずれそれがまた崩れていくと

ころまでを考えの中に入れた、高所移転の計画

でないといけないのではないかと思います。 

ただ高所に移せばいい、それから防潮堤の立

派なものをつくろうというのではなくて、海の

近くで活動をしていても、本当に逃げようと思

ったら逃げられる場所をつくっておく。そして、

逃げることを毎回訓練しているような、そうい

う住み方をするのでないと、ちゃんとしたもの

にならないのではないかと思っています。 

何度も津波のところに行きながら、そういう

議論をしたりしていて、僕はそんなふうに考え

るようになりました。基本的に津波とか地震と

かいうものは、そういうふうに考えないといけ

ないのではないかと思っています。 

もう一つ、きょうの主題になりますので、原

子力についてお話しします。僕は、原子力がい

いとか悪いとか、好きとか嫌いとか、そういう

見方ではみていません。非常に怖いものだと昔

から思っていて、でも、これを扱わざるを得な

いのだと思うようになっています。そして、こ

れだけの事故が起こってしまうというのは、起

こってしまったら、やっぱりこれをちゃんと数

のうちに入れないといけないなと思うのです。

そして、それより前から、どうして人はこんな

に電気が欲しいのだろうか、原子力で電気をつ

くらざるを得なくなるのだろうかということは

考えていました。 

 

原子炉一基で黒部ダムの４倍の発電 

 

それの一つの答えが、黒部の第四発電所です。

「黒部の太陽」という映画を子供のころにみた

ことがあって、あれは何かすごかったなあと思

って、一体、何だろうとだんだん考えるように

なった。もう日本じゅうが電気がないために経

済発展ができないで、それこそ何が何でも電気

が欲しかったというときに、黒部のダムをつく

って、それで電気がようやく手に入るのですね。

それで手に入った電気というのが、あれだけと

んでもない困難な工事をやってやったのに、34

万 kWなのです。いま原子炉は、1基で大体 130

万 kWになっています。原子力発電所の 1つの原

子炉で、黒部のあのとんでもない大工事の4倍

の電気をつくることができるのですね。だから、

あれが欲しくなる。僕は、それは非常によくわ

かる気がします。 

それでいて、あれがまたすごく怖いものに思

えてしようがない。だから、そういうことを考

えてやっていくときに、一体、何を考えなけれ

ばいけないのだろうかというのは、自分の中で

はずうっと疑問でした。疑問を疑問のままにし

ているのでは仕方がない。 

自分なりに調べるというよりも考えてみよ

うと思って、原子力発電所というものはどんな

もので何をやっているかを見に行った。再処理

工場がどうなっているかを見に行った。見に行

っては、行った先で、そこで仕事をしている人

に議論してもらって、何が大事で、どう思って、

何をやっているのかというのを、勝手に自分な

りに勉強することをずうっとやってきました。 

そういうふうにしてみると、どこの人も、も

のすごく生まじめにしっかりと仕事をやってい

ます。でも、僕からみると、みんなすごくまじ

めに一生懸命それをやっているのだけれども、
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自分の決められた範囲のそこから外側のことに

は、ほとんど関心を示さないようなやり方にな

っている。僕は、それはすごく危ないことのよ

うに思えました。 

 

局所最適、全体最悪の危険性を感じた 

 

そして、1999年の 9月にＪＣＯの事故が起こ

るのです。あれより前から、原子力のこういう

ところに行って議論をすると、きっと何か事故

が起こるような気がしてしようがないと僕が感

想をいうと、「いや、みんな安全で、これだけ

やっているから大丈夫です」という。「いや、

そういうことをいっているのじゃなくて、みん

なが局所的なところしか見なくなっちゃってい

ることが原因で、局所最適・全体最悪というの

が起こるような気がしてしようがない」という

ふうな話をしていました。 

そうしたら、その話をした2カ月後に、ＪＣ

Ｏの臨界事故が起こりました。結局、普通にみ

んなで考えているところとか、それをまじめに

ちゃんとやろうと思うところとは違うところに、

ものすごく大事なところがあって、それに気が

つかないでいると、とんでもない事故が起こる

んだぞと、僕には思えたのです。 

ですから、そこでいったことというのは、「失

敗は予測ができるよ。いつ、どこで、どんなふ

うになるかまではいえないけれど、シナリオは

書けるよ」だったのです。あんまりみんなであ

ることにだけ集中して、ほかを考えないでやる

ようなことになると、事故がきっと起こるよ、

と。それはどうも合っているような気がするの

です。 

でも、そういう考えに立ち至ったのは、実は

原子力を勉強したりしたからじゃないのです。

僕は、日本の半導体産業も同じようになってい

るように見えてしようがなかったのです。決ま

り切ったことをきっちりとやっているけれども、

ほかのことがみえなくなっているという意味で

は、僕には半導体も同じように見えたのです。 

半導体をゼロから立ち上げた人と、何が危な

いのだろう、という議論をしていて、それで先

ほどの局所最適・全体最悪という考えに到達し

たのです。それで、あの JCO事故が起こる前に、

こういうことで起こるよというのがいえたので

すね。 

いまいっていることで、2 つのことがいえる

のです。1 つは、そういう意味で「事故は予測

可能だ」ということです。それから、その予測

をするのにどうするかというと、自分の産業の

中のことだけ考えているのではなくて、ほかの

産業をよーくみて、その発展の仕方と考え方を

よーく勉強しなさい。そうすると、そこの中に

一番大事なものが入っていますよ、と。ですか

ら、「他分野の知識は転用可能だ」と考えてい

かないといけない。 

そういう意味でみると、今回の原子炉事故と

津波被害なども、何かみんなある種の……。ま

だ僕は言葉でうまくいえませんが、考え方とし

ては、こういうものはあり得ることで、そのこ

とをやはり考えなければいけなかったのだとい

うことです。いま、それをはっきりさせること

が非常に大事なんじゃないかと思うのです。 

おまえが悪い、あいつがおかしい、これがだ

めだったと、そういう議論は僕はやりたくない

のです。だれかのせいにして、おまえが悪いと

いうことをいった途端に、それでは、その人で

なければよかったのかという話が出てくると思

うのです。そうでない人も、きっと同じように

また間違えるだろうと、僕には思えるのです。 

そうだったら、だれが悪いという話をするの

ではなくて、どうおかしくて、何を考え損なっ

たとか、何を考えないでやってしまったからこ

うなったのかというのを、それを学ばないとい

けないと思うのです。そして、それで学んだこ

とというのは、僕は宝物のような気がしてしよ

うがないのです。ものすごく高い代償を払って

いるけれど、そこで考えなければいけなかった

ことは何と何だったというのをみつけて、その

次の人間の活動にそれをちゃんと当てはめてい

くということができたら、授業料相当の収穫が

得られたことになるのではないか。そういうふ

うに思っています。 

僕はそういうふうに思っていたので、結局、
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もうしようがない、委員長を引き受けようと思

