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立検証委員会(民間事故調)による報告書が発表された。３０人の若手研究者、ジャ
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方はどうだったのか。この報告書は、あの原発事故を「危機管理とガバナンス」に照
準を合わせて検証している。
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その成果がこの報告書だということを、まずお

司会：川村晃司企画委員

伝えしたいと思います。

ただいまから福島原発事故独立検証委員会
（通称：民間事故調）の検査報告書についての

私ども報道機関ではございません。あくまで

記者会見を始めます。昨年 10 月から船橋洋一

民間の「一般財団法人」がプロデュースした調

さんが日本再建イニシアティブという財団を立

査・検証のプロセスでございますけれども、そ

ち上げられ、民間の力によって福島原発事故の

の過程で、日本の報道機関のさまざまな調査報

検証を行うことを計画されました。その後かな

道に助けられました。ジャーナリズムによる真

りのスピード感でさまざまな方々とワーキン

実の追求とその成果も我々は貪欲にこの報告書

グ・グループを作り、政治家・官僚・専門家な

の中に盛り込んでおります。市民社会が総力を

ど多数の人に調査をされて、きょうまとめられ

挙げて作ったものであるというふうにご理解い

たということです。残念ながら東京電力にはこ

ただきたいと思っております。

の調査には応じていただけなかったということ

私たちは特に「危機管理とガバナンス」の観

であります。きょうは最初に日本再建イニシア

点からこの検証をいたしました。もちろん、技

ティブの船橋洋一理事長から民間事故調の意義、

術的な側面、それから運用の側面にどのような

これまでの経過などについてご説明いただき、

問題があったのかということも、非常に深く調

その後でここにお並びの各委員のお話を伺いま

査・検証いたしましたけれども、私どもとして

す。

はこの事業者、それから国が危機においてどう
いう対応をしたのかというような観点、それか
ら規制のあり方はどうだったのかという意味で

船橋洋一理事長

の危機管理、ガバナンスというものに照準を合

「市民社会による真実追求」

わせて検証をしてきたつもりであります。

昨年（2011 年）10 月にこの「民間事故調」
を立ち上げたときにも日本記者クラブで報告を

できなかったこともあります。東京電力には
私どもは書面でもって、それから私どものエデ
ィターが直接足を運んでお願いにも上がりまし

させてもらいました。あれから 4～5 カ月、よ
うやくきょうこの「福島原発事故独立検証委員

た。また東京電力の方もいろいろと考えてはく

会調査・検証報告書」を発表することができる

ださったのだろうと思うのですが、残念ながら
結果的には 3.11 の原発事故の後、東京電力の責

ようになりました。本日、この会見の後、首相
官邸に参りまして、野田総理に北澤委員長およ

任のある経営者、担当者の方々へのインタビュ

び委員の方々からこの報告書をお渡しすること

ー要請はかないませんでした。

になっております。

しかし直接の正面からのインタビューでは
ありませんでしたが、東京電力のＯＢの方々、

私はまず北澤委員長と委員の皆さんにお礼
を申しあげたいと思います。30 人近いワーキン

あるいは現役の方々も含めて、いろいろな方か

グ・グループの研究者の方々が 300 人以上の当

らのお話も伺って、その結果も盛り込んでおり
ます。我々が迫りたかったけれども十分に迫り

事者の皆さんにインタビューをして、事実認定
を一つ一つ固めながら、このような検証報告が

切れなかったというようなこともまた報告書に

作成されたわけですが、これはあくまでも「福

は記しておりますので、そこも含めてお読みい
ただければと思います。

島原発事故独立検証委員会」の委員の方々が共
同執筆をしたという性格のものでございます。
一つ一つの議論にも非常に深く加わっていただ

北澤宏一委員長

き、何度もドラフト（草案）を読んでいただい
て、単に大きい方針を示すというだけではなく

「安全神話で自縄自縛状態に」

て、それぞれの「検証」のところにまでいろい

半年前に船橋さんからこういうお話をいた
だいたときに、民間事故調って一体何ができる

ろ知見を共有していただいたわけであります。
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のだろうということを私自身も疑問に思いまし

