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報告書「みんなで立ち向かう《究極の選択》Aug2022」 

 

《究極の選択》研究会 

2022 年 9 月 22 日公開 

 

 

テーマ１ 戦争での AI の兵器利用を阻止するために、民間を含めて AI 開発を規制するべきか？ 

AI の発展は著しく、新たな産業革命ともいわれています。 

しかしこの AI 開発は、民生用とはいえ軍事転用も可能な技術であり、いずれはキラー・ロボットの開発に行き

着くともいわれています。 

この事態を阻止する方法の一つとして、AI の開発研究自体を規制することも可能です。しかしそれは、技術発

展の阻害でもあります。 

 

戦争での AI の兵器利用を阻止するために、民間を含めて AI 開発を規制するべきですか？ 

 

事前検討【元タイトル】戦争での AI 兵器の利用 

 ⇒AI 同士の戦争になり人が死ななくなるか，どちらかが全滅するまで戦争を続けるか． 

 ⇒現在の遠隔操作するドローン兵器の弊害のうち、AI に代替されることでどのような側面が強調されうるの

でしょうか？ 

 ⇒戦争兵器を使うことに対する人間の感情というか、心のありようというか変わる気がします。でもそれが

軽くなる方向にいくのか、重くなる方向にいくのかが分からないです。どちらもありえそうです。 

 ⇒現状でも兵科によって結構変わると思うんですよ。例えば普通科であれば小銃を撃って敵を倒す実感があ

ると想像するんですが、特科の場合は見えない的に撃つのであまり制圧した際に罪悪感が無かったり。海も水

上艦だと基本的に相手が水平線の向こうか海の底にいる上に標的が物なのでそこまで実感無かったりするんじ

ゃないかと。 

 ⇒人を殺す際に最終判断まで AI に任せてもよい？兵士の心に負担を与えて殺す為のボタンを押す最終判断

は人間が行うべき？ 

 ⇒海戦で実感がわかない、という点に同感です。 

ただ、陸戦は違う感想だと思います。 

かつては人間が銃を撃ってきていたところに、現在のドローン戦は、普通の住宅地に突然ミサイルが降ってき

ますから、だいぶ感覚が違うのだと思います。 

 ⇒・たぶん、しばらくは、湾岸戦争のような、単なるハイテク戦争のイメージが続くと思います。 

  ・AI が攻撃判定を代行するようになると、攻撃側は「正当な攻撃」を主張し、被攻撃側は「不当な攻撃」

「民間人の犠牲」を強調するかと思います。実際に民間人なのかテロリストなのか、微妙なラインが取りざた

されると思います。 

  ・完全自律型の「自律型致死性兵器（LAWS）」が出現したあとは、Mechanophobia が社会現象になる気が

します。 

 ⇒確かに、攻撃判定の代行までお任せするとそのラインは議論になりますね。LAWS への人間の関与をどこ

までにするかは CCW でも論点になってます。 
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 ⇒ただ、最終的な攻撃判断に人間が関与すると打ちっぱなし機能があるミサイルで攻撃するのと大差ないで

すよね。手段を任せるにしても RoE を遵守することになるだろうし。 

 ⇒コードウェイナー・スミスの「第 81Q 戦争」を思い出しますね。人間の戦争の代わりに、競技場で機械に

戦争をさせ、その結果を人間が受け入れるだけ、という世界。 

ただ、戦争という手段が、敵を生命の危険にさらすことで我の意志を相手に押し付ける手段だと考えれば、AI

が戦争を代行しても、人は死ぬことに変わりはない、と思います。 

AI の反乱は、全滅のような気がします。 

⇒もはや戦争がなくならない限り、AI の使用は止められないと思います。 

⇒同感です。 

ただ、残虐非道な兵器が存在しても、それを規制し抑止する規範は生み出せますので、何らかの方法はあると

思います。 

その意味で、AI 兵器を禁止する、というよりも、AI 兵器を規制する仕組みを作る、の方が現実的でしょうか？ 

⇒AI 技術自体は universal なものになっていくのだと思いますが、それを使う国の間で倫理観などが違うこと

が課題になると思います。きっと日本では AI の兵器使用に関する忌避感が強いでしょうし、それに比べるとア

メリカでは抵抗感がないかもしれません。国際ルールをどのレベルに設定するかが課題になると思います。 

⇒ちょっとずれますが人型ロボットへの対応見ると逆かと思っておりましたがどうなんでしょうか。 

⇒人型というか、自律的に動いて判断するロボット：LAWS（自律型致死性兵器）が対象になるといことでしょ

うか？ 

⇒日本人は鉄腕アトムやドラえもんに慣れ親しんでいるので、ロボットに対して寛容、みたいなことですか？ 

⇒人型のロボットとか人格のようなもの見えるものに対して寛容である（といわれている）ので戦地に投入す

ることは忌避感がありそう、逆にそうでないものには忌避感がそれほどでもないかも、と予想しています。こ

のあたり調査あるんでしょうか。それっぽく見えるものでなければよい、という判断もなんだか妙ですが。 

⇒同意します。現在のロシア侵攻を見ても、戦争に勝とうとする限り、便利な道具や武器を使おうという傾向

は当たり前と言えば当たり前ですよね。核もなくならないでしょう。 

⇒戦争はなくならないでしょうし、新たな兵器も開発されるでしょうが、そこにルールを設けることはできる

と思います。 

最終的にどういう形になるかわかりませんが、国連軍縮会議等で AI 兵器、キラーロボットを規制する方向で議

論が進んでいますから。 

https://www.reuters.com/article/us-un-disarmament-idAFKBN2IW1UJ 

AI 兵器を禁止することはできなくても、何らかのルールを設けることはできるのではないでしょうか。 

 

D-agree での投票 

 

賛成意見 

・技術が完全に開発されてしまう前に、ある程度は規制すべきだと思います。 

・どこまで実効的なものになるか分かりませんが、国際的な規制により一定の歯止めをかけるべきです。AI は

人間の知性の核心部分に関わる点において、他の技術とは質的に異なるように思います。「規制なき技術発展」

ではなく「規制ありきの技術発展」の可能性を追求する発想があっても良いのでは。 

 

反対意見 

・何らかの道徳的規範は必要だと思いますが、強い規制には反対です。第一に、国際的に規制が成立しても、

覇権獲得を目指す一部の国は開発を続行するでしょうから。第二に、無法国家が AI 兵器を実装した場合に、こ
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ちらが生身の兵士で立ち向かうのは、無謀です。AI 兵器には、AI 兵器で対抗すべきだと考えます。第三に、研

究者の意欲をそぐからです。 

AI については、開発そのものを規制するのではなく、その運用を規制し、道徳規範を確立するにとどめるべき

だと考えます。 

・これは少し変な問いではないでしょうか。現在以上の AI の発展があったとして、それは兵器としての悲惨

さ、無差別さの増大にはつながらない発展になるのではないでしょうか。もちろん、軍事利用の規制は必要だ

と思いますが、それはこれ以上の AI の技術発展の規制とは別に行えるものだと思います。 

・兵器としても利用できるので技術開発を禁止する、のでは、人類の技術発展の可能性をつぶしてしまうこと

になります。また、禁止しても隠れて開発する国は必ず出てくるため、規制自体が無駄になる、または害にな

る可能性があるため反対です。 

 

Google フォームでの投票 

 

 
 

  

どちらかといえば

賛成 5

36%

判断保留 1

7%

どちらかといえば

反対 3

21%

反対 5

36%

戦争でのAIの兵器利用を阻止するために、民間

を含めてAI開発を規制するべきか？

どちらかといえば賛成 5

判断保留 1

どちらかといえば反対 3

反対 5
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テーマ２ 地球温暖化対策として、地球寒冷化を実験してよいか？ 

具体的には、日光を吸収するエアロゾルを環境放出するジオエンジニアリングの実験になります。 

 