った。 

それで、第1回目の委員会の会合があるとき

に、自分なりのやり方、考えをまとめてお話し

しました。きょうは、それを皆さんに資料とし

てお配りしています。全部で 4ページです。思

いつくままに書いて、それをしゃべったもので

す。大きくいうと 8つほど大事なことを考えま

したので、ごく簡単に、こう考えているという

のを紹介しようと思います。 

まず 1つ目は、「自分の考えで進める」とい

うことです。これは、これだけ大きな事故を対

象に、いろいろなことを考えていくのに、何か

やり方がきっちりあるとは思えません。何も確

立していないし、これをやればいいんだなんて

いうものはないと思う。だから、一生懸命考え

ながら、自分で判断して、自分で行動してやっ

ていくというやり方で行くしかしようがない。

自分流のやり方で進めていこうと思います。で

き上がった方法というものに準拠することは、

もう無理だと思うので、やりません。 

それから、それを進めていくときに、いろい

ろな立場や事情、利害関係、その他いろいろな

ことが出てくると思います。そういうことも大

事だとは思うけれど、それに左右されていると、

大事な知識が引き出せないのではないかと思う

から、やっぱり自己流で行くしか仕方がないな

と思っています。 

 

「１００年後の評価に耐える」の意味 

 

2 番目は、「子孫のことを考えて、100 年後

の評価に耐えられるものにしたい」ということ

を思っています。これだけとんでもない授業料

を払った事故は他にありません。ほとんどやっ

たことがないぐらい大変な授業料を払ってしま

ったように思われます。だから、従来からやっ

てきたものの延長で考えているのでは無理なこ

とがたくさんあって、今回初めて気がついて、

わかり始める、考え始めるということをしなけ

ればいけないものがたくさん出てくると思いま

す。そういうことをきちんと考えるときに、い

ま納得がいくだけのものでやっておいていいの

かというと、そうではない。30年後、50年後、

100 年後に、あのときこれに気がついてさえい

ればよかったとか。あのとき、ああいうことが

あったのに、なぜこれに気がつかなかったのだ

ろうかと、きっと考えると思うのです。100 年

後にみたときに、あのとき気がついておけばよ

かったと思うようなことに、僕はなるたけ気が

つくようなやり方をしたいと思います。そうい

うふうにやることが、100 年後の評価に耐える

ということではないかと思っています。 

そういうふうにみたときに、いろいろなもの

は、現在という時点で起こっていることをみる

だけでなくて、時間軸という、時間を入れて物

を考えるというのが大事だと思います。歴史も

あります、物事の推移もあります。いろいろな

ものがありますが、時間軸を入れて考えるとい

うのが大事だと思います。それは、原子力のと

ころだけのことを学ぶというようなことではな

くて、他分野の技術ということも考えなければ

いけないし、社会の変わり方、それから人々の

考え方が変わるということも、またきちんと入

れないといけないと思います。どちらにしても、

時間とともに全部が変わっていくということを

入れないといけないと思っています。 

3 番目には、「国民が持っている疑問に答え

る」というのが大事だと思っています。言葉を

かえると、「納得性」とでもいうべきものです。

もうちょっと違う言葉でいえば、腑に落ちると

か、そういうことだと思います。 

こういう事故を取り扱うと、技術的な側面か

らの理解で終わってしまう場合がほとんどです。

特にいろいろな産業上の事故とか、それから、

大量輸送機関の事故のようなものは、みんなそ

ういうふうになります。そうすると、社会全体

は納得ができないために、何かいつまでたって

も「うん」といえないのですね。これは考えて

みると、技術的な側面からだけ取り扱っている

のではなくて、みんなが思うごく自然な疑問が

たくさんあって、そのごく自然に思う疑問に素

直に答えるという、それが必要なんじゃないか

というふうに思っています。とても難しいこと

です。というのは、どんな疑問を持っているか



 

 8

は人によって違うからです。それでも、いろい

ろな疑問を、こんなものがあるというのを、き

ちんと取り上げないといけないと思います。 

 

世界の疑問にも答える視点が重要 

 

