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東北大ＳＮＷ対話会２０１８ 報告書 

     世話役担当 SNW東北 阿部勝憲  

（報告まとめ 矢野歳和） 

 
 

学生とシニアの対話 in東北大 2018 プログラム 

 

１．日時 

平成 30年 12月 10日(月) 13：00～18：00 

２．場所 

東北大学 青葉キャンパス 量子本館 1F学生研修室、4F大会議室、4F小会議室 

３．参加者 

学生  22名（Ｍ１および 4年）   

シニア 10名 ＳＮＷ東北、ＳＮＷ本部より各 5名 

４．スケジュール 

13:00 - 13:05 開会挨拶（松山先生、シニア:工藤、各 2-3分程度、学生研修室） 

13:05 - 13:10 対話の進め方についての説明（川本さん、学生研修室） 

13:20 - 14:30 第 1回対話（共通テーマ「原子力の将来」） 

14:40 - 15:50 第 2回対話 

16:00 - 17:10 第 3回対話 

17:30 - 17:40 シニア講評（山田、川合、大野、矢野、各 3分程度） 

17:40 - 17:50 学生の次回対話に向けての提案 

 （3分程度×4名、最後の対話グループから各 1名） 

17:50 - 17:55 閉会のあいさつ（シニア:坪谷）、アンケート回収 

18:00 - 19:30 懇親会（こもれびカフェ）  

5. 対話テーマとグループ分け（下線はＳＮＷ東北） 

グループ 1（1F学生研修室） 

担当シニア: 山田、坪谷、阿部  対話 1: 共通テーマ「原子力の将来」 

対話 2および対話 3: テーマ１ 「核融合・高速炉・放射性廃棄物処理」 

グループ 2（1F学生研修室） 

担当シニア: 川合、工藤     対話 1: 共通テーマ「原子力の将来」 

対話 2および対話 3: テーマ２ 「原子力の安全性と関連する制度、地域共生」 

グループ 3（4F大会議室） 

担当シニア: 大野、中村     対話 1: 共通テーマ「原子力の将来」 

対話 2および対話 3: テーマ３ 「世界の原子力事情」 

グループ 4（4F小会議室） 

担当シニア: 矢野、三谷、涌沢  対話 1: 共通テーマ「原子力の将来」 

対話 2および対話 3:テーマ４ 「学生に求められる能力、原子力関連の業種
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１．開会挨拶 

この対話会を計画し多大な尽力を頂いた東北大学の川本誠さん（Ｄ１）の司会で始まり、松山成

男教授から歓迎と対話会の意義などの開会のご挨拶を頂き、続いてシニアネットワーク（SNW）か

ら工藤が挨拶した。 

 

工藤昭雄 （SNW東北） 

皆さんこんにちは。SNW 東北の代表を務めている工藤です。今年も東北大学の学生さんと対話

できるのを嬉しく思います。原子力はその重要性にも拘わらず、今世界的には逆風に晒されていま

す。アメリカは安いシェールガスの開発に成功し、原子力を拡大するインセンテイブが下がっていま

す。ドイツは再生可能エネルギーを強化し、原発を停止する方針にしたものの、バックアップ電源に

国内褐炭火力を使用しているので、炭酸ガスの放出が逆に増加し混乱状態にあります。イギリスは

北海油田開発後原子力のシェアは低下してきておりましたが、北海油田が枯渇してきたため、また

原子力復帰に舵をきりつつあります。エネルギー資源のない日本にとって、エネルギーの選択肢か

ら原子力を除くことは現実的にあり得ません。皆さんも将来のことを色々考えていると思いますが、

東北大学の伝統である基礎学問重視の教育を受けておられる筈で、どんなことも出来る力を蓄え

てきつつあると思います。原子力分野に進むのも良し。そうでなくとも可能性は色々あります。今日

は本音の議論をぶつけあって、有意義な対話会にしましょう。 

 

２．対話会感想 
 
２．１ 第 1グループ 

場所： 1F学生研修室 

担当シニア: 坪谷隆夫 阿部勝憲 山田信行  

対話 1: 共通テーマ「原子力の将来」 

対話 2および対話 3: テーマ １ 「核融合・高速炉・放射性廃棄物処理」 
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（１）対話概要  山田信行 