事前検討【元タイトル】地球温暖化の対応策としてのジオエンジニアリング利用。 

一国で実行可能な規模でありながら世界的に影響を及ぼしうる。一方でガバナンスの国際的枠組みが今のとこ

ろ存在しない。 

また、もし過度に粒子を大気中に散布した場合、ローカルに極端な影響をもたらしうるが、その事前アセスメ

ントが容易でない。 

 ⇒ジオエンジニアリングも、規模の大小や、種類の違いがありますね。 

「環境改変兵器禁止条約」から兵器の語を差し引いて考えたときに、当てはまるものということができますね。 

たとえば、チェルノブイリ原発事故後のシーディング物質散布などを念頭に置くと、自国に危害が及ぶ台風や

ハリケーンの進路を変更する技術などでも含まれますね。 

 ⇒ジオエンジニアリングの中でもどれを対象にするかという点ですね。日光を待機中の粒子で遮る技術を念

頭に置いていました。 

⇒ジオエンジニアリングって何ですか？ 

⇒環境改変のことです。たとえば、雨が降らない砂漠に雨を降らせることや、地球温暖化を阻止するために、

科学技術を駆使して地球を寒冷化させることなどを含みます。 

でも、何らかの副作用を引き起こしそうですよね。 

⇒その技術を使ったことで、自分あるいは子ども、孫世代にどの程度の健康影響があるのかが気になりました。

直感的には何らかの悪影響はあるような気がします。 

⇒副作用や後遺症はありそうですね。 

SF なんかでは、緑化を目指して繁殖力旺盛な植物を環境解放したところ、他の植物を一掃してしまったとか。 

温暖化抑制のために寒冷化技術を使ったところ、氷河期になったとか。 

⇒どれくらい効果があるんでしょうか？何だか SF の話っぽくて。 

⇒今のところ規制する枠組みはあるんでしょうか？それとも全く新規の技術で、ルール作りもこれからなんで

しょうか？ 

⇒ジオエンジニアリングを直接規制する仕組みはない模様です。（環境改変兵器禁止条約を除く） 

https://www.smfg.co.jp/sustainability/report/topics/detail112.html 

上記の記事では、人類の手段を確保する観点から、国際的枠組みの必要性が主張されていますね。 

⇒現在の温暖化を阻止するため、大気中にエアロゾル（生物に無害）を放出して日航の入射量を抑制し、地球

の温度を低下させる、という問題になるかと思います。 

⇒技術そのものの影響もですが、社会受容性の観点が大きいような気もします。何か気候にまつわる問題が生

じたときに、全てジオエンジニアリングが悪いみたいな方向に行くことも懸念されますね。 

 

D-agree での投票 

賛成 

・基本的には、寒冷化実験に賛成します。小規模な実験からであり、その結果により、副作用も見極め、メリッ

トとデメリットの比較をして、本格的に実施するかどうか決定する、というプロセスを念頭においています。 

・条件付き賛成です。一気に環境解放するのではなく、段階的に試すことが前提です。地球環境は複雑系であ

り、結果が単線的に葉予測できませんし、温暖化は抑制できずに、穀倉地帯だけが被害を受ける、といった想
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定外の結果も考えられますので。 

・実験自体は賛成です。手段として持っておき、どのような場合で使うかも並行して考えることが必要だと思

います。 

 

反対 

・グローバルな案件のため、ローカルな実験では済まないと考えると規模・範囲がどのあたりになるかと。全

休実験だと効果が見えるのか、見えた段階で戻せるのかが判断つきません。 

(1-10 なので真ん中がないのですが真ん中という意味です) 

・何か想定外の問題が起きそうな気がします。自然を人為的に、自分達に都合の良いようにコントロールでき

るという考え方には、抵抗を感じてしまいます。 

・上の意見に賛成です。自然をコントロールすることの極みという感じで、何かよくないことが起こりそう。 

 

Google フォームでの投票 

 

 

  

賛成 1

7%

どちらかといえば

賛成 2

14%

議論する段階にな

い。専門家の整理

を待つべき。 6

43%

どちらかといえば

反対 2

14%

反対 3

22%

地球温暖化対策として、地球寒冷化を実験し

てよいか？

賛成 1

どちらかといえば賛成 2

議論する段階にない。専門家の

整理を待つべき。 6

どちらかといえば反対 2

反対 3
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テーマ３ ペットの死を理由として、大事な仕事を中断することは許容できるか？ 

 

事前検討【元タイトル】ペットの死と大事な仕事の選択 

とてもかわいがっているペットが今日死にますので家にいたいです．でも，今日は私の将来に関わるとても大

事な仕事があるので，仕事を休むと，仕事を失う可能性があります．ペットを選びますか？仕事を選びますか？ 

 ⇒僕は仕事を選ぶと思います。これが子供や友人だと迷うところです。 

 ⇒ペットを連れて仕事に行くことを試みます。 

 ⇒そんな、重体のペットに鞭打つまねを。 

 ⇒ペットを仕事につれて行こうと試みましたが，道中，急変して，病院にかけこみました．ペットは死に，

仕事も失いました． 

 ⇒この問題は、動物倫理が深くかかわるかと思います。生命の価値を、人間に限定するべきか他の生物に拡

張するべきか。 

もちろん微生物レベルにまで拡張する人は多くないと思いますが、いわゆる動物にまで拡張した場合でも、社

会の仕組みに大きく影響するかと思います。 

ただ、災害避難所でも、ペットを容認する、ペット同伴の仕組みを設けるという動きがあります。 

この状況から敷衍すれば、ペットの死を家族の死と見做す、という価値観が醸成されるかもしれません。 

 ⇒既にある程度そうなっているんじゃないでしょうか。ペットの火葬や墓も一般的ですし。 

うちの上司も老犬の世話があると言ってほとんど職場にでてきません。 

 ⇒メリットとなる部分は飼い主の心の安寧ぐらいしか思いつきません。 

⇒ペットを選びます。大事な家族ですから。 

⇒仕事はたとえクビになったとしてもまた見つければいい。家族の死に目には二度と立ち会えない。 

⇒でも、仕事を見つけるのは大変じゃないですか？ 

⇒リモートワークの職だったらいいですよね。 

⇒ですよね。ただ、エッセンシャルワーカーのように、「人が足りない、辞めたい、でも辞めたら同僚や患者が

死ぬことになる」、みたいな状況だと悩みます。 

D-agree での投票 

賛成 

・許容する社会であってほしいと思います。少子化社会になると、ペットが子ども同然になる人も増えていく

かもしれない、と思います。 

   

 

・賛成です。ただし、エッセンシャルワーカーのような、代替要員が少ない職種の場合は、這ってでも仕事を

することを願っています。（現役ワーカー談） 

 

・最初に思い浮かんだ回答は反対でした。これを許容すると、他にも際限なく広がるような気がしたからです。

ペットの死に匹敵する悲しみを感じる理由は、他にもたくさんあるんじゃないかと。でも、視点を変えて「ワ

ークライフバランス」のことを考えると、賛成に傾きました。日本の文脈での話になりますが、もっと休みや

すい社会になってほしいと思ったので。ちょっと論点がずれてしまうかもしれませんが。 

・許容すべきだと思います。許容しないと、将来的にはこれが子どもであった場合も許容されなくなるのでは

ないかと危惧します。人が大事にするものやひとは人それぞれなので。 
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・人それぞれ、本当にそうですね。 

・できる限り許容した方が良いのかもしれません。 

 

反対 

・やめた場合の被害が他人にどの程度及ぶかによって判断がかなり変わってきます。手術中の医者がペットの

危篤を聞き、患者の腹を開けたまま駆けつけてもいいかというと(実際離れなきゃならない場合は他の人に代わ

るんでしょうが)、判断が難しいところです。 

 

Google フォームでの投票 

 

 

 

  