は原子炉そのものよりも、使用済み燃料棒の冷

た。｢民間事故調には何の権限もないではないか、

却プールであったという事実があります。なぜ

それで何が調べられるんだ」と言われた方も多

危険なものを過密に配置していたのか。これが

くいます。

まず大きな問題であると私は感じております。
3.11 の地震以来、制御不能に陥っていった福

ただ、ふたをあけてみて、私がいまびっくり
しているのは｢これはもしかすると私たちのや

島第一原発は、3 月 14 日から 15 日にかけて、

り方が成功したのかもしれない」と私自身が思

最も大きな危機を迎えたわけであります。この

っているということなのです。30 人ほどの若手

ころ首相官邸は、｢国がもたないかもしれない」

の専門家、
ジャーナリスト、法律家のような方々

という大きな危機感の中にありました。その危

が、熱心にインタビューに努力されて、回って

機の中身は、原子力委員長の近藤(駿介)さんか

歩かれた。そして、約 300 人の関係者とヒアリ

ら出された報告書に書かれており、私たちの報

ングを行ったわけです。その結果はどうだった

告書の中でも「最悪のシナリオ」として、その

のかというと、東電も、現在の方々はインタビ

まま付録として付いております。その最大の危

ューに応じてくださらなかったけれども、ＯＢ

機を迎えたころ、東電の清水社長から、官邸に

の方々や「どうしても自分はこういうことを話

対して、福島第一発電所から第二発電所へ、現

したい」という匿名の方々は非常に熱心に話し

場作業員を撤退させたいという許可願いの電話

てくれたのです。若い 30 人に対して「これは
オフレコだけどね」とか「こういうことは自分

が再三かかってきたということが、この報告書
に書かれております。

はもっと話したいんだけどね」というような感

しかし官邸はそれを許可しなかった。むしろ
菅首相みずからが東電に乗り込み、15 日の暁の

じであったのです。そのことはこの報告書を読
んでいただけば、皆さんにも伝わってくると思

東電での菅首相の演説というのが行われたわけ
であります。そのときに、
「命をかけてくれ、撤

います。
インタビューを受けた方々は、これまで何ら
かの形で原子力行政の推進にかかわってこられ
た方々であるわけですが、お一人お一人にとっ

退はあり得ない。撤退したら東電は必ずつぶれ

て忸怩たるところがあったということなのです。

ます。これは報告書でも、微妙な表現になって

だから若者たちには伝えておきたいという気持
ちでインタビューに応じておられた、そんな感

おりますが、その「撤退」というのがどういう
状況であったのかといったようなことがこの報

じがするわけであります。

告書を読んでいただくとわかってくるのではな

る」といったような、ちょっと常識を超えた形
での檄を飛ばすような状況があったわけであり

いかと思います。
結果的には東電は、600 人ほどが撤退し、吉

｢過密」が「並行連鎖」を生んだ

田所長ら決死の覚悟をした 50 人（いわゆる「福
島フィフティー｣)が残留して、その後の原子炉

きょう、この 30 人の若手調査ワーキング・
グループが 6 カ月間努力した結果を、福島第一

への注水という重要な作業を続けて、結果的に

発電所事故についての世界で初の包括的な報告

は収拾方向に向かったということが言えるかと
思います。

書としてまとめることができました。調査を終
えて、いま私が最も気にしていることは、福島

その意味で言うと「福島フィフティー」が残
留したということは、ある意味では菅首相の最

の第一発電所は、放射能の源が非常に過密に配
置されていたということであります。それらが
相互に影響し合って、｢並行連鎖」のような形で

大の功績であったかもしれないと、我々が思う
ところもあるわけであります。しかしながら、

大きな事故に至ってしまったということであり

今回の危機に対応するに当たりまして、官邸主

ます。そして事故の過程で明らかになってきた
こととして、最も危険だと思われたことが、実

導による現場への「過剰介入」とでも言うべき
介入があったわけでありますけれども、そのほ
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とんどは、私たちの検証では、あまり評価する

残されるというようなことがずうっと起こって

ことができなかった。そのようなことがここに

いたということがいえると思います。メーカー

も書かれているかと思います。

と電力会社の間でも「安全性向上」というよう

では官邸の「過剰介入」がなぜ起こったのか

な言葉はタブー、つまり「使ってはならない言

というと、原子力安全・保安院や原子力安全委

葉」という範疇に入っていたということであり

員会の存在感が官邸において非常に希薄で、情

ます。

報が伝わって来ず、官邸の中の情報流通が滞っ

安全規制にこれまでかかわってきた政府の

てしまい、そのことによって疑心暗鬼状態が起

高官たちもこの自縄自縛状態に陥っていて、一

こっていたというようなことが、この報告書に

人一人が「私も問題であるとは思っていた。し

書かれております。

かしながら、自分一人が何か言い出してもどう
しようもない、みんなが空気を読み合って、惰
性でそのまま続いていた」というような供述を

ガラパゴス化した安全規制

しておられる。そのような「空気を読み合う」

今回の事故による放射能被害を大きくした

という状態、惰性で動く状態を続けるような日

直接的な原因は、何といっても苛酷事故への備

本の風潮が今後も続くようであれば、原子力の

えを怠った東電と、それから監督をすべき立場
にあった原子力安全・保安院など、国の責任感

安全性は望むべくもありません。その意味でも
これは非常に大きな警告を発する調査になった
のではないかと思います。日本では事故の危機

の欠如、そして組織的な怠慢にあったというこ
とが、この報告書で述べられております。スリ
ーマイルアイランドとか、チェルノブイリ、あ

対応ができていないということがわかったわけ
でありますが、これに関しましては、今後いろ
いろなご意見が出されるかと思います。

るいは 9.11 テロ事件を経験した欧米の国々は
安全への対策を種々講じてきたわけですが、日
本では残念ながらそれがなされてきませんでし
た。細かい点を挙げるならば、水位計などのセ

国民への情報伝達のあり方

ンサーから始まって、ベントのフィルターがき
ちんとついていたかどうか、遠隔操作用のベン

さらにＳＰＥＥＤＩとか、放射能の分布状態、
「最悪のシナリオ」などの検討された情報がす

トのハンドルをつけたかどうかというようなこ

べて、｢国民がパニックに陥るかもしれない｣と

とも含めて、危機対策の改善、それから組織改
善の点でも、日本の組織はあまりうまくないの

いう理由で隠匿され、それが後になってポロポ
ロと小出しで出されるというようなことが起こ

ではないかという勧告がアメリカからもあった。

り、そのために、国民の政府に対する不信感が

にもかかわらず、東電や国は海外からのサジェ
スチョン（助言）を無視してきたということも

増幅されたという面があります。その意味で、
この報告書の中でも「隠匿された情報」といっ

わかりました。

たような記述があちこちに出てくるかと思いま

そして、私たちの調査では、その原因として
大きいのは、安全神話による自縄自縛状態が発

すが、このような危機に陥ったときに情報をど
のように国民に伝えるのかということは、これ

生していたということでした。｢安全神話による
自縄自縛状態｣というのは｢100％安全なものに

からの日本にとって非常に大きな問題であると

なぜこれ以上安全策が必要なのか｣という論理

今回の事故への対応の中で、官邸も現場もそ

であります。このことが原子力安全に対する日
本の努力を妨げていたということができると思

れぞれに泥縄的な危機管理をせざるを得なかっ
たわけでありますが、にもかかわらず、関連の

います。そのために、日本では安全規制が完全

人たちは必死になって現場で闘っていたという

にガラパゴス化してしまっていた。すなわち、
ほかの国が改善しているのに、日本だけが取り

ことも確かであります。その意味で評価しなけ
ればならないことがたくさんあるわけです。し

感じるところであります。
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かしながら、その努力のほとんどはあまり有効

核セキュリティの弱点を暴露

な努力ではなかったと、現在になってみれば言

二番目に言いたいのは、昨今の原子力をめぐ

わざるを得ません。その意味で、不幸な事件で

っての、非常に大きな関心である核セキュリテ

はありましたけれども、その中で最悪の日を迎

ィ、
核テロについて、
今回の福島事故を通じて、

えずに済んだということは、日本にとっては非

日本の弱点・欠点が、はしなくも露呈されたと

常にラッキーなことであったと言わざるを得な

いうことです。例えば、日本の原子力施設でど

い面があります。しかしこのようなラッキーな

ういうところが弱いかというと、結局、今回の

ことが今後も続くということはとても保障でき

場合もそうだったのですが、電気系統、冷却装

ないわけでして、これから私たちとしては日本

置等々なのです。そのあたりで大きな弱点が露

の将来の安全性に向けて、ここから学んでいか

呈されたわけで、テロリストにしてみれば、最

なければならないわけであります。その一助と

も狙いやすいところであるわけです。
それから、

して本調査がぜひ役立ってほしいと願っている

事故処理の過程において、インサイダー問題、

ものであります。

つまり被雇用者、労働者等々の実態がはっきり
しないままに終わってしまった。全部とは言い
ませんが、数十人の労働者については実態がは

遠藤哲也委員

っきりつかめないままに終わってしまった。こ

「一カ国主義が大事故を生んだ」

ういったことも核テロリストにとっては非常に
狙いやすい点であるわけで、そのような問題も

私は今回の事故及び事故の処理に当たって
の国際的・対外的な側面に焦点を当てて、気づ

露呈した。

いた点についてお話ししたいと思います。

それからもう一つは、本件について申します
と、9.11 同時多発テロ以降、アメリカのＮＲＣ
（ 原 子 力 規 制 委 員 会 ： Nuclear Regulatory

