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概略 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故では，事故原因と言われている津波リスクの評価およ

びその基礎となる地震リスクの評価に対して，地震・津波に関する専門家だけでなく原子力業

界からも様々な批判がある。また，事故によって放出された放射性物質による健康影響につい

て，専門家や専門機関から様々な見解が発表され，社会的混乱を招いている。これらの問題の

背後には，科学的知見の不足やその不確実性が大きい領域にもかかわらず，「地震国日本にお

いて原子力施設の安全性をいかにどこまで確保するのか」「放射性物質の健康影響を管理する

ための基準はどのレベルに決めるのか」といった社会的意思決定が求められていることがある。

科学的不確実性下での意思決定は，科学技術社会のリスク・ガバナンスには不可欠であり，解

決策に向けた具体的な取り組みと提案が求められている。 

 本研究では，文部科学省の平成 23 年度国家基幹研究開発推進事業「原子力基礎基盤戦

略研究イニシアティブ」にフィージビリティスタディとして採択された『市民参加による

熟慮型地震リスク分析の社会実験研究』の成果を踏まえ，地震・津波リスクに関する「専門

家間の熟議の場」として共同事実確認手法を用いた社会実験を行った。また，福島第一原子力

発電所の事故により放出された放射性物質による健康リスクは，現時点ではなく数十年後に，

因果関係ではなく疫学調査による統計的事実として科学的知見が得られるという点で，地震・

津波リスクとは異なる不確実性を有している。このため，地震・津波リスクの場合と比較する

意味で，放射性物質の健康リスクに関する共同事実確認の社会実験を行った。 

地震・津波リスクに関する「専門家間の熟議の場」は専門家フォーラムと名付け，異なる専

門領域間の議論の場をつくることを目指して，平成 25年度に 3回，平成 26年度に 2回実施し，

異分野間，特に理学と工学の間でも十分議論ができること，専門家自身もこのような議論の場

を必要としていることを示した。また，26 年度には，「専門家間の熟議の場」を社会に開く

試みとして，原子力立地自治体担当者と専門家との議論の場を設けた。立地自治体担当者から

の質問は専門家に社会が何を問題としているかを気づかせることになった。また，立地自治体

は，専門家にすべての判断を任せるのではなく，判断の材料として不確実性を含む情報を求め

ていることが明らかになった。 

放射線の健康リスクに関する「専門家間の熟議の場」は，第 1回フォーラムとして「専門家

間の熟議の場」を設けた後，その議論を踏まえて，第 2回フォーラムとして福島県内の自治体

担当者と専門家との議論の場を設けた。地震・津波リスクとは異なり，放射線の健康リスクに

ついて異なる見解をもつと考えられた専門家を集めて議論した結果，科学的な知見については

大きな違いがないことを確認できた。また，今後の福島県内における対策についても大きな対

立はなかった。逆に，専門家間に対立がないにも関わらず，科学的根拠のない 20mSvが福島県

内の行政や市民を苦しめ，地域社会を分断している状況も確認された。 

2 つのテーマでの「専門家間の熟議の場」の実施を通じて明白になったことは，専門分野が

異なっていたり，意見対立があっても，専門家間の熟議は可能だということである。ただし，

そこには慎重な調査，事前準備，率直な意見交換ができる場の設計が必要である。逆に言えば，

我が国にはこういった専門家間の熟議を行う場がほとんどないということである。さらにいえ

ば，科学的不確実性のあるリスク問題での判断の仕組みを有していないということでもあり，

社会に議論を開いた試みを踏まえて，仕組み構築の提案を行った。
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１．はじめに 

 

1995 年の兵庫県南部地震を契機に、原子力安全委員会は、1981 年に定められた原子力発電

所の耐震指針を 25 年ぶりに改訂した。この改訂には 1996 年から 5 年間の情報収集、2000 年

からの 4 年 10 か月に及ぶ議論の時間がかけられ、この間の地震学や地形学等の進展を反映し

た耐震指針の策定が目指された。ところが、2005 年宮城沖地震，2007 年能登半島地震，中越

沖地震で，原子力発電所が想定を超える揺れを観測し，柏崎刈羽原子力発電所では、初めて地

震による様々なトラブルが発生した。これらの事象も踏まえ 2006 年の指針に照らした耐震安

全性の検証（バックチェック）が行われていた最中に，2011 年 3 月東日本太平洋沖地震が発

生した。 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故では，事故原因と言われている津波リスクの評価およ

びその基礎となる地震リスクの評価に対して，地震・津波に関する専門家だけでなく原子力業

界からも設計や対策の不備など様々な批判がある。また，リスク低減のための耐震指針の決め

方は，専門家の選定方法，議論の進め方，事務局の関与や偏向の問題など，国民からの信頼や

期待とは異なる実態が報道されている。原子力施設の耐震安全性や自然災害リスクの低減は，

たとえ原子力利用が縮小されていくにしても，放射性廃棄物処分問題の中で論争となりうるも

のであり，そこでは数万年以上という超長期の地震・津波リスクを検討しなければならない。 

事故によって放出された放射性物質による健康影響についても，専門家や専門機関から様々

な見解が発表され，社会的混乱を招いている。放射線防護の専門家によるボランタリー組織で

ある国際放射線防護委員会（以下，ICRP）は放射線防護対策に正当化と最適化の原則を示して

おり，放射線審議会をはじめ従来の放射線防護の基準はこの原則を基本として議論が行われて

きた。しかしながら，厚生労働省は放射線審議会の議論と提言を一蹴し，食品の新たな厳しい

基準を打ち出した。この新基準がいかなる正当な理由を有し，損害に対して便益が最大となる

ような最適な方法か否かは十分検討されるべきであろうが，少なくともこの政治的判断は自治

体レベルにも拡大し，茨城県では魚の出荷制限レベルをさらに引き下げ，1kg あたり 50 ベク

レルとした（茨城県、2012年 3月 15日公表）。 

これらの問題の背後には，科学的知見が不足していたり，不確実性が大きかったりする領域

にもかかわらず，「地震国日本において原子力施設の安全性をいかにどこまで確保するのか」

「放射性物質の健康影響を管理するための基準はどのレベルに決めるのか」といった社会的意

思決定が求められていることがある。“科学に問うことはできるが，科学だけでは答えること

のできない”トランス・サイエンス領域の問題であり，科学的な情報を無視した政治的判断，

逆に科学的な情報に基づいているかのように示される専門家の価値判断が，風評被害や過大な

除染作業による経済への悪影響，人々の不安感の継続などによって福島第一原子力発電所の事

故で被災した地域社会の復興を阻害しつつある。たとえどのように困難であっても，科学的不

確実性下での意思決定は科学技術社会のリスク・ガバナンスに必要であり，混乱した状況を解

決するための具体的な取り組みと提案が求められている。 

平成 23 年度原子力基礎基盤研究イニシアティブ『市民参加による熟慮型地震リスク分析の

社会実験研究』では，フィージビリティスタディとして，地震・津波リスクに関する専門家間

の議論の場の設計に不可欠な専門家の意見分布の分析や専門家ヒアリング調査等による論点の
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整理を行い，2種類の設計案を提案した。 

