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これまで経験したことのない福島原発事故をどのように捉え、何を学びとるのか。東電、民間、

国会、政府の 4 つの事故調の最終報告が出そろった。このうち、最後に提出された政府事故調は、

今回の事故の直接的な原因は「長時間の全電源喪失は起こらないとの前提の下に全てが構築・運

営されていたことに尽きる」と結論付けている。 
失敗学の提唱者でもある畑村委員長は、ローマの武将・政治家のカエサルの格言にならって「見

たくないものは見えない。見たいものが見える」と今回の事故の本質を指摘する。人間は見たく

ないもの、都合の悪いことは見えないものである。津波対策を整備しなかった。複数の原子炉施

設が同時に全電源喪失する事態への備えもなかった。 
また、「あり得ることは起きる。あり得ないと思うことすら起きる」。発生確率が低いというこ

とは発生しないということではないと「リスク認識の転換」を訴える。 
さらに日本は古来、様々な自然災害に襲われてきた災害大国であることを肝に銘じ、謙虚に向

き合うこと。リスクの捉え方を大きく転換し、「新たな防災思想」の確立を求めている。原発災害

から教訓を読み取り、行動に生かす重要性を痛感させられた。 
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司会:神志名泰裕・企画委員（ＮＨＫ解説委員
室解説主幹） それでは、政府の事故調査・検証
委員会の畑村洋太郎委員長の記者会見を始めます。 
政府の事故調委員会は、7月 23日に最終報告を

野田総理大臣に提出しました。最初に、畑村委員
長から最終報告の主な内容、考え方などについて
お話をいただきます。畑村さんには、事故調委員
会発足後の 2011 年 6月 22日に、この場所で会見
をしていただきました。100 年後の評価に耐えら
れる調査をしたいと、8 項目の考え方を述べられ
ました。調査報告は非常に膨大なのですが、冒頭
30分程度お話をいただいて、その後、質疑応答と
させていただきます。それでは、よろしくお願い
します。 

100年後の評価に耐える調査をめざす 

畑村洋太郎・政府事故調委員長 おととい、最
終報告ができあがりました。全部で、本文編が500
ページ弱、資料編が 300 ページ弱で、合計すると
約 800 ページの膨大な量です。これはホームペー
ジでダウンロードできますので、ぜひ読んでみて
ください。とてもじゃないけれど最後まで読み切
れないというような分量になっています。本にし
て売るとか、そういう予定はありませんので、イ
ンターネットからのダウンロード以外では入手で
きないのではないかと思います。少々大変でも、
我慢して、読んでいただきたいと思います。 

最終報告の前に、去年の 12月 26 日に中間報告
を出しています。この中間報告と最終報告の両方
をごらんいただいて、それで全体がわかるという
ようになっております。最終報告のほうだけみて
も大体はわかりますが、中間報告のほうに詳細が
載っているものもあります。ですから、そのつも
りでお読みいただきたいと思います。 

そんなこといわれても、全部で 1,500 ページに
もなるものをみていられないというのが普通だと
思いますので、「概要版」をつくりました。34ペ
ージになっています。いま皆さんにお配りしてあ
るものです。 

この「概要」というのが、最終報告の第 6章に
相当するものです。この第 6章は、まず中間報告
と最終報告全体で、どういうことが明らかになっ
たかというところから始まって、原因は何か、背
景は何か、どういう経過でそれが起こっていった
のかという事故の分析が行われています。 

その次が総括です。要するに、どんなことだっ
たのかというのを、上位概念で述べてあります。 

その次に、これからどんなふうに考えたり、や
ったりしていくべきかを提言という形にしてまと
めています。 

第 6章は基本的にこの 3つでできていますが、
一番最後に、この報告書をまとめるに当たって、
私が考えていることを「委員長所感」として記述
しました。この委員長所感というのは、ただの感
想を述べているというものではありません。先ほ

どいったように分析し、総括し、それから提言を
しています。これだけの事柄で明らかになったこ
とから我々は何を学ばなければいけないのか、学
ぶべきものを短い言葉で 7つほど取り上げていま
す。私流の言葉ですが、いままで調べたりわかっ
たりしたことから一段上位概念に上って言葉にし
ています。この事故から学んだことが、原発事故
以外にも生かせるように、実生活、実活動にきち
んと役立つように準備しようとつくったものです。 

一番初めに委員長を引き受けたときに、8 つの
目標を立てました。そのうち一番大事だと思って
いたのが、「孫子のことを考えて 100 年後の評価
にも耐えるものをつくりたい」ということです。
そうしたら、「そんな調子のいいこというけど、
100 年後に耐えるものなんて本当にできるのか」
と聞かれました。でも、自分では、100 年後に読
んで「うん、あの事故できちんとこれだけのこと
を学んだんだね」といってもらえるように実はと
ても努力した結果だと思っています。それが全部
で7つありますから、皆さんもお読みいただいて、
本当に 100 年後の評価に耐えるかどうか、どうぞ
ごらんください。 

情報だけでなく、必要なサポートがない 

それでは、第6章の「総括と提言」、1「主要な
問題点の分析」、2「重要な論点の総括」、3「原
子力災害の再発防止及び被害軽減のための提言」
をかいつまんでご紹介いたします。 

まず、分析については、福島の第一原発で起こ
ったこと、第二原発で起こったこと、政府や自治
体がどう動いたか、被害の拡大防止にどんなこと
が行われたか、どのような問題点があるのか、と
いうようなことを取り扱っています。皆さんの関
心があるものに、いくつか触れます。 

例えば、福島第一原発と福島第二原発をきちん
と調べてみると、2 つの原発事故に対する対処の
仕方が相当に異なっています。福島第二のほうは
ああいうひどい事故にならなかった。いろいろな
条件がありますが、福島第二では全体像をつかん
で対応していた。それに対して福島第一では、全
体像を捉えるというような対応の仕方ができてい
なかったというようなことも述べています。 

それから、事故の発生後の政府や地方自治体、
その他の組織がとったいろいろな対処の仕方につ
いてみると、例えば大きなことでは、それぞれの
組織が判断をして行動しようとするときに、必要
とする情報が伝わっていなかったということが、
あちこちにみえます。 

そして、それぞれの人が職掌に従い、きちんと
判断して行動しようとするときに必要とする判断
の材料も来ないのです。それだけではなくて、ど
ういう考え方で何をみればいいかというところを
サポートしなければいけない人たちが、ほとんど
その何もできていなかったようにみえます。 