まず申しあげたいのは（これは委員長もいわ
れたことですが）日本の原子力の平和利用、つ
まり安全あるいは核不拡散、あるいは核テロ対

Commission）は、アメリカの原子力事業者に

策、つまり核セキュリティ、そういった面に対

対して、さまざまな注意を喚起していました。
テロに遭って電源が切れる、つまりステーショ

する態度がガラパゴス化しているのではないか
ということを非常に感じたということです。他

ン・ブラックアウトが起こる、電気系統がやら

人のいうことをあまり聞かない、自分がやって

れる、あるいは冷却系統がやられる･･･そういう
ことに特に注意しなくてはいけないということ

いることが一番いいんだという姿勢です。
私はかつてウィーンのＩＡＥＡ（国際原子力

を、アメリカの原子力業者にいうとともに、日

機関）に関係したことがあるのですが、その当
時でも日本と当時のソ連の２カ国は他人のいう

本にもそれを教えてくれたのです。日本もこう
いうことに気をつけたらいいぞということをア

ことを聞かず態度が傲慢だとささやかれていた

メリカから指摘を受けたわけです。しかし日本

わけです。日本では「安全については日本は優
等生だ」ということが枕言葉のように言われて

では、それらの指摘がどこかの役所に入ってし
まって、誰にも知られず、全く注意されないま

いたわけですが、私は当時から、自分が優等生

まに終わってしまった。現に福島の第一原発で

だなどと言う人間に限って、優等生などいやし
ない、｢優等生｣というのは他人が言ってくれる

は、ステーション・ブラックアウト、冷却装置
や電気系統の故障や停止などが全部起こってい

ものだと思っていました。外国からの警告、あ

るわけです。もしアメリカの言ったことを少し

るいは助言等々に対して耳をかさない、日本の
一カ国主義という態度が今回はしなくもこのよ

でも聞いていれば、わずかとはいえ事態はよく
なったのではないかと、私はいま非常に残念に

うな不幸な形で現れたということです。

思っています。これなどは他人のいうことを聞
かないという、日本の原子力関係者の体質を露
呈したものではなかったかと思うわけです。
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けて何度も謝らなければいけない状態になった。