 本研究では，この先行研究の成果を踏まえ，地震・津波リスクに関する専門家間の熟議の場

として共同事実確認手法を用い，科学的不確実性の所在と程度，科学的判断と価値判断の区別

を明確にする。放射性物質による健康リスクは，現時点ではなく数十年後に，因果関係ではな

く疫学調査による統計的事実として科学的知見が得られるという点で，地震・津波リスクとは

異なる不確実性を有している。このため，地震・津波リスクの場合と比較する意味で，放射性

物質の健康リスクに関する共同事実確認を行い，専門家間の熟議や市民の判断の特徴を明らか

にする。以上の結果をまとめ，科学的不確実性下での熟慮型リスク分析の手法を提案する。さ

らに，専門家間の熟議の過程でえられた情報を提供し，科学的不確実性を踏まえて，市民がリ

スクを考え，対処するためのリスク情報プラットフォームを構築することを通して，福島県の

原子力事故被災地域の復興に貢献する。 

科学的不確実性下での判断は，必ずしも新しい問題ではない。しかしながら，現代社会が政

治や文化も含む幅広い領域で科学技術との関わりや，科学技術への依存を強める中で，不確実

性に関する専門家と社会との認識の乖離，専門分野間での乖離が社会的判断において論争を生

じさせたり，混乱を招いたりするようになってきた。例えば，断層認定の方法は、専門家の中

では共通認識だった知見が長期間原子力規制に反映されなかった。社会もこのような実態を知

らないために，規制の改善を求めることがなかった。逆に，放射線の健康影響のように不確実

な領域を含んだ知見は社会に伝える機会がなく，福島第一原子力発電所の事故後に国民の関心

が高まったときには，多様な専門家の判断が提示され，混乱を招いてしまった。 

科学技術立国を目指すには，上述した状況を解決するための具体的な方策を提案すること，

つまり社会科学分野でのイノベーションを起こすことが必要である。本研究では，平成 23 年

度のフィージビリティスタディ（以下，H23FS）で提案した「専門家間の熟議の場」を実施し，

その実施プロセスで生じる様々な問題の解決策をまとめ，今後国や原子力事業者がどのように

専門知を活用すればよいのかを提案する。特に，H23FS の専門家ヒアリングでは，現行の審議

会や委員会が専門家の定義と選定方法，議論の場の設計と運営における公平性・透明性，事務

局の専門能力などの面で問題を抱えていることが指摘されており，これらの問題に具体的な解

決方法を提示する。また，学会は専門家の議論の場として期待されるものの，少なくとも耐震

問題に関しては十分機能を果たしていない。これは，耐震問題に関わる学問分野が複数に分か

れ，しかもそれぞれの分野の手法や“事実”の意味，不確実性の程度などが異なっているため

でもある。本研究では，単に熟議の場の手法上の課題を示すだけでなく，意思決定問題に関わ

る科学技術分野の特性が「専門家間の熟議の場」の実現にどのような影響を及ぼすのか，設計

上留意すべき点は何かについても整理する。 

さらに，放射線の健康影響に関しては，断層を確認したり地震波データから断層モデルを検

証したりできる地質・地形・地震学の分野とは異なり，統計分析の結果として得られる科学的

“事実”やその“不確実性”が論点になる。福島第一原子力発電所事故により放出された放射

性物質からの被ばく問題では，行政・メディアのみならず，医療関係者における放射線や放射

線の健康影響に関する知識・認識不足が問題を引き起こしている。例えば，原子力安全委員会

の防災指針見直しのための中間とりまとめには，医師等の認識不足が福島事故時に医療機関で

の診療拒否などを招いたとして，医療関係者への情報提供や再教育が提言されている。国会に
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招致された専門家間でも ICRP の見解に対する意見対立があり，現時点で何がどこまで分かっ

ているかについての“事実”を専門家間の議論を通じて確認する場が必要である。また，この

議論を，健康リスク管理の専門家であり，ステークホルダーでもある医師，看護師，保健師等

に示すことによって，国民，地域住民の放射線影響に対する不安や風評被害等への解決につな

がる情報提供活動をも企図している。福島県内の住民への情報提供や意見交換の場も積極的に

設け，ICRP2007 年勧告の取り入れに際して強調された「（放射線防護の）最適化の実施には

利害関係者の関与が最も重要」を実践する環境を構築する。 

本研究の共同実施機関である特定非営利活動法人市民科学研究室は，2003 年に「低線量被

曝研究会」を発足させ，ICRP 勧告をはじめとする放射線防護や健康リスクに関する専門的知

見を，広島・長崎の原爆調査以来の歴史的文脈において幅広く整理し，一般市民への啓発や問

題提起を行なってきた。その一つの成果は報告書『原爆調査の歴史を問い直す』として刊行さ

れている。また，福島第一原子力発電所の事故以来、福島県を含む全国各所で、約 100回に及

ぶ放射線リスクに関する講演やセミナーを実施している。さらに，2012 年 6 月には放射線生

物学，疫学，計測，医療に関わる 10 名ほどの海外の専門家を招いて「放射線防護に関する市

民科学者国際会議」を開き，専門家の間の，あるいは専門家と市民の間の，原発事故であらわ

になった認識の相違点を深く考究した。このように，多様な専門家とのネットワークを有し，

市民とのコミュニケーション経験も豊富な機関と協力することで，専門家間の熟議だけでなく，

現場知を活かした市民の間の熟議を可能とする場を構築していく。 

以上のように，本研究では，科学技術の知見の不十分さを前提にリスク管理を行う上で，専

門家をいかに活用するべきかを提案すると同時に，今後長期的な取り組みが必要な放射線リス

クについては，医師や行政担当者，市民・市民団体など重要なステークホルダーへの情報提供

を目指して，社会が納得できる管理基準づくりの土俵をつくり，事故からの復興へ貢献する。 
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２．業務計画 

 

2.1 全体計画 

 

本業務の全体計画図を図 2-1-1 に示す。平成 25 年度の成果を踏まえて、(1)原子力施設の地

震・津波リスク熟議の実践と提案は、26年度前半まで実施する計画に修正した。  

 

(1)原子力関連施設の地震・津波リスクに関する
専門家間の熟議の実践と提案

①「専門家間の熟議の場」の詳細設計

②「専門家間の熟議の場」の実施と評価

(2)放射線の健康リスクに関する社会的争点の解決
　に向けた熟議の場の設計と実践
①放射線の健康影響に関する専門家や専門機関の
　意見分布の把握（市民研）
②「専門家間の熟議の場」の詳細設計