対話１： 共通テーマ「原子力の将来」 

まず学生（５名）の出身、研究テーマ等の自己紹介がありその後シニアの自己紹介を行った。 

既にリーダー（進行役）は決まっており、対話はスムーズに開始された。 

・ 事前に、「将来、日本から原子力発電はなくなってしまうのか」、「福一の原発事故を踏まえて、

日本は原子力とどのように向き合って行くのか」、「原子力に対する風当たりが厳しい昨今、国民の

理解を得るための具体的な計画は？」などの質問が出されておりこれらを基に対話が進められた。 

・日本の原子力発電の将来については、自分たちがその分野で仕事をする可能性もあり、自分の

問題として真剣に討議された。シニアより、原子力は日本にとって不可欠なものであり、その技術は

なくすことはできない。当面、新規の大型発電所の建設は見込めないだろうが、小型炉の研究・開

発は進められており、有望である。また、廃炉の技術などこれから開発されなければならないことは

積算しており、決して食いはぐれることはないなどの自信をもって進むようエールが送られた。 

・海外と日本の技術協力、輸出なども話された。海外との関係は難しい面もあり、小型炉など国内

に需要をつくることが望ましいのではないかとの意見も出された。 

対話２および対話３: テーマ １ 「核融合炉、高速炉、放射性廃棄物処理」 

・対話２、対話３とも学生は 6名で、各自の自己紹介から始められた。 

・核融合炉については、「核融合発電の開発の現状、実現可能性について」、「核融合発電の電力

やメーカーの位置づけ」、「新しい研究について」などの事前質問があったが、シニア（阿部）より、こ

れらの回答を要領よく纏めた資料が用意されており、対話が効率的に行われた。核融合炉の材料

開発状況、2050年の核融合炉の実現性、ＩＴＥＲとＪＴ６０の違いなどが説明された。 

・高速炉に関する事前質問は、「高温ガス炉（ＨＴＲ）の安全性および建設への課題」、1 件であり、

ナトリウム冷却炉ＳＦＲに関するものはなかった。 

・ＨＴＲ、ＳＦＲについては各国、ロシア、中国、インドなどで開発が進められている。また、ウランの

不足が当初予想されたほどではなく、核燃料増殖のニーズが薄れたこともあり、中止になったプロ

ジェクトもある。 

・「もんじゅ」がああいう状態で 20 年も止まり、運転再開をできなかったのは経営能力などガバナン

スに問題があったとの指摘がシニアよりあった。 

・廃棄物処理、処分については、「福島の事故以降廃炉が叫ばれる中、技術や埋め立て地など問

題が山積していると思うが、その中で重要なもの、解決方法」、「放射性廃棄物の処分場は足りる

のか、どこに処分場を作るのか」などの質問が事前に出されている。これに関し、地層処分の各国

の現状、日本の状況について簡単にまとめた資料がシニア（坪谷）から配布されせた。高レベル放

射性廃棄物の処理は、各国とも地層処分で行う事に集約されている。また、ＨＬＷの量は少なく、数

平方ｋｍの処分地を今世紀中に1ヶ所あればたりることが説明された。処分地についてはフィンラン

ド、スウェーデン決定しており、その決定の過程で住民との対話が重要であることが強調された。 

 

（２）対話の感想 坪谷隆夫 

対話グループ１（テーマ：核融合、高速炉、放射性廃棄物） 

・ 原子力工学系の各ゼミを横断して参加したＭ１中心の学生諸君との対話会は、就職を間近に控

え近い将来に社会の指導的な立場に立つ宿命にある学生諸君の「原子力開発はこれからどうなる

のか」との切実な問いかけをシニアがしっかりと受け止め一緒に考える場であったと思います。 

・ 例年通り５－６名ずつに分かれた学生諸君がシニアの対話グループを移動する形式は東北大
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学における対話会の特徴です。対話時間を充実させるとの考えの基に基調講演なしで７０分ずつ

のグループ対話を３回実施しましたが、第１回目は「原子力の将来」、残りの２回はテーマに沿った

グループ対話。事前に学生諸君からシニアに聞きたいこと・知りたいことからなる質問を受け取り、

事前に選ばれた学生がグループ対話の進行をしました。先輩から引き継がれてきた「東北大学方

式」ですが、より充実した対話会が持てるよう改善されてきたと思います。十分な時間を使うことが

できたグループ対話は学生諸君の発言とシニアの発言は良くかみ合い、バランスも取れていたの

ではないかと思います。このような対話会が実施できる背景に、向学心に富む優秀な学生、ゼミの

先生方のご指導など卓越した環境があることは見逃せません。 

・ 報告者が配属された対話グループ１は、阿部先生、山田さんとご一緒でした。バックグランドの

異なる３名のシニアが、学生の質問に共感し、技術課題については予め用意した資料などを使って

答えることができたものと思います。 

・ グループ対話で学生から出された印象的であった質問（事前質問以外） 

＊ 再生可能エネルギーは限界があり原子力は必要だと考えるが批判的なメディアとどう向き

合うのか 

＊ 原子力技術は国内が駄目でも海外で生かせないのか 

＊ ２０５０年に本当に核融合原型炉は可能か 

＊ 核融合はいくつもゼミがあるが地層処分は１つのゼミだけなのはなぜか 

 

（２）対話の感想 阿部勝憲 

今年度はＳＮＷ東北が担当し世話役として大学側窓口の遊佐先生、担当川本さん（Ｄ１）と打ち

合わせた。川本さんは、対話会が活発になるようにと参加者による事前の会合など準備し、実施に

際しては各グループの対話で学生が司会となり事前質問の優先順位を相談すること、グループ対

話のまとめ・講評をシニアが、次回への提案を学生がそれぞれ 4 名ずつ行うなど工夫してくれた。

反省点は幹事に引き継ぐということで来年も楽しみである。 

対話では、学生諸君が進路を考えるうえで原子力の将来に強い関心を持っていることを感じた。

エネルギーセキュリティや環境問題から原子力の役割は国内外でますます重要になってゆくはず

で、６０年かけて獲得した原子力技術に自信を持とうと学生諸君にエールを送った。関連して、エネ

ルギー利用では原子力発電から核融合開発まで放射線利用では先進医療や産業応用などの原

子力技術の発展可能性についても話した。 

 

２．２ 第 2グループ 

場所： 1F学生研修室 

担当シニア:  川合將義 工藤昭雄 

対話 1: 共通テーマ「原子力の将来」 

対話 2および対話 3: テーマ２ 「原子力の安全性と関連する制度、地域共生」 

 

（１） 対話報告 川合將義 

対話は３度、学生の班長をファシリテータとして、順番に対話テーマを出して議論した。その多く

は、シニアへの質問で始まったが、時にはシニアからどのように思うかを問い返したて、問答を進め

た。その際、福島事故とその回復と第５次エネルギー政策についてパワーポイントにまとめた参考

資料をプロジェクターで示して説明した。 
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対話１： 共通テーマ 「原子力の将来」 