賛成 3

22%

どちらかといえば

賛成 7

50%

議論すること自体

が非倫理的もしく

は不適切である。

1

7%

判断保留 1

7%

どちらかといえば

反対 2

14%

ペットの死を理由として、大事な仕事を中断

することは許容できるか？

賛成 3

どちらかといえば賛成 7

議論すること自体が非倫理的も

しくは不適切である。 1

判断保留 1

どちらかといえば反対 2
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テーマ４ 食料を、値段の安い外国産に依存することは妥当か？ 

食糧輸入は、途上国の経済発展に寄与していますし、世界の相互依存を深めます。（もちろん反論もあります。

村井吉敬『エビと日本人』など） 

一方で、外国産依存は、日本の脆弱性を高めます。 

 

食料を、値段の安い外国産に依存することは妥当でしょうか？ 

 

 

事前検討【元タイトル】昼飯に安い中国産うなぎを食べるか，高い国産うなぎを食べるか． 

 ⇒お小遣いが少ないので，安い中国産うなぎを食べましたが，結果，国内のうなぎ生産業者が潰れてしまっ

たようです．中国の生産業者は売却益で核ミサイルを生産したようです． 

 ⇒なぜか私は中国産うなぎの方がうまい気がしています。 

 ⇒そもそもウナギを食べないという選択肢もありかなと思いました 

 ⇒無理やり、国際政治経済学っぽく語ってみます。 

国産のウナギは、地産地消や、貿易途絶への抗堪性の観点から擁護できるかと思います。 

一方、中国産（外国産）のウナギは、相互依存や国際分業（経済合理性）の観点から擁護できるかと思います。 

 ⇒一方で生物多様性の観点から見ると、養殖技術が確立できておらずシラスウナギの漁獲量も若干回復して

いるとはいえ最盛時からはかなり減少しているので、持続可能な漁業資源としては食べること自体が問題のよ

うにも思えます。 

密漁や密輸というウナギの闇をみるに、食べないというのが倫理的な選択ではないでしょうか。 

⇒どちらかを食べるのであれば本当は高い国産うなぎの方が良いんでしょうけど、お財布に厳しいし、自分ひ

とりがそうしたところでどれくらい効果あるのかなと考えると、安い中国産うなぎを食べてしまうかも。 

⇒安い外国産も、それを産み出し輸出することで、賃金を得て生活を向上させる途上国の人々がいるわけで、

健康と財布の話に収まらないので、悩ましいです。 

⇒基本は地産地消が良いのではないかと思いますが... 

⇒私も地産地消を基本とするのがいいと思います。物流が途絶したときに、世界が一気に飢餓に襲われそうだ

から。 

⇒なぜに日本人はうなぎが好きなんでしょうね。 

⇒たしかに。 

そういえば、ウナギの代替品としてナマズが一時期取りざたされてましたけど、今年は見てないような。。。 

やっぱり文化的な経路依存なんでしょうか？ 

うなぎの代用品で、蛇ではダメなんでしょうか？ 

⇒原産国が変わったらまた印象も変わるのですかね？ここでは中国産であることが強調されていますが。 

 

D-agree での投票 

賛成 

・基本的には、物流途絶に備えて、各国は主食の国産化と備蓄を進めておくべきだと思います。 

しかし、工業化が進んでいない後発途上国は、どうしても食料輸出で外貨を獲得せざるを得ない場合が多いと

思います。 

また当初のスレッドにあった産品「うなぎ」は、日本文化の側面もあり、文化維持の側面からも国産を購入す
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るべきだと思います。 

・近頃のこのご時勢を体験すると、基本的には国内自給自足をめざすべきだと思います。代替蛋白がさらに普

及すれば、肉類、魚類加工品（ウナギかば焼き等）等々、見分け味分けがつかないと言われています。それまで

は、国産優先が理想だとは思います。 

個人的には中国産うなぎは国産より弾力がなく好きではないからということもあるでしょうか。 

・一国からの依存度を高くすることには反対ですが、様々な国に輸入元を分散させることで、総体として依存

度が高いけれども頑健性が高い仕組みというのが作れる場合もあるんじゃないかと思います。 

 

反対 

・最近の物価高から分かるように、外国産に依存することにはそれなりのリスクが伴うので、できるだけ依存

は減らしたいですね。あと、確かに食糧輸入が途上国の経済発展に寄与する部分はありますが、安い労働力、

つまり安い賃金で働いてくれる人間を自分の利益のために利用することには、ときに居心地の悪さを感じます。 

・基本的には自国で賄えるようにすべきと思います。そのためには、多少高額でも自国の生産品を購入すると

いう消費者の覚悟も必要ですね。 

・給料低いので、安くて味もそこそこ美味しい外国産の食品を買って食べても良いと思っていますが、外国産

依存は日本の脆弱性を強めてしまうので難しいです。多少高くても国産にすべきなのかもしれませんし、文化

維持のためにも必要でしょうか。 

   

Google フォームでの投票 

 

  

賛成 1

7%

どちらかといえば

賛成 3

22%

どちらかといえば

反対 8

57%

反対 2

14%

食料を、値段の安い外国産に依存することは

妥当か？

賛成 1

どちらかといえば賛成 3

どちらかといえば反対 8

反対 2
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テーマ５ 日本は、大量の難民を受け入れるべきか？ 

  

事前検討【元タイトル】難民の受け入れの是非 

2016 年の EU の難民危機のように、国内が混乱する恐れのある大量の難民受け入れを許容するべきか？ 

さらに、ウクライナ難民を受け入れつつ、ミャンマーやシリア難民を拒否することは許されるのか？ 

⇒難民受け入れは、国益を基準にする考え方と人道を基準にする考え方の二種類があるかと思います。 

国益の場合は、受入と拒絶のコストベネフィット分析、人道の場合は、自国の許容量でしょうか。 

⇒日本は難民の受け入れが進んでいないのかなと思いますが、国際社会の中では今後受け入れざるを得なくな

るのでは。 

⇒確かに難民数の推移をみると急増していますね。ただ受け入れざるを得ない状況と無視し続けられる状況と

がどう言った要因で反転するのか、まだぼんやりしてます。 

⇒一定程度、受け入れるべきだと思いますし、避けられないようにも思えます。 

そのうえで、難民を受け入れる、の次の段階も考えるべきだと思います。フランスやドイツを見る限り、難民・

移民は定住することも多く、文化的軋轢が生じていますので。 

難民たちも共有できる日本のイメージというか、理念というか、そういうものがあればいいと思います。 

⇒日本で移民を受け入れる場合、例えば英語圏から英語圏に移動するのに比べると、言葉の壁が大きそうだな

と思います。ウクライナの難民受け入れも、ウクライナ語が出来る人材があまりいないとニュースでききまし

た。技能研修制度の受け入れも言葉の問題が大きな壁だと聞いたことがあります。語学に関する教育システム

の整備も必要になりますね。 

⇒北欧諸国やドイツが、16 年の難民危機の際、そういった教育システムを構築していましたね（もしかしたら

それ以前から？） 

ただ、ウクライナだけでなく、他の難民、シリアやアフガン、もしくは慢性的な内戦国であるアフリカ諸国な

ども考慮すると、ものすごく予算がかかる仕組みになりそうです。 

ブラジルからの移民労働者の子女教育などが先行事例になりそうですね。 

⇒日本にそんな財政的な余裕はあるのだろうか... 