③「専門家間の熟議の場」の実施と評価
（市民研）

(3)「専門家間の熟議の場」の評価と提案、
　情報発信
①評価委員会の設置評価の実施

②福島県でのコミュニケーション活動の実施
（市民研）

③情報プラットフォームの設計・構築と改善

④意見交換、提案とりまとめ

(4)研究推進

題目　 「原子力施設の地震・津波リスクおよび放射線の健康リスクに関する専門家と市民のための熟議の社会実験研究」
年度別全体計画

　　年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度
項目

文献調査

意見交換、提案とりまとめ

評価

詳細設計

福島県内でのコミュニケーション活動

詳細設計

熟議の実践・評価・改善・提言

熟議の実践、評価

評価 評価

調査

設計 プラットフォームの運用と改善

専門家ヒアリング・基本設計

定量調査

研究推進

図 2-1-1 年度別全体計画 

 

 なお，（1）原子力施設の地震・津波リスクに関する専門家間の熟議の実践と提案は，26 年

度前半に終了する計画であったが，専門家間の議論の継続が必要であったこと，当初の計画で

ある市民との熟議の第一歩として原子力立地自治体担当者と専門家との議論の場を設けたこと

から，26年度末まで研究活動を行った。 

 

2.2 研究のプロセス 

 

 図 2-1-1 に示すように、原子力施設の地震・津波リスクと放射線の健康リスクは研究スケジ

ュールに違いがあるが、研究推進のプロセスは共通しており、専門家の意見分布の把握、専門

家間の熟議の場の設計、実施と評価の 3 段階で進める（図 2-2-1）。地震・津波リスクについ

ての意見分布把握は、平成 23年度のフィージビリティスタディで実施した。 
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手法／プロセス

調査

•公開資料等による専門家の意見分布の分析

•専門家へのヒアリング調査

設計

•運営委員会を設置

•招へい候補専門家へ打診とヒアリング

実践

•専門家間の議論の場として専門家フォーラム
を複数回実施

2

 
図 2-2-1 研究のプロセス 

 

 

2.3 研究推進体制 

 

 専門家間の熟議の場の設計は、それ

ぞれのテーマで運営委員会を設置し、

決定する。設計のための調査や情報収

集、熟議の場の準備と議事録作成、情

報発信は、参加研究者で構成する実践

事務局が担う。さらに、研究全体が信

頼に足るプロセスで進められているか

を評価いただき、進め方に対する助言

を得るため、評価委員会を設置する。

研究体制を図 2-3-1に示す。 

 

 

 

 

 

 

      

                      図 2-3-1 研究体制 

全体とりまとめ（研究代表者：土屋智子）

（１）原子力発電所の地震・津波リスク
（主担当：松浦正浩）

松浦正浩
谷口武俊
土屋智子
高原省五
北村行孝
湯山安由美

設計・実践・評価

東京大学 政策ビジョン研究センター

ＮＰＯ市民科学研究室

実践事務局

（３）評価と提案，情報発信
（主担当：土屋智子）

土屋智子
北村行孝

情報発信

地震リスクチーム

評価・発信チーム

経験を踏まえて
サポート

土屋智子
谷口武俊
松浦正浩

評価と提案

放射線チーム

隈元 崇
添田孝史
武本和幸
奈良林直

運営委員会

（２）放射線の健康リスク
（主担当：上田昌文）

上田昌文
木村 浩

調査・設計・実践・評価

小林傳司
星 正治
山下祐介

運営委員会

黒田光太郎
中村雅美
若松征夫
鎗目 雅

評価委員会
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３．業務の実施内容及び成果 

 

3.1 原子力施設の地震・津波リスクに関する「専門家間の熟議の場」の実践と提案 

 

3.1.1 「専門家間の熟議の場」の詳細設計（H24～H25） 

 

(1) 実施内容の概要 

平成 23 年度フィージビリティスタディで提案した設計案をベースに、専門家を含む運営委員

会、分担研究者や実務者による実践事務局を設置し、具体的な設計を行った。実践事務局は、

詳細設計に反映するため、関連学会で最新の論点を調査するとともに、専門家の意見分布と市

民意見を把握するための調査を実施し、取り上げるべき論点案を運営委員会に提示した。以上

より、「専門家間の熟議の場」の実施計画を立案した。 

 