そのためにいろいろなことが起こっています。
例えば、情報が正確に伝わっていないために、適
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切に避難できず入院患者が置き去りになってしま
って、たくさんの方が亡くなったとか、そういう
ことも起こっているのです。 

また、例えば首相の判断とか行動に不適切なも
のがあったと私たちは考えましたが、それのもと
をたぐっていくと、トップとして判断するときに
必要になる事柄がきちんと伝達されていないだけ
ではなくて、判断をするときのサポートがほとん
どできていません。これは相当きつい言葉でいっ
ていますが、判断をすべき人が判断できるようサ
ポートをする人たちがほとんど機能していなかっ
た、というようなことを取り上げています。 

同様に、1 つずつのシステムを扱っている人た
ちも全体像を捉えることがなく、自分たちのやっ
ていることが何をどんなふうに求められている仕
事なのか考えきれていない。そのために、ＳＰＥ
ＥＤＩという、これからどう放射性物質が飛んで
いくかというのを予測するシステムですが、これ
に必要なデータの入力が十分できていないから、
もう使えないものとあきらめてしまっているので
す。実はそこにあった情報だけでも避難には相当
有効だったのに、そういう理解の仕方をしていな
いために、避難する人たちが最も欲しい情報がわ
かる形で、必要なときに伝わるということが行わ
れていません。 

こういうのは、全体像を捉えていないだけでは
なくて、自分たちが扱っているものは社会がどん
なふうに求めているものかということを考えてい
ないために起こっている、というふうにみえます。 

同じことが、今度は被曝とかそういうことにも
言えるわけで、いろいろな問題が起こっています。
放射性物質の飛散に対して適切に対応していない
ということがあちらこちらで起こっています。 

その 1 つずつを取り上げてみると、あれも不十
分だ、これも不十分だということがありますが、
みんな自分たちがやっているものが本当に避難し
ている人たちに、どうかかわって、どう必要なも
のなのかを考えるということが行われないままい
ろいろな運営が行われていたために起こっている
というふうにみえます。 

それから、国民への情報提供という面でみても、
政府の広報は不適切なものが非常に多かったよう
にみえます。それは、無用な混乱を起こさないよ
うにという意識があるのはそうかもしれませんが、
どのようにもとれる言葉遣いをして、できるだけ
厳しい受け取り方がされないようにという配慮が
行われた結果、そういう表現になっているのだろ
うと思います。こういう非常に大きな、重大な事
故のときの政府の広報としては不適切なものが随
分たくさんあったと思っています。 

危険の直視能力に欠けた東京電力 

事故の未然防止という視点で物をみていきます
と、一生懸命事故が起こらないようにと考えるこ
とはやっていたのですが、主にこの原子力のシス
テムのところでは、スリーマイルアイランドのと

きの教訓から、内的事象というのに対する対策─
─内的事象というのは機器故障やヒューマンエラ
ーのことですが、そういうものにものすごく注力
し、一方、外的な事象としては、その前にあった
いくつかの地震のことで、ますます地震のところ
のみに関心が集中してしまっていて、津波に対し
て十分な配慮をするということがほとんど行われ
ていないということがいえます。 

そして、津波をもっと考えなければいけないと
いうことをきちんと言っている人たちがいたし、
東京電力にもそれは伝わっていますが、ほとんど
そういうものを切実な問題として考えようとする
考え方がないまま、あんな大きな津波が来てしま
ったわけです。ですから、それぞれわかっていて、
きちんと注意をする、警告する人たちが随分いた
のに、それを取り上げないまま事故に至っていま
す。 

特に東京電力は、原子力発電の安全性に一義的
な責任がある事業者として、そういうものの責任
は事業者が負うものだと考えますが、危険を危険
として直視する能力が極めて低かった感じを受け
ます。ここで「極めて低かった」と言われると「い
やあ、そんなではない」と言いたくなるかもしれ
ませんが、外からみるとそういうふうに表現せざ
るを得ないというようなことを述べています。 

いろいろな問題点とか、起こったことの分析の
うち、いくつか目立ったものをお話ししたところ
です。これが第 6章のうちの 1つ、事故発生後の
損傷状態その他についての分析のところです。 

複合災害の視点欠如とリスク認識の転換 

その次、6 章の 2 番目に、事故の調査や検証を
してわかってきた事実の総括についてです。 

これは、どういう視点で物をみなければいけな
いかということについて、1 つずつの事象をみな
がら、委員会の中で相当深い議論をした結果、こ
れだけのことはやはり取り上げないといけないと
出てきたものです。抜本的な事故防止策を構築し
なければいけない。それから、今回の場合、複合
災害という視点が全く欠如していた。例えば地震
のことについては考えるけれども津波については
考えないとか。地震、津波というふうに来ている
わけです。それでその後、放射能の問題が起こる
というように、この 3つのものが複合的に起こっ
ている。この 3つのものを複合的に考えないと対
応不能になるぞということを考えていた人たちは
きちんといるのです。しかし、そのような対応は
とられないまま今回の事故に至っています。 

それから、リスク認識の転換が要ります。現実
に自分たちが判断・行動するときに、リスクとい
うものをどう認識するかというのを従来のような
考え方とはもっと違った考えにしていかなければ
いけないということを言っています。 

例えば、発生確率が非常に低いといったら、い
つの間にか、発生確率の低いことは考えなくても
よいという方向に結びつけて、みんなが判断・行
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動しているのです。しかし、発生確率が低くても
起こったときの被害が極めて大きいものは必ず考
えの中に入れなければいけないと思います。 

それから次は、普通は事業やいろいろな行動を
やろうとすると、やる方の側からしかみません。
例えば事業者であったり、政府であったり、自治
体であったり、いろいろなものですが、そういう
方向からだけみるのではなくて、被害者の視点か
ら物をみることの大事さというのを述べています。 

今回の事故では、被害者、特にいまでも16万人
以上の人が自分たちの住んでいるところから引き
離されて戻れないでいるのですが、そういう人た
ちの視点でこの事故をきちんとみるということが
非常に大事だ、ということです。 

それから「想定外」という言葉が非常にたくさ
ん使われました。想定外だったのだから仕方がな
い、という論点になっているようにみえますが、
そういうものではないということです。 

それから、政府の危機管理体制が非常に不十分
だったと言えます。広報とリスクコミュニケーシ
ョンをどう考えるか。「原子力は安全です」と言
うけれど、安全ではなかったわけです。しかし、
危険だと言って、きちんと議論しながら自分たち
が判断をしていく、そういうことができないでい
ます。 