３番目に情報の対外発信の問題があります。
以前に比べれば相当よくなってきたとは思いま

それはそれで間違いではないのですが、本当の

す。例えば 1999 年のＪＣＯの事故のときは相

責任はどこにあるのかということについて私は

当にひどかったわけですが、それに比べればか

疑問に思っていて、なぜ国が頭をすりつけて謝

なり改善されたとは思います。しかしながらと

ることをしないのか、ということを非常に変だ

ても満点とは言えない。特に 4 月 4 日の低レベ

と思いました。それと同時に、国がここで自分

ルとはいえ汚染水の海洋投棄については、国際

の過ちをきちっと認めて立ち直らない限り、日

関係のことなど全く考慮もしなかったというわ

本の原子力行政の将来はなくなってしまうので

けで、国際的な配慮を含めた情報発信というも

はないか、つまり、国がこの原発事故は自分の

のについて、まだまだ改善すべきところがある

招いた事故であるということを十分に把握しな

ように思います。

い限り、この事件は本当には解決しないのでは

最後に日米関係について簡単に申しあげま

ないかと思っていたのです。私がこの検証チー

す。多くの国から大変な支援をいただいたわけ

ムに入った大きな動機はそこにあった。50 基以

ですが、特にアメリカからは非常に大きな支援

上の原子炉を持っている我が国の一国民として、

を得たわけです。しかし初めのころは日本とア

これはやっぱりきちっと正すべきではないかと

メリカがうまくかみ合わず、ぎくしゃくしたと

思ったわけであります。

ころがあった。ある時点、つまり 4 号機のプー
ルの水がなくなった、なくならない云々という

皆さんご案内のとおり、コスト意識なしに企
業経営なんていうのはあり得ないわけです。確

プールの事故のあたりから、日米関係はうまく

かに東電は 1100 年以上前の貞観津波について

進むようになり、アメリカからの協力が得られ
た。非常に実質的な協力が得られたというわけ

の研究成果も知っていたし、平成 14 年でした
か、地震調査研究推進本部が、房総沖と三陸沖

で、私は大いに評価をしております。

の津波の予測を立てたのも知っていた。その数

いずれにしても、冒頭に申しあげたように、
日本のこういった姿勢、原子力の安全、核不拡
散、
あるいは核テロに対する姿勢というものが、

値を当てはめれば、15ｍ以上の津波になること
も知っていた。しかし 1100 年以上前に地震が

一カ国主義ではやれないようなグローバルな社

なことが起こると決まっているわけではない。
1 万年かもしれない。そういうところに私企業

あったから、必ず 1100 年サイクルで同じよう

会になっているわけです。もう少し他人の言う
ことに耳を傾け、それを実行するような姿勢が

が 200 億円、300 億円、あるいはもっとかもし
れませんが、防災のために金をかける気になる
のか。企業はコスト意識から逃げられない。だ

ない限り、日本はますますガラパゴス化の道を
進んでいくのではないかと危惧するものです。
国際的な配慮に気を遣い、他人のいうことを聞

からこそ、これほど大きな損害を与える原子力
災害への備え、安全性の確保については最終的
には国が責任を持たなければならないというの

くということです。原子力を導入したころの日
本がおそらく持っていたであろう謙虚さという
ものが必要ではないかと思っておるわけであり

は当たり前ではないかということなのです。

ます。

国民の側にしたって、一つの企業にその安全
責任を全部託そうなどと思っていた人はいない。
｢安全神話｣にしても、国が原子力発電は安全で

但木敬一委員

すよ、ということを繰り返し述べたから、国民

「安全性確保は国の責任だ」

もそうなのかなと思ってきたわけです。ですか
ら、もともと国の責任というのは自明の理だっ

私は、3.11 以後、非常に変だなと思うことが
あります。それはメディアスクラム（メディア

たのではないかということなのです。

の取材攻勢）が専ら東電に向いていったという
ことです。そのために東電の人々は頭をすりつ

法的制度としても、まさに原子炉の設置から
管理・運転、それから燃料の廃棄、あるいは災
5

害発生時の対応、すべて法律で決まっている。

会社側の間の実力差がとてつもなく大きいので

それはすべて国がやることになっているわけで

す。規制される側の方がはるかに知識が深くて

す。そういう意味では、国の責任は極めて大き

広いのです。規制する側の役人は常に人事の交

かった。

代でかわっていってしまう。役所の幹部は法学

そして、先ほど言いました貞観津波にしても、

部出身者とか、経済学部出身者がやっている。

あるいは三陸沖の津波の予測にしても、政府は

電力会社と規制する側を比べると、監督する側

全部知っているわけですね。津波について政府

に期待されているような実力がないということ

は自分のワーキングチームから警告を受けてい

がこの報告書に書かれているわけです。

るわけです。それでもなお、東電が結論を先送

首都圏を含む 3000 万の人間が避難せざるを

りしたいと言ってきたときに、
「ええ、それで結

得なかったかもしれないという「最悪のシナリ

構です」と了解を与えているわけです。原子力

オ」が書かれていたということが、今度の検証

安全委員会にしても、全電源の喪失を想定する

で判明したわけです。そうなると、いまだって

必要はないという「安全指針」を出しておりま

危ないなということです。国と原発を受け入れ

す。それは、もちろん電力事業者にとって負担

る自治体との合意ができればそれでいいんだと

軽減になるわけです。原子力安全委員会がその

いうのでは危ないということです。いまのよう

ような指針を出したから、電源の喪失に備えた

な危機管理のあり方、あるいは規制する側と規

施設について、
保安院は基準を作らなかったし、
各電力会社もそれに対する備えをしてこなかっ

制される側の実力差というようなものを埋めず
に、あるいは地質学者による各原発の立地条件

た。そういう意味で、国の責任はかなり重いと

の調査もなしに、国と地方自治体とが合意をす

私自身はいまでも思っています。

れば、それで原発問題は済んでしまう、という
ようなことでいいのだろうか。3000 万の人が避
難するという問題になると、これは国民全体の

国は危機管理の人材育成を

問題ではないのか。国民一人一人がこの問題に
ついて考え、自分たちで覚悟を持ってやってい

危機管理についていうと、北澤委員長が説明
された安全神話、絶対的安全神話ほど危険な論
議はないわけです。危機管理というのは、災害

かなければならないのではないか。私は最後の
感想としてはそう思いました。

が起こることを前提にしているのです。起こら
ないはずの話を前提にして危機管理を備えよう、
準備しようと言ってもモチベーションは起きて
きません。だから、本当に事故が起きた後、誰

野中郁次郎委員
「国の危機管理能力が欠如」

も何をしていいかわからないのです。現場の人
たちもわからない、保安院もわからない、安全

私の個人的関心は、国家的な危機管理とリー
ダーシップということにあります。今回の調査

委員会もわからない、もちろん官邸もわからな

の特色は、原子力発電を先端科学の英知を結集

い。わからない中で、みんな手探りで、各個人
の力量によって対応してきただけなのです。例

したシステムであって、その管理・運営も含め
て、トータルのプロセスとしてとらえた点にあ

えば官邸の地下に置かれた危機管理センターは

るのではないかと思います。したがって、その

全然動かなかった。それから、現地対策本部と
して予定されていたオフサイトセンターも全く

分析・検証では、発電所という単体の技術的な
マネジメントに限定しないで、原子力や核とい

機能しなかった。危機に全く備えてこなかった

う世界の安全保障にもつながる大きな関係性の

ということが明らかなのですね。

中で、事故の直接的な原因だけではなくて、背
後の、見えにくい間接的な要因も含めて真実に

驚くべきことに、国は災害に備えた人材を育
成しようという気もなかったのではないかと思
うのです。規制する国の側と、規制される電力

迫る努力をしたということであります。
そういう総合的なアプローチで見えてきた
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のは、やはり国家の危機管理能力の欠如が福島

日ごろから準備を怠っていたのではないのかと

第一原発事故の被害を拡大させたのではないか

思います。

ということであります。官邸チームにも、東電

菅首相は、文民統制や基本的な安全保障につ

にも、保安院にも、個人の次元では危機対応の

いての知識とか、国家のトップとしての戦略や

リーダーシップと覚悟が欠如しておりましたし、

覚悟が希薄だったのではないか。今回の危機は

組織の次元では危機管理体制が機能しなかった。

まさに戦時の危機と同じでありまして、全体像

個人のレベルでも、組織のレベルでも、先ほど

を把握して、機敏に状況対応する組織的な判断

委員長が「空気を読む」といわれましたけれど

力と現場への権限移譲と動機づけが不可欠だっ

も、情緒性とか、インフォーマルな関係性が優

たのではないかと思います。

先して、個人の独善や組織の保身を許す結果に

私自身が、かつて日本軍の失敗の本質という

なったのではないかということです。

ようなものを書いたわけでありますが、文脈は

まず初動段階では事故の関係性の境界が見

違いますけれども、日本軍の失敗の要因と今回

えませんから、危機対応のグランドデザインを

の民主党政権の失敗には共通項があるのではな

描くわけですが、そういうリスクの全体像と細

いかと思います。

部が見えにくい非常事態では、すぐに全省庁横

一つはイデオロギーに縛られて現実を直視
できないということ。また大局的な見地に基づ

断で多様な知をつなげるタスクフォースを編成
して大局を予見する。そして実行能力の高い官
僚制も活用する、現場への権限移譲を進め、責

く現場対応もできなかった。さらに開かれた多
様性を排除して、同質性の高いメンバーで独善

任はとるということが必要でありました。それ

的に意思決定する内向きな組織であった。そし

が国家的な危機管理の基本であったわけです。

て、多様性の高いタスクフォースと官僚制を生
かすために必要な統合・統制能力が欠如してい

チャーチルのWar Room

たのではないかということであります。そうい

時々刻々と変化する事態に対処するために
は、やはりトップダウンとボトムアップの相互
補完とフィードバックが要請されるわけであり

う意味で私自身も含めて大きな反省があります
し、今後、国家的な危機管理あるいはリーダー

ます。こういうことは、危機管理では常識なの

課題であろうかと思いました。

シップをどう養成・構築していくかというのが

です。第二次世界大戦のウィンストン・チャー
チルは、ウォー・ルーム（War Room：内閣戦

山地憲治委員

時執務室）というものをつくり、全省庁のトッ

「情報共有の不在が不信の連鎖を呼んだ」

プを集め、産・官・軍のチームと起居をともに
して大局、小局を総合しながら現場への権限移
譲をし、
かつ国民を激励して危機を乗り切った。

事故の検証というのは、結局のところ、事実
の発掘と、それがどうして起こったか、今後ど

これは危機管理の手本であります。

うするべきかということに尽きるわけですが、
いろいろ多面的な見方があります。

ところが、｢政治主導｣を標榜する民主党政権

一つは、技術的な対応はどうだったかという

は、この点では素人集団でした。原子力災害対
策マニュアルあるいはＳＰＥＥＤＩの存在も知

ことでありまして、これはこの報告書の第一部
に書かれているのですが、政府の事故調（畑村

らなかった。本来の政治主導というのは、時間

委員会）もあるし、現在保安院でも技術的知見

と手間をかけながら、各関係省庁との率直な対
話の場を通して信頼関係を作り、人脈づくりを
行うという作業を経てこそ実現が可能になるの

の取りまとめをしており、そことあわせて記述
してあります。

です。そういう意味では、民主党政権は、ステ
ークホルダーとの信頼構築とか、人脈形成とか、

二番目は、人がどう対応したかということで、
第二部で書かれています。私はこの部分が今回
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の事故調報告書の非常に特徴的な点で、成果で