(2)関連学会および専門家ヒアリングによる論点把握と整理 

実践事務局は、詳細設計に反映するため、日本地震学会（平成 24 年 10 月 16 日～20 日、於

函館市民会館）および日本活断層学会（平成 24 年 11 月 16 日～17 日、於京都大学）に参加し

最新の論点を調査した。日本地震学会では、東北地方太平洋沖地震が全く想定外ではなく従来

の考え方で説明可能であるとする論調が目立つ傾向となる一方で、地震予知に関する専門家の

討論会が開催されたり、社会への発信に関する学会声明が発表されたりするなど、社会との関

わり方が議論された。日本活断層学会では、様々な断層調査の結果が報告され、断層の認定方

法の多様さ、複雑さとともに、個々の研究者の判断が重視される学会であることが分かった。 

日本地震学会では、地震予知の討論会にカルフォルニア工科大学の金森博雄教授が登壇され

た。金森教授は、平成 23 年度調査で複数の専門家からヒアリング候補として推薦があった方

であり、東北大学に客員教授として 1 か月間滞在されるということを聞き、調査協力を依頼し

た。また、日本地震学会で社会との問題について報告のあった松澤暢東北大学教授についても

調査協力を依頼した。両教授の意見聴取は平成 24年 11月 8日に行った。 

金森教授からは、東北地方太平洋沖地震に対する見解のほか、日本の地震学の課題、社会と

のコミュニケーションにおける米国の例について情報を得た。また、専門家の議論の場の設計

については、工学者は地震リスクに関する不確実性の高さを認識すべき，地震学は耐えられる

以上の地震が起こる可能性を判断する役割，議論に時間をかける必要がある，公開の場では自

由な発言ができない恐れがある，インフォーマルな議論の場も設けるべき，市民が地震学で

“分かっていないこと”を理解する場は重要，不確実性に関わる時間スケールが学問分野で異

なる点に留意すべきなどの助言を得た。 

 松澤教授からは、東北地方太平洋沖地震の解析結果を踏まえた不確実性の問題、工学との連

携を含めた専門家の議論の場での留意点について情報を得た。松澤教授は「工学が関わっては

じめて理学の知識は役にたつ」との基本的立場であるものの，工学系の専門家が理学の知識を

都合よく使っている懸念があること，議論する場合には時間スケールの違いに留意すること，

市民参加の場の可能性はあるものの分かりやすさが誤解を招く恐れも考慮すべきなどの助言を

いただいた。 
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(3)運営委員会の設置 

実践事務局メンバー間での議論を通じて、以下の目的と役割を担う運営委員会を設置するこ

ととし、専門性と利害関心の面からのバランスを考慮して委員候補者を選定し、協力依頼を行

った。 

【運営委員会の目的】 

原子力施設の地震・津波リスクを検討する上で重要な専門家の熟議の詳細設計を行う。 

【運営委員会の役割】 

・基本設計を参考とし、論点、参加者構成、実施方法、結果の用い方を決定する。 

・すべての委員は同じ権限を有する（委員長決定など、特定の委員による決定はしない。） 

【運営委員選定の基本方針】 

共同事実確認の実施段階での協力を得られるように、専門性の観点と利害関心の観点から委

員を選定する。 

【実践事務局の役割】 

・実践事務局側は基本設計案など、研究プロジェクト側から提案を行う。 

・運営委員会の決定事項を実施するとともに、問題が生じた場合は運営委員に相談の上、問題

の解決を図る。 

・評価委員からの助言や提案を適宜伝える。 

 

 協力依頼の結果、以下の運営委員 4 名とオブザーバー1 名の協力を得て、3 回の運営委員会

を開催し、議論の場の詳細設計を検討した。 

 

【運営委員】（五十音順） 

隈元 崇  岡山大学大学院自然科学研究科地球生命物質科学専攻 准教授 

添田 孝史 フリージャーナリスト 

武本 和幸 柏崎刈羽原発反対同盟 

奈良林 直 北海道大学大学院工学研究学院エネルギー環境システム専攻 教授 

【オブザーバー】 

久利 美和 東北大学大学院理学研究科教育研究支援部アウトリーチ支援室 助教 

 

 なお，久利助教は，25年度より大学での用務多忙のため，オブザーバーを辞任された。 

 

(4)運営委員会での設計案の検討 

平成 24 年度の第 1 回運営委員会は，成 25 年 1 月 17 日に開催した。運営委員会では、研究

プロジェクトの目的、運営委員会の役割について、専門家の定義や選択方法、論点の整理に対

する疑問が出された。また、扱おうとしている問題に共同事実確認手法が適しているのか、東

日本大震災と福島第一原子力発電所の事故を経験し、原子力規制委員会で関連する議論が進ん

でいる中で、共同事実確認手法が使えるのかという疑問も出された。さらに、23 年度のフィ

ージビリティスタディを踏まえた論点案については、専門家の判断部分を切り離そうとする共

同事実確認の考え方よりも、「不確実性がある中で工学的判断は妥当だったか」あるいは「分
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からない部分を分かったこととして扱う工学の考え方を社会は納得できるのか」など、科学と

社会との関係を考える論点が望ましいのではないかという意見が出された。具体的な事例ある

いはサイトを取り上げて、どこがどのように分かっていないのかを議論するという提案もあっ

た。地震の学問的な不確かさを議論するのか、地震のリスクを議論するのか、地震によるリス

クの程度と対処の可能性を議論するのかが混乱しているとの意見も出された。 

第 2 回運営委員会は平成 25 年 3 月 8 日に開催した。専門家の間にどのような論点があるか

を整理するため，23 年度の専門家ヒアリング調査において、「今後、原子力発電所の耐震問

題について論点は何か」という問いかけに対して得られた発言データを分類し、構造化した図

として示した（図 3-1-1）。図 3-1-1 により、専門家が考える論点は、断層認定、地震動評価、

工学的対応の 3点に整理できることが分かった。 

 

防災の重要性

原子力発電所の耐震安全性の論点

断層調査の重要性

断層に関する
知識不足

活断層判断の多様性

断層の連動問題

原子力安全の
知識不足

3.11前の論
点の偏り

電力側の問題点
・能力不足

・想定を大きくしないため
の調査と結果の解釈

・情報隠し
・耐震対策の消極性

（業界の論理）

電力の主張への
批判

規制側の問題点
・能力への疑問

・推進のための活動
・水平展開のリスク

コンサル
タントや
専門家

科学的判断の難しさ

委員間の主張
の違い

従来モデルの妥当性 従来モデルの限界

地震動評価のバラツキ 想定方法
（既往最大）

残余のリスクの重要性

方法論が未定

確率論的リスク評価の課題

地震動と工学
の連携不足

断層認定 地震動評価

耐震安全性の審査体制の問題

不確実性と判断方法

シビアアクシデント対策不足

想定外への備え不足

トータルシステムで
考えていない

安全目標の
重要性

人を守る設計
思想が必要

深層防護の
理解不足

工学全体の
問題

福島事故の未解明点
・地震動の影響
・余震の影響

原子炉安全工学の問題

工学システムとリスク評価米国の規
制方法

 

図 3-1-1 原子力発電所の耐震安全性の論点 

 

 まず、図 3-1-1 の論点整理の図について、現在原子力規制委員会では断層のズレによる影響

が議論されているため、地震動だけでは論点が不足しているとの意見が出された。これは 23

年度の調査結果を整理したためであり、今後は「地震の影響」として揺れもズレも扱うことに

なった。また、原子力規制委員会の議論を例に、断層認定では各専門家が用いている「活断

層」の考え方が異なっていることが意見対立の要因であること、地震動に関しては想定とは異

なる現象が生じればすぐに想定方法の改善に取り込んでいること、耐震工学で対応できるとい

う根拠がほとんど示されていないことなどが議論された。実践事務局側で検討した設計案（図

3-1-2）に対しては、過去原子力発電所の審査などに関わった専門家にも登壇していただくこ
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とが必要という意見が出され、日本エネルギー会議のシンポジウムなどで積極的に発言してい

る専門家を候補とすることが決まった。候補者名などを加えた詳細な設計案を第 3 回運営委員

会で議論することになった。 

 

地震・津波リスク問題の設計案

関心のある市民

 

図 3-1-2 地震・津波リスク問題の議論の場の実践事務局設計案 

 

 

第 3 回運営委員会は平成 25 年 3 月 22 日に開催した。なお，日程調整の結果、奈良林委員は

3 回とも運営委員会に出席できないことが分かったため、3 月 15 日に北海道大学東京オフィス

で奈良林委員の意見を聴取した。奈良林委員からは，運営委員会のメンバー構成が偏っている

のではないか，電力会社に意見表明の機会を与えてはどうか，過去の審査や耐震バックチェッ

クに関わった専門家も加えるべきなどの意見と，米国での多様なステークホルダーが参加した

議論の例の紹介をいただいた。 

運営委員会では，奈良林委員の提案のうち、電力会社の参加が議論になった。より議論の内

容を分かりやすくするという点で、特定のサイトを選び、そこに関わる電力会社を関与させる

という意見と、特定のサイトの問題に終始する上に電力会社はこれまでの見解を繰り返すだけ

であるという意見が出された。サイトによっては様々な断層問題を抱えているところはあるが、

電力会社が参加するかどうかが不確定で、設計が難しいという意見も出された。 

 詳細設計案に対しては、3 回のフォーラムをどのようなタイミングで実施するかが議論にな

った。7 月に原子力規制委員会が新しい指針を出すこともあり、その前に実施すべきではない

かという意見と、指針は完璧なものではありえないので指針そのものについて専門家の見解を
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聞いてはどうかという意見が出された。さらに、3 回に分けたフォーラムでは、結局論点がバ