      参加者：修士１年 ４名、学部４年 １名 

・ 先ず、原子力発電をどうするという質問があり、国としては第 5 次エネルギー政策のもとに継続

することの共通認識で議論した。学生は、本対話会より前にも役人等から説明を受けているとのこ

とで、意見も出た。そこで再生可能エネルギー、火力、原子力の特徴と問題点について話し合った。

特に多くの国民が期待する再生可能エネルギーの日照や風の変動に伴う影響の中で電圧と周波

数を維持することの重要性、具体的には火力や揚水発電でカバーしていること、それに伴って温室

効果ガスが削減できていないこと（ドイツと英国の比較）については、新しい知識のようだった。合わ

せて再生可能エネルギー普及のための賦課金のことも触れた。 

・ 原発の再稼働の遅れが第５次エネルギー政策の2030年目標達成の妨げになりかねないので、

その理由について議論した。その一番の原因は、原子力規制委員会の厳しい姿勢と規制庁におけ

る書類重視の安全審査の非能率さを指摘。特に、後者は、表現の細部にまで修正意見が出たりし

ており、米国のように現場の審査官による機器の監査を中心とした方法に変えることが審査の促進

に望ましいことを説明し理解された。 

・ 原発は、再稼働だけでは限界があり、プラント寿命の60年への延長、廃炉分を新型炉への置換

が必要であること、炉型としては小型炉、とりわけ高温ガス炉が有望視されていることについて意

見交換した。特に、原子力を学ぶ学生にとっては、今後にも関係するだけに関心も高く、ドイツの高

温ガス実験炉のたどん型の燃料や JAEA の高温ガス炉の安全性などの技術的なことにも議論が

及んだ。 

対話 2 ：テーマ２ 「原子力発電所の安全性と関連する制度、地域共生」 

      参加者：修士３名、学部４年２名 

原子炉の安全性を国民に伝える方法について議論し、以下の意見があった。 

・ 原子炉への賛否について、原発隣接自治体とその周りの自治体の住民意識の違いが議論され

た。その違いに原子炉の安全性への理解の違いが影響しているかを耐噛めるためである。答えは、

政府の補助金の有無が大きく影響しているというのが答えだった。原発から遠い所にいる人程、利

益がないことの裏返しとして反対したく、その理由付けに原発不安を使っているようだ。青森の大間

原発に対する函館の反対は、その象徴であろうか。また、政治的に反対を主張する人ほど明確に

主張するため、反対がより目立つ。 

・ 原子力の安全性や放射線ついての一般市民への伝え方については、政府広報もあるが、ホー

ムページや新聞ぐらいであって期待薄である。一方、安全論議ほどマスコミが取り上げないので、

学者、学校の先生や医者、保健師等の地元の有識者を通じて、学校教育や講演会、対話会の中

で広めてもらう。とにかく信頼性の高い人を介して伝える事が重要である。お母さん方には子供や

若者から伝えることが結構効果があることを、福島での幼稚園における放射線教育での実例を説

明した。そのため、誰にでも分かるように科学的事実を伝えられるように単純化して伝えることが大

事である。 

・ 日本の科学リテラシーの低さが論じられている。どうしたら良いか？ 

汚染の目標や食品の放射能汚染に対する基準は、科学的根拠を基にして ALARA の理念に従

って決めることを ICRP は推奨しているが、今回、政府は世論を気にして科学的根拠という言葉を

使って非常に厳しく決めた。かように国自体が科学リテラシーに欠けている。食品の基準は、自給
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率を越える 50%の汚染率、即ち国産の食品が全て汚染されているという仮定で決めたものである

が、台湾での輸入規制継続に対して、福島産食品の安全主張でなく、世界一厳しい基準だと言って

抗弁しようとしている。 

これは、明治維新の文明開化を始め日本は古来輸入文化に依存しており、根本的な発明がない

ので、その基礎の問題を洞察する能力に欠けている。その現れが福島事故だったかも知れない。

それゆえ、安全性については、国際基準に従うことが大切とも言える。 

逆に技術開発と言っても性能が重視され、自動車で代表されるように改良を主とするので、失敗

が少ない。そのため新技術開発では成功する事を前提に計画を立てる。このような姿勢を治すこと

が重要と考えられる。学校教育では、「失敗も成功の源」ということを教えるべきである。廃炉になっ

た高速原型炉「もんじゅ」も、そのきっかけとなった 2 次冷却系のナトリウム漏れの事故は、初期故

障に相当する軽微なものだった。しかし、先行した高速実験炉「常陽」の成功例を見て、「もんじゅ」

も成功する筈と過信してベテラン技術者を配置しなかった咎とも言える。為政者、投資家さらに研究

者や技術者ともに失敗を単なる失敗と見ず、成功への貴重な経験と看做す度量が重要。（そのた

めには、何世代かかける必要があるのかも） 

対話 3： テーマ２ 「原子力発電所の安全性と関連する制度、地域共生」 

修士１年５名、学部４年１名 

学生は、3 回目の対話ということで、対話を通じて課題の原子力の安全性の知識を得たようで、

夫々の知識を披露してから対話を進めた。 

・ 福島第一原子力発電所の事故の要因解明状況についての議論 

政府等の４つの事故調査委員会の報告書で、事故原因として津波を挙げたものの、事故の進展

の分析が不十分なままに終わっているため、分かっていないとするマスコミの論調が世論を形成し

ている。シニアから、以下のように説明した。過酷事故が津波によることは確かで、その対策が進ま

なかったことの事情として、日本の原発の耐震性の高さと放射能漏洩への多重の扉の安全性を誇

張したがために、自縄自縛に陥ってチェルノブイリ事故後に国際的に推奨された過酷事故への安

全系の強化が電力の努力目標とされて、結局フィルタードベントなどが設置されなかった。震災前

に貞観地震による津波のことも議論に上ったが、福島については情報不足で不問にされた。もしも、

フィルタードベントを付けていれば、放射能汚染の伴うベント操作を早期に行えて、過酷事故を小さ

く収められた可能性はあった。 

事故の進展に関しては、この分野の実験家で、豊富な実験と解析の情報を持っている石川迪夫

さんの考察と大型コンピュータによる JAEAや各研究機関による解析結果がある筈で、それらの成

果を含めて事故についての分析報告書を集約すれば、福島原発への不信感も氷解するだろうと言

う意見も出された。事故調査委員会の再編成と集約活動が待たれる。 

事故後は、今回の事故を教訓として、新規性基準に対応した安全の強化がなされた。それも、過

酷事故への備えというだけでなく、避難を伴う量の放射能漏れがあった場合の防災計画とその演

習のことも含まれた。 

一方、学生から事故の現象に囚われて対策が過重になっているのではとの指摘もあった。その

例は、津波対策の防潮堤であり、防潮堤を越える津波が来た場合には、その効果のほどが不明で

ある。福島事故のことを考えると、水冷却用のポンプの脆弱さを補うため、水密扉と高所に置いた

空冷式の非常用発電機の組み合わせで足りるかも知れない。電源車も備わっている。海外には多
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様な水源をつけた原子炉もある。 