⇒現時点でも「なぜウクライナだけ」という意見はあると思いますがそれに対してのきちんとした反論・返答

ってあるのでしょうか 

⇒ウクライナの人々は、避難民であって、難民ではない、というのが日本政府の見解です。いわば日本への定

住を認める難民ではなく、あくまで一時保護だと。 

 

D-agree での投票 

賛成 

・賛成ですが、日本の政治制度・文化・価値観を受け入れることが前提です。大量の難民によって、日本の中で

事実上の別国家が成立するような事態になれば、さらなる紛争の火種になりますので。 

・日本ほど豊かでない国々が数十万、数百万単位で難民を受け入れていることを考えると、日本の受け入れ人

数の少なさは問題だと思います。受け入れが難しい理由を考えるより、どうすれば受け入れることができるか

を考えるべきではないでしょうか。 

・教育などの条件を高く設定すれば受け入れてもよいかもしれませんが、これを難民に要求するのは意味がな

いかもしれません。 

・基本的には受け入れ賛成です。ただし、ただ「量」を受け入れればよいというものではなく、受け入れ後に難
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民が送る生活の「質」を担保できることが条件です。もっとも、この「質」を担保するべきという主張が、現時

点では受け入れられないといった形で「時間稼ぎ」に用いられることを危惧します。それは本意ではありませ

ん。 

・現状の制度、政府のやり方では、難民や避難民の受け入れ能力が及んでいない状況でしょう。一般国民も受

け入れに関する教育を受けてきたわけでもなく、島国という環境もあり日常的な経験も少なく、かなりの準備

体制を整えなければ大量には受け入れられる状況にないと考えます。 

 

反対 

・緊急性の高い難民と、緊急性の低い難民（移民？）は分けて考えると良さそうですかね。緊急性が低い場合

は受け入れに一定の条件を設けるなど？ 

 

Google フォームでの投票 

 

 

  

賛成 2

15%

どちらかといえば

賛成 7

50%

判断保留 1

7%

どちらかといえば

反対 2

14%

反対 2

14%

日本は、大量の難民を受け入れるべきか？

賛成 2

どちらかといえば賛成 7

判断保留 1

どちらかといえば反対 2

反対 2
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テーマ６ 虐殺阻止を目的に、ときに自衛・武力行使を伴う自衛隊派遣（PKO）をしてよいか？  

  

PKO 法の規定に基づき、自衛隊は、非紛争地に派遣されることになっています。 

しかし、南スーダン派遣の際、内戦が再発したため、自衛隊は急遽撤退しました。一方で、派遣されていた各

国部隊は、駐屯地で民間人を保護し、攻撃してくる武装勢力と度々交戦しました。 

虐殺阻止を目的に、日本は、ときに自衛・武力行使を伴う自衛隊派遣（PKO）をしてよいと考えますか？ 

 

事前検討【元タイトル】ジェノサイドに対抗する人道的介入 

無辜の人々を多数救うためだが、少数でも無辜の人々を巻き込み犠牲にする、軍事介入という劇薬を使用する

ことは許されるのか？ 

人道介入：ある国である民族が別の民族を虐殺している場合、武力介入してよいか。あちらにもこちらにも多

くの犠牲者が想定される。こちらもまともに武力行使しないと、相手にやられる可能性が高い。 

 ⇒これまで歴史的にはどのような根拠で介入が行われてきたか、ある程度タイプ分けはされているんでしょ

うか？ 

 ⇒どのような観点で考えたらよいですか？ 

  ⇒遠くの国でおきているジェノサイドを止めるために，軍事介入して，自分の国の安全を脅かす可能性が

高くても介入することはできますか？ 

  ⇒そこが重要な論点、《究極の選択》になるかと思います。 

赤の他人を救うために、自分たちが犠牲を払う必要があるのか、だが誰かが犠牲を払わなければ虐殺を阻止で

きないとき、自分を犠牲にできるか。 

   ⇒ゴミ処理場をどこに建設するかの問題にも似ていますね。どこかに建設しなければいけないけれど、

自分の近くには作ってほしくないとか。 

 ⇒事例が少なく、歴史的な蓄積はあまりありません。冷戦終結後に限定して考えた場合ですが、事例として

は、ソマリア介入、ルワンダ放置、ユーゴ介入、コソボ介入、東ティモール介入などが、人道的介入（もしく

は）介入するべきだった事例とされます。 

  その根拠は、黎明期は、漠然としていますが、人類の良心に衝撃を与える悲劇（"shock the conscience of 

mankind”）の阻止、現在では「保護する責任」（Responsibility to Protect）が根拠とされています。 

 ⇒遠い無縁の国への人道的介入は、そもそも赤の他人のために、しかも自国民たる兵士の犠牲や派遣部隊に

よる民間人の犠牲といったネガティブ要素を引き受けてまで、介入するべきか否かが問題になります。 

 逆に、近隣の国で人道危機が生じた際、たとえば中国や韓国に対し、日本が純粋に人道目的で軍隊を派遣し

たとしても、両国民は日本の善意を信じないでしょう。 

 一方で、近隣国だからこそ、国家の行動原理たる国益がかかわってくるので、人道以外の目的ならば、国家

は行動を起こしやすくなります。 

⇒日本に住んでいると、あまり実感が沸かないなというのが正直なところです。 

⇒私は日本も隣接している国が割とストレートに人権侵害をしているので、実感が湧かないというのは同意し

つつもみないふりをしているだけのようにも思います。脱北した人の手記とか読むと。 

⇒手を出しても助けられるのは一部ですし、下手に手を出すと恨まれるだけだと思います。こちらが善意でも、

相手は曲解しますから。 

⇒一ヵ国だけで人道的介入を行うことは、他国から糸を疑問視されそうです。ですので、国連安保理が中心に

なるか複数国での人道的介入であれば、少しは支持を集めるのではないかと思います。 
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D-agree での投票 

賛成 

・賛成です。他国を空爆するような人道的介入ではなく、駐屯地に逃げ込んできた避難民を保護する活動であ

れば、自衛隊による武力行使を許容するべきだと思います。 

・虐殺阻止が合理的な根拠から成功する確率がきわめて高いならば、参加してよいと思う。 

・PKO という枠組みにおいて基本的に賛成です。PKO は国連の意思決定に基づき、紛争当事者両方の合意の

下で行われるのが原則なので（例外があるかもしれませんが、その様な PKO への賛否は別の議題としたいと思

います）。その上で小言を。PKO に関しては距離は関係ないと思います。特に近隣で同様の事態になった時に

（真の目的は別としても）人道を旗頭に PKO の枠組みで動きたいのであれば尚更かと思います。同様にその

PKO の旗振り役（国）にも固執すべきではないかと思います。 

・駐屯地で民間人を保護するという目的であれば賛成である。法整備を進める必要があるだろう。 

 

反対 

・どちらかといえば反対です。一般論としては、PKO が時に武力を行使することは必要だと思いますが、日本

の自衛隊がその一線を越えることは色々な問題をはらむからです。グローバルな視点から見れば、日本のよう

な慎重な国が一定数存在することが全体のバランスとしてはいいように思います。役割分担というか。ただ、

他の国がどこまでそれを許容してくれるかという問題はありますが・・・ 

・なんとなく反対です。武力行使という言葉になんとなく抵抗感があります。 

・伝統的な（日本の PKO5 原則に近い）PKO と、いわゆる強力な（robust）PKO とで、政策効果（現地の平

和持続期間）に顕著な違いはみられないという研究結果が出ている以上、進んで robust な PKO に自衛隊を派

遣する理由はないと思います。 

 

Google フォームでの投票 

 

 

  

賛成 2

14%

どちらかといえば

賛成 3

21%

判断保留 1

7%

どちらかといえば

反対 4

29%

反対 4

29%

虐殺阻止を目的に、ときに自衛武力行使を伴

う自衛隊派遣（PKO）をしてよいか？

賛成 2

どちらかといえば賛成 3

判断保留 1

どちらかといえば反対 4

反対 4
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テーマ７ ウクライナように侵略された場合、日本は戦うべきですか？  

  

ウクライナのように侵略された場合、日本は戦うべきですか？ 

・ な お 、 世 界 価 値 観 調 査 （ World Values Survey Wave 7 (2017-2022 ） の 調 査

（https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp）、「もちろん、私たちは二度と戦争が起こ

らないことを望んでいますが、もしそうなったら、あなたは戦いたいと思いますか？」の回答は以下の通り。 

 