もう少し技術的な点、それも歴史的背景を踏

あると思っています。政府の中枢をはじめ、要

まえると、やはり「安全神話」といわれるもの

人にヒアリングをしてまとめたもので、こうい

が形成されていたことが一番大きいと思います。

うところから、私自身、単に技術だけではなく

原子力施設の安全対策として「深層防護（ディ

て、
事故対応について学ぶことが多かったです。

フェンス・イン・デプス）
」というものがありま

三つ目のポイントは、事故の歴史的背景です。

す。これは通常五層で説明される。第一層が「異

やはり、このような事故が起きるについては遠

常な事象の発生を防止する」、第二層が「異常な

因というものがある。俗に言う「安全神話」あ

事象を事故にしない｣、第三層は「事故を重大な

るいは「原子力ムラ」といわれるような閉鎖的

事故にしない（炉心損傷を伴うような事故にし

な集団などについて第三部に書かれてありまし

ない)｣、そして第四層として「もし炉心損傷が

て、これは私にとっても耳の痛いところでもあ

起こっても、それを敷地外に大量の放射性物質

りますが、今回、この事故を機会に分析できた

を出すような、人命に影響するような重大な事

のではないかと思っています。四番目が国際的

故にしない」というのがある。いわゆる「アク

なコンテクストということで、第四部でござい

シデントマネジメント」です。第五層は「出て

ます。

しまった後の避難、あるいはおさまった後の避
難の解除」です。歴史的にみて、日本は、もっ

私が今回のこの検証作業に参加して、一番
「こうだったのか」と理解したつもりになって

ぱら第三層までのところに力を入れていたので
す。四層、五層を知らなかったわけではない。
五層については、99 年のＪＣＯの事故のとき、

いるのは、第二部に書かれている人の対応のと
ころなのです。一言でいうと、信頼が崩壊して

実際に避難も行ったわけで、それを取り込んで

いる。あるいは不信の連鎖が発生している。そ

原子力災害対策防止特別措置法をつくって、今
回もそれは生かされている。ただ、不十分だっ

ういうことかと思います。その土台には、やは
り情報の共有とか集中がなされていないという

た。

ことがあるわけです。

第四層の「アクシデントマネジメント」はチ
ェルノブイリやスリーマイルアイランドなどに

典型的なのは、地震が発生した翌日(3 月 12
日）のお昼ごろから首相が東京電力へ行った 15

おける事故の後で世界的に行われてきているも
のです。今回はこれが不十分であったという意

日の朝のところまでは、官邸の５階に中枢が集
まって、しかもマイクロマネジメントをやって

見があるし、私も十分だとは思わない。しかし

いるわけです。そこには安全委員会とか保安院

今回使われた格納容器のベント、消防車等によ
る炉心への代替注水系などは実は後で付けられ

の代表者が一人、二人いるのですが、専門的知
見が全然生かされていない。そういう中で、お

ているのです。ハードウェアとしてはあったけ

互いに知識のずれがあったのかもしれない。典

れど使えなかった。報告書では、この第四層の
アクシデントマネジメントに魂が入っていなか

型的な例でいうと、1 号炉の水素爆発を原子力
安全委員長が予見できなかったということで、

ったということが、まざまざと描かれたと思い

おそらく首相は安全委員長に対する信頼を失っ

ます。

たのでしょう。そういう不信の連鎖が起こって
いた。保安院のほうに技術的な能力がなかった
という批判をよく耳にするのですが、集合体と

｢安全神話｣の出どころ

して使える知識はいっぱいあったのです。それ
は、今行われている保安院の解析を見るとおわ

特に我が国の原子力が安全だと誇っていた
理由の一つとして「計画外停止」というのが諸
外国と比べてもほぼ一桁低いということが挙げ

かりになると思います。そういう専門知を迅速
に生かすことができなかった。これは人の対応
としての致命的なところであろうと私は考えて

られています。異常が起こってない。つまり「第
一層」は非常によくできているということです。
しかし「後段」ができていなかった。何故でき

おります。
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ていなかったのか。
ここが一番の問題なのです。

います。では会場からの質問を受けたいと思い

原子力発電所には立地過程というものがありま

ます。

す。立地過程の中では反対派も出てきます。そ
の中で推進側の専門家は、立地先に納得しても

原子力発電、人間には無理？

らわなければならない。反対派との論争では専

質問 これほどの事故があって、除染、廃炉、

門的なところで対応しなければいけない。そう

放射性廃棄物対策などあまりにも大きな問題が

した論争の中で、炉心損傷というような重大事
故が起こったときにどうするのかということを、
事細かに扱う
「アクシデントマネジメント」
を、

山積しています。原子力発電は人間が動かして
いいのかということについての見解を聞かせて
ください。

本格的に取りあげることができなかったわけで
す。知識がなかったのかというと、私は決して
そうは思いません。どうやればいいのかという

北澤委員長

この委員会は今回起こった事故

ことは知っていたと思います。しかしそれをあ

の近因、中因、遠因に関する検証を行うことを

からさまにパブリックな場で議論し、制度とし

旨としております。原子力を今後どうするかと

て取り入れることができなかった。
「安全神話」

いうことについて各委員ともそれぞれのお考え

というのがあるとすれば、出所はそこかなと私

があると思います。その意味で、ご質問は今回

は考えています。技術的にみて、むしろ知見は

の検証そのものとは直接の関係がないと言わざ

あった。専門的知見としてはあったけれども、
それが動員できなかった。その背景は「信頼が

るを得ないと思います。

なかった」ということだと思います。

遠藤委員 いまのご質問に対しては、私なりに

この事故を踏まえて最も大切なのはそうい
う信頼関係の再構築を行うということです。い

意見を持っております。それは一言か二言で申
しあげますと、今回の事故の引き金を引いたの

ま除染作業が進められていますが、低線量被爆
に対するリスクについても、専門家に対する信

は地震、津波という天災であったわけですが、
それをこのようにしてしまったということにつ
いては、私は「人災」という言葉は必ずしもい

頼がなければ住民の不安はとてもなくならない
でしょう。そういう専門知に対する信頼の回復
が最大の課題であると考えています。

いものではないと思うのですが、その面が非常

≪質疑応答≫

服できるものだと私は思っているわけです。そ

に大きかったと思っています。
だとするならば、
人の知恵、今後の努力・反省によってこれを克
のような観点から、原子力は最大の注意を払い
ながら進めるべきものだと、私自身はそう思っ