・ 第５次エネルギー政策に関する議論 

地球温暖化対策として、民主党政権の鳩山首相が原発 50%体制実現を国連で演説。その政権

下で東日本大震災が発生した。そして原発事故収束のために乗り出した菅首相が、ソフトバンクの

孫社長と結託して、原発廃止と賦課金制での再生可能エネルギーの振興を持ち上げたという経過

を説明して議論に入った。 

世間的には期待されている再生可能エネルギーであるが、今後の賦課金の大きさをもとに、そ

れを軽減する事の必要性を認識した。また、気象に左右され易くベースロードには向かず、火力や

揚水発電によるバックアップだけでなく、夏場の電力輸送系の容量を越える発電の場合、ブラック

アウトの危険を避ける為に発電を控えることの必要なことも認識された。さらに、変動エネルギーを

均すための蓄電池や水素エネルギー化等の開発のことも言及された。 

ベストミックスの重要さの認識は、原子力を重視するもので、福島事故をきっかけに安全性が増

強されたことは、一つの益との指摘があった。 

・ 地域との共生と報道リテラシー 

東日本大震災では、絆が叫ばれてボランティアが活躍した。福島でも当初はボランティアがやっ

てきて除染を手伝った。それは、年間追加被ばく５ミリシーベルト以上、即ち空間線量率 1 マイクロ

シーベルト/時間以上を対象として始まった。2011年の福島県知事と環境大臣の直接交渉で、知事

の要求で除染費用が１ミリシーベルト/年以上の除染に出ることになり、除染対象が拡大してしまっ

た。そのため、一般市民の手からゼネコンが扱うべき事業となり、手続きに時間を要して除染が大

幅に遅れた。そこで、マスコミは除染の遅れと１ミリシーベルト/年でないと駄目というような論調で不

安と煽り、福島の風評を助長した。それをさらに酷くしたのが、マスコミの中央（東京本社）による福

島の復興の動きより、放射能が未だ高いと思わせる写真や記事の催促であった。 

一方、福島第２原子力発電所における東京電力社員の活躍があって、過酷事故を未然に防いだ

ことと米国の原子力学会で表彰されたことは、国内で報道されていない。かようにマスコミも報道の

リテラシーに欠けていたことをシニアから説明した。 

東北電力も東日本大地震とその後の津波で被災した地域住民に対して女川原子力発電所を解

放して、長期間住わせた。こうした共生の姿勢が、今後の原子力の受け入れに役立つことが学生

に認識された。 

・ 今回対話会に参加した学生は、廃棄物処分、核融合炉、材料の研究をする人が多く、新型炉開

発やエネルギー開発を行っている人は僅かであった。そのためか、自らの研究との関係で論じる人

が少なく、主題のエネルギー政策と原子力安全の話しに集中したため、彼らの期待に答えられたの

か若干気になる。但し、原子力の動向のことは分かって頂けたのではないかと思っている。 

 

（２）対話の感想 工藤昭雄  

全体の印象は大いに議論したようにも感じるが、散漫だったような気もする。シニアが少ししゃべ

りすぎたかも知れない。 

①対話１（M1  ５名）「原子力の将来」  

・大部分の学生が、原子力をやめる事は、現実的な選択でないと思っているように感じた。 

・一方太陽光、風力のような変動再エネを利用するには、バックアップ電源（主として火力）が必要と
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の認識がないのには、少々驚いた。 

・第５次エネルギー基本政策で、ベースロード電源と位置付けられている原子力の割合を維持する

為には、プラント寿命の６０年化、廃炉分リプレース等今から準備が必要な事をシニアの方から話し

たが、原子力の将来にある程度期待を持てたと期待したい。 

② 対話２（M1、３名、B4、２名）、対話３（M1，６名） テーマ３「原子力の安全性と関連する制度、

地域共生」 

・ 新規制基準への対応で、原子力プラントの安全性が向上したのは大体理解できるが、どの程度

向上したのか、自信をもって他人に説明出来るほどではないというのが共通認識と見受けられた。

この為１F 事故の原因と安全対策の強化、フィルタベンド設置による過酷事故時の放出放射能低

減効果についてシニアから説明した。学生達の納得の表情から理解は進んだ推定する。 

・ ある学生から、今の安全対策は過剰（特に巨大な防潮堤）ではないか？との意見が出された。シ

ニアの方からは、同じように思っているが、1F 事故の再稼働の為にやむを得ない点もあると回答し

た。大事な指摘と考える。 

・ 原子力、原発再稼働への理解を深めるにはどうすべきか？について議論した。学生側から、知

識のない人、原子力は嫌いと思う人の理解を得るのはどうすればよいのか？との質問が出された。

シニア側からは、信頼関係を築くことが必要で、地域で信頼され、影響力のある人を探し、その人を

通し説明、理解活動を進めるのが効果的ではと回答した。シニア側もそんなに単純な話でない事は

わかっているのだが、それ以上の回答は出来なかった。 

・ 前項の議論のなかで、わが国の国民の科学リテラシーの向上が必要との意見が出た。小、中、

高からの放射線教育、世の中に絶対安全は存在しない事、失敗から肯定的教訓を得る必要性、シ

ニアと学生はこの点ではよく噛みあった。 

・ 地域共生についてはあまり議論できなかったが、２点のみ感じた事を報告する。 

東日本大震災時、女川地区の約４００人が１．５カ月にわたり女川原子力発電所構内で避難生

活を送ったことを知っている学生はいなかった。この事実を知って学生達には何か感じる所があっ

たのではと思っている。 

・ 原発立地自治体は再稼働賛成が多く、その周囲自治体に反対が多いのは何故か？ について

若干議論した。立地自治体には経済的利益が得られるが、周辺自治体にはそれがなく、場合によ

っては被害を受けることもあり得るからだという、身も蓋もない現実を学生達はよく理解していた。

大変興味深かった。 

             