そういう意味で、「安全文化」というのも非常
に大事で、日本の中での安全文化というのも、ど
ちらかというと不完全な安全文化しかないので、
いまからきちんとしたものをつくっていくという
ことが必要だ、ということを言っています。 

その次、この事故調査では、まだ事故はずうっ
と続いているわけです。終わっていません。です
から、調査をきちんと継続しなければいけない。
私たちの委員会はこれを最終報告と銘打っておし
まいにしますが、ここでわかった事柄を継続して
調査して対応していかなければいけない、という
ことをいっています。 

提言、被害者の視点でものをみなさい 

その次です。6 章の 3 番目に「提言」がありま
す。提言はたくさんあります。これを全部読んで
いると時間がなくなってしまいますから、うんと
簡単に、項目だけをいくつか言います。複合災害
の視野を入れなさい。リスク認識を変えなさい。
被害者の視点でものをみなさい。シビアアクシデ
ント対策を徹底的にやりなさい。原子力の災害の
ときの危機管理体制のつくり直しをしなさい。広
報とリスクコミュニケーションが要ります。住民
避難ということを極めて重大に考えて、実際に事
故が起こったら一体どんなことが起こるかをきっ
ちり考えて準備をしなさい。放射線に対する国民
の理解をきちんと増す努力をしないといけない。
国際的なものの協調が要る。そして安全文化をつ
くることを提言としてまとめています。 

そして、「本文編」の一番最後に、「委員長所

感」というのを、6ページ分書いてあります。「概
要」では最後の 2ページにサマリーをつけておき
ました。今回の事故は一体何だったか。簡単にい
うと、原子炉の冷却が不能になったということで
す。それは、全電源が喪失したからと言われてい
ます。しかし、電源の喪失というよりも、津波に
よる配電盤の水没が一番決定的だったと考えない
といけません。あまり強く「配電盤の水没」とい
う言い方がされていませんが、それが大事だと思
っています。  

もう 1 つは、とんでもない事故が起こっている
わけですが、収束はしていません。しかし、あそ
こでいま抑えられているということ自体は、現場
の人たちがものすごい努力をして、本当に死ぬ思
いでいろいろなことをやっているおかげだという
ことをとても強く思っています。 

今回の事故は、発電所の中で起こったことにだ
けに注意が集中してしまってはいけなくて、周辺
にいる住民に放射性物質が降り注いで、避難せざ
るを得なくなったまま帰れなくなっている、この
ことが災害の本質である、という捉え方をしない
といけないと思っています。 

委員長所感 何を学ぶのか7つの指摘 

委員長の所感で述べた、これから何を学ぶのか
という点を7つお話ししようと思います。 

1 番目は「あり得ることは起こる。あり得ない
と思うことすら起こる」ということです。これは、
実際にはどんなことかというと、配電盤が水没し
て全電源喪失という事態が起こって、冷却不能に
なって事故が起こったのですが、1993年に原子力
の安全委員会は「長時間の全電源喪失は考えなく
てよい」と記述しているのです。これは、信じら
れないです。あり得ることなのに、考えないでい
いということを言ったときから、全電源喪失はな
いこととして全部の運営が行われていました。こ
ういうことが起こるのです。ですから、これから
も、あり得ることは起こると考えなければなりま
せん。 

2 番目です。そういうときにどういう心理が働
くかというと「見たくないものは見えない」、言
葉を変えると、「見たいものが見える」なのです。 

東京電力は、自然災害に対して、津波に対する
アクシデントマネジメント、津波にどう対応する
かということを全く整備していません。特に複数
の原子炉の同時被災を考えていません。6 つも同
じ場所に並べて、それが全部一遍にやられたら、
本当にそれで対応できるのか、ということが考え
られていません。今回、4 つすべての原子炉が稼
働中だったわけではなかったのですが、すべての
原子炉が同時に被災したとすると、その場合の対
応はどうすればいいかができていません。したが
って、1号機、2号機、3号機のいずれかに水素爆
発が一度起こると、もうほかの対応ができなくな
ってしまうというようなことが起こっています。 

3 番目は「可能な限りの想定と十分な準備をす
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る」ということです。地震の想定と備えは相当に
行われていました。しかし津波への想定は貧弱で、
備えはほとんどありませんでした。予期しない事
態の出来に十分な備えがあれば、今回のような大
事故には至らなかった可能性があります。 

本文に書かれていないので、これから先は個人
の感想ですが、現場に行ってみると、非常に残念
な感じがします。それは、津波のことを考えてい
れば、もっと高いところに吸気口をつけるような
ことを考えていたと思うし、それはすぐにでもで
きたという気がします。 

また、防潮扉のようなものをきっちりとつくっ
ていれば、相当に防げたのではないかと考えまし
た。これは本文の中には書いてありません。ただ、
どこもみんな自分たちで出かけていって、きっち
りとみてきて考えると、いまのような印象を非常
に強く持ちます。 

4 番目は「形をつくっただけでは機能しない。
仕組みは作れるが、目的は共有されない」。これ
は非常に大事な部分です。ＳＰＥＥＤＩは、必要
な入力がなかったらもう使えないものとして、そ
れを何とかここで生かして使おうという努力はさ
れませんでした。 

また、オフサイトセンターは、放射線の防護設
備が整備されていないから、行ってみたら使えな
かった。そんなばかなことがあるのか。しかし、
そういうことが起こりました。 

5 番目は「全ては変わるのであり、変化に柔軟
に対応する」必要があるということです。これは、
福島の第一原発をつくってから40年とか、そうい
う時間がたっています。その間に学問の進歩とか
技術の進歩、それからスリーマイルアイランドや
チェルノブイリでの事故、そういうものを経験し
て、いろいろな物の考えが進歩しています。とこ
ろが、日本はこういうものをものすごく積極的に
取り入れたかというと取り入れていません。外が
変わっているのに、一度自分たちが決めた基準と
か考え方を固定して、外の変化に柔軟に対応する
という努力が全く──全くされていないというと
ちょっと強過ぎますが――その努力がされていな
いのです。そのために、こういう事故になってい
ると思います。 

6 番目。「危険を危険として認め、危険に正対
して議論できる文化」が必要です。原子力という
のは極めてエネルギー密度が高くて危険なものだ
と私は思っています。原子力発電を、社会の不安
を払拭するために安全神話で推進してきました。
「原子力は安全です」と言って、やってきた。そ
して、本当に安全だと思っている人がたくさんい
ました。それは間違いだと思います。 

原子力はもともと危ないものだと思います。し
かし、危ないものなのになぜ使うのだというので、
「危ない」といった途端に、危ないものはあって
はいけないというふうに短絡して、考えたり、議
論をしたりすることをやらなくなってしまってい
る日本があるようにみえるのです。そうすると、