日本 総数 1,353 はい 13.2% いいえ 48.6% わからない 38.1% 無回答 0.2% 

ウクライナ 総数 1,289 はい 56.9% いいえ 25.5% わからない 16.6% 無回答 1.0% 

※日本が世界で一番低く、次のオランダが、はい 28.4％。 

 

・ただし、ウクライナの責任ではないとはいえ、抵抗は副次的に、世界的なエネルギー危機と食糧危機を引き

起こしています。 

 

事前検討【元タイトル】非英雄的な平和と英雄的な抵抗 

ウクライナ侵攻は、多くの専門家や一般の人々の予想に反し、長期化している。その背景には、ウクライナの

人々による英雄的な抵抗がある。 

 我々は、こういった生死の問題に直面したとき、何を選択するべきか？  

https://www.newsweekjapan.jp/asteion/2022/06/post-65.php 

 ⇒太った豚か、痩せたソクラテスか。 

 ⇒マッチョなプラトンが良いです 

 非英雄的な平和と英雄的な抵抗× 

＜この戦争の帰結として確実に言えることは、砲火にさらされながらともに抵抗した体験... 

⇒ウクライナの人々は降伏するべきだったのかな。 

でも、ウクライナの人々が降伏していたら、無理を通せば道理ひっこむの世界になって、これまで以上に自由

のない世界になってしまいそうです。 

⇒ウクライナ侵攻に関しては、その国の歴史が関係しているとニュースで見ました。第三国の人間がどれくら

い関与していいか、議論していいか、悩みます。 

⇒外国の話だと議論しづらいですから、自分たちが当事者だったらどうするべき、という前提で考えてみまで

しょう。 

⇒マッチョなプラトン、ってはじめて聞きました、、、、 

⇒たしかに、面白い表現ですね。でも、そんなうまい選択肢は実際にあるのかな？ 

⇒マッチョなプラトンってどういうことですか？アグレッシブに戦える哲学者？ 

⇒「太った豚になるよりも、痩せたソクラテスになれ」は、JS ミルの文章を、東大総長が意訳して卒業式辞で

述べたものらしいです。ミルの元の文章は「満足した豚であるより、不満足な人間であるほうがよい。満足し

た 馬 鹿 で あ る よ り 、 不 満 足 な ソ ク ラ テ ス で あ る ほ う が よ い 。」 だ そ う で す 。

https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php? 

ですので、マッチョなプラトンは、現状に満足した哲学者、といったところでしょうか。。。 

でも、歩く不平不満ともいうべき哲学者が満足するなんて語義矛盾のような気がします。 
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D-agree での投票 

 

賛成 

・戦うべきです。自分の身近な人々を守るためですし、我々が逃げ出したら、他の国の人々も助けようとは思

わないですし。 

・国としては戦うべきだと思います。それは自衛のためでもあり、国際秩序の原則を守るためでもあります。

ただ、個人のレベルでこの問題を考えると悩みますね。ウクライナで成人男性の出国が禁じられているという

話を聞くと、何だかやりきれない気持ちにもなります。 

・戦争なんて絶対に嫌ですし、恋人、家族、友人知人と普通の生活を送りたいです。でも、もし侵略されたとし

たら、「戦うべきだ」と答えると思います。 

・「日本」が何を指すかによると思います。日本政府は国民の生命や財産、尊厳を防衛するべく戦うべきですが、

一般の日本人については個人の自由かと思います。 

 

反対 

・個人としては生きることを優先したいです。国としては戦うべきという意見も分かりますが、国という存在

はそこまでして守らなければいけないものなのでしょうか... 

・戦うべきでないと考えます。アメリカの代理戦争にさせられて消耗する結果に終わると思います。琉球のよ

うに外交で乗り切る方法を目指すべきです。 

 

Google フォームでの投票 

 

 

  

賛成 8

57%

どちらかといえば

賛成 2

15%

判断保留 2

14%

反対 2

14%

ウクライナように侵略された場合、日本は戦

うべきですか？

賛成 8

どちらかといえば賛成 2

判断保留 2

反対 2
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テーマ８ 激務高給の日本に戻るべきですか？ 

激務高給の日本に戻るべきですか？  

かつての日本は、過労死が話題になるほどの激務が一般的でしたが、その分、給料も高額でした。一方、現在

では、給料は下がりましたが、働き方に自由度が増しました。同時に生活不安を抱える人も増えています。 

日本が目指すべき社会の在り方として、激務高給に戻ることを目指すべきでしょうか？ 

 

事前検討【元タイトル】給料の高い激務の仕事を続けるべきか、給料が減っても家族との時間を大事にできる

仕事に転職するか 

特に子どもが小さいうちは家族との時間を大事にしたいが、ある程度の稼ぎも必要... 

⇒これは、文化圏で回答がはっきりと分かれそうな気がします。日系移民の書籍なんか読むと、日系人は激務

を選び、現地住民と軋轢を生んだ、といった話をよく聞きますね。 

⇒途上国の労働状況は、日本の労働基準法とは程遠い勤務環境だといえます。だが経済発展のためとして、政

府や国際社会は、（ILO は勧告を出しますが）個人の犠牲を黙認している状況です。 

国際社会は、どうするべきか？政府はどうするべきか？（というか、すでに開発独裁を選択しているといえま

すが）、そこで生きる個人はどうするべきか？（辞めても他に職はない、しかし働き続けることは搾取を助長す

ることに貢献する、自分の心身を壊す）といった選択になるのでしょうか。 

 

D-agree での投票 

賛成 

・自分が激務低給なので、それなら激務高級がいいです。 

反対 

・激務高給が好ましい時代ではなくなってきていると思う。プライベートの時間の充実も人生のウェルビーイ

ングには重要だと思う。 

・生活不安は確かにありますが、人々を無理に酷使する社会には戻りたくありません。 

・あの頃の激務高給の労働環境は、個人にとっても社会にとっても持続可能なものではなかったように思いま

す。あと、現代ではそれを受け入れる人が少ないとも感じます。 

・働き方が変わってきていると思います。 

 

Google フォームでの投票 

 

どちらかといえば

反対 7

50%

反対 7

50%

激務高給の日本に戻るべきですか？

どちらかといえば反対 7

反対 7
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テーマ９ コロナ禍のような緊急事態において、ワクチンなど医療資源を国際的に公平に分配する

べきか？  

  

このコロナ禍において、ワクチン・ナショナリズムとも揶揄される、国際的なワクチン獲得競争が生じました。 

いわば先進国の国民の生命が、事実上優先されています。 

では、日本人の犠牲を増やすことにはなりますが、ワクチンなど医療資源を国際的に公平に分配するべきでし

ょうか？ 

 