4 番目は、「世界の人々が持っている疑問に

答える」という視点です。普通は、自分たちの

国の中で国民が持っている疑問に答えるので済

むことが多いと思います。が、今回の事故は、

もうそういうものとは全然違って地球規模の問

題です。世界じゅうの人たちがすごく関心を持

っています。ただ関心を持っているだけではな

くて、これはみんなの生活に直接結びついてい

る問題だからです。そうだったら、日本以外の

場所の人たちが考えている疑問、それにもやは

り答えないといけないと思います。 

本当にそこまでちゃんとできるかどうかわ

からないのですが、世界じゅうの人は、住んで

いる場所によって歴史も違う、生き方も違う、

全部違う。そうすると、疑問も違うのです。で

すから、その疑問を疑問として取り上げるとい

うのができないと、答えができないのですが、

本当に自分たちでそんなところまでできるかな

というのは疑問です。でも、やっぱりこの視点

は必要だと思います。 

5 番目に、「責任追及は目的としない」とい

うことです。こういうことがあると、多くの場

合、原因究明と責任追及の両方が求められて、

それが対立してしまうということがたくさん起

こります。今回のような場合も、原因の究明な

り責任の追及なりを、この検証委員会がやらな

いでいいのかとか、やるべきだと考える人もた

くさんいらっしゃると思います。しかし、僕は、

責任追及を目的とした、そういう調査はやりま

せん。やりたくないというか、そういうことを

やらない方向で、これを動かしていこうと思い

ます。 

そうすると、「責任追及をやらないのか？」

というふうに聞かれます。僕は、やらないとか

やるとかいうのではなくて、ここで明らかにな

っていったことに従って、責任追及をしなけれ

ばいけないようなことがあるのだったら、それ

はそれで、また別のところが動いていくのでな

いと、この検証の委員会は活動ができないと思

っています。 

これはもうずうっと長いこと僕の持論なの

ですが、ほとんどの事故調査が責任追及のため

の原因究明という形になってしまうために、一

番当たり前で学び取りたいことが出てこなくな

ってしまうということが起こるのです。それを

やったら、先ほどいった 100年後の評価に耐え

るというのは、僕はもうできないと思っていま

す。ですから、それをやるには、本当にここで

起こる事柄を 100年後にまで共有できることと

してやってほしいから、こういうことについて

調査に協力してほしいということを、僕はとて

もいいたいのです。 

6 番目には、「起こった事象そのものを正し

くとらえる」ということをやりたいと思ってい

ます。多くの場合、事故調査というのは、物理

的な調査になりがちです。しかし、それだけで

はなくて、もっと広い意味で、人間の活動全体

との絡みでこれをとらえていかないと、起こっ

た事象そのものを正しくとらえることができな

くなると思っているからです。 

7 番目に、「起こった事象の背景を把握した

い」と思っています。技術的な背景だけでなく

て、組織的な背景、それから社会的な背景とい

うようなものを考えざるを得ないし、これだけ

大きな事故のときに、それを考えなければ、多

分、後から評価して学んだことにならないと思

います。そして、あまり聞きなれない言葉かも

しれませんが、1990年代以降、「組織事故」と

いう考えが相当に発達してきています。そうい

う考えをここに取り込んでこないと、ちゃんと

した理解にはならないのではないかと思ってい

ます。 

最後の 8番目ですが、これは僕自身のいつも

いっている主張なのですが、「再現実験と動態

保存が必要だ」ということをいっています。あ

んまり聞きなれない言葉だから、変なことをい

っているなと感じられるかもしれません。この

現象はこういうことなのだとあらかじめ決めて、

それで調査をすると、それはそれなりに出てく
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るのです。しかし、本当に再現実験をやってみ

ると、全然違う視点のことでみていないといけ

なかったというようなことが、まま出てきます。 

つい最近やったものですと、僕は、天窓から

男の子が落ちて亡くなった事故の再現実験を自

分でやってみました。ほとんどの人が考える通

り、天窓の周りにサクをつけていなかったから、

男の子が落ちて死んだのだというので、もう全

部の処理は済んでいます。しかし、僕らは、天

窓の実物を全部持ってきて、男の子のダミー人

形をつくり、力学系をつくって、すごく大がか

りな実験をやってみました。そうしたら、普通

にみんなが考えていたのとは全く違う結論が出

てきました。それは、天窓の内側には防火用の

ガラスが入っています。ガラスと天窓の 2つが

両方で空気を閉じ込めていますので、天窓はも

のすごくいい「太鼓」になります。そして、言

葉をかえると、「トランポリン」になります。

子供は、天窓を「トランポリン」だと思って、

上に乗って遊ぶのはすごく楽しいということを

ひそかに学んでいたのだと、僕は思うようにな

りました。 

これは 3年ほど前に起こった事故ですが、ほ

かの天窓にも小さな足跡がたくさんついていた

ということが、きちんと記述されているのです。

ということは、事故が起こるまでにたくさんの

子供たちが、天窓に上ってトランポリンを楽し

んでいたのだろうな、と僕は考えるようになっ

たのです。 

そうなのに、サクをつけていないから事故が

起こったのだと決めて全部を処理すれば、それ

で全部おしまいになるのです。事実、これは事

故としては、そういう扱いでもう終わっていま

す。しかし、それでは、本当にその事故をとら

えたことになっていない。ですから、「サクを

つけたから大丈夫と思っている天窓で、次に落

ちる事故が起こるから、みていてごらんなさい」

といったら、そのとおりになっているのです。 

ですから、こういうふうに、再現実験をやっ

て、きちんとした事柄を一度知識として吸収す

る努力というのは、僕は必要じゃないかと思っ

ているのです。この原子力の事故についても、

みんなで決めてやっていたものだけでない、大

事なものを見落としているという可能性は、僕

はあるのではないかと思います。もちろん、ま

だわかっているわけではありません。 

 

事故の実物を保存しての学習 

 

もう一つは「動態保存」ということです。聞

きなれない言葉ですが、動態保存というのは、

動く状態で保存するというのがもともとの意味

ですが、もうちょっと広く考えて、そのものが

何かの働きをしている状態を保存して、みんな

で学ぶ。機能を持った状態で、それを直接学ぶ

ということだと考えてほしいのです。 

事故が起こったものを早く全部片づけてし

まって、あとは記録をとっておけばいいととか

くなりがちですが、これだと十分に学ぶことが

できません。実物をきちんと保存して、そこへ

みんなが出かけていって、それで学ぶことがで

きるようにするというのが、とても大事だと思

うのです。 

日本航空では、御巣鷹山の事故の後で、あの

原因となった隔壁の実物を、羽田の近くの「安

全啓発センター」というところで展示していま

す。多分、これまでに累計で 8万人ぐらいの方

があれをみているのではないかと思います。実

物をみることで、一体、自分たちは何を考えな

ければいけないかは、事故を起こした実物が直

接に語りかけてくれるし、それが一番強烈で大

事なのだというふうに思うのです。ですから、

最後の第 8番目では、再現実験と、こういう動

態保存ということまで考えて、それで 100年後

の評価に耐えるような知識をつくりたいと思っ

ています。 

こんなことを考えて引き受けましたし、それ

からやり方も、こんなことを考えてやっていこ

うと思っています。 

僕の考えはこんなふうですが、皆さんのほう

には、委員の名簿と、それから、チームの構成、

首相の話、こういうものが配られています。そ

して、組織図も配布されているはずです。これ

を左側のほうからうんと簡単に説明しておきま

すと、社会システム等の検証チーム、事故原因
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等の調査チーム、被害拡大の防止対策等の検証

チーム、この 3つが、事故そのものを直接に扱

ってやっていくチームです。 

このチームは、それぞれのチーム長を決めて

活動をしていきますが、その上にある事故調

査・検証委員会のほうは、10名の委員と、2人

の技術顧問というのが任命されて、これで活動

していきます。それから、法規制のあり方の検

討チームというのが、最後、右側にあります。

これは、原因を調べていくというのとは少し違

って、これから学んだことを社会の中にきちん

と実行していくのに、どういうことが必要にな

るかという、そういうチームです。 

6 月 7 日にこれが発足して、まだ 2週間しか

たっていないわけですから、まだ何もできてい

ませんというところですが、実際には、福島の

第一原発、第二原発の現場を見に行くというと

ころまではやってまいりました。これから大事

なのは、「現地、現物、現人」、この 3つだと思

っています。現地に行く、現物にさわる、それ

から、現実にやっている人にヒアリングをする。

現地、現物、現人という「三現」でこれをやっ

ていくのが、とても大事だと思っていますので、

そういう方向でやっていこうと思っています。 

 

中間報告は年末、最終報告は来夏か 

 