本当に原子力が必要だと思う人は「安全です」と
言い張るしか仕方がなかったように思います。そ
のうちに、いつの間にか原子力は安全だというこ
とになって、対応しなければいけないことに対応
しなくなっていたというふうにみえます。 

原子力の防災マニュアルがシビアアクシデント
に対応するものではなかったのです。そして事前
の防災訓練も全く不十分だったというふうに言え
ます。事が起こってからこれに対応するので、す
べてが後手になり、本当につらいことばかりが起
こりました。 

最後に、こういうことをみるときにどうあるべ
きかという、1 人ずつの人間について考えてみま
した。それが、7 番目の「自分の目で見て自分の
頭で考え、判断・行動することが重要」だという
ことです。誰かが決めたことに従っているからい
いのだ、マニュアルどおりにやればいいのだ、や
っているからいいのだというような、よその人の
つくった基準に従って動くことをよしとする文化
に染まり過ぎているのではないかというふうに思
います。一人一人が独立して考えるようにならな
ければいけません。 

そして、この事故の中で、立派に現場で働いて
いる人たちがたくさんいるのをみると、例えば、
電源がなくなってメーターで何も見られなくなっ
たときに、自動車のバッテリーをかき集めて直流
電源のかわりとして必要な計器の読み取りを行っ
ているのです。それで何とか原子炉の中の状態が
わかるようになって、それでいろいろな対応をし
ているのです。関係者が必要な措置を行ったおか
げで、いまのところに何とか抑え込んでいる。自
分の責務をきちんと考えて、きっちりと行動した
人が、あの原子力発電所の内外にたくさんいたと
いうことです。そういうことをきっちりと評価し
ないといけないと思います。そして、そういう人
をこれからきちんとつくっていかなければいけま
せん。 

≪質疑応答≫ 

司会 どうも大変ありがとうございました。原
発事故がどうして起きたか、それから本質的な問
題、さらに、これから事故を防ぐために普遍化し
た場合の原理・原則など大変わかりやすくお話し
いただきました。 

それでは、質疑応答に入りたいと思います。問
題が非常に多岐にわたりますので、最初に司会者
の私から、会場の皆様の共通の関心事項と思われ
る点をいくつかまとめてお聞きします。その後、
会場の皆様からの質問とさせていただきます。 

質問の第 1は、先ほどのお話に関連して、政府
の事故調としては、今回の事故全体をどういうふ
うに認識しているのかという点です。 

具体的には、これまで 4つの事故調の報告が出
されました。東電、民間事故調、国会事故調、そ
れに政府事故調。わかりやすくするために、この
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うちの国会事故調の報告を読みますと、事故の根
源的な原因は、自然災害ではなくて人災であると、
結論づけています。 

先ほど委員長のお話ですと、複合災害、リスク
要因の洗い直しといった観点で捉える必要がある。
捉え方が違うということなのでしょうか。 

レッテル貼りより、知見を見いだす 

畑村 国会事故調は、これは人災だという、そ
ういう表現の仕方をしています。私たちは人災と
いう、そういう表現の仕方をしていません。そこ
についてお話しする必要があると思います。 

要するにこれはどういうものか。人災だという
と、だれが悪かったのか、何がおかしかったのか、
という方向に結びつけたくなるのです。要するに、
責任追及の方向に行きたくなるという背景があっ
て、そしてそれで「人災」という言葉を使うと腑
に落ちたというか、とても納得するのです。「あ
れは人災だね」と。でも、その後ろにあるのは、
それに絡んだ人の判断や行動がおかしかったから、
この災害は起こったんだねというので、それに関
与した人の責任に帰着させて、それでわかったよ
うな気になってしまって、それ以上考えなくなっ
てしまうという、そういう欠点があるように私に
はみえます。 

そうではなくて、どういう状況があって、どう
いうところで人はどんな判断をするか、その判断
がどんな結果になるのかというのをみるのが大事
です。誰が悪い、何がおかしいということでやっ
ていたのでは、何もこれから得られた知見を将来
に生かすことができないと考えます。 

責任追及を目的としないということを一番初め
に言いました。そこでは、「責任追及をするとい
うと、真実を語ってもらえないからだ」というふ
うにみんなが受け取りました。しかし、私が、責
任追及を目的としないといったのには、もっと深
い意味があります。真実を語ってもらうためでは
なくて、初めから誰かの責任だという方向に話を
持っていこうとする方法で全体の論理をつくって
いくと、本当に学ぶべきものを学ばなくなってし
まうというふうに思うのです。何かのレッテルを
貼ってしまうというやり方はわかりやすいのです
が、そういうふうに持っていってしまったとする
と、何か非常に大きなものが欠落したまま何かの
考えをつくっていって、最後にその欠落した部分
のために、また別の形の災害なりが起こる、次の
事故の準備をしていることになってしまうのでは
ないか、と考えています。 

この事故調査の委員長を引き受けて始めるとき
に話したのですが、今回の最終報告の中にその言
葉がほとんど入っていないかもしれません。よく
覚えていませんが。「組織事故」という、そうい
う概念が出てきています。いまから20年ぐらい前
から相当広く出てきた考え方です。これは、だれ
かのせいというのではなくて、組織全体が何かの
考えややり方でやっていくうちに、どの人がそこ

の位置に行ってもそういう判断・行動になってい
くだろうという、簡単にいうとそういう考えです。 

そして今回の事故にも相当に「組織事故」とい
うような考え方を持ってこないと、また別の形で
似たようなシナリオの事故を起こしてしまうので
はないかというふうに思っています。それで私た
ちのほうの政府の事故調では、人災という言葉は
使いませんでした。 

 

司会 質問の 2つ目は、先ほどお話があった分
析と関連しますが、原発事故の事実関係の問題。
地震と津波の影響についてお聞きします。他の事
故調、国会事故調でしたか、原発災害が起きた原
因として、津波だけではなくて、その前に地震に
よる損傷があったのではないかという趣旨の記述
があります。それに対して、畑村さんの委員会は、
その可能性は少ないという結論。そうした違い、
事実関係のベースになる点ですので、お考えと根
拠をお聞きます。 

原発の損傷と地震・津波との関係 

畑村 私たちの政府の事故調の記述も、それか
ら国会事故調の記述というか調査も、きちんと 1
つ 1つの事柄を見ていくと、ほとんど同じことを
言っています。ですから、一番最後の表現の仕方、
取り上げ方のところで違っているようにみえます
が、中の記述をきちんとみると、ほとんど同じこ
とを言っています。 