事前検討【元タイトル】医療資源に制限がある中での人工呼吸器の使用の順番 

年齢は？国は？どこに優先して割り当てるべき？ 

 ⇒そもそも国を超えて、医療の観点での必要性に応じて割り当てるということができるのだろうか・・・と

悩ましく感じました。 

 ⇒人工呼吸器の割り当ては無理でも、一定量をそろえることは可能だが、全人類への配分は無理になる、ワ

クチンなどは対象になりそうだと考えました。 

つまり、あまりに数が少ないと《究極の選択》にならない、のかなぁ。 

でも、人類のほとんどが死滅するパンデミックを想定したとき、ある機械や特効薬を用いれば、ごく少数が生

き残ることができるとき、その選別は《究極の選択》になりうる、と考えました。 

⇒トリアージという観点だったら、年齢によらず重症度の高い人からということになるのでしょうか？ 

⇒まだ助かる見込みのある重症度の高い人から、ということになると思います。ただ、助かる見込みというの

がその時点で利用可能な医療資源の範囲内、という留保付きなので、場合によって線引きの位置が異なってく

るのではないでしょうか。 

⇒「助かる見込みのある重症度の高い人」も、数多く発生してしまい、その中から、また選別が必要になる可

能性が出てくるかもしれません。 

ですので、一番に助けるべき人、例えば、「未来を担う青少年を優先する」などのルールも考えられます。 

⇒コロナ禍を見て、「権力・財産・社会的地位を考慮してはいけない」というルールが必要だと思いました。 

⇒例えば高齢者あるいは若者を優先するというルールにしたときに、その当事者の意思決定の余地をどれくら

い残すかも考えなければいけないと思いました。海外だったでしょうか、自分はいいから若者を優先してほし

いという高齢者のニュースがあった気がします。 

⇒当事者の意思で権利を譲ることが可能とする場合、その意思決定について、例えば金銭での売買や脅迫など

による強制が絡まないように規制する必要があるのではないかと思いました。が、辞退した権利をランダムに

他人へとなると、それはそれで・・・。自分が親で権利を得たなら、自分の権利は我が子に譲りたいと思うでし

ょうし、とても悩ましいです。 

⇒同意します。 

権利の譲渡を、認めるべきか/否か、という新たな《究極の選択》が生まれますね。 

⇒脳死や臓器移植の問題とも似ているところがありますね。 

⇒もし医療費が自己負担ということになると、お金持ちは救われて貧乏人は救われないかも。 

⇒それこそワクチンの国際供給はそんな感じですが、どこが音頭をとるかとか、どの国が技術をもっているか

でさや当てがありそうです。 
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D-agree での投票 

 

賛成 

・基本的には賛成です。生まれる国は自分でコントロールできない。公平に配分されるのが理想的だとは思う。 

・賛成です。人間は、人種や国籍に関係なく、平等であるべきだと思います。 

ただし、日本国内においてワクチンが不足する事態が想定されます。強毒型の感染症の場合は、未接種の方に、

多くの犠牲が生じるでしょう。その場合、誰から優先してワクチンを接種するべきか、別の《究極の選択》が

必要になると思います。 

・国際的に公平に配分することが、結局は自国を守ることにつながると思います。世界のどこかで流行が続く

限り、どの国も感染の再拡大や変異株の流入のリスクから解放されないからです。 

・真に公平に分配できるのでしたら賛成です。そのワクチンを開発した国、武力や富などで突出した国、宗教

的な意味で重要視される国等、様々な利害関係をいかに調整するのか、という問題を解決できるならば、です

が。 

・自国民を守りつつ、ワクチンを公正に配分できればいいのかもしれませんが、実際のところ政治家は決断で

きるのだろうか。 

 

反対 

・医療資源が極端に不足する場合にどうするかですよね。その場合は、開発国に使用優先権がある気がしなく

もないけど、それでいいのかしら。 

Google フォームでの投票 

 

 

  

賛成 7

50%

どちらかといえば

賛成 6

43%

どちらかといえば

反対 1

7%

コロナ禍のような緊急事態において、ワクチンなど医療資源

を国際的に公平に分配するべきか？

賛成 7

どちらかといえば賛成 6

どちらかといえば反対 1
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テーマ１０ 小惑星衝突を回避するためとして、核兵器の保有/維持を許容できるか？  

  

事前検討【元タイトル】小惑星衝突に対する核兵器の使用 

小惑星衝突を回避するために、核兵器を使用することは許されるのか？ 

さらに、小惑星衝突の回避を理由として、核兵器の存在を正当化できるのか？ 

 ⇒その他のオプションとの比較検討のうえ、判断の理由が明確化されれば許されるように思います。 

 ただ、このようなごく低頻度の災害への対応を理由とした核兵器保有は望ましく無いように思いました。感

覚的に、国家対立やヒューマンエラーによる核兵器使用の方が、壊滅的な小惑星衝突よりも頻度が高いように

感じるからです。 

 ⇒国際的な機関が管理し、地球から遠く離れた場所で運用する、地球や火星レベルの重力を感知した場合に

自壊するシステムを内蔵する（核の自爆ではない）、という形であれば、ヒューマンエラーも抑制できると思い

ます。 

 ⇒国際的な機関の管理は賛成です。この問題で影響が局地的なケースは考えにくいですし、有力な国が拒否

権を発動して身動きできなくなる事態が起きにくそうに思いました 

⇒核兵器の使用はどのようなときでも許されないと思います。 

⇒それは道徳的にですか？ 

⇒ダイナマイトの位置づけが変わってきたように、将来において核兵器も、作業用の核爆弾みたいな位置づけ

に変わるかもしれません。 

⇒核兵器が作業用の核爆弾になる頃には、さらにその上をいく兵器が開発されているのかなと想像すると、恐

ろしい… 

⇒単に爆発力（だけ）が巨大な場合は代替手段として許されるのでしょうか。 

⇒核兵器のどの辺に忌避感があるかによると思います。大規模な破壊兵器自体への忌避なのか、使用後の汚染

も含めたものなのか。 

⇒そうですね。核で破壊したはいいけど、汚染された破片が地球に降り注ぐ、というのは悪夢ですね。 

⇒とりあえず早めに見つけたほうがこの手のものを使わなくて済むのでいいとして、見つかったのが接近直前

とかの場合の対処をどうするかで、汚染に関する忌避のほうが強いなら、より爆発力の強烈ななにかの開発に

Go が出る可能性はありそうです。単純に大量破壊への忌避が強い場合はどの手段でもアウトですが、この場合

ぶつかるのはしょうがないとするか否か。 

⇒・放射能汚染のない、核に代わる大量破壊兵器の開発ですか。。。 

・ぶつかるのがしょうがないとした場合、また恐竜絶滅の小惑星よりも小さく、被害が局所的な場合、難民問

題に焦点が移りますね。 

⇒早めに見つかった場合の研究はこんな感じです。 

 

D-agree での投票 

 

賛成 

・国際機関等が管理する形で、もちろん警備は厳重にして、核兵器を維持することに賛成です。将来、何が起

こるかわからないので。 

・賛成です。弾頭の保有が禁止されたとしても作成能力自体は様々な国で維持されると思うので、 
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反対 

・核兵器の保有を正当化する理由を新たに増やしたくないですね。その対策の研究や交渉・調整に注ぐエネル

ギーを、別のオプションの検討に振り向けてほしいです。 

・どんな事態であっても核兵器の使用には賛成できません。国際機関が適切に管理できるとも思えない。 

・本当に小惑星を破壊できるかどうかわからないのであれば、保有国の口実にしかならない。せめて小惑星を

破壊するときの核汚染についての問題を解決してから。 

・どちらかというと、反対の立場です。核兵器で破壊できるとしても、使用後の汚染物が地球に降り注ぐかも

しれないと考えると、積極的に賛成はできません。 

 

Google フォームでの投票 

 

 

  

賛成 3

22%

どちらかといえば

賛成 2

14%

議論する段階にな

い。専門家の整理

を待つべき。 1

7%

判断保留 1

7%

どちらかといえば

反対 2

14%

反対 5

36%

小惑星衝突を回避するためとして、核兵器の保有/維持を許容

できるか？

賛成 3

どちらかといえば賛成 2

議論する段階にない。専門家の

整理を待つべき。 1

判断保留 1

どちらかといえば反対 2

反対 5
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テーマ１１ 1000 年に一度の低頻度大規模災害に備えて、いま 1 兆円の予算を支出することは妥

当か？ 

  

1000 年に一度の低頻度大規模災害に備えて、いま 1 兆円の予算を支出することは妥当か？ 

低頻度大規模災害に際し、どこまで対策をするべきなのか？ 

具体例として、防潮堤を考えます。東日本大震災後、東北沿岸に総工費 1 兆円の予算をかけて、防潮堤の建設

が進められています。この支出は、妥当だと考えますか？ 

https://withnews.jp/article/f0160311002qq000000000000000G0010401qq000013077A 

 