２．３ 第 3グループ 

場所： 4F大会議室 

担当シニア: 大野崇 中村進 

対話 1: 共通テーマ「原子力の将来」 

対話 2および対話 3: テーマ３ 「世界の原子力事情」 

 

（１） 対話報告 大野崇 

対話１．共通テーマ「原子力の将来」 

・まず学生（４名）の出身、研究テーマ等の自己紹介があり、その後、シニアの自己紹介を行った。 

・既にリーダー（進行役）は決まっており、対話はスムーズに開始された。 

・事前に「将来、日本から原子力発電はなくなってしまうのか」、「福一の原発事故を踏まえて、日本
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は原子力とどのように向き合って行くのか」、「原子力に対する風当たりが厳しい昨今、国民の理

解を得るための具体的な計画は？」などの質問が出されていたが、何に関心があるかを挙げて

もらった結果、「原子力が今後どうなっていくのか」、「地層処分は何が問題で海外の状況はどう

なっているのか」について議論を進めることとした。 

・日本の原子力発電の将来については、自分たちがその分野で仕事をする可能性もあり、不安を

感じての質問で、原子力不要論は代替エネルギーがあっての論であり、化石燃料、再エネが代

替になり得るかについて議論した。再エネは家庭の電気はつけても工場の大電力は賄えずやは

り原子力はなくすことはできないことを理解してもらった。また、地層処分は、専攻の学生が多か

ったころから議題に挙がったもので、技術は確立されているものの、社会的受容性についてどう

したら受け入れてもらえるか、地域振興か住民との話し合い優先かについて議論した。結論は無

論出なかったが処分場受入れの課題、実情は理解してもらえた。 

対話２および対話３．テーマ３「世界の原子力事情」 

・対話２は 5名、対話３は 4名の学生と話し合った。 

・「英国、トルコの輸出がコスト高で暗礁に乗り上げているが何故そんなに高いのか」、「海外では日

本の原子力技術を欲しているのか」、「海外の次世代原子炉の状況は」、「海外の地層処分状況

は」が学生の関心事であった。 

・輸出原子力発電コストには、追加安全対策費以外にも建設費等のすべてが含まれ、報道で 2、3

兆円といわれているのはむしろ現地での建設にともなう費用が高くなっていることに起因すること

を説明した。建設を含めた日本の原子力技術は確立しているが、輸出は国際競争がからみ技術

とは別な資金提供などの国の支援の有無が関連すること、世界的に原子力の需要は高く傾向と

してパッシブ炉などの安全を高めたプラントにシフトしていることを説明した。地層処分について

は新堀研で地層処分を専攻している人が多かったため上がったテーマであるが技術内容より社

会的受容に関し諸外国の状況に関心があり、一番先行しているフィンランドでは当初より住民と

の話し合いの成果が実を結んだことを説明した以外に日本での混沌状況について地域振興優

先策、住民との対話優先策など意見交換を行った。 

 

（２）対話の感想 中村進 

以前、長岡技科大の時に参加して以来約 3年ぶりの対話会参加で東北大は初めてでしたが、学

生さんの主導で進められ、今回のスタイルはテーマ、進め方共によく考えられていたと思います。た

だし、シニアの方としては同じテーマを 2回やることになり、特に、第 3グループは共通の質問とグ

ループでの質問が重複することがあり、明確には質問を区別できなかった。学生さんは修 1生が 3

〜4人と 4年生が 1人という構成であったが、総計 15人の学生さんとの対話は有意義であったと

思う。残念ながら、まだ彼らから明確な理由がある意見は得られなかったと感じた。世界の原子力

というグループテーマであったが、新堀研で地層処分を専攻している人が多かったため、地層処分

のほうに話が流れてしまった。これは事前に 1回でも質問を相互交換しておけば、防げたのではと

思った。地層処分についてはシニアの方も現在の状況の打開策についての意見に若干差が見ら

れたが、今後の原子力における地層処分の重要性については、同様であったと思う。再生可能エ

ネルギーの現状については、彼らもそれ程認識していないように思われた。また、シニアの自己紹

介のメモをもう少し充実させておけば、時間の節約になったのではないかと思う。                
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２．４ 第 4グループ 
場所： 4F小会議室 

担当シニア:  三谷信次 涌沢光春 矢野歳和 

対話 1: 共通テーマ「原子力の将来」 

対話 2および対話 3: テーマ４ 「学生に求められる能力、原子力関連の業種」 

 