タイムスケジュールでみると、ことしの 12

月末までに中間報告をする。それから、これは

大体がどうおさまるかが決まらないと、やめさ

せてもらえないといわれていますが、僕は希望

というか期待しているのは、来年の夏ごろまで

には大体の方向が定まって、それで、これの報

告をして、おしまいにしたいなと希望していま

す。ただ、希望のとおりになるかどうかはわか

りません。でも、中間報告は 12月の末までにや

るつもりでおります。 

それから、やり方は、検討会を月に 1回ずつ

のペースでやっていきますが、これは公開でや

ります。インターネットでホームページをつく

って、これがわかるようにします。 

それから、ようやく何とかなりそうというか、

準備ができそうなのですが、第1回目の委員会

は開かれてしまいましたが、第2回目からはで

きれば英語の同時通訳を入れて、よその国の人

もこの議論やなんかがきちんとわかるようにし

たいということを考えています。 

ホームページにいろいろな要旨を載せる、発

言の議事録を載せるとか、そういうこともやっ

て、きちんとみんなが知りたいと思うことは知

ることができるようにして、やっていきたいと

思っています。 

先ほどの現地、現物、現人をやろうとすると、

多分とっても大変だと思います。というのは、1

カ所のどこかを、ただ見に行けばわかるという

ようなものではなくて、何回も行かなければい

けないし、関連するところを調べに行くことも

あるし、今度は来てもらって説明をしてもらう

というのもあります。 

このメンバーの人選の中では、従来原子力に

かかわってきた人というのが入っていると、何

か色がついているというか、その見方になって

しまうというので、何か信用されないような部

分があるので、いまのところは、そういうこと

がなるべくないような人選で動いています。た

だ、原子力を扱うのに、わからない人ばかりで

やっているというのは変ですから、必要なとき

になったら、ちゃんとわかっている人に入って

もらうということは、いずれ必要だと思ってい

ます。 

もう一つ、ヒアリングというのをたくさんや

ることになります。先ほどの現地、現物、現人

で、あなたはこのときにどんなことを考えて、

どうだったのですかというのを聞くことになり

ます。菅首相自身は「自分もちゃんとやります

から」といってくれています。そういうことを

関連する皆さんにやる必要があるだろうと思っ

ています。時間が短い中で、どれだけそれが本

当にできるのか、僕もよくわからない部分があ

りますが、やはりきちんと聞きながら、これを

やっていかないといけないと思っています。 

これで大体説明は終わったつもりです。 
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≪質疑応答≫ 

司会（神志名泰裕企画委員） ありがとう

ございました。今回の事故調査に当たっての基

本的な視点とか、あるいは検証の進め方につい

て、わかりやすくお話しいただいたと思います。 

質疑に移りたいと思うのですが、最初に、司

会の私のほうからいくつかお聞きして、その後、

会場からの質問という形で進めさせていただき

たいと思います。 

第 1点は、事実の認定の問題です。委員長の

メモですと、事故の事象そのものを正しくとら

えるとか、あるいは、背景を把握するという点

に関係すると思うのです。その場合に、事実を

とらえるときに、今回の事故は非常に多岐にわ

たりますし、それから、大きな事故の原因の調

査になると、どうしても都合の悪いのは隠した

がるということだと思うのですね。 

この委員会の場合は、これは閣議決定されて

いますが、強制的な調査権限というのはないの

ですが、本当に事実の認定に迫ることができる

のかどうか、その辺の心配はないのですか。 

 

強制的な調査権限はなくてもかまわない 

 

畑村委員長 みんなが一番心配するのは、そ

れだと思うのですね。でも、僕は逆に、強制力

があれば、本当にそれで必要なことが出てくる

のかという、逆の問いかけもあると思うのです。

ほとんどの人が、何か隠しているとか、うそを

いうとか、そういうふうに思っていないのに、

外からみると隠しているようにみえたり、うそ

をいったりしているようにみえる事が多いよう

です。それを隠蔽だとかなんとかいいたくなる

のですね。 

本当にそれを調べていったときに、うそをい

ったり隠したりするものというのは必ず明らか

になってくるのです。それは、いくつもの視点

からそこのところにフォーカスしていくと、矛

盾が起こるのですね。矛盾を起こさないように

するというのは、その人の方向からみたものを、

素直に正確にいう以外はないのだと思うのです。 

僕はよく「おまえみたいに楽天的なやつはみ

たことがない」といわれるのですけれども、ど

うしてもそういうふうにしか僕には思えないの

です。というのは、よっぽど頭のいいすごい人

がいれば、うそをずうっと上手に使って、どこ

からどういうふうにみても矛盾がないように構

成できるかもしれないけれど、ほとんどの場合、

多面視というか、いろんな方向からきっちりと

やっていくと事実が明らかになる。しかも、今

回やっていくのは、どういうふうになるかわか

りませんが、僕は時系列の進行のぐあいを正確

にとらえていったら、うそをつくというのはも

う絶対できないと思っています。 

そういうと、「本当かね」といわれるかもし

れませんが、こんな感じなのですよ。Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄ、Ｅって 10個ぐらいの事柄があって、そ

れは時間進行で、どういう判断をして、何をや

ったかというのを、時間ごとにずうっとやって

いったとすると、うまいこと隠していたり、ち

ょっと都合がいいようにうそをいったりすると、

全部のそいつが出てきたときに「こことここの

関係がおかしくなっているのは、あなた、どう

ですか」というふうにいわれる。そうなると、

もう何も抗弁ができなくなると思うのです。で

すから、これはやり方として、いまいっている

ように時間と事柄との縦軸と横軸をとって、正

確にやっていくと、僕は多分うそはつけないだ

ろうと思っています。それが 1つです。 

もう一つは、隠していたというのが、10年後

でも 30年後でも出てきたときに、あなたの名誉

にかかわることですということを、みんなが思

ってみていると思うのですね。そうすると、今

回のようなものは、何か上手にうまいこといっ

て、さもなきゃ、うそをついて通っちゃったな

んていうのは、もう許されないような事柄では

ないかと思うのです。僕は、それぞれの人に、

どこか誇りというものがあると思っているので、

「つけるウソなら、ついてごらん」という、何

かそんな感じがして、きっとうそをつかないの

だろうと思っています。 

司会 その関連で、具体的なところをお聞き

します。先ほど触れられましたように、福島原

発に行かれて、所長の吉田さんからも話を聞か
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れたということでした。かなり事実関係を調べ

るうえで、納得のいく説明が得られたという感

じですか。 

畑村委員長 この間は、まだそういうところ

まで入っていける段階ではなくて、いま、こん

なことが、こういうふうに起こっているという、

それの説明です。こちらがどういう疑問を持っ

て、何をしたいかというのは、これからの話で

すね。先日行ったときは、放射性の水の処理も

まだ確定していないところでした。これ、どう

なるのだろうか、これをとにかくきっちりと処

理するところをやらないと、まだ先に進めない

という、そういう段階でした。 

司会 事実関係について、総理大臣とか経済

産業大臣とか総理補佐官、こういった方からも

聖域なく事情を聞かれるのだと思うんですが、

いつごろ、あるいは、どういった点を聞きたい

とかいうのは、何かいまの時点であるのですか。 

 