ラバラに議論され、断層認定からリスク評価までがつながっていないという問題点を抱えるた

め、1 日で集中して議論することが提案された。集中実施案の場合、多様な専門家を招へいし

やすいという利点があるものの、事前準備の負担が大きいという課題もある。関連して、断層

認定、地震の影響、耐震設計とリスク評価の流れで議論するのが望ましいかどうかが議論され

た。耐震指針の議論では、断層の議論で終わっていて、地震動や耐震のところまでこないとい

う批判や工学的に対応できるという意見もあることから、地震動や耐震工学側から議論をはじ

め、断層認定の議論をする、地震の影響や耐震設計を議論し、地震リスク問題を考える上でな

ぜ断層の問題が重要なのかを示したうえで断層について何が分かっていて何が分かっていない

かを議論する、という流れが提案された。このような流れで議論する上でも、間隔をあけて実

施するより、集中実施の方が望ましいという意見が出た。 

 招へい専門家の人数や選定方法については、まず断層認定では同じ専門領域でも考え方が異

なる専門家がいるため、2 名を選定することになった。一方、地震動や耐震設計ではあまり見

解に相違がないことから、同じ学問領域の専門家ではなく、専門が異なる人を選定する必要性

が指摘された。また、工学領域は幅広いため、原子力工学と地震工学、土木建築と設備機器関

係では見解が異なる。原子力発電所は巨大なシステムであり、システム安全の観点から専門家

を選定すべきではないかとの意見が出された。さらに、福島事故の遠因として、理学と工学の

コミュニケーション不全が指摘されていることから、学会を代表する年配の専門家ではなく、

40～50 代の次世代を担う専門家を招へいすることが提案された。 

 論点も含めた運営委員からの意見は、過去の審査の問題や学問の限界など事実の確認を行う

こと、他の領域の不確実性がどのように影響するかを議論することと要約できる。また、評価

委員会から 2 日間での実施が提案されたことを踏まえ、1 日目に過去の問題を含めた事実の確

認をリスク問題から連続して行い、2 日目に活断層は地震の影響評価に、地震の影響評価は耐

震設計や地震リスク評価にどのように作用するか、を専門家が議論した上で、評価の不確実性

を社会はどう受け止めるのかを市民グループで議論する案を作成した。 

 評価委員会からは、実現可能性について懸念が示されていることを受け、実践事務局および

運営委員会でさらに詳細をつめていくこととなった。平成 24 年度に提案した詳細設計案は参

考資料 1を参照されたい。 

平成 25 年度は，平成 24 年度に策定した詳細設計案に基づき、運営委員会において招へい候

補の専門家リスト、論点を議論し、具体的な実施計画を策定していった。残念ながら、招へい

候補の専門家へのヒアリングを通じて、公開の場がかなり困難であること、意見が異なる専門

家の参加が困難であることなどの問題が発生し、非公開の領域横断の議論の場と変更した。な

お、後述するように、非公開で率直な議論を進めることから、参加した専門家個人の氏名は公

表していないため、3.1 章に関わる関連資料等も、個人名ではなく専門領域名を示すこととす

る。 

平成 25年度の第 1回運営委員会は，平成 25 年 6月 11 日に開催した。平成 24 年度第 3回運

営委員会では 1 日集中実施と工学的対応からの議論の流れが提案されていたが、実践事務局か

らは 1 日目と 2 日目を少し時間を空けて開催する 2 回実施案を提案し、時間を空けることによ

る利点を説明した。また、プロジェクトの開始が遅れたことから 7 月の新規制基準制定前の実
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施は難しいこと、公開の方法について検討中であることを説明した。運営委員からは、招へい

候補専門家に早くコンタクトをとることが必要、揺れと変位で論点が異なる、工学の専門家に

どのような質問をすべきかなどの意見が出された。委員会の意見を踏まえて、招へい候補専門

家への打診およびヒアリング調査を行うこととした。 

 第 2 回運営委員会は平成 25 年 8 月 5 日に開催した。第 1 回運営委員会以降、5 名の招へい

候補専門家にヒアリングした結果、公開の場での議論に否定的な見解が出されていること、工

学系専門家のバランスのとれたリストが困難であること、2 日間の計画が調整を困難にしてい

ることを報告した。また、このヒアリング結果を踏まえて、1 日で 10 名の専門家が集中的に

議論する進行案を提案した。 

 非公開にすることについては、実現可能性を重視し、実施結果の公開資料の作成が重要であ

ることが求められた。非公開になったことにより、当初の目的「社会に伝える」ことはできな

いため、今回の「専門家間の議論の場」は、異なる領域間での議論を中心にすることにし、依

頼に際して目的を明確にすることなどが示された。 

 

変更後の設計案

いただいた専門家
ジェクト関係者

 

図 3-1-3 25年度に見直した地震・津波リスク問題の議論の場の設計案 
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3.1.2 地震・津波リスクに関する意見分布調査（H24） 

 

専門家の意見分布と市民の意見を把握するための調査を平成 25 年 2 月中旬から 3 月初旬に

かけて実施し、取り上げるべき論点案として運営委員会に提示した。ここでは、地震・津波リ

スクに関する専門家と市民の違い、専門家間の相違を示す。 

 

(1)調査の方法 

地震・津波リスクおよび放射線の健康リスク問題に関わる科学的な知見や論争点を、専門家

には郵送調査、一般市民にはウェブ調査を用いてたずねる質問紙調査を実施した。 

【専門家調査】 

23 年度に調査した主要な国の委員会委員名簿および各委員の所属機関がインターネットで

公開している名簿を用いて調査対象者リスト（302 名）を作成した。なお、対象者は准教授以

上とした。 

平成 25年 2月 18日に調査票を発送し、3月 4日を締切として回収した。 

郵送法のため、締切以降も回答が届いたため、本報告書では 3 月 25 日までに返送された 87

名の回答を用いる。以下、「地震関係専門家」と言う。 

回収率は 28.8％であった。 

【一般市民調査】 

委託先調査会社のモニターを用いて、インターネット調査を実施した。 

男女がほぼ同数になることを条件に、首都圏 400、関西圏 400、原発立地地域 250 サンプル

の回答を得た。なお、原発立地地域は、最初に新潟県柏崎市、静岡県御前崎市、福井県敦賀市

の登録者に呼びかけ、次に茨城県東海村、福井県おおい町・高浜町・美浜町、島根県松江市へ

呼びかけ範囲を拡大し、目標回収数を確保した時点で調査終了とした。 

調査の実施期間は、平成 25年 2月 20日～2月 28日である。 

 