（１） 対話報告 矢野歳和 

対話 1: 共通テーマ「原子力の将来」  学生５名（M１ ３名、 B４ ２名） 

  このグループでの学生の専攻は地層処分、地下処分場のセシウム移行、多孔質と除染と放射

線廃棄物の処理と処分に関わる分野が多く、核融合炉のダイバータのプラズマ不純物の研究に着

手している学生もいた。原子力の将来については、世の中の理解が得られていないことが気になる

学生が何人かいて、世間では原子力発電所は原子爆弾との違いが解らず、ただ放射線が怖いと

いうイメージが払拭されず、量的な判断ができない人が多く、それが漠然とした不安となって原子力

反対という世論調査にも現れていることを学生も認識している。原爆と原子力発電の違いを認識す

るには、小中学生の段階から科学的に判断できるような教育が必要であるとの認識を学生は持っ

ている。 

シニアのメンバーからは原子力が我が国にとって必要不可欠であることを述べたが、学生は原

子力を専攻しているため薄々ながらも必要性を推測しているが、具体的に３E＋S というキーワード

については詳細に説明できる段階までは認識していない。温暖化ガスの削減やエネルギーセキュ

リティと経済性については個々の内容を推測できても、日本の経済と雇用や学生の就職先にまで

大きな影響があることを実感として理解できない。不幸にして福島での事故があったことが尾を引

いており、学生が原子力関連の業種に就職することを親族が強く反対するなどの事例が発生して

いる。また安全対策が十分に行われていても理解できず、不安をあおるマスコミや反対を叫ぶデマ

などの無節操なコールに流され、原子力の将来を不安視する群衆心理を誘発し、それに押されて

将来に対し不安を抱く主要因となっている。そこで自分たちの豊かな生活を維持し地球環境を守る

ために原子力が必要であることを常に発信するとともに、信頼される人間になることがまず必要で

あると述べた。また最近は反対の論調やデマが支配的になっている社会の雰囲気の中で、原子力

の必要性を自信を持って説明するため、まともなことを正面から言う人がいるのだなと学生は少し

は安心し、不安解消になったと思う。 

対話 2および対話 3: テーマ４ 「学生に求められる能力、原子力関連の業種」  

学生４名（M１、２名  B４、２名） および学生５名（M１，４名  B４、１名） 

 対話２の学生の専攻は核融合、放射線計測、バックエンドおよび核燃廃棄物処分であり、学部学

生は未定で修士課程に進学の予定、M1 院生は電力会社希望、および留学生は日本で就職希望

とのことであった。対話３の学生の専攻はそれぞれ制御、核融合材料、水素脆化、地層処分が 2名

であり、就職は電力、メーカーおよび公務員を望んでいる。 

原子力関連の業種は多岐にわたり、電力、メーカー、建設業のほかに原子力施設の建設から運

営までを含めあらゆる分野に関係があり、活躍の場があことを具体的に示して話し合った。学生に

求められる能力は何かという問いは、本人が就職することを意識したものであり、シニアからのコメ

ントは、採用する側としてはもちろん組織に貢献できる人間であり、能力も十分にあるに越したこと

はない。ただし学部や修士課程で担当している現在の研究は、卒業や修士を終了した後には研究



 

 

11 

 

は一歩前進しており、またホフク前進を繰り返すので、将来の時点では過去の研究となっており新

鮮さが無くなるテーマも多く、そのまま社会に持ち込めるものではない。学生に限らず社会人にとっ

て、問題をどのように解釈し、解決に向かって具体的に努力し、如何に結果を出したかということが

問われるもので、これが問題解決能力の最も重要なスキルである。それは、昔なら「読み書きそろ

ばんに哲学」と呼ばれる基礎的な学問の素養であり、現在ではリベラルアーツと呼ばれ、特に原子

力関連では欧米などとの取引交渉や技術交流や移転など、その場で判断できる技術力や素養が

要求される。それは研究自体に没頭することはもちろん、そのほかに趣味やクラブ活動や遊びにお

いても必死に取り組み、時には弛緩することによって人間の幅が広がり、再びチャレンジすることで

得られるとシニアからのコメントがあった。 

将来の進路に関して、中国からの留学生には、現在の日中関係はぎくしゃくしているが、中国は

将来にわたり 100 基近くの原発を建設する動きがあり、日中の技術交流やビジネスに役立つはず

だとエールが送られた。県庁に就職したいという学生には、地元に貢献する役割も重要なことで個

人の選択なので無理強いするわけではないがと前置きして、対話終了後の懇親会でこの学生と話

していくうちに、上級試験を受けて経済産業省へ行き、原子力のこの難局を切り抜けるよう尽力して

はどうか、志を立てて国を動かすことを考えてはどうか、半年ぐらい死にもの狂いに試験勉強すれ

ば上級試験は何とかなるよ、そのために学問を修めクラブ活動も必死でやって来たんだよね、と余

計なことながら強要するようなアドバイスを送った。前途ある皆さんの健闘を祈る！  

 

（２）対話の感想 三谷信次 

今年の東北大学対話会のやり方はとてもいいやり方だと思った。 

共通テーマは「原子力の将来」ということで 1クラス、各論テーマはテーマ 4「学生に求められる能

力、原子力関連の業種」ということで、その後の２クラスと対話した。 

対話１の共通テーマは坪谷シニアが､事前に資料を配布されていてとても時間の節約になったが、

１発目の対話で学生達は緊張していたせいかレスポンスが余りなかった。とにかく日本の原子力の

将来が心配で、シニアから自信の溢れた「原子力産業の将来」の話を直接きけることで安心したと

いうのが本音で突っ込んだ対話をするところまで望んでいないように見てとれた。 

 対話２と対話３は同じテーマ 4「学生に求められる能力、原子力関連の業種」で緊張が解けてきた

せいか、後のクラスになると少しずつレスポンスが増え始めた。「今大学で研究していることが企業

へ行ったらどれくらい活かせるのか心配」といのが多かった。「修士課程で研究している内容になぞ

企業はそれほど関心は持っていない。その賞味期限はせいぜい２年位。大切なことは、研究を通し

て学んだ基礎的な知識、失敗を克服した経験等であり、変化する企業のニーズに柔軟に対応でき

る基盤技術の習得である」と申し上げた。 

 「学生のうちにやっておいた方が良いことは何か？」という問いかけも多かった。専門以外に身に

つけるべき「Liberal Arts」だというと一同キョトン。教養だというとまだよく分らない様子。シニアの

若い頃は、読書やマージャンでドタマを鍛えたことがその後の人生に役に立ったといったら、マージ

ャンのどこが役立ったのか？と聞いてきた。マージャンをやる学生はいないようである。「マネジメン

トや未来の動き等を予測し戦略を練る等する上でこれほど優れたゲームはない。皆の中に体育会

系の運動部にいた人はいないのか？」と聞くと誰もいなくて１人だけアメフト部に所属して戦略班を

受け持っていたという学生がいた。「それはスバラシイ！どこの会社に行きたいのか」と聞くと、「自

分は埼玉の出身なので県庁に入り、県民のために生涯を捧げたい」といった。「どうして量子エネル

ギー工学に入ってきたのか」と尋ねると「県庁に行くのにどこの学科でも良かった」という。頼もしくも



 

 

12 

 

残念な気持ちになった。「福島事故が起きた後に量子エネルギー工学科に入ってきたのは何故か」

と他の学生に聞いてみた。「自分は生涯を原子力に捧げる気持ちで入ってきた」と表明する学生は

いなくて、「何となく」「名前が格好いいから」という返事が多かった。 

 今回は学生の本音が聞けてとても有益であったが、それと同時にさみしい気持ちにもなった「シニ

アと学生との対話イン東北大 2018」であった。 

 