司会 これまで政府の事故調が調査を進め、国

ているわけです。

会でも進めておりますが、それらの中間報告な
どに比べますと、この報告書はかなり自由度が

山地委員 私は「人類にとって」とまで言い切
る気はないのですが、
少なくとも日本にとって、

高い検証であり、真実は何だったのかというと
ころにより深く迫ろうという姿勢が、いまの委
員の意見でもおわかりになると思います。表記

原子力はエネルギーの選択肢として維持するべ
きだと考えています。一般的に言っても、原子

についても、例えば政府の事故調は「官邸内の

力という存在はすでに人間の知識の中にあり、

連携が不十分であった」というような表現をし
ています。細かく見ていきますと、山地委員が

利用する技術もある。パンドラの箱にたとえる
のはよくないと思いますが、
「開けた箱」をいま

おっしゃったように、官邸のマイクロマネジメ

さら閉めるということは多分できないと思って

ント、つまり官邸による現場介入そのものが混
乱を招いたというような厳しい指摘にもなって

います。
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但木委員 本当をいえば、風力や太陽光のよう

北澤委員長 第一点についてですが、但木委員

な再生可能エネルギーで全部を補完できればい

も言われたように、日本国憲法は、国民の安全

いのでしょう。しかし現在の技術水準では、お

を守ることが政府の最も重要な役割の一つであ

そらくコストと量が不足するのだろうとも思う。

るということを規定しています。政府はどんな

つまり選択肢は我々の生活を縮小するのか、原

ことがあっても国民の安全を守らなければいけ

子力を使うのかの二つなのだろうと思うのです。

ないわけですが、その安全を守る体制というの

私はどちらも選択肢としてはあると思っていま

をきちんと見張るというのも政府の役割です。

す。但し後者（原子力）の選択をするときは、

我々としてはそれができていなかったと結論せ

きちっと改革をし、今度の原因をきちっと究明

ざるを得ないような状況でありました。その意

して、一つ一つの原発に応じた、きめ細かい対

味で、政府の各一員の人たちは、共同でその責

策を立てるということをやっていかなければい

任を負っていっていただかなければならない。

けないだろうと思う。人知の限りを尽くして防

それが第一点です。

災を考え、そして災害が起きたときに、その被

第二点として、では具体的にそのとき官邸で

害を最小限に食いとめるための組織的な危機管

何が起こって、なぜ官邸はあのような形でマイ

理プログラムを具体的に作り、それが動くよう

クロマネジメントにまで乗り出していったのか

にしておかなければいけないと思っております。

ということがある。しかしそのような状況にし
てしまった周囲の状況があるわけです。原子力
安全委員会や保安院が機能しなかったとかの状

野中委員 私は個人的には、白か黒かというよ
うな、ある意味で二極対立的に価値観を問うと

況です。本来ならば、いろいろな官僚機構が機
能して、各立場のところで情報をまとめ、決定
をし、それを首相及び官邸は見守るという形に

いうのは好きではありません。プラグマティズ
ム（実用主義）というのが私の主張です。しか
しそれは「理想を持ったプラグマティズム」で

するのが危機管理というものであるわけです。
首相自らが電池の大きさまで問い合わせるよう
なことが起こっていたということは、いかにそ

なければならない。そういう意味では、この機
会にエネルギーの多元化を議論するのは大変い
いことであります。しかし同時に、やはり原子

の途中の人たちが信頼できないという状況を作
り出していたのかということでもあるわけです。
片方だけを責めるということはできないという

力そのものの中にもイノベーションの余地もあ
る。バランスのとれた判断力ということが、技
術開発においても重要ではないかと考えており

ことでありまして、今回は、それができないよ
うな状況になっていたということを私たちとし
ては一番の問題点として指摘しているわけであ

ます。

ります。

官邸の「迷走」について

東電が私たちのインタビューに応じず、問い
にも答えなかった件ですが、東電からすれば｢答
えた｣と言うのではないかと思います。｢東電の

質問 報告書は、菅総理が現場へ乗り込んだこ
となど、官邸の危機管理の迷走ぶりに問題があ
ったとされているようですが、枝野大臣とか細

報告書にすでに書いてあります。だから、それ

野大臣などは、現在も関係閣僚に名を連ねてい
ます。これについてはどうお考えなのか、これ

を見てください｣と言うことで回答したのだ、と
東電は主張されると思います。それでは、東電

を委員長にお伺いしたいと思います。

側が答えてくれなくて私たちが困ったのかとい

もう一点、東電側は、今回の聴取に応じなか
った理由について、
「基本的に民間の任意団体。
事故収束に取り組むことを優先順位の第１とし

うことですが、そのほかの人たちが非常に協力
してくれることによって、真実は大体わかった

た」と言っています。これについてのご見解を

ことというのは裁判沙汰になるようなことしか
ないのではないかと感じているところがありま

のです。最終的に東電が答えなければならない

お願いしたいと思います。
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す。東電が本当に、退避する、全員が退避する