(2)回答者の社会属性 

回答者の基本的な社会属性は表 3-1-1のとおりである。 

 

表3-1-1 地震・津波リスクに関する意識調査の回答者の社会属性 

％ 男性 女性 30代以下 40代 50代 60代以上 

一般市民 48.9 51.1 37.7 23.1 21.8 17.3 

地震関係専門家 93.1 6.9 4.6 25.3 36.8 33.3 

一般市民 1050名 地震関係専門家 87名 

首都圏 38.1 大学 64.4 地質学 14.9 

関西圏 38.1 国・公立研究機関 18.4 地形学 11.5 

立地地域 23.8 民間の研究機関 12.6 地震学 21.8 

  その他 4.6 工学 41.4 

    その他 13.8 
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(3)共通設問に関する一般市民と専門家の違い 

 一般市民と専門家に共通してたずねた設問のうち、震度 5 以上の大きな地震の経験のみ、回

答結果に有意な差がなかった（有意差検定はカイ二乗検定を用い、放射線の専門家のデータを

含む 3 者の回答割合の違いを検定した。）このように，市民と専門家は様々な点で知識の違い

があり，これがコミュニケーションを困難にしている。本研究では，「専門家間の熟議の場」

を重視していることから，専門分野による違いを述べる。市民との違いについては，平成 24

年度成果報告書を参照されたい。 

 

(4)専門家向け設問に関する専門家間の違い 

 専門家向け設問については、回答された専門分野から理学系（地質学、地形学、地震学）41

名と工学 36 名に分けてクロス集計を行った。共通設問と同様に、カイ二乗検定で有意差の有

無を確認したところ、有意差が認められたものは Q38 の断層認定のところだけであった。理学

系と工学の専門家で意見が異なるのは、活断層の定義、変動地形学や音波探査による断層認定

の方法であった。しかし、地震動推定や津波の想定、設計の考え方、確率論的リスク評価の用

い方についても、意見がばらついており、理学と工学の違いだけでなく、地震関係専門家の中

でいろいろな見解があることが示唆された。この結果は、議論の場の設計において、理学対工

学ではなく、各専門領域の中で意見の異なる専門家間で議論をすることが必要かつ可能である

ことを示している。 

 最後に、専門家の選定方法と役割に関する地震関係専門家の回答結果を示す。図 3-1-4 が示

すように、地震関係専門家は「利益相反があっても課題に知見のある研究者を選ぶ」と回答す

る割合が放射線関係専門家より多い。今回の調査においても、地震関係専門家の 47％は原子

力との関わりがあり、3 分の 1 は電力会社とも関わりを持っていることから、利益相反だけを

考慮すると適切な専門家を選べないと考えていることがうかがえる。 

 他方、専門家はどのような役割を果たすべきかについて、地震関係専門家は、「科学的知見

を提供し、個人の判断は示さない」に賛同する割合が放射線関係専門家より多い（図 3-1-5）。

これは利益相反する専門家が関わらざるをえない状況を考慮したものかもしれない。ただし、

全体として「科学的知見の提供だけでなく、課題に対する判断を示す」ことを役割と認識して

いる専門家が多い。 
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図 3-1-4 専門家の選び方 

 

 

図 3-1-5 専門家の役割 
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3.1.3 「専門家間の熟議の場」の実施と評価（H25～26） 

 

(1)「専門家間の熟議の場」の実施概要 

 図 3-1-3 に示した「専門家間の熟議の場」を専門家フォーラムと名付け、承諾いただいた専

門家 6 名を専門家フォーラムメンバーとし、できるかぎり多くの専門家フォーラムメンバーが

参加できる日時を設定し、平成 25年度は 3回，平成 26年度は 2回の議論を行った。 

 専門家フォーラムでは、毎回テーマを決め、そのテーマに関係する専門家から基礎知識など

の話題提供をいただいた上で、専門家フォーラムメンバー間や、参加者（運営委員、評価委員

を含むプロジェクトメンバー）との討議を行った。進行は土屋智子が行った。話題提供を行う

専門家とは、運営委員会の議論やこれまでの調査を踏まえて、予想される論点について事前に

連絡した上で、フォーラム開催日にも事前に打ち合わせを行った。ただし、実際の議論は事前

に検討した論点にこだわらずに進めた。 

 また、公開の場での議論の困難さを考慮して、チャタムハウスルール 1に準じ、次のような

ルールを示して実施した。 

＜議論のルール＞ 

・日頃の役割や肩書きから離れて、率直な意見交換を行う。 

・憶測・伝聞ではなく、できるだけ事実に基づいた議論をする。 

・不確実な部分や分からない部分は、「何がどのようにどの程度分からないか」を確認する 

＜結果の取り扱いのルール＞ 

・議論の場は非公開であるが、公開資料を作成する 

・内容について非参加者に伝える場合は、「何が議論されたか」のみを伝える（「誰がどう発

言したか」は伝えないこと） 

 

 専門家フォーラム終了後には、参加者全員にアンケート調査を行い、進め方などの評価を行

って、次回以降の改善につなげていった。特に、第１回専門家フォーラムでは、話題提供の時

間が長く、議論が十分できなかった、との意見が多かったため、第 2 回以降は話題提供の時間

を短縮し、最初は専門家フォーラムメンバー間の科学的な論点を中心とした議論の後に、参加

者全員による社会的視点も含めた議論をするように構成した。本報告では、全 5 回の実施概要

を示す。詳細な議事録は研究プロジェクトの専用ホームページで公開した。平成 26 年度に実

施した回のアンケート結果を添付資料 2に掲載する。 

 

 

                             
1 チャタムハウスルールとは、王立国際問題研究所に源を発する、会議参加者の行為規範であ

る。チャタムハウスルールを適用する旨の宣言の下に運営される会議においては、当該会議で

得られた情報を利用できるが、その情報の発言者やその他の参加者の身元および所属に関して

秘匿する義務を負う。このルールの適用により、参加者はその所属する組織への配慮や、発言

が自らのものとして公表された際の影響を度外視しやすくなるため、進行中の問題や政治的な

問題を取り扱う場であっても闊達な議論をもたらすとともに、情報の共有が促進されることが

期待される。 
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(2)第1回専門家フォーラムの実施 

 