（３）対話の感想 涌沢光春  

・ 学生の研究分野は廃棄物地層処分関係６人、核融合３人、軽水炉プラント関係２人、放射線除

染関係２人、加速器関係１人 

・ 対話１の共通テーマでは「将来的に原子力発電所は無くなってしまうのだろうか。」 について対

話を行なった。このテーマは原子力関係を専攻している学生にとって切実なテーマと考えられるた

め取り上げられることとなった。 

 このテーマでキーワードとしての「S＋３E」をもとに対話を進めたが、はじめに「S＋３E」について

何を意味しているか聞いたが、一人もその内容は分かっていなかった。「S＋３E」の中での原子力

の位置付けやマスコミのあり方などを議論し、将来的にも原子力の重要性は変わらないことが理解

され、就職先を考える上でも有意義だったと思う。 

・ 対話２、対話３では「入社後での研究分野の生かし方」や「学生のうちに何をやっていた方が良

いか」などを議論した。 この議論では専門分野でも入社後２、３年もすればすぐ陳腐化してくること

そのためには常に努力していくこと、また原子炉主任技術者の資格はどこに行っても非常に役立つ

ものであり、それに向けた勉強や幅広い一般教養的な知識が大事なことを対話した。 

 対話後の懇親会で遊佐先生が学生は原子力を専攻していても修士１年や学部４年でいろいろの

意味で知識が不十分と言っていたが、対話を通して専門分野とは違った知識が得られ、就職活動

を含め学生の今後に役立ったものと考える。ただ、も少し学生側の活発な発言があればと思いつつ

シニア側のしゃべり過ぎが気になった。最後にお世話になった先生と対話幹事役の川本さんに感

謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

 

 
３．学生の次回対話に向けての提案 

（１）グループ 1 （代表 橋爪・遊佐・伊藤・程研究室 中村叶希） 

各グループに分かれて合計 3 回、各 1 時間 10 分の対話を実施したが、少し長いように感じた。

各対話の時間を 30分程度にしてより多くのトピックについて対話を行ってみてはどうか。 

（２）グループ 2 （代表 高橋・狩川研究室 大原啓） 

・ 事前に学生にシニアのバックグラウンドを開示することによって対話をより円滑に進めることがで

きるのではないか。（シニアの職歴、専門を記載した資料を事前に配布したが、もう少し詳細にすべ

きとのこと。） 

・ 当日にシニアから配布された資料があったが、これらを事前に配布すればある程度の知識をつ

けた状態で対話に臨めるのではないか。また、せっかく準備いただいた資料を使わないケースもあ

って申し訳ない気持ちだった。 

・ 事前に学生のバックグラウンドをシニア側に開示すれば、より円滑に対話を進められるのではな

いか。 

（３）グループ 3 （代表 橋爪研究室 小笠原健太） 
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全体的にシニアが話している時間が長いように感じられた。もっと学生の意見を出していけるシ

ステムが必要なように思われる。 

（４）グループ 4 （代表 新堀研究室 山澤真吾） 

“対話”という形式に学生が慣れていないように感じられた。このような場で自分の意見をしっかり

と述べられるようなコミュニケーション能力が必要であると感じた。（次回対話に向けての提案は特

になし。） 

 

 

４．閉会挨拶 講評に代えて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坪谷隆夫 

（１） 東北大学における対話会は、本年で１３回を数えます。これもひとえに、量子エネルギー工学

のゼミの先生方そして対話会のマネージをしてくれます学生諸君のご努力の賜と感謝いたします。

本年は、開会の挨拶を頂きました松山先生、対話会をお見守り頂きました遊佐先生、そして川本君

の適切な運営により計画に沿って対話会が実施されましたことを大変嬉しく思います。 

（２） 日本の原子力開発は６０年以上の歴史を刻み、その結果、日本の原子力開発とともに歩んで

きた元気な原子力シニアが多数いるわけです。これらシニアが原子力学会シニアネットワーク連絡

会を組織して若い世代を中心に対話会を実施していることは世界でも極めてユニークな活動である

と言えます。こうして、本日の対話会のように必ずしも教科書などに書かれていない原子力シニア

の「暗黙知」を学生諸君との対話を通じて披瀝できたと思います。 

（３） グループ対話の状況は、既に各グループの講評を担当するシニアから発表されていますが、

核融合、エネルギー、原子力、放射性廃棄物などネガティブな論調が目立つ報道や政治動向から

もたらされた学生諸君の心配についてシニアも共有していることをお分かりいただけたことと思いま

す。その上で、再生可能エネルギーの限界が分かりだし、地球温暖化対策が待ったなしとなり、さら

にエネルギー資源に乏しい日本にとって原子力技術は不可欠であることを確認しあいました。日本

の社会は、皆さんのような若い原子力技術者を指導者として必要とします。今日は、原子力開発を

目指す皆さんを励ますために伺いました。どうか安心して勉学にお励み下さい。 
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５．アンケート結果   
 

中村進 

東北大での「学生とシニアの対話」(2018.12.10)の事後アンケートのまとめ 

母集団 

a. 参加者 学生 男性 22名  女性 なし 

b. アンケート回答者 18名(未回答 4名) 

c. 学年   学部４年 5名   修士１年 12名  (未記入 1名) 

d. 専攻  理系（・原子力系 17名 ・非原子力系 1）  ・文系（なし）  

e. 希望進路 ： 就職 21名 （電力 6名 ・原子力関連メーカー ３名 ・メーカー 9名 

     ・研究機関 2名 ・教育機関 なし）  

進学 1名（原子力系分野 １名 ・その他の分野 なし） 

                                     （複数記入可のため 18名以上となっている）  

（１）講演の内容は? 