めに、安価なエネルギーを安定的に供給しても

と決めていたかどうかというようなことは、誰

らわなければならないという要請があって、原

がどのように聞いても最後の正しい答えが出て

子力を発電装置として取り入れたのです。それ

くるのか･･･。
これは非常に難しい問題でありま

が直ちに誤りということはできないだろう。原

して、私たちとしては、もちろんヒアリングし

子力は日本のその後の経済発展を支えた一つの

てそれを聞きたいところではありますけれども、

大きなエネルギーであるからです。

答えてくれなかったからといって、それによっ

ただ、途中でおかしくなってくるのは何かと

て報告書の内容が違ってしまうものではないと

いうと、原発反対運動というものと対抗し始め

考えております。

るころから非常にイデオロギー的になってくる。
本来なら冷静に防災などのことを考えるべきで
あったのに、原発反対運動にイデオロギーとし

｢国｣とは誰のこと？

て対抗するために、
「絶対安全神話」というのを

質問 但木さんは「国の責任」ということをお

作らざるを得なかった。また原子炉をつくるた

っしゃいました。ただ「国」といっても、原子

めに、住民に受け入れてもらわなければいけな

力安全委員会、保安院、経産省などから時の政

い。そこでは必ず原発反対運動が起きる。それ

権の大臣までいろいろあります。どの時代の、

をなだめるためにも、
「絶対安全神話」が道具と

どの組織の、どの人物に対して、最も責任があ

して必要になった。その道具として必要になっ
た安全神話が、実はその後の最新の知見に基づ

るとお感じになったのか。但木さんが起訴状を
書くとされたら、だれを被告にされたいか。

く防災体制の確立を難しくしてしまった。女川

それから遠藤さんは「外国からの助言がうま
く入ってこなかった」という意味のことをおっ

原発とか東海第二のようにきちんと備えをして
いたところもあって、今回も被害が少なくて済

しゃいました。その情報をだれがインターセプ
トしていたのか。外務省ですか。

んでいる。そういうところもあるのだから、最
新の知見を取り入れた防災をやれば、｢福島第
一｣の事故だって防げたかもしれない。それをや

北澤さんにお聞きします。要は、菅直人首相
に対して、我々が感謝すべきなのかどうかなん

らなかった。その大きな理由の一つして安全神

ですね。彼が大決断をしたおかげで、最悪の事

話に自縄自縛されていたということがある。安
全神話をイデオロギー闘争の手段として使って

態は避けられたかもしれないけれど、過剰な介
入をしたお陰で問題をこじらせたとも言えるの

しまったために、その後の目を曇らせていって

ですよね。政治家として、トータルな評価を伺

しまったということです。

いたい。

誰が悪かったのかと言えば、ずうっとみんな
です。そのときそのときの担当者が過ちを犯し

船橋さんにお聞きします。このような調査は
もともと新聞社がやるべきことだった。それを

ている。例えば、東電による先延ばしの結論を

民間事故調が 300 人もの方を取材して、よくや

了とした人も過ちを犯したことになるけれど、
それは体質なのですよね。
「原子力ムラ」の中の

っていただいたと感謝しておりますが、メディ
アの問題はあったのかなかったのか。メディア

体質なのです。そうした体質は長い時間かけて

の責任について、船橋さんは外からご覧になっ
てどう思われているのか。

形成されたものなので、もう時効になった人は
たくさんいます。（笑）

但木委員 確かに私は「国」という言葉を使い
ました。国というのは、非常に抽象的な概念で
す。私は総体を指しているのであって、自民党

遠藤委員 二番目のご質問ですが、私がご説明
申しあげましたのは、アメリカのＮＲＣが 9.11

とか、民主党とか、そういう話では全くありま

「気をつけろ」という指令で B5b 指令と呼ばれ
ているものなのです。この指令が日本の保安院

の結果出した「こういうふうに改善しろ」とか

せん。で、国総体として経済力を発展させるた
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のポケットに入ったままになってしまったわけ

日から、｢ＳＰＥＥＤＩというのがあるはず。こ

です。

れは使えないのか」というつぶやきをしていら
っしゃるんですね。それに対しては相当多くの
方がフォロワーとして関心を持っている。そう

北澤委員長 私への質問は「菅さんをどう評価

いうことが既存のメディアで十分に捉えること

するのか」ということだったのですが、東電を

ができたのかという課題が一つありますね。今

撤退させなかったということが、どの程度の重

回はソーシャルネットワークが初めて大きな役

要性を持っているのかはともかくとして、結果

割を果たした。にもかかわらず既存のメディア

的には撤退しなかった。それによって「最悪の

がそこに十分に響かなかったのではないかと思

シナリオ」までいくことがなく済んだというこ

います。

とからすれば、それは非常に効果があったとい

既存のメディアの話をすると、我々が調べた

うふうにいってもいいかと思います。

ところでは、例えば 3 月 16 日夜の文科省の記

ただ、危機のときは政権の支持率は上がるの

者ブリーフィングの場では笹木副大臣に対して

が当たり前なのに、菅政権の支持率は上がらな

文科省詰めの記者の皆さんが、ＳＰＥＥＤＩの

かった。なぜなのでしょうか。それは菅政権が
国民への情報の出し方で失敗したということと、
マイクロマネジメントにまで走っていってしま

関連も含めていろいろ問い質しているのです。
しかしそれは記事に出てこない。文科省詰めの
記者がＳＰＥＥＤＩの存在に気づいていて、質
問までしているにもかかわらず、モニタリング

ったという、このニ点だと思うんのです。その
意味で、国民の評価を失ってしまったわけです

の問題やＳＰＥＥＤＩの活用の問題などが紙面

から、菅政権のこの危機に対する取り組み方は、

に出てこなかったし、放送メディアでも報道さ
れることがなかった。それはなぜなのか。その

全体からすれば不合格といわざるを得ないとい
うことになるかと思います。

あたりはメディアのほうでもぜひ検証していた
だきたいと思っています。

船橋理事長 メディアの役割については、もう
少しやらなければいけないと今回の作業を進め

｢新規制庁｣の課題は？

ながら考えていました。十分できなかったテー

質問 事故の再発防止のために新しい規制庁
を作るという話が出ています。今後の問題とし
て、監督規制をどのように厳しくやるのかとい

マです。我々の報告書でもその旨を記しており
ます。メディアは一番の危機のときに、一番必
要な情報を国民（特に近隣の住民）に伝えるこ

うことが課題だと思うのですが、北澤さんと山

とが本当にできたんだろうか。問題はそこだと
思います。飯舘村の方にしても、ＳＰＥＥＤＩ

地さんは、科学者としてどう踏み込んで提言さ
れるのでしょうか。アメリカの場合、事故が起

の情報もタイムリーに伝わらなかった。ではそ

きるのが当たり前だという前提があって、起き

のときにメディアはＳＰＥＥＤＩについて報道
したんだろうか。枝野官房長官（当時）も福山

たらどうするのかというリスクマネジメントが
非常にしっかりできている。日本では、原発事

副官房長官(当時）も 3 月 14 日・15 日ごろには

故を「起こしてはならない」という法規制でが

メディアのほうからもそういうものがあるとい
うような情報を聞いていて｢何だ、何だ、それは」

んじがらめに縛って、事故が起きたら何の対応
もできなかった。この危機管理の差が大きいと

というわけで、
文部科学省の役人を呼んで｢一体
これ、どういうことになっているんだ」となっ
た、というふうに証言しているわけです。

思うのですが･･･。

しかし、ここでソーシャルネットワークのと
ころを我々検証したのですが、東京大学の早野

北澤委員長 科学者にとっては非常に頭の痛
い問題なのですが、原子力安全委員会も含めて

龍五教授は、自分のブログで、すでに 3 月 15

アカデミアの観点から原子力に携わる人たちの
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役割を、どの程度プロフェッショナルにきちん