それで、私たち政府の事故調は、地震の影響で
何かが壊れていたということがあったかないかに
ついて、全然なかったというふうには全く言って
いません。それはあったかもしれないんです。し
かし、本当にそれをきちんと解明しようとすると、
実物をみる以外にないのです。しかし、それがで
きないために、明らかにすることができないこと
ばかりなんです。そうすると、出てきた現象の中
から、地震で壊れたに違いないというような現象
がはっきりと現れるかどうかという、そういうこ
とでみるしか仕方がないんですね。 

私たちが調べている限りでは、明らかに地震で
壊れたんだという、そういう現象は見当たりませ
んでした。ここは気をつけてもらわないといけな
いのですが、見当たらないと言ったんです。地震
で何も壊れていなかったなんていうことは全く言
っていないんです。調べられないからわからない
だけで、あったかもしれないんです。 

それともう 1 つ、仮に小さな損傷があったとす
ると、こういうことが考えられると推察すること
ができます。そういうことというのは工学的、技
術的にはあり得ることなんです。でも、明らかな
現象として結びついて出てきたものはなく、そう
いうふうに判断する中身は見当たりません、とい
うことを言っています。 

特に大事なのは、今回のこれをみていてわかる
のは、地震で壊れたかもしれないとか、地震に気
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をつけなければいけないというのは、そのとおり
なんです。しかし、みんなで地震、地震といって、
地震のことだけを取り上げて考えていればいいの
かという別の視点がものすごく大事です。これは
日本中が大事なものを考えるときに、地震のこと
ばっかりに注目をしているうちに、津波というと
んでもないものを考えなくなってしまったという
部分があるようにみえるんです。 

もうちょっと広くみると、いまでもものすごく
危ないことがそのまま放り出されています。自然
災害をみるときには、順番があります。地震、津
波、洪水、その次が、噴火です。日本という災害
の見本市みたいな国にいるときに必ず考えておか
なければいけないことの順番です。自然災害とい
うものをどう考えるかといったら、いまいってい
るような事柄と順番で考えていないと、必ず考え
落としが出てしまいます。 

そして、その考え落としの証明が今回の事故で、
地震だけを考えて、津波を考えないでいたら、こ
んな風になってしまったと考えなければなりませ
ん。今回原発が地震で損傷を受けたかもしれない
ということは言っていいんです。何も間違いでは
ないです。しかし、地震のことばかりに注意が集
中し、他を考えなくなるのはいけない。すごく大
きな間違いになるというふうに思います。地震と
同じように津波も洪水も噴火も考えないといけな
い。特に日本では自然災害というのをきっちりと
考えないといけない。とても大事な部分だと思い
ます。 

 

司会 今後の対応に関連してお聞きします。大
飯原発の再稼働の問題と関連して、政府事故調の
最終報告が出る前に再稼働をすること、これはい
いのだろうか。そういう疑問を持たれている方が
いると思うのですが、手短にお答えいただければ。 

大飯原発再稼動と最終報告は分けて考える 

畑村 私たちがこの委員会を立ち上げるという
ところから始まって、おととい、ようやくその報
告をまとめるところまで来ました。そのときに、
このくらいの期間でこれだけのことをやろうと思
って一生懸命やりましたが、やれた部分が大多数
ですが、やれない部分もあったんです。しかし、
時間を決めて鋭意やっていったわけで、それがい
まの報告書の格好になって出てきています。 

しかし、それとは別に、電力がなくなってしま
って、社会全部がものすごく困っている状態とい
う視点で見ると、私たちの調査が何かの結論を出
すのを待っていることができるのかということで
す。報告が出ていれば、それを参考にするなり準
拠するのはいいけれども、社会の変化や要求のほ
うが強ければ、出ていなくても判断をしなくては
いけないということはあると思います。ですから、
最終報告が出ないのに、再稼働の判断をしてしま
ったというのは、おかしいじゃないかという意見
がありますが、私はそうは思いません。これは別

のものだというふうに思います。 

それでは、大飯原発を、それ以外もひっくるめ
て、再稼働するときに、ここで得られた知見を十
分に生かすことができるのか、さもなくば、生か
すつもりがあるのかということについては、また
別の問題として十分に考えなければいけません。
特に最終報告で「提言」という形で出したことに
ついては、それはそれできちんと取り扱わなけれ
ばいけないのだというふうに思うんです。 

特に、私は委員長を引き受けるときに、私の不
明というか、放射性物質の飛散で、それに巻き込
まれた人たちがこんなに悲惨なことになるという
のをきっちりとわかっていませんでした。引き受
けてから、巻き込まれた人たちと議論したり、町
長や市長や村長さんとも話をしましたが、そうし
ているうちに、本当に大事なことというのは、そ
こにいる人たちにどんな形でこの影響が及んでい
くのかということを考えることだ、というふうに
考えるようになりました。 

そして、このように考えると、再稼働をすると
きには、とにかく事故が起こったとしたら、避難
をどうするのかということを十分に考えることが
必要です。それも、単に計画を立てるというよう
なレベルではなくて、本当に今回起こってしまっ
たようなことが起こってしまうんだぞと考える。
自分の周りで自分の問題として起こることとして
考えることが必要です。事故を他人事にしないで
自分のこととして、自分だったらどうするかとい
うレベルにまで持ってきて判断をする。政府や地
方自治体などの行政も自分の問題として考えると
ころまで、きっちり持っていくということはぜひ
やらないと、こんなに高い授業料を払ったのに学
んだことにならないと思います。 

 

司会 これからの事故調査のあり方について、
この提言でも、今後も調査継続の必要性を強調し
ています。調査継続の場合、細野原発担当大臣は、
9 月に発足する政府の原子力規制庁の部署に置く
考えを示している。一方、国会事故調は国会に置
いたらいいのではないという考え方を示していま
す。畑村委員長はどういうふうにお考えでしょう
か。個人の立場で結構ですので、お答えください。 

国会で事故調査の継続を 英国の先例も 

畑村 それでは、個人でお答えします。私は、
行政府の中で、今回のような私たちがやったよう
な事故調査をやるというのは、これは非常に大事
なことだと思います。しかし、国全体でみたとき
に、このくらい大きな事故を取り扱うのだったら、
やっぱり立法府が取り扱うというのが一番大事な
ことなのではないかという気がします。これは自
分できっちり確かめているわけではありませんが、
いまから 2年前に、イギリスがどうやっているか
について、安全を取り仕切る人を招いて開催され
たシンポジウムがあり，そこで事故の取扱いにつ
いて議論をしました。イギリスでも随分いろんな
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ことがあったけれども、最後は、国会にそれをつ
くる以外にないというのが結論なんですよ、とい
う話がありました。 