事前検討【元タイトル】低頻度大規模災害においてどの程度対策すべきか 

 ⇒低頻度大規模災害が予見される場合，どのタイミングで社会インフラを止めるべきか？ 

 ⇒国の緊急事態宣言を待って行動する？現場判断で行動する？ 

 ⇒インフラの重要度によりますね。そのヒエラルキーをあらかじめ決めておくのがいいんじゃないでしょう

か。例えばフィンランドだと情報＞エネルギー＞食料や水 という順番になっていたように思います。 

 ⇒必要性のヒエラルキーは有効な方向性ですね。 

 ⇒必要性が高いものは自己判断なのか、公式な指示を待つのか、どっちでしょうね。 

 ⇒ハザードの大きさによってもかなり違ってくると思います。例えば地震の場合は建築物が潰れると大量に

死者が出ることが分かっていて、ある耐震補強である程度の対策が可能なので全国一律で建築基準法で網をか

けてますよね。一方で超巨大噴火の場合はハザードの大きさはは推計できますが、具体的に何の対策が要るか

というとなかなか多岐にわたっていて難しいように思います。 

 ⇒地域性もあるでしょうか。低頻度とはいえある地域では比較的多く起きる可能性がある、といった場合に

は優先して対策する必要があるように思います。 

 ⇒ある保険会社の調査によると，東京の被害リスクが世界で最も高いそうですが，実行に移すことは可能で

しょうか？ 

 ⇒まず我々が直面しているリスクの洗い出しが必要ですよね。 

⇒低頻度のスパンによると思います。1000 年に 1 度とか、10000 年度に１度とかだと、あまりやらなくていい

かなと思ってしまいます。自分がぎりぎり生きる可能性がある期間、例えば 100 年に一度くらいだと、ある程

度は対策してほしいかな。 

⇒自分の場合は自分+1 世代なら対策しておいてほしい感じがします。それ以上のタイムスパンだと、対策の規

模にもよりますね。 

⇒物議をかもした防潮堤みたいな巨額の予算が必要な対策は悩ましいですが、少なくともそれほど予算を食わ

ない、学術分野での検討は、１００万年スパンのものであっても、積極的に行うべきだと思います。 

⇒東日本大震災クラスは一応 1000 年に一度レベル（もうちょっと高いかもしれないがそれでも 100 年より長

い）ですがさすがに対策しないとはいえないのでは。 

⇒リスクの洗い出しが難しそう（に思えるくらい頻度が低い）場合は優先度はどうなるのでしょう。 

⇒頻度が低い場合はどうしても優先度は低くなってしまうのではないでしょうか。その問題に興味をもつ専門

家がある程度いることも大事だと思います。ある程度いないと、研究や議論が進展しなさそうだと思いました。 

⇒今回のパンデミックは、まさに低頻度大規模災害ととらえてもいいと思います。同程度の災害の洗い出しが

必要ですね。 

⇒感染症については過去に起こったものをみても 100 年に一度よりは頻度が高そう、さらにこれから頻度増え



22 

 

そう、ということで数十年に一度クラスの災害程度には予算をかけてもよさそうです。世界規模なのでかけら

れない国が発生しそうです。 

⇒余裕のある国が世界規模で対策しておいて、もし余裕がない国に発生した場合には他の国が支援する国際連

携システムみたいなものはできないんでしょうかね。そんなうまい話はないか... 

⇒それこそワクチンの国際供給はそんな感じですが、どこが音頭をとるかとか、どの国が技術をもっているか

でさや当てがありそうです。 

 

D-agree での投票 

賛成 

・1000 年に一度規模はもはや対策なしとは言えない状況で、かつトータル 1 兆円で済むのならありかと思いま

す。国境を超える案件になりそうな場合は範囲をどこまで、ということにはなるかと思います。 

・このスレッドは津波に限らずだと思いますが、津波に限定しても防波堤以外に 1 兆円突っ込むということな

ら賛成なのではないでしょうか。 

・科学的に妥当な使い道であれば良いと思います。１兆円はかなりの金額ですが、湾岸戦争の時に１兆円以上

を多国籍軍の支援に使ったので、それを考えれば高すぎることもないのでは。 

 

反対 

・反対です。防潮堤の維持管理も考えると、コスパに合わない気がします。沿岸部は被害を受けてもよい施設

と避難タワーを設け、居住は避ける、のが良いと思います。 

・１兆円の規模感がよくわからないのですが、例えば日本の科学技術年間予算が約９兆という事を考えると、

その１兆円についてはもっと優先順位の高いものがあるんじゃないかという気もします。 

・頻度としては長期間に一度だとしても、その現象の予測精度と予測後の時間的猶予も考慮すべきだと思いま

す。津波に関しては想定震源域と想定される高さがあるわけですし、津波の前兆現象である地震の観測後すぐ

の津波の予測もかなり精度が高まっているかと思います。よって揺れが収まってから津波到達までに津波の規

模の推定と避難を行う時間が取れるか否かの推定が出来るかと思います。その時間が十分に取れると判断出来

る場所ならば、防潮堤の設置基準は人命の保護というよりは財産の保護や精神的な保護の意味合いの方が強い

のだと思います。一方で関東大震災の様に前兆現象（この場合は P 波）から災害（同 S 波）の間に出来ること

は火を消す、頭を守るなど高々知れている災害もあります。その時のソフト的な対応による手段では対応出来

ない範囲については十分に検討する必要があるかと思います。この東北の防潮堤に関してはここまでの物が必

要だったかは疑問に思います。しかし災害によってはこの程度の備え（出資）では足りないものもあるかと思

います。 
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Google フォームでの投票 

 

 

  

賛成 3

22%

どちらかといえば

賛成 3

21%

判断保留 1

7%

議論する段階にな

い。専門家の整理

を待つべき。 4

29%

どちらかといえば

反対 1

7%

反対 2

14%

1000年に一度の低頻度大規模災害に備えて、いま1兆円の予算

を支出することは妥当か？

賛成 3

どちらかといえば賛成 3

判断保留 1

議論する段階にない。専門家の

整理を待つべき。 4

どちらかといえば反対 1

反対 2
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テーマ１２ 津波が起きた際、生命の危険が高くても、警察・消防・自衛隊は、人々の救助に尽く

すべきか？ 

  

事前検討【元タイトル】津波 

津波に巻き込まれそうな人々がいる。助けに行きたいが、間に合わなければこちらも犠牲になりかねない。と

はいえ、見殺しにはできない。 

 ⇒その人が自分とどれだけ近しい人によるかなと思います。原則自分の安全を最優先ということは頭に入れ

た上で、それが家族の場合は危険だと分かっていても助けに行ってしまうかもしれないです。 

 ⇒逃げ遅れた高齢者から助ける。逆に若い人から助ける。地域として被害が甚大なところから助ける。色々

論点がありえますね 

 ⇒「津波てんでんこ」は、とにかく逃げる、ことを勧めています。 

ただ、たとえ犠牲になる恐れが高くても、自衛官や消防が高齢者や障碍者を置いて逃げてしまえば、その後、

その専門職への信頼もなくなると思います。 

 ⇒どんな状況であれ、まずは自分の安全を第一優先するという考え方は東日本大震災以降、それなりに浸透

してきた気はします。 

⇒まずは自分の安全確保が第一かな... 