入口は自分から見えた景色の記述 

 

畑村委員長 どういう視点で何を聞けば、こ

の全体像がちゃんと出てくるのかというような

ことは、まだ具体的にはできていません。これ

をどういうふうな方向から何を聞けばいいかと

いうのを、至急つくり上げようとして、委員の

中でディスカッションを始めようとしています

が、まだ発足していくらもたってないから、そ

こまで進んでいません。 

司会 委員長の著書を読ませていただきま

すと、客観的な事実の説明よりも、生々しい発

言といいますか、その時点で何を考えていたの

かとか、そういうところを聞き出していくのが

大事だと……。 

畑村委員長 僕はそういうふうに思ってい

ます。世の中、みんな、客観的事実が大事だと

いうことをよくいいますが、「あなたのいう客観

て何ですか」と僕はいつも聞きたくなるのです。

結局、自分のほうの側からみて、人に説明しや

すいもののことを客観といっているだけで、本

当は、自分にはこうみえた、こう考えたという

ことしかないのじゃないでしょうか。そういう

議論によくなっちゃうんですね。しかし、何か

世の中ではいろんなものの論理を構築して、説

得して、さもなきゃ議論してというときは、客

観性がないといけないというのをよくいうので

す。客観性と論理性ですね。 

でも、そんなに立派に初めから考えて、みん

ながみんなそんなふうには僕はできないと思う。

だから、自分の側からみたらこうみえた、それ

は全体像の中ではどういうことだから、自分に

はこうみえたのかというふうに、逆に論理をた

どっていくようなことをしないといけないので

はないかと思う。最初の入り口は、自分からみ

えた景色を記述することじゃないかと思ってい

ます。 

司会 情報の公開について強調されました。

確認の意味でお聞きしたいのですが。この委員

会は、2 回目以降はインターネットで会合の内

容自体を公開するということなのですか。 

畑村委員長 インターネットで、リアルタイ

ムにですか。 

司会 はい。 

畑村 さあ……。 

司会 という意味ではないのですか。 

畑村 ではないのですね。 

司会 あるいは、取材記者に全部オープンに

するとか、そういうことではない。 

畑村委員長 基本的に第1回のときも、部屋

が小さいから、そんなには入らなかったのです。

これの 3分の 1ぐらいの部屋かな。周りじゅう

全部、何かぎゅうぎゅうで、テレビも撮ってい

ましたが、本当は入り切れないで困っちゃった

のです。でも、それはそのままインターネット

に流れていたのかもしれません。動くともう議

論ができないから、固定のカメラで撮ってくだ

さいというのをお願いしただけだから、どうい

うふうにそれが報道されていたか、僕はみてい

ないので、わかりません。 

司会 基本的にはオープンにして……。 

畑村委員長 基本的には、この会議そのもの

ですね、第 1回、第 2回、第 3回といっている

ようなものは、きちんとオープンでやるつもり
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でいます。 

司会 議事録も公開される。 

畑村委員長 はい、議事録も公開します。で

も、この議事録公開って、本当にやろうとする

と大変でしてね。例えば 2時間ぐらいのものを

やるとすると、Ａ4の紙にして20枚か25枚か、

そのくらいになる。発言の中身を別に変えよう

なんて思わないでも、てにをはを直して論旨を

正しく伝えようとすると、それだけで随分大変

になります。言葉でしゃべっているのと書いて

いるものって随分違うから、初めから大変だな

と思っています。 

司会 公開の問題については、キーマンとい

いますか、カギになるような人の聞き取りとか、

そういったものも公開する考えはあるのですか。 

 

ヒアリングの公開性も単純な話ではない 

 

畑村委員長 これは大変に微妙なところと

いうか、思案しているところです。ほとんどの

人は、ヒアリングというのをやって、それはオ

ープンになっているといったら、多分しゃべっ

てくれないのではないだろうか。それは、利害

があってという、そういうこともあるけれども、

それより前に、「素直にちゃんとお話しするとい

うつもりはあるけれど、それが世の中にそのま

ま出ていって、ほとんど無防備に批判にさらさ

れるようなところだったら、自分はしゃべるだ

けの勇気はありません」といわれてしまうので

はないかと思うのですね。 

これは、非公開にする、公開にするというと

きに、いつも起こることだと思うのですが、そ

のヒアリングを受ける人自身が、どういう考え

かによって随分違うと思っています。ほとんど

の方は「中身はちゃんと話すけれども、自分の

いっている真意が正確に伝わるようなことがで

きるのでなければ、オープンにするのは困りま

す」といわれるのではないでしょうか。 

しかし、ものすごく公共性の強い仕事をやっ

ていられる方、例えば首相のような方とか大臣

の方、さもなきゃ会社のトップのような方のと

きは、これは逆にその人も、いろんな意味の考

えをよその人に直接感じ取ってほしい、聞き取

ってほしいという希望をお持ちになるのではな

いかなと思うのです。そういうときは、その人

がきちんとオープンにすることを了解されて、

それでやろうというのだったら、このヒアリン

グがオープンになるということは、大いにある

ことだと思います。 

それで、第 1回目のときから、そのことはみ

んなで議論になっているのです。このオープン

にする、しないということ自身が、それぞれの

国の文化に直接に絡んでもいる。「よその国だっ

たらば公聴会の格好でみんな出るのに、何であ

なたの国はやらないのですか」といわれると、

「いや、やっぱり国と文化が違うと、そんな簡

単にはいえません」と答えざるを得ないんじゃ

ないかと思っています。 

司会 報告書等について確認の意味でお聞

きしたいのですが、来年の夏をめどにというの

は、これは原発の事故が収束するめどがつけば、

最終報告のめどという意味ですね。 

畑村委員長 はい、そのつもりでいるのです。 

そういうふうに期待しています。 

司会 その手前に、年末に中間報告があるわ

けですね。これだけ大きな問題ですので、中間

報告を出すのもなかなか難しい気もするのです

が、一方では、もうちょい早くできないのかと

いう意見もあります。例えば人によっては、優

先して検証する項目……。例えば事故直後の対

応についてはこうだとか。ある程度優先事項を

決めて、早目早目に出していくという、そうい

うやり方はできないでしょうか。 

 

知りたいときに「中身」が分かる文化を 

 

畑村委員長 みんなが納得するということ

の中身と、すごくそれは絡んでいることなので

すね。僕はやっぱり、みんなが知りたいことが

知りたいときにわかる形で伝えられるというの

は、ものすごく大事なことだと思っています。 

それなのに、今回のこの事故について、知り

たいときに知りたい中身がわかる形でというふ
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うになっていない分だけ、日本じゅうはいま、