イギリスでは、10年以上前に鉄道が民営化され、
その頃にたくさん鉄道事故を起こしているんです。
そのときぐらいだったろうというふうに思います
が、事故防止のための機関を立法府と行政府のど
ちらに置くかといったら、立法府に置くのが正し
いのだろうというふうに自分たちの国はやってい
るんですよ、そんな話でした。それをほとんど日
本では知らないでいますが、やはり大きな筋でみ
て、そういうものが必要だというところを考える
のが大事なのではないかというふうに思います。 

 

質問 この報告書について、基本的な質問、疑
問が 2 点あります。1 つは、先生がさっきからお
っしゃっているように、責任を問わないというこ
となんですが、私たちが例えば重大なる交通事故
を起こした、これは過失で問われますね。ところ
が、先ほどからおっしゃっているように、これだ
けのシビアアクシデントを起こした東京電力は何
も責任を問われない。むしろ先生がそういう立場
でずっとお話しされているから、そういうムード
ができたのかな、というふうな疑問があります。
それが1つ。 

それからもう 1点は、この報告書を世界は待ち
構えていたと思うんです。ところが、組織的な事
故だとか、それから国会事故調のような、日本文
化のせいだというようなことだと、世界は全く事
故の本質は何だったんだろうというふうな疑問を
起こすと思うんですね。 

例えば、その中で、マークワン（MarkⅠ）とい
うＧＥの原子炉が、どんなに欠陥があるのか、こ
れはむしろ、こういう欠陥があるから使わないほ
うがいいというような結論を出すとか、そういう
ことでなければ、世界はこれだけの事故を起こし
て何をいっているんだ、というふうに思うのでは
ないかと思うんです。 

原因・背景調査と責任問題は分けて対応 

畑村 私たちがこの事故調査を始めるときに、
責任追及を目的としない、というふうに書きまし
た。責任追及のためにこの調査をするのではない
ということを言いたかったんです。しかし、この
事故について、だれも責任がないなどというのは
おかしいです。きちんと責任があるんだというふ
うに思います。 

しかし、すごく大事なのは、日本では、ほとん
どの人は、今回のような大きな事故以外は事故調
査は警察がやると思っているんです。しかし、警
察のミッションというのは何かといったら、悪者
をふんづかまえて処罰をするというところにもっ
ていくことです。なぜ事故があったら警察がやる
んだということを日本中だれもが考えないで、事
故＝警察がやる、そういうふうになっている。 

これは、日本中が責任追及をして、それをやれ
ば事故が片づいてしまったと思う、そういう考え
方になっているからだというふうに私には見える
んです。そうではなくて、きちんと、その原因な
り背景なり、そういうものを取り上げて、それと
同じ事故か起こらないように、また同じシナリオ
の事故が起こらないようにするというほうがもっ
と大事だという気がします。 

ですから、そういう意味では、初めから責任の
追及を目的としてこれを調べるというと、ほとん
どの場合、例えば業務上過失傷害とか、業務上過
失致死とか、そしてまた法体系でみると、予見性
があったか、自覚していたかとか、そういう話に
なるんです。しかし、いずれにせよ、こんな大き
な事故が起こっているのに、誰も責任をとらない、
さもなければ、誰の責任でもないとしておしまい
にするというのはどうかしているんじゃないかと
思うほうが当然だというふうに思います。 

ただ、責任追及は当然だとしても、責任追及の
ために行う事故調査に寄りかかっていては、学ば
なければいけないことが学べないんです。そうい
う意味で、「責任追及を目的としない」というふう
にいってやってきました。責任のことを全く考え
ないということではありません。ですから、これ
をみんなではっきりと区別してやらなければいけ
ないと思います。 

日本は責任問題にきちんと向き合う国 

このような事故の背景にあるのは日本固有の文
化や国民性の問題だといってしまうと、外国から
みたときに、要するに日本というのは何が起こっ
ても責任という視点から物をみることをしない国
なのか。モヤモヤとして、何か綿みたいな、あぶ
くみたいな、そんな国なのか。きちんと自分の責
任というものを自覚して動く人間がいないのかと
いうふうにみるだろうと、いまのご質問はそうい
うことだろうと思うんですね。日本はそんなこと
はないです。 

福島の原発の中で、事故をくい止めるために死
を覚悟してやっている人がいる。その人たちは十
分に責任を感じてきっちりとした行動をとってい
るんですね。ですから、日本全体が無責任な国み
たいなふうにいわれるのはまことに理不尽だとい
うふうに思うんです。 

ですから、世界も、この報告書に、責任追及を
目的としないと書かれているから、日本はそんな
国だなんて言わないでほしい。仮にそういう理解
をしていたらです。そうではなくて、きちんとし
た責任というものを感じている人がたくさんいて、
そのとおり動いています。 

しかし、いまの段階でみると、例えば東京電力
が自分から「自分の責任です」ということを言っ
ていないというのは、「それはおかしいね」と言い
出さなければいけないんです。それを私たちの事
故調がやるべきかというと、それは別のことだと
思います。 
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質問 先ほど委員長がおっしゃられたことです
が、政府事故調の提言の今後の取り組みについて、
立法府が扱うのが適切ではないかとおっしゃいま
した。しかし、政府事故調の最終報告書について、
本日付の毎日新聞がこの最終報告には法的拘束力
がないと指摘しております。 

原子力規制委員会設置法大綱というのが既にで
きており、それを読みますと、国会事故調は原子
力規制委員会設置法に担保されています。ところ
が、政府事故調がどうして原子力規制委員会設置
法に入っていないのか大変な疑問を持ったんです。 

ですから、100 年後の配慮を考えるということ
でしたら、畑村委員長みずからが再出馬されてこ
れを続けられることが必要なのではないでしょう
か。法律に入っていないと、うやむやになって、
政府事故調査報告書が今後忘れ去られる可能性が
あるんじゃないでしょうか。 

 