⇒二次被害を避けるためには、まず自分の命ですね。 

でも、そもそも危険に臨んで人々を助ける職業の人々、警察消防自衛隊の人たちが真っ先に逃げ出したら、今

後、信頼できないですね。 

⇒職業的倫理観は大事なポイントな気がします。コロナでも医療現場の方たちが全員いなくなったら大変なこ

とになってしまいますもんね。 

⇒ただ、カナダのケベック州では、移民が主体で低賃金で雇われる介護職員がすべて逃げ出し、糞尿まみれで

なくなったまま放置されている介護施設が複数あったそうです。 

職業倫理も、その前提が満たされる必要もありますね。 

⇒「津波てんでんこ」の精神はわかるのですが、やはりそれだと冷たい感じがします、、、、それこそ、人間同士

の信頼が崩壊していく気がします、、、でもだからといって、共倒れがいいわけでもない。 

⇒航空機搭乗の安全講習でも、親子が酸素マスクを着用する際は、まず親がつけて次に子供の順なので、逃げ

る途中で声をかける、自分の安全が確保できていれば他人を助ける、というのでいいような気がします。 

 

D-agree での投票 

 

賛成 

・死んでいいとは全く思いませんが、こういう職業の方々は、危険の直前まで、救助に務めるべきだとおもい

ます。彼らは「事に臨んでは危険を顧みず」と宣誓もしていますし、そのための組織ですから。 

・条件付きで賛成。彼らは救助の活動のプロだと思うので、その彼らが自らの命が危険にさらされる可能性は

あるが、避難者を助けることができるだろうと判断した場合は、救助に行っていただきたいと思いますが、共

倒れになると明らかにわかっている場合にまで救助に行くべきではないと思います。指揮官の判断にもよると

思いますが。 

・そういう職業は、究極的には命の危険を冒して任務を遂行することが一つの責務として含まれていると思い
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ます。ただ、よくよく考えると、消防・自衛隊はともかく、津波から市民を守ることが警察の仕事なのかどう

か分かりません。 

 

反対 

・う～ん、どんな人にも大切な人がいるわけで。救助のプロとはいえ、いつでもどこでも 100%救助優先という

のは酷な気が… その職業に就いている限りそうだったとしても、その職業をやめられるという選択肢は残し

ておいてほしい... 

・上記意見に賛成します。使命は理解したうえで選択の自由があってこそ力を発揮できるのではないでしょう

か。 

Google フォームでの投票 

 

 

  

賛成 1

7%

どちらかといえば

賛成 3

21%

判断保留 1

7%

どちらかといえば

反対 5

36%

反対 4

29%

津波が起きた際、生命の危険が高くても、警察消防自衛隊

は、人々の救助に尽くすべきか？

賛成 1

どちらかといえば賛成 3

判断保留 1

どちらかといえば反対 5

反対 4
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テーマ１３ コロナ禍を抑制するため、経済を犠牲にして、感染予防を優先してよいか？ 

  

コロナ禍に際し、各国政府は感染予防を優先し、外出自粛政策もしくはロックダウンを実施しました。 

しかしその結果、経済は打撃をうけ、一部の国では飢餓も生じています。 

両立が望ましいことは言うまでもありませんが、両立できないとき、感染予防を優先してよいでしょうか？ 

 

事前検討【元タイトル】コロナへの対応政策: 経済を優先するか、医療を優先するか 

 ⇒優先のバランスの違いが難しいです・・・。一人一人の認識の違いもそうですし、ウイルス側の性状の変

化していくことにどう柔軟に向き合っていくか。 

 ⇒両立させる、というのが可能ならいいのですが、、、、でもどちらに重点をおかざるをえないですよね。 

 ⇒両立を調整するルールが必要だと思います。 

 ⇒まずは決め方ですね。あと固いルールにしてしまうと、感染拡大状況によって柔軟に調整することが難し

いので、結局のところ場当たり的に柔軟な判断をするのが良い、となってしまいそうです。 

 ⇒「場当たり的」というと悪い印象を持たれてしまいがちですが、案外悪くないのかもな・・・という意味で

良い点だとイメージしました。自治体のやっている旅行支援なんかは、結構やるやらないまちまちで、それほ

ど広報せずにクーポンは配る、みたいなやり方もあったりして。 

 ⇒確かに。 

世論の動向を見て、「経済活動が重要」という風潮の時は経済支援で、「感染防止が重要」という風潮の時は外

出自粛で、という感じでしょうか。 

ただ、後から振り返った時に（in retrospect）からの視点も重要になるかと思います。 

たぶん、世論も後になって、「場当たり的だ」と批判するでしょうから。 

どんな時も、実践は常に批判を招きますが、それに加えて、後から振り返った時に「場当たり的」だと、さらに

批判が強くなる可能性もあります。 

⇒個人的には医療を優先してほしい。 

⇒日本は大丈夫でしょうが、海外は、ロックダウンは餓死を意味するというところもあったので、国や経済圏

で、対応が異なってくるかと思います。 

例：「家にいれば、ウイルスから身を守ることはできるかもしれない。しかし、一体誰が私たちを飢えから救っ

てくれるのか？」（https://www.afpbb.com/articles/-/3278580） 

 コロナよりも飢えが怖い…バングラ縫製工場の労働者、賃金未払いに抗議 

【4 月 14 日 AFP】バングラデシュで 13 日、欧米のファストファッションブランド大手の商品を製造する縫製

業の労働者数千人が、賃金未払いに対して路上で抗議を繰り広げた。 

 

⇒医療を優先するか、経済を優先するか、どちらが良いかは結局は結果次第で、あとの時代で評価されるのか

なと思うことがあります。どちらの判断であっても国民が納得してついていけるようなリーダーが必要だと思

いました。 

⇒同意です。おそらく、万人を満足させる結果はなく、歴史家が”公正に”評価することになるのでしょうか。た

だ、歴史家の評価も、いまいち信用できない。というのも、中国史の評価なんかそうですが、時代によって、孔

子や始皇帝の毀誉褒貶、ましてや煬帝ですら名君だと、評価が激変しますから。 

⇒なんか、私なんかは将来世代の評価なんてどうでもよいかと思います。後の祭りですし。 

⇒将来世代は想像できなくても、数年後の自分の立場で、考えることではダメですかね。 
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⇒場当たり的、というのはある意味で柔軟な対応、ということだと思うのですが、やはり世論には安易に批判

されることになろうと思います。ここぞとばかりに批判されるでしょうね。もうこうなったら、民主主義的な

思考はやめて、政治家と専門家が柔軟に判断してもらうのがよいかと思ってしまいます。 

⇒コロナに関しては、実際に市民が直面している問題をリアルタイムに公平に拾い上げて可視化するシステム

が必要だと思う。 

⇒それこそ、このシステムの発展型の AI が必要ですね。 

 

D-agree での投票 

 

賛成 

・感染予防を優先するべきです。特に初期は、感染症の致死率等不明な場合もありますが、少し過剰と思われ

ても、初動で強力な措置が必要だと考えます。 

無論、それを永続するわけではなく、段階的に緩和しつつ、経済活動と感染による許容可能な犠牲との折り合

いをつけていくべきだと思います。 

・初期の感染予防を優先することに賛成です。感染予防によってウイルスが拡大する速度を落とすことができ

れば、その間に薬やウイルスに対する研究などの時間をつくれます。ただし、その結果生じる各国の問題（飢

餓やウイルスに対する薬の配分等）については、国際機関の調整は必須だと思います。 

・感染症予防を優先してほしい。...ですが、そう言えるのはきっと自分が経済的困窮状態ではないからかもしれ

ないです。自分がもろに影響を受ける職種でも同じことを言えるかどうか自信はない。 

 

反対 

・感染症予防と経済活動の関係は、単純な二項対立ではないように思います。経済活動の停滞に伴う様々な弊

害が、感染症対策の障害になることは少なくないんじゃないかと。 

 

Google フォームでの投票 

 

 

 

賛成 1

7%

どちらかといえば

賛成 8

57%

どちらかといえば

反対 4

29%

反対 1

7%

コロナ禍を抑制するため、経済を犠牲にして、感染予防を優

先してよいか？

賛成 1

どちらかといえば賛成 8

どちらかといえば反対 4

反対 1