とってもイライラしているというのを通り越し

て、何か自信がなくなっちゃっているような感

じがするのです。 

それで、ちょっと言葉が過ぎるかもしれませ

んが、この検証委員会というのは、本当は事故

が起こったら1週間とか10日後ぐらいにはもう

発足していなきゃいけなかったものなのではな

いかなあ、と。自分がやるなんてことじゃない

ですよ。そんなものが来たら、「うん」といえっ

こないけれども。でも、本当は、こういう事故

が起こったら、そのくらいのことがさっと動き

始めるような、日本の中の文化というか、そう

いうものをつくって置くべきだったのではない

かというのをすごく思っています。 

それで、3 カ月たったときに、まず中間報告

か、さもなきゃテンポラリーな、これとこれだ

けはこうだったというのが出ているのでないと、

日本の国の信用にかかわることのように、本当

は思っています。「じゃあ、そんなことをいうの

なら、おまえ、ちゃんとやるのか」といわれた

ら、「いや、とても、そんなことなんかまだでき

ません。10日しかたっていませんから」ってい

うしかしようがないのですけれども。本当はこ

ういうことって、やっぱり知りたいときに知り

たい中身がわかる形で出てくるような、そうい

う文化をつくらないといけないと思います。 

司会 委員長は失敗学をずうっと専門にや

られていますが、そういう立場から今回の原子

力災害をどういうふうにみるのか。著書の中で、

原子力については、専門家は原子力の本体その

ものについては非常に一生懸命やるけれども、

その周辺のところの対応が極めてずさんだとい

うようなことも書かれていますが。 

畑村委員長 いま、おっしゃった見方という

のが、基本になるのじゃないかと思うのです。

原子力をやっている人たちって、本当に真剣に

一生懸命考えるし、きちんとやるべきことをや

っているのです。そうなのに、それが外に伝わ

らない。伝わらないのはなぜかというと、「原子

力をやる人って、みんな、安全、安全といって、

安全じゃなかったじゃないか」って、まずみん

なそういいたくなっちゃうのですね。でも、原

子力をやっている人みんなが、安全、安全と本

当にいっていたかというと、「そんなこといった

ことないよ」という人が多いのです。それは、

原子力というのには、何かの危なさなり、注意

しなきゃいけないことなり何なりがある、とい

うことを知った上でいっているけれど、全体で

は安全だといわないとみんなにしかられるから、

だから、安全だといっていたのだというような

部分があると思うのですね。 

しかし、もう一つあるのは、そういいながら、

やっぱり原子力をやっている人たちは、原子力

のいってみれば原子炉の釜というか、あの辺の

ところばっかりに注意が集まっている。その外

側のところに注意が同じ程度に払われなきゃい

けないのに、それが払われていないのです。 

今回の事故より前の中越沖地震の後に、柏崎

の刈羽原発が被災したときに行ってみると、原

子炉は全然傷んでなくて、その心臓部はちゃん

とそのまま大丈夫なのですね。しかし、その外

側のところは、同じだけの注意を払って、同じ

だけの強さになっていないから、あっちこっち

がいろんなふうに壊れているのです。結局、全

体としては発電ができないということには変わ

りがないのです。 

発電所の求められている機能は何かという

と、電気をつくり続けるという、それだと思う

のです。電気をつくり続けるということの一つ

に、原子炉もちゃんと動いていなきゃいけない

けれども、その周辺もちゃんと動いていないと

いけない。だけど、その周辺のところは、原子

炉と同じだけの注意ではみられていなかったと

いうところが、いろんな種類の事故を起こして

います。変圧器のところが火事になっちゃった

なんていうのも、そういうことに僕にはみえる

のです。 

同じようにみると、今度の福島のものも、津

波でもうめちゃくちゃにやられているけれど、

じゃあ、津波だけでやられているのかといった

ら、そうじゃなくて、地震でやられているもの

だってあるのです。地震で原子力のどこかの部

分がやられたかをみると、その周辺のところが

いろんなふうにやられているというのがあって、

全体として機能不全になっちゃっているという
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のがあるのです。 

ですから、僕は、原子炉を大事にするのはい

いけれども、関心があまりに真ん中のところに

だけ集まり過ぎていること自身がものすごく危

なくみえる、というのを学ばないといけないの

ではないかと思います。 

司会 ありがとうございました。それでは、

会場の皆さまからの質問を受けたいと思います。 

質問 背景を検証するということに関連し

て、この半世紀にわたる原発問題についてのメ

ディアの来し方といいますか、それについても

当然触れることになるのではないかと思うので

す。その点、いかがでしょうか。 

畑村委員長 メディアそのものが、原子力を

どう扱ってきたかという、そういうことですか。 

質問 先ほど先生がおっしゃった安全神話

に絡んで、それに加担した部分もあるのではな

いかという指摘が相当あるものですから、その

点についてのことなのですが。 

 

メディアは安全神話に加担したのか 

 

畑村委員長 やっぱり原子力というのは危

ないし、怖いなと思っているほうからみると、

あれが安全だといって、本当にそうだと思って

いる人もいるのだろうけれど、そういう方向の

報道をしていたから、果たしてそうなのかなと

いう疑問もある。「そんなのすごく危ないから、

そんなことないよ」というのをいっていた人た

ちもいっぱいいた。僕は、例えばメディアが一

つになって、一斉に原子力を推進して、絶対安

全なものだから、そういうふうにやるのだと動

いていたなんてことはないと思うのです。いろ

んな人が、いろんなふうにいったというのがあ

ると思います。 

ただ、全体で大きくみたときに、例えば 1960

年とか 70年ごろに報道していた原子力、それは

どういうふうに取り扱っていたか。僕は多分、

電気が欲しい、電気が欲しいというのをすごく

強く思っていたから、やはり原子力を希望の星

だと思って、そう感じて、そういう報道をして

いたのではないかと思うのです。思うっていっ

たのは、これ、全然調べていないからわからな

いのですけれども、そんな気がするのです。 

ただそれから後に、例えばスリーマイル・ア

イランドのことがあったり、ＪＣＯのことがあ

ったりすると、何だかおかしいぞというふうに

思うようになれば、何だかおかしいという方向

をうんと強調するような報道がいっぱい出てき

たというのもあると思います。 

だから、どれかに色が染まって、どれかだけ

をやっていたとか、そういうことはないと思い

ます。ただ、大きく日本の国民が欲しい方向と

いうのに、すごく影響を受けていたのではない

かなというふうには思います。思うだけで、検

証はしていません。 

質問 2002 年 8月 29日に、原子力安全・保

安院に対して内部告発があったという事実があ

ります。それは、原子炉の故障やひび割れとい

う問題についての内部告発でした。安全・保安

院に対してあったわけでありますけれども、安

全・保安院は 2年間それを放置していた。で、

その間に、東電に内部告発の情報を横流しして

いたという事実があります。これは、福島県知

事の佐藤栄佐久さんの時代のことのようであり

ます。この安全・保安院を、原子力を推し進め

ようとしている経済産業省から独立させるべき

だという意見がかなりあると思うのです。それ

に対してはいかがお考えでしょうか。どういう

調査をされるか。 

 