畑村 あまり答えになるかならないかわからな
いけれども、また変なことをいうとしかられちゃ
いそうな答えになりそうですが、とにかく、頼ま
れたときに、誰かがやらなきゃいけないことだか
ら、まあ、仕方がないから引き受けようと思いま
した。どのくらいの期間をやるのかといったら 1
年ちょっとだというから、それなら仕方がないと
引き受けましたが、例えば初めから、この次にあ
れがあって、これがあってといったら、私は多分
引き受けなかったと思います。これまでいろんな
ことを世の中に働きかけたり発言したりしてきま
したから、ここで頼まれたのに逃げてしまっては
申しわけないと思って引き受けましたが、例えば
今から5年とか10年とかをかけて、調査・検証を
行わなければいけないのだとすると、自分なりに
考えていた人生設計を全く変えなければなりませ
ん。人生のすべてをこれにだけ注ぎ込むというの
は、とてもいま、そういう決心はできません。 

それともう 1 つ。先ほど世の中はいろんなもの
が変わっていくぞというのを言いましたが、事故
調を立ち上げて、それから動こうとするときと、
規制庁になる前に、どこに何をくっつけてどうや
ろうかという議論かあったりするときに、どんど
ん変わっていきましたね。どんどん変わっていく
ので、それはそうかと思うんですが、ある時期、
再稼働には事故調査の結論を生かさないといけな
いという議論があって、私たちの調査報告の時期
を早くしないといけないんじゃないかというよう
なことが、世の中で取り沙汰されたことがありま
す。とてもそんなことはできっこないから、世の
中が再稼働を必要とするなら、それはそれで勝手
にやってくれと。世の中の要求とのすり合わせと
いうか、マッチングについて委員の中で随分議論
したんですが、とにかく引き受けたからにはきっ
ちりやろう、というのでやりました。 

ですから、例えば私がいま委員をやってくれた
人に、「おい、みんなであと3年やろうよ」といっ
たら、多分だれも引き受けてくれないんじゃない

かというふうに思いますが、これは憶測です。自
分では、もうとても無理だという気がします。 

 

質問 4 つの事故調がありますね。最後に出た
のがこの政府事故調ですので、前の3つについて、
違っているところについては、一応政府事故調は
判定をした結果、今回の結果だというふうにみて
よろしいのかどうかというのが1点です。 

それに関連しますけれども、そういうふうに判
定をしたのだとすれば、これは畑村さん個人の見
解でいいんですけれども、ほかの 3つの事故調に
ついてどんな感想を持たれたかということをお聞
きしたいんですが。 

 

畑村 何を答えたらいいのかがとっても難しい
ですね。実際に、いろんなことを調べたり、中身
の検討をした結果の報告は、7月 23日に出しまし
たが、その手前で、例えば皆さんに報告書という
格好で渡るわけですから、印刷をする、製本をす
る、それからアブストラクトをつくるという作業
があります。 

ここでは配られていませんが、英文で一番ラフ
な概要ができるようにしようとかいうので、それ
のもととなる日本語の文章をつくるとか、そうい
うこともしました。ですから、ヒアリングでまだ
不明な部分を解明するとかいう作業は、印刷に入
るギリギリまでやりましたが、それにしても大体
1 カ月ぐらい前にはほぼ全部の作業は終わってい
ます。 

それから後に、例えば国会事故調の報告が出て
きたわけです。外からみると、そういうものをみ
て、またこれの中身を検討したようにみえるかも
しれませんが、実際にはほぼ作業が全部終わって
しまっているんですね。 

ですから、本当は、国会事故調がそこでいって
いる問題をもう一回見直す必要があるんだろうと
いうふうに思います。しかし、それは実際にはで
きないですね。 

特に、みんながとても関心を持っている 4号機
の使用済みの核燃料のプールの話とか、1号でも2
号でもいいんですが、圧力容器や格納容器、その
他の配管などのいろんな微小な損傷とか、そうい
うものをもっと詳しく調べなければいけないだろ
うというのをいわれると、そうかもしれません。
しかし、そういうことをもう一回別のやり方で調
べ直すのだったら、また何カ月もかかってしまう
ので、やり切れていません。もうこれ以上、対象
物を広げることはやめようというのは、これの一
番最後、1 カ月ぐらい前に、そういう議論はやり
ましたが、もうそこで止めています。これはもう
仕方がないと思います。 

特に、これは最終報告なんて書いているけれど
も、新聞を読んでいたら、ある市長さんが、「事故
なんか 1つも終わっていないのに、何で最終報告
という名前を使うんだ、ちっとも最終じゃない」
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と言っているという記事があって、全くそうだと
いうふうに思うんです。これはいまやっている自
分たちの作業がおしまいだということをいってい
るだけで、事故が終わっているわけではないんで
すね。 

だから、どこまでを対象にすると決めて、それ
以外には手を付けないというのは、もう仕方がな
いことだというふうに思っています。 

それから、ほかの事故調の 3つをどうみるかと
いうのは、いろいろ思いますが、多分ここでいう
と、またいろんなもめる種になるのも大変だなと
思うから、差し控えます。 

 

質問 2つあります。1つは、福島第二原発に比
べて福島第一原発は対応が適切でなかったと書い
てありますが、それでは、日ごろよく防災訓練を
やっていれば、もう少し事故を小さくできた、と
いうふうにお考えになるかどうか。 

2 番目は、米軍はヘリコプターや無人機を飛ば
したりして、放射性物質の拡散状況などを観測を
して、日本政府にそのデータを提供していたと思
うんですが、そういうことについての協力ぶりを
報告書が触れていないということは、あまりそう
いうのは必要なかったというふうな判断をされた
かどうか。 

形だけの訓練・研修・教育の改善を 

畑村 まず、1 つ目の防災訓練のほうの話は、
本当は防災訓練だけじゃなくて、もうちょっと突
っ込んだ質問を逆に僕だったらするなと思います。
福島の第一原発と第二原発ではどういうふうに条
件が違っていて、福島第二のほうはどれだけいい
条件・環境があったから過酷事故に至らず、福島
第一のほうは、どうまずかったのかを明らかにし
ていますか、というのをまず聞くと思います。福
島第二のほうが、結局、電源が全部なくなってい
るのではないから、真っ暗にならずに済んだし、
それだけではなくて、ちゃんと必要な計器が読め
ているんですね。 

だけど、福島第一のほうは完全に電源がなくな
っていますから、真っ暗だし、すべての計器が、
いってみれば死んでいる状態なんです。その中で
判断をしなければならなかったのです。両方を比
較すればというので私たちは比較をしました。い
い状態のものと、一番まずいものの状態を比較す
ることでいろんなものがあらわれてくるからだと
いうふうに思ってやったことなんです。 

それで比較してみると、福島第二のほうが福島
第一よりもいろんな意味で適切な行動をしていま
す。それが訓練をすればよかったのか、という問
題になりますが、私はそれについては、あまり訓
練がいいというふうには思いません。 