講演はなかったにも拘わらず記入者が多数見られたので、事前に徹底すべきであった。 

（対話の際にシニアから持参した資料やパワーポイントを用いて詳細に説明があった。学生はこれ

を講演とみなしていたと思われる。編集担当注記） 

（２）対話の内容は満足のいくものでしたか？その理由は？ 

 ・とても満足した７人 ・ある程度満足した 10人 ・やや不満だ なし ・大いに不満だ１人 

理由  

・新たな方向から知見を深めることができた 

・聞きたいことがある程度聞けた 

・自分の知らない話を知れてよかった 

・自分の今後の研究に役立てられる話ができたから 

・普段聞けない観点の話を聞けた 

・自分から発信することがあまりできなかった 

・目新しい話を聞くことができたから 

・新たな方向から知見を深めることができた 

・議論が熱かった 

・最初はシニアと話すことがないと思ったが原子力から教育に関することまで多様な知識を得た 

・貴重なお話を聞くことができた 

・十分な意見交換ができた 

・原子力に直接関わっていた OBからの話だから現場の人の視点の考えが学べた 

・色々な経験を持ったシニアの方から心構えや将来についてのお話しを聞けた 

（３）事前に聞きたいと思っていたことは聞けましたか？ 

十分聞くことができた 15名 ・あまり聞けなかった 3名 ・全く聞けなかった  なし 

（４） 今回の対話で得られたことは何ですか？（複数回答も可） 

① 新しい知見が得られた。                        15名 

② マスコミ情報と今回の対話会情報に違いがあった。   5名 

③ 自分の将来の進路の参考になった。               9名 

④ 教育指導の参考になった。                       3名 

⑤ 特に新しい知見は得られなかった。                なし 

⑥ その他                                  1名 
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     （自分の認識と一致していることが多かった ） 

（５）「学生とシニアの対話」の必要性についてどのように感じますか？その理由は？ 

   ・非常にある 10名 ・ややある 6名 ・あまりない 2名 ・全くない なし 

理由 

・大先輩の話を聞いて自らの知見を深めることができる 

・達観した意見が得られるから  

・様々な意見に触れるので、お互いにとって有益だと思う 

・貴重な意見を聞けたから 

・情報共有が必要 

・話す学生も少し事前に知識を身につけるべき 

・議論の場となるから 

・シニアは知識が豊富だと思ったから 

・普段聞くものとは違った情報を得ることができるから 

・ほぼ強制参加の人が多いから 

（６） 今後，機会があれば再度シニアとの対話に参加したいと思いますか？ 

・まだまだ話したりないので参加したい   3名 

・もっと知識を増やしてから参加したい  11名  

・十分話ができたからもういい          3名 

・二度も必要ないと思うからもういい     1名  

・その他（空欄に記入）                 なし 

（７） 放射線、放射能に対してどのようなイメージを持っていますか？（複数回答も可） 

① 放射線、放射能はやはり怖い。                                     なし    

② 一定のレベルまでは恐れる必要はないと以前から知っていた。        14名 

③ 一定のレベルまでは恐れる必要がないことを講演、対話から理解できた。  4 名 

④ 放射線、放射能は生活に有用であることを前から知っていた。          9名 

（８） 日本のエネルギー政策では、原子力発電を基幹電力とするが、省エネ・再エネ利用の拡大や

火力の高効率化により、可能な限り削減していく（2030年に発電電力量の 20～22%）とされていま

す。対話も含めてあなたの認識は次のどれですか？ 

その理由は？（複数回答も可） 

①原子力発電の必要性を強く認識した。削減又は撤退すべきでない。     ８名 

②原子力発電の必要性は分かっていたので、対話の前後で認識は変わらなかった。11名 

③原子力発電の必要性は分かるが、やはり危ないから早期に削減又は撤退すべきだ。１人                                                         

④原子力発電を止め、再生可能エネルギーを最大限使えばよい。         なし 

⑤ その他                                              １名 

理由  

・技術を応用することにより我々はもっと賢い選択をできるはずだから 

・再生可能エネルギーはベースロード足りえないし、火力はコストがかかる上変動しやすいため 

・再エネ、火力のみに頼ることに対し危険性、エネルギーセキュリティ面での不安 

・エネルギー不足は否めない為、必要と思われる 

・フラットに情報を与えて議論した上で、バランスを変えつつ国民の総意に進む方向に行けばいい 

・再生可能エネルギーのみでは安定供給できないから 

・必要だが時代とともに認識も変える必要があると思う 

・脱炭素化に向けて増加するであろう電力需要に対応できるのは原子力だけ 
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（９）本企画を通して全体の感想・意見などがあれば自由に書いてください。 

・シニア対学生数の比率がちょうどよく、率直な意見を聞きやすかった 学生 2～3名／シニア 1名  

・有意義 

・任意での参加にすべき。  

・頭数を揃えるために徴集するとシニアにも失礼である。また、７０分間はあまりにも長い。３０分程

度で濃密な対話にすればよい。移動と休息は１５分間にすると望ましい。（4年生）             

（１０） アンケートのまとめ 中村進（私見を含む） 

・ 18 名全員原子力系の男子学生ばかりであったのは、広く意見交換を行うという観点からは少し

データが偏ってしまい、残念であった。 

・ 全体的にシニアとの対話会には満足、新知見が得られた等有効であると感じている意見が多く、

その点では成功と言えるが、（９）の最後の意見には学生側の問題点が強く述べられており、次回

に向けての検討課題と考える。 

・ 原子力発電の必要性についても圧倒的によく認識されていたのは原子力系の学生ばかりであ

るので、ある程度当然の結果だと言えると思う。 

 

 

６．全体まとめ 
 

阿部勝憲 

今年度はＳＮＷ東北が担当し世話役阿部で大学側窓口の遊佐先生、担当川本さん（Ｄ１）と準備

打ち合わせ。昨年の反省から、各グループの対話で学生が司会となり事前質問の優先順位を相談

し、グループ対話のまとめ・講評をシニアが、次回への提案を学生がそれぞれ 4名ずつ行った。 

 対話では学生諸君が進路を考えるうえで原子力の将来に強い関心を持っていること感じた。エネ

ルギーセキュリティや環境問題から原子力の役割は国内外でますます重要になってゆくはずで、

60年かけて獲得した原子力技術に自信を持とうと学生諸君にエールを送った。 

以上 

 