行ってきてね」というような感じで規制側のポ

と国が引き出すようなシステムになっていたか

ジションについていた。これでは本当の規制な

といいますと、日本の場合には残念ながらその

どが行われるわけがない。日本はそういう組織

ようなシステムになっていたとは思えない部分

的な問題を抱えていたのではないかと思います。

もあるのです。｢審議会行政的｣な感じなのです。
例えば「原子力安全委員長をやっていただけま

山地委員 私は、新しい原子力安全規制に求め

せんか？」と言われると「私、適任じゃないで

られるものをキーワード的に言うと「独立」と

すけど、まあ何年間かなら･･･」という形で引き

「能力」そして「一元化」だと思っています。

受けてしまう。そういうことが起こってはいな

｢独立」というのは、いうまでもなく推進側

いかということを、私は非常に気にします。

と規制側がお互いに独立しているという意味で、

私がいろいろな委員をやらせていただくと

これはいまはなされようとしている。
しかし
「独

きでも｢誰でもいいけれども、
とにかく誰かの名

立」はそれだけではない。時の政治力からの独

前を書かなくては」ということで自分が委員に

立というようなものも必要なところがある。こ

なっているようなことを非常に気にします。す

れはなかなか難しい問題です。

べてのことは事務局がプランして、委員になっ

｢能力」というのも難しい。能力のある人材
を確保するということですね。規制する側が、

ている人たちは｢よきにはからえ」というような
感じで、それを見過ごしていればいい。それが
日本の審議会行政だったと思います。

原子力関連メーカーのような「被規制者」側か
ら人材をとれないとなると、規制機関は本当に
能力のある組織になるのか、ということです。

その意味でいうと、原子力安全委員会という
のは、動くようにできていなかったと言わざる

非常に難しい問題です。

を得ないのではないかと思うわけです。だから、
そこが規制をするといっても、それは班目委員

｢一元化」と申しあげたのは、保安院と原子
力安全委員会による「ダブルチェック」という

長を中心とした原子力安全委員会がやっている

やり方が有効に機能していなかったということ
があるからです。むしろそれを一元化して、限

わけではなくて、実は事務局がやっていること
を委員たちが黙って見ていたにすぎない。そう

られた能力を有効に使うということです。歴史

いうやり方なのです。その意味からしますと、

的に見ても原子力はまず科学技術庁でやってき
た。
実用化になってくると通産省がやっていた。

今度、規制庁ができるときには、そこを組織と
法律とでそうせざるを得ない形にしなければ、

やがて実用炉の規制は通産省のほうに持ってい

機能しないだろうと思うわけです。
その意味で、

かれるわけですが、専門家の多くは例えば原子
力研究所に、放射線関係の専門家は文科省に残

但木委員がいわれるように、組織と法律がきち
んとそれを担保しているかということになるの

っている。分散しているのです。こういう限ら

ですが、日本ではしていなかったといわざるを

れた専門知を一元化していくこと。そして「能
力」を高めて｢独立」を維持すること、これが大

得ないのではないかと思うのです。
今後はそのあたりのことをきちんとやらな

事です。

ければなりません。しかもそこに人を得なくて
はならない。どういう人かというと、必ずしも
専門家としてよく知っているということだけで

司令塔の必要性

はなくて、シビリアンコントロールのタイプの
人も必要です。但しそのシビリアンコントロー

質問 今回の事故対応について、リーダーシッ
プの問題があったということは、そのとおりだ

ルをする人は、そのポジションについたら、本

と思います。原子力事故のような、時々刻々動
いていくものに対応するためには、すべての権

当に規制側から推進側に対してきちんとしたブ
レーキ役になれる人でなければならない。それ

限を集中して、全体の指揮をとる、いわゆる司
令塔を決めないといけない。制度的には首相が

をいままでは、推進側から「２年間だけあなた
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司令塔なのでしょうが首相にそれができるわけ

それを一気に解決したのが、3 月 15 日未明の統

がないのだから、首相は誰かを司令塔として任

合対策本部ということになっている。そういう

命しなければならない。しかし今回最後までず

図式だと思います。今後の対応については、オ

うっと見えなかった。そういう忠告をした人が

フサイトセンターをどのように再建していくか

絶対にいるはずです。忠告をしたが聞かれなか

ということをいまから詰めていく必要があると

ったのか。そのあたりについての分析があれば

思っております。

伺いたい。
野中委員

我々一人一人が持っている情報と

北澤委員長 この報告書を見ていただくと、司

か知識には限界があるということを認識するこ

令塔にはこの人がいいのではないかということ

とが前提でありまして、そういう意味では、そ

が、ある程度は分かると思います。そのような

れを補完する多様な知を持った集合知をつくる

報告書でもあるのです。司令塔を任命しようと

システムを持つということが第一です。先ほど

思えばできたかもしいれない。しかしそれをあ

申しあげた英国のチャーチルの内閣戦時執務室

の期間ではやれなくて、菅首相は自分にセカン

のメンバーは 8 人です。これで国家の基本的な

ドオピニオンをくれる人を「参与」という形で

リーダーは押さえることができるわけですね。

次々と加えるということをされたのだと思うの

そういう全省横断的な「知」を総合するシステ

です。ですから、それをきちんと制度として、

ムを持つというのが一つあると思います。もう

その人をそういう役割につけてしまうというよ
うなことを考えようと思えば考えられたのでは

一つは、いい補佐官をつけるということ。つま
り自分の後継者、これはやっぱり人をみる目が

ないかと私は思うのですが･･･。

なければ難しいわけです。
そういう意味で、私は最終的には、菅首相に
人材の選別の決定権があるんだろうと思います

山地委員 制度としては、本来はオフサイトセ
ンターが全体を集約する中心となるべきだと思

が、私のみるところ、菅首相の最大の欠陥は、
対話ができないということだと思います。人と

います。これが機能を喪失している。それはこ
の報告書を読んでいただければわかります。

人の持っている知を総合して、より大きな知を
つくる、場をつくる、これこそが危機のリーダ
ーシップの最も重要な仕事だろうと思います。

では「バックアップ」としてどうすべきだっ
たのかということだと思うのです。
基本的には、
現地の対策本部と東電の本店は情報的にも非常
にリンクがよくて、ここが前面に立つというこ
とは確かなのですが、安全委員会や保安院が専

質問 この報告書を拝見いたしまして、いい意
味でのアクティブな報告書になっていて、非常

門的知見から補完的にアドバイスしていくとい

に面白いと思いますが、特に関係者の話し言葉

うことだったのです。しかし安全委員会と保安
院は結局のところ官邸についているわけで、東

がカギ括弧で出ていますが、この話し言葉に関
しては、これらの発言をなさった被調査対象者

電にアドバイスするという体制がなかったので

の方々は納得しておられる表現ということなの

す。専門的知見を情報の流れとして生かすこと
ができなかったということです。

でしょうか。それぞれの発言関係者がこれをご
覧になって｢私はそうは言っていない」と言って

まずはオフサイトセンターの崩壊があって、
それにかわるものとして、結局、官邸、首相と

くる余地が残っているのかということです。言
ってこられた場合にそれをセカンドバージョン
としてつけ加えるというようなお考えはあるの

数人の政務と保安院と安全委員会の代表と、そ
れから東電のＯＢというようなごく数人でやっ

かどうか。

てしまったところに問題があった。保安院も情
報連絡が悪いし、東電本店との連絡も悪かった。

北澤委員長
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ヒアリングに応じてくださった

方々に、オンレコの部分とオフレコの部分をは

船橋理事長

っきり分けてヒアリングをしております。です

になっています。民間事故調の持ち味はスピー

からオンレコの部分でお話しになられたことは、

ドです。頑張って進めたいと思います。アメリ

そのままクォーテーションマークをつけて引用

カ人とオランダ人の 3 人の方に外部アドバイザ

するということがあり得た。これはマスメディ

ーとして加わってもらうことになっております。

アの通常のやり方と同じで、オンレコであれば、

その専門家の方々に英文のこの報告書を全部読

もうその言葉は公の席で述べたものなのだとい

んでレビューしていただいて、英語版はそのレ

う解釈をしております。

ビューもあわせて出したいと思っております。

これから英訳作業を始めること

現在は「非売品」です。どこかで出版していた
司会

だければありがたいと思っています。

この報告書は英訳されて海外にも出さ

れると思います。また日本国内の書店などで販
売するような予定はないのでしょうか？
（文責・編集部）
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