話題提供① システム安全の考え方と耐震設計について  

 多くの設備や機器で構成される原子力発電所の耐震設計では、システムを構成する様々な技

術分野をどう統合するか、様々な技術に関わるそれぞれの人や仕事をいかにうまくつなげてい

くかが重要。しかし、システム全体の評価はこれからの技術。ただし、ほとんどの設備や機器

を振動台で実験して、耐震性を確認してきた。設計は造るだけでなく運用や保守まで考えるこ

とが必要。想定を超えた事態への対応を現実問題として対処しようとしなかったことが福島第

一原発の事故を拡大させた。 

＜Q&A＞原子力発電所にとって重要な地震現象、地震に対する余裕の考え方に関する確認のほ

か、原子力発電所の安全にかかわるシステムをどこまで考えるか、技術をつなぐため

の研究はなされているのか、について議論された。 

 

 話題提供②：原子力施設は地盤の変位にどう備えているのか 

 地盤の変位を解析する方法は限られており、広域の挙動は説明できても、発電所施設の正確

な挙動を予測することは難しい。しかし、不確かさを合理的に考慮して施設の安全性を照査す

ることは可能。非常に幅広いケースについて解析し、施設の最大傾斜を計算して、可能な工学

的対応を検討する。安全側に考えるだけでなく、確率論的な評価を導入したり，想定を超えた

場合の配慮をすることが重要で、これらを総合的に考えて施設の安全性を確認すべき。どこま

での安全を求めるかは社会とコミュニケーションする必要がある。 

＜Q&A＞解析の不確実性に関する質疑応答が行われた。 

 

＜全体討議＞   以下の論点が議論された。 

○耐震設計の余裕とは：なぜ柏崎刈羽は想定を大きく上回る地震に耐えられたのか？ 

○地盤の固さはどう影響するか？⇒必ずしも固い地盤がよいわけではない？（⇒第 2回へ） 

○Unknownはどこにどれだけあるか？ ⇒ 地盤のことはほとんど分かっていない 

○専門家の見落としの可能性をどう考えればよいのか？ 

○どこまでのシステムを考えるべきか？ ⇒B,Cクラスの見落とし 

     防災や使用済燃料まで考慮すべき 

○地盤から設備はどうつながっているのか？ ⇒実はつながっていない、つなぐ学問不在 

○地震をどこまで理解しているのか ⇒第 3回の議論へ 

○福島事故の問題は何か ⇒対策は知られていたが、想定を超える事態に備えていなかった 

 

第 1回専門家フォーラム 

日時：平成 25年 11月 23日（土）13時～17時 

場所：東京大学農学部キャンパス 弥生講堂アネックス セイホクギャラリー 

テーマ：原子力発電所はどのような地震にどのように備えているのか？ 
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写真3-1-1 第１回専門家フォーラムの様子 

 

 

(3)第2回専門家フォーラムの実施  

 

話題提供①：原子力施設に対する地震動評価の方法とその不確実性 

 地震動評価は、まずプレート境界地震や活断層地震など、原子力施設に影響を及ぼしそうな

地震を選定することから始まる。検討用地震について、震源における破壊の規模、伝播の経路、

施設の地盤の特性でどのように影響を受けるかを、比較的単純なモデルで推定する。過去の地

震から、破壊の方向や地盤の影響が地震動を左右することが分かってきた。ただし、これらの

影響の事前予測は困難で、ばらつきを考慮する必要がある。また、震源を特定せず策定する地

震動の根拠となるデータが蓄積されるにつれ、どう評価に用いるかが課題になっている。 

 

話題提供②：断層認定の方法とその不確実性 

 活断層の認定は、地震災害に関して重要な科学であるが、原子力施設で問題になっている断

層は不明瞭で判断の分かれるものがほとんどである。破砕帯は地下数キロから数十キロで形成

され、それが隆起してきたもので、隆起させる地殻変動は考えられるが、地殻の断層の動きに

よって動くかどうかは分からない。こういった不確実性が原子力規制委員会では「否定できな

い可能性」として扱われているが、2010 年までは、断層や破砕帯の変位の程度を、不確実性

を考慮して最も厳しい状況で検証するなど、科学的な知見を踏まえた取り組みが行われていた。 

第 2回専門家フォーラム 

日時：平成 25年 12月 21日（土）13時～16時 30分 

場所：東京大学農学部キャンパス ファカルティハウス セミナールーム 

テーマ：原子力発電所に影響を及ぼす断層とそれによる揺れ・変位はどう推定さ

れているのか？ 
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＜専門家フォーラムメンバー間の議論の概要＞ 

○活断層の情報から震源断層を知ることは可能か？ ⇒無理、微小地震などで推測しかない 

○断層が連動しても地震動はそれほど大きくならない ⇒断層の長さと地震の規模の関係はま

だ議論されている段階 

○活断層はなぜ繰り返し動くのか？ ⇒ 地震学には説明するモデルがない 

○変位の予測をする際には、その確からしさもいっしょに議論すべきではないか？ 

○地震が起きて新たな知見が得られる ⇒ 見落としはありうる、すべての現象を説明できて

いない ⇒ 不確実性を小さくする努力とともに、工学的対応の考慮も必要 

＜全体討議の概要＞ 

○判断のルールは誰がどのように決めたのか？ 

○専門家はどのように関わるべきか？ ⇒ 特定の専門分野では限界あり、総合的な取り組み

と限界を踏まえた貢献を 

○社会にどう伝えるべきか？ ⇒ リスクによる判断をしてほしい、科学の不確実性を理解し

てほしい／不確実性や確率をどう伝えるか（専門家の価値判断をどう区別できるか？） 

 

 

写真 3-1-2 第２回専門家フォーラムの様子 

 

(4)第 3回専門家フォーラムの実施  

 

話題提供①：東日本大震災をもたらした地震と津波はどのように発生したのか 

第 3回専門家フォーラム 

日時：平成 26年 2月 22日（土）13 時～16時 30分 

場所：東京大学農学部キャンパス ファカルティハウス セミナールーム 

テーマ：原子力発電所に影響を及ぼす地震と津波はどう想定され，対策はどこま

でされているのか？ 
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 プレート境界型地震のうち、普段固着して動かない部分（アスペリティ）が動くことで繰り

返し地震を説明できていた。貞観地震はアスペリティで説明できない地震として知られており、

津波堆積物から数百年単位で繰り返していることが分かっていた。しかし、貞観地震のモデル

から推定された地震の規模は M8.4 以上、津波の高さは 5～6ｍだった。東日本大震災では、長

大な断層が大きく動いたことで広域に津波被災が発生した。これらを予見できなかった原因は、

100 年分のデータしかなかったという情報不足、東北日本は世界で一番詳しく調べられている

という慢心、これまでの常識からの思い込み。地震学的手法による予測には不確実性がある。 

 