プロモートとチェックの同居は不自然 

 

畑村委員長 シュラウドのひび割れの問題

だろうというふうに思うのですが、プロモート

する部分と、それをチェックするところが同じ

省庁の中に入っているのって不自然じゃないか

というのは、組織としてみたときに、やっぱり

不自然だと思うほうが普通じゃないかと思いま

す。ＩＡＥＡの勧告でもそれをいわれて、それ

をまたやっていないで、きょうの新聞を読んだ

ら、日本はいつまでもそれをやらないでいるか

らおかしいのではないかといわれている。組織
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としても完全に分かれていないといけないでは

ないかと僕も思います。それは明快で、やっぱ

り一つのところにいるのは不自然ですよ。 

だから、そうならなきゃいけないけれども、

でも、今度また別の「でも」という話になる。

突然に、初めから独立したそういうものをちゃ

んとつくればよかったかというと、人材養成か

ら、技術的知識のあれから、全部できるかとい

ったら、これまたすごく難しいことだという気

がするのです。そういうふうに考えると、ある

ところまではいいけど、ある段階になったとき

に組織として切り離すというようなことが、現

実問題としては必要かもしれないという気がし

ます。 

だから、2002年に起こったそのときに、それ

が独立していないのはおかしいといったら、そ

のときから分離する動きをちゃんとやっておく

べきだったのだろう。そういうことはいえるの

じゃないかと思います。いまＩＡＥＡは、この

前勧告したのに、まだやっていないじゃないか

と、そういってきているという。そんなことが

起こっているのですね。 

質問 来年の報告では、そういう問題に言及

されるのですか。 

畑村委員長 さあ、わかりません。 

質問 2 点おうかがいさせてください。まず

1 点目は、世界じゅうでいろんな失敗が起こっ

ていて、それが検証されてきていると思うので

すけれども、今回の事故を検証する際に、日本

の文化なり、あり方において、特に注意を払い

ながら検証すべき点というのはあるのでしょう

か。ちょっとあいまいかもしれませんが、例え

ば日本独自の人間関係であったり、あるいは組

織のあり方であったり、そういった特徴の中で、

特に気をつけながら検証を進めるべき点などが

あれば、教えていただけないでしょうか。 

2点目なのですが、先ほど…… 

畑村委員長 1 点ずついってくれませんか。

2つやると、わからなくなっちゃうから。 

いまの 1点目のものは、僕はやはり日本特有

の問題というのはきっとあるだろうと思います。

あるだろうと思うけれど、日本特有のものだと

認識するには、よそを調べないとわからないの

ではないかと思うのです。ですから、日本だけ

を調べていれば、日本特有の問題がわかるかと

いったら、そういうことではないとすると、よ

その国のこともきちんと調べるなり、わかるな

りしてからでないとそうはいかない。すると、

こんな短い時間の間に、そういう全部を背景と

して持っているのでない僕らのような、いって

みればにわかづくりの委員会が、そんなところ

まで本当にできるのかねという……。やっぱり

そういう文化的な背景のようなものをみなきゃ

いけないときは、すごく時間がかかるのじゃな

いかなあという気がします。 

とっても僕が怖いのは、日本の中だけで一生

懸命調べて、いいのだと思ってやっていて、よ

その国ではもっと全然違うことが進行して、当

たり前になっているのに、全然気がつかないで、

日本だけはひとりよがりでいいことにして動い

ていたなんていうのがあると、とっても怖いな

というふうには思っています。思っているけど、

思っているだけです。 

質問 2 点目なのですが、先ほど原子力につ

いてお話しなさっていたときに、以前から、大

変怖いものであるけれども扱っていかなきゃい

けないという言いぶりでした。そのようにおっ

しゃっていたと思うのですが、この事故の後で、

原子力に対するお考えというのは変更があった

のかどうか。 

畑村委員長 怖いというものは、やっぱり怖

いんだなあということは思っています。ただ、

先ほど黒部ダムの話をしました。みんなが電気

を欲しくて、電気がなかったときに何が起こる

かというのを、昔なかったときに……。ようや

くいま、ここまで電気が使えるようになってい

る。このありがたさというか、それを、そう簡

単にスパッと捨てちゃうなんていうことは、僕

はできないのではないかと思うのです。「じゃあ、

原子力、どんどんやれというほうなの？」とい

われれば、いや、そんなこともいえない。これ

は怖いから。初めから怖いからというのでみて

いるから、相変わらず、どっちかに変わったと

いうこともない。揺れているわけでもなくて、

でも、これ、どうすればいいのかよくわからな
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いという感じがします。 

いま、おなかがそんなにすかないで、みんな

がちゃんと物が食べられているから、おなかの

すいたときの話というのは、ただお話としてだ

け、みんな聞いているかもしれない。けれども、

おなかがすくって、僕はすごく大変なことだと

思うのです。それと同じように、電気が不足す

るつらさとか怖さというのは、いま、僕らが普

通に思っているより、もっとずうっと怖い恐ろ

しいことのように思えてしようがないのです。

だから、そのバランスで考えていかないといけ

ないのではないかと思います。 

質問 事故調が発足して2週間足らずですけ

れども、そうはいっても、福島の第一、第二に

行かれたというお話でした。この 2週間で、ど

んな進捗状況なのか、福島にはいつごろ行かれ

て、どんなことをヒアリングしてきたのかなど、

この 2週間で取り組まれたことをもうちょっと

詳しく教えてください。 

畑村委員長 今月の 7日、とにかく発足しま

した。それで、どういう方向の何を、どう進め

ていけばいいかというのもわからないでいるけ

れど、委員がきちんと決まって、どういう方向

できっちりと動いていかなきゃいけないのかと

いう議論を、集まれる人でやるという、全員が

集まるなんて、もうとても無理でしたので、で

も、そういうことをやろうというふうにして、

動き始めています。 

6月の 17日ですから、先週の金曜日に、福島

の第二と第一に行ってきました。朝 7時に出て、

帰ってきたのは夜の 11時。それから記者会見を

やった。11時半からやって、1時前に終わった

のかな、何かすごく大変でした。 

委員のうちの半分ぐらいの人が、とにかくそ

のときなら行けるから行こうというんで、行き

ました。東京からバスに乗って、Ｊヴィレッジ

で着がえて、それから中の説明を聞いて、福島

の第二に行きました。それで、中をみせてもら

いました。あそこは決定的にだめになっちゃっ

ているというのではなかった。かろうじて何と

かなったという感じを持ちました。ただ、津波

は、みんなが考えているよりも、津波の駆け上

がり、遡上は恐ろしいものだなあというふうに

感じました。向こうから来たやつが、坂道をど

んどん上って、高いところまで上がってきてい

ます。だめになったところはだめになったなり

にみてきました。 

 