これは、この報告書の中であちらこちらに、教
育と訓練を十分にやればよかった、という表現に
なっていますが、多くの場合、訓練とか研修とか

教育というのはどこでやっても、自分の問題だと
思わない人に訓練をやっても、形だけになるんで
す。訓練をやったから大丈夫だったとか、そんな
ことは全然ないように思います。 

特に、避難訓練を考えてみてください。避難訓
練というのはひどいものです。避難訓練を昼間の
お天気のいいときにやると、毎回出てくる人は同
じ人ばかりだというんですね。それで、何百人集
まったから訓練をちゃんとやれたというのでよか
ったねとなる。今回、本当に出かけていって議論
しているんですが、訓練が役に立ったという人は
1 人もいません。あんなものはやっても意味がな
いといわれます。 

そういうふうに、「訓練」と名をつけて、何かや
ればそれでいいとなってしまうんです。でも、本
当は必要なんです、だけれども形だけになりがち
だぞ、と考えないといけないと思います。 

そういう意味では、福島第二は、訓練をやった
からとか、教育をやったからというのではなくて、
そこの中にいる人たちが、自分たちの周りに起こ
っていることは何なのかを考える、私の所感の一
番最後のところで述べましたが、自分の目でみて
自分で考えるというのをやっている人たちが随分
いたんじゃないかなというふうに思います。しか
し、そう思うだけで、それをそういう視点で調べ
るということはできていません。頭の中をみせて
くれというのを本当は言いたいとところです。 

海外からの災害協力受け入れ態勢ない日本 

それから、米国の協力とか、そういうものです。
私たちの調査ではこれを取り上げていませんが、
よその国との関係で、日本がもっとずっといろん
なことをやらなければいけなかったということは
記述しています。 

特に、ＩＡＥＡとかいうところもあるし、近隣
の国への連絡とか、それからよそからの協力とか。
実は、日本は、よその国が災害のときに協力を申
し出てくれても、もともと支援にどう対応するか
をだれも考えていないので、対応しようがなかっ
たということです。例えば日本にこういう資材を
提供したいという連絡をすると、日本はそれを拒
絶したというふうになってしまいます。受け取る
人が 1 人いるかいないかで、しかも置く場所がな
いんです。ですから、送らないでくれというしか
ないのです。一生懸命やろうと思っても、もとも
との準備がないんです。 

ですから、提言や所感のところに書いてある、
できるだけの準備をしろというのは、そういうこ
となんです。本当に考えて、あり得ることだと思
ったら、きちんと準備をしないと、突然対応する
のは無理だと思うんです。それが全然ないままだ
ったことが問題なんです。いろんな国が助けよう
としていろんなことをやってくれました。特にア
メリカはすごい勢いでやってくれたわけです。さ
もなければやろうとしたんです。それと一緒に、
日本にいる自国民の数がすごく多いから、それを
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きちんと避難するなり何なりをやらなきゃいけな
いというのをすごく強く考えたんですね。 

ですから、僕らは日本の中の日本人のことだけ
を考えているのではなくて、私たちの国にいる外
国の人、それからよその国がどうみて、ここにど
う対応しようとしているかとか、もっとずっと立
体的に考えなければいけなかったのだということ
を、とても強く思っています。この報告の中にも、
そのレベルでは書いてあります。 

それをやらないで――だけど、一番大きいのは、
「原子力は安全です」といった途端に、もうそん
なことは考えないでいいことになっちゃうという、
やっぱりそういうのが随分あったのではないかな
というふうに思います。 

 

司会 ありがとうございました。畑村委員長に
署名をしていただきましたが、「とんでもない事故
が起こった。どうすれば防げたのだろうか」とい
うことでありました。マスコミへの注文とか、何
かありましたら、一言、どうぞ。 

失敗の道から、成功の道を探索 

畑村 事故調査は、何がどんなふうに進行して
いってどうだったかということを明らかにすると
いう、そういう動作になっています。しかし、私
は、仮定の問題、もしもこうだったらというのを
徹底的に考えるというのが大事だと思いますが、
普通、こういう事故調査ではやりません。それは、
仮定の問題を入れてはいけないと思っている人た
ち、さもなければ、そういうことまで考えてほし
いと思う人がそれほどいないという問題があると
思うんです。しかし、私は、この事柄については
こういう判断をする、この事柄についてはこうい
う判断をするというふうにして、それらをつない
だ成功に至る道筋、もしもそういう方向の選択を
していたら、こんなにひどいことにならなかった
んじゃないかという、成功の道筋を探ることが必
要だと思います。そういう仮説を考えるのが極め
て大事だというふうに思っています。 

そして、今回の報道とか、そういうものをみて
も、仮にこうだったらこうなのに、というのを堂々
と書いて、それの主張をしているものが出てこな
いように思うんですが、どこかで、仮説の問題と

してこういうことを考えるのが極めて大事だ、と
いうこともいうべきだというふうに思うんです。 

私は今は“失敗の道”、失敗の脈絡を明らかにす
るということを一生懸命やっています。しかし、
次に同じような失敗を起こさないようにするには、
“成功の道”、それを探索することが大事だろうと
いうふうに思います。 

そして、その成功の道を探索するには、仮定の
問題、仮説の問題ですが、仮にこれがこうだった
らという、そういうことが非常に大事だと思うん
です。どうしてもそれを言いたかったから、先ほ
どの言葉を書きました。 

 

質問 政府刊行物でぜひ出してほしいんですが。 

 

畑村 では、それにもお答えします。私も同じ
主張をしました。ところが、民間にこういうもの
を売るのに、国費を使ってやるというのは、会計
法上できないと言われました。「それでもいいから
出せ」と言ったのですが、「先生、それほど言うの
だったら、自分で出版する本屋を探してきてくだ
さい」と言われました。それだったら、みんなが
協力して出せるのですと。でも、国が国のお金を
使ってこういう本を出版するというのはできない
と言う。「そんなことを言っても、神田橋のところ
に政府刊行物のセンターがあるじゃないか」と言
うと「先生、発行所でよく見てください。お国と
書いてあるのは 1つもありません」と言われまし
た。 

 

質問 白書などは、出版していますよね。 

 

畑村 白書というものがあるからいいじゃない
かと。白書はどこが出しているか知りませんが、
白書は、僕は調べていないからわかりませんが、
そのときの答えでは、発行所が国となっていない
はずだろうという話でした。なっているかどうか
知りません。 

 

司会 きょうは畑村委員長に、予定の時間を大
幅に超えて応答いただきまして、大変ありがとう
ございました。

 