ショックだった３号機の壊れ方 

 

その後、福島の第一に行きました。それで、

いろんなものをみせてもらったのですが、一番

自分にとってショックだったのは、3 号炉のぶ

っ壊れ方です。ものすごい壊れ方で、あそこに

行かないと感じないという、そういうものを非

常に強く感じました。ただ、被曝がすごく強い

ので、長い時間いられないから、みるだけみた

ら、すぐ次に行かないといけないというので、

次々と動いていきました。 

もう一つ、非常にびっくりしたのは、防波堤

というか、海のほうの施設です。水を取るため

に海の水を導いてくるわけですが、仮にそれを

防潮堤というとすると、コンクリートでつくっ

てあった防潮堤は、高さが 10ｍあったという巨

大なものです。それの津波が来る前の写真をみ

せてもらっておいて、現場に行ったら、10ｍの

防潮堤はきれいになくなっちゃっているのです。

それで、向こう側に置いてある巨大なテトラポ

ットが、そのまま丸裸でみえています。という

ことは、津波の第一波で、防潮堤の 10ｍのやつ

はこっぱみじんに壊れているのです。それが壊

れていて、それが発電所を襲っているわけです。 

ほとんどの人は、津波というのは、何か水の

高さがぐうっと上がってくるもののように思っ

ているけれども、実態としてあそこで起こって

いたことはそうじゃなくて、水平方向に超高速

で移動している水流だというふうに考えないと、

あの現象は理解できない。10ｍの防潮堤が1回

の波でこっぱみじんに飛ぶというのは、水の高

さが高くなったなんていうものではなくて、水

平方向に多分時速50kmとか100kmかどうか知り

ませんが、そういう速度であって、その衝撃力

で吹っ飛ばされているのでないと、あれの説明

はできないと思います。 
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ですから、どのくらい普通に考えられないよ

うな過激な動きが起こっていたかというのは、

どこかでそれはちゃんと分析すれば、そういう

ことは出てくるのだろうと思います、が、実際

そこに行って自分で眺めて、自分の頭の中で先

ほどいった時間軸を入れて、どんな光景がどう

なったのだろうと考えてみると、非常によくわ

かります。やっぱりみに行かないといけない。 

それからもう一つ、重要免震棟というところ

に行って、発電所の中をコントロールしている

人、あそこに 200人ぐらいがいるのかな、その

人たちが働いているところに入って、いろいろ

なものをみせてもらってきました。そうしたら

これは大変で、やっぱり放射能が入らないよう

に、目地をとめて全部やっているから空気がこ

もっている。それで暑くて仕方がないので、み

んなが普通に制服を着ていると思ったら、ちょ

うど夏のステテコと下着でふろ上がりのような、

あんな形で全員が仕事をやっていました。事務

をとっているところでそうなのです。 

本当に中に入っている人は、僕らも被曝しな

いようにするためのものを着て入りましたが、

それは大変で、僕らがそこらで考えているよう

なものとは全く違うものだなあ、ということを

実感しました。 

朝 7 時に出て、夜 11 時だかに帰ってくると

いう強行軍をやったのですが、にわか仕立ての

委員会なものですから、もともとの予定をみん

な変えなきゃいけないのです。1 日しかとれな

いから、1日で行こうってやって、ＩＡＥＡは 2

日かけてみましたというのを、僕らは 1日でみ

てきました。「いや、もう死ぬ思いだね」といっ

て、そんなことをやりました。 

司会 時間が 15 分ぐらいオーバーしており

ますので、じゃあ、お二人……。 

 

政府のIAEA報告書の検証は？ 

 

質問 政府のＩＡＥＡへの報告書のことで

お尋ねしたい。先日、事故の原因とか、それか

ら得られる教訓とか、それをもとに、今後のい

ろんな指針とか対策の見直しというのが盛り込

まれたものが出た。あれは第三者の検証を受け

ていなくて、政府から発表されたときに、今度

できる事故調査・検証委員会の検証を受ける、

待つというような発言もあったのですが、実際、

今回の調査委員会で、政府のＩＡＥＡ報告書を

検証されるのでしょうか。 

畑村委員長 さあ、困っちゃったな、そこまで

ちゃんと考えて……。多分、全部考えなきゃい

けないのだろうとは思うけれど、「それをちゃん

と検証してやるのですか」といわれて、「はい、

そうです」というのか、「いや、やりません」な

のか、ちょっと答えがわかりません。 

質問 お答えづらいことをお聞きするので

すが。私は政治の専門なのですが、先ほど菅総

理からもきちんと話を聞くということでした。

これはスピードが必要な話だと思います。総理、

それから海江田さん、枝野さん、細野さん、こ

ういう方々から、先ほど公開というか、できる

だけ公人はとおっしゃった。また一つ一つの事

実をやっていけば、うそはばれるよとおっしゃ

ったけれども、そういうことを本能的に調整す

ることでは、政治家は、日本の種族の中で一番

したたかな人たちなのですが、その部分を担保

する方法というのは考えておられますか。 

畑村委員長 答えにくいといっても、答えや

すいといっても、わからないのですけれども、

僕はそういうものは持ち合わせていません。だ

から、どういうふうにすれば、それがちゃんと

行くのかといわれても、僕にはわからない。そ

うするとまた、強制力を持たせないからいけな

いのだという、そういう話もあるけれども、僕

は最初にいったように、強制力を持たせたから

ちゃんとしたものがわかるという性格のもので

はないだろうと思うから。あと、あんまり答え

にならないですね。でも、その人たちも、やっ

ぱりちゃんと誇りがあったら、時間がたったと

きにきちんとした評価に耐えられるようなこと

をやってくれるだろうと思っています。 

司会 ありがとうございました。20分近く予

定をオーバーしてしまいました。最後にゲスト

ブックに書かれた畑村さんの言葉を紹介します。

「人はだれでも間違える」というものでありま

した。一言。 
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畑村委員長 僕は、やっぱりそれが一番大事

だというふうに思うのです。自分じゃちゃんと

一生懸命やって、ちゃんとやっているつもりで

も、後から思ったら、ワーッということが僕は

よくあります。だれでも、どこかで人は間違え

るというのを入れて、自分も自戒しなきゃいけ

ないけど、僕は人にも優しくないといけないな

というふうに思っています。 

司会 どうも長時間ありがとうございまし

た。（拍手） 

（文責・編集部） 