話題提供②：地震・津波現象の不確実性と原子力施設の対策～耐津波設計を考える～ 

 福島事故の教訓は、設備面の対策とともに、想定外の事態になったときのアクシデントマネ

ジメント、それを行う人間が重要であるということである。今後の自然災害への取り組みでは、

リスク概念を徹底し、科学的想像力をもち、必要な行動は迅速に行うことが必要。仏の原発で

電源喪失事故があり、スマトラ津波でインドの原発が浸水したにもかかわらず、福島第一の浸

水リスクはかなり高いことが分かっていたにもかかわらず、対策が間に合わなかった。科学

者・技術者はリスク情報を提供するだけでなく、事業者が行動を起こすよう促す努力が求めら

れる。 

 

＜専門家フォーラムメンバー間の議論の概要＞ 

○最大規模の目安は？ ⇒ どこまでの時間を考えるかに依存 

○地震や津波の予測は可能か？ ⇒ 断層がどう破壊するかに依存、破壊の仕方は予測不能 

○思い込みと新知見の扱いは？ ⇒ 仮説を正しいと思いこまない意識が必要、学会で統一見

解を出すことは難しい、学術会議のユニークボイスには疑問 

＜全体討議の概要＞ 

○社会にどう伝えるか？ ⇒ 伝え手の意図の問題、分かりやすくすることの弊害 

○科学的知見やリスク情報は意思決定に使われているか？ ⇒ “見たくないものを見ない”

姿勢、誰が採否を判断するのか？、外圧は機能するか？、インセンティブ方式は可能か？ 

○リスクをどう扱っていくのか？ ⇒ 多様な意見、価値をどう扱うか？ 

 

写真 3-1-3 第３回専門家フォーラムの様子 
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(5)運営委員会での評価と改善 

平成 25 年度第 3 回運営委員会を平成 26 年 3 月 11 日に開催した。3 回の専門家フォーラム

について、話題提供と議論の内容を紹介し、次回（第 4 回）の論点および最後の取りまとめ方

について議論した。日程の都合で専門家フォーラムに出席いただけなかった委員より、専門家

の判断の根拠を確認することが必要との指摘があった。また、専門家フォーラムメンバーで見

解をまとめていただくことについては、事務局側で相当準備が必要なものの、この試みを社会

に問うためには重要なことであるので、第 4 回の開催を少し遅らせても、論点を整理し、専門

家メンバーからの発信を模索することになった。 

 

(6)第 4回専門家フォーラムの実施 

 

話題提供① 原子力発電所の耐震設計 

1981 年の「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」は、原子炉施設を設計し建設す

るために、当時の設計や耐震技術を踏まえ、地震に関する不確実性も考慮して策定された。重

要なことは、当時の知見は十分反映されているものの、今後も見直し絶えず研究開発を行い、

安全性の向上に努力すべきと明記され、必ず見直すこととされていた点である。しかしながら、

1981 年の指針は断層や地震のことがよく分かっていない場合でも設計ができるなど、非常に

使い勝手が良かったために、長く見直されることがなかった。2006 年に耐震設計審査指針が

改訂され、20 年間に進んだ研究の成果や最新の知見が取り入れられた。改訂で重要だったの

は、不確かさを考慮する「残余のリスク」という概念が取り入れられたことであるが、残念な

がら残余のリスクを評価する前に福島事故が起きてしまった。現行の規制基準における耐震設

計には、リスクや不確かさの考慮が含まれていない点が問題ではないか。また、安全が強調さ

れるものの、どこまでの安全を求めるのかという目標が十分議論されていない。 

＜議論＞ 

安全設計の目標と考え方、見直しはなぜ行われなかったのか、基準と要求性能、新たな知見

の取り入れ方、安全裕度とは、などについて議論が行われた。 

 

話題提供② リスク概念の重要性 

現行の規制基準には、確率論を用いたリスク評価は取り入れられていない。表向きの理由は

評価方法が制術していないということであるが、米国ではかなり前から実施されているし、国

内でも研究や評価の試行が行われている。決定論は分かり易いし、設計もしやすいが、想定外

をなくすために過大な設計が要求されることにになってしまう。不確かさを取り入れた考えを、

事業者・規制機関・学会・国民の間でコミュニケーションすることが必要ではないか。 

第 4回専門家フォーラム 

日時：平成 26年 7月 5日（土）13時～16時 30分 

場所：東京大学農学部キャンパス ファカルティハウス セミナールーム 

テーマ：リスク論はどう使えるのか？ 
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＜議論＞ 

安全裕度の評価方法について議論があったのち、決定論と確率論の役割、２つを融合できな

いか、リスク評価の対象を何にすべきかなどの議論が行われた。 

 

総合討論の概要 

○リスクで考えるとは？ ⇒ベネフィットがあるからこそどこまで耐えられるかの議論が可能 

○安全目標の意味 ⇒ 海外で定めているのは、リスク低減コストとの比較で耐えられる領域 

○リスクを評価し議論できない日本社会 ⇒ 震災以降は特にそういう雰囲気だが、努力して

いないだけでは？  

○誰がどのような場で議論すべきか？ 

○専門家と学会の役割 

○専門家間の議論を成立させるには 

○リスク論はどう使えるか ⇒ リスク評価に対する信頼性が問題 

○リスク論の理解と信頼性向上 ⇒ 結果よりも評価のプロセスや仮定を明らかにすべき！ 

○専門家の条件 ⇒ 誰が議論に参加すべきか 

最後に米国原子力規制委員会が「地震評価の不確実性と専門家の活用」に関するガイドライ

ンを示しているとの情報が出され、次回、リスクと専門家の役割についてもう一度議論するこ

とにした。 

 

 

写真 3-1-4 第 4回専門家フォーラムの様子 

 

 

(7)運営委員会での評価，改善，提案 

 26 年度の運営委員会を平成 26 年 8 月 25 日に開催した。当初計画では，第 4 回フォーラム
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で終了予定であったが，第 4 回フォーラムで議論された“リスク”が工学的な定義に留まり，

幅広い議論にならなかったこと，“リスク”や不確実性の問題と専門家の役割について未だ議

論が残っていることから，再度「“リスク”と不確実性と専門家の役割」について議論の場を

設けることを実践事務局側から提案した。“リスク”概念については，社会科学の分野でも

様々な考え方や提示方法が示されていることを紹介し，議論の幅を広げるとともに専門家が考

える地震・津波リスクを“見える化”すること，専門家の役割については，第 4 回専門家フォ

ーラムの最後に紹介された米国の事例を紹介することなど，実践事務局側の準備作業も紹介し

た。 

 さらに，放射線の健康リスクにおける取組を参考に，原子力立地自治体の担当者を招へいし，

専門家との議論を行って，専門家フォーラムの議論を“社会に開く”ための第 6 回フォーラム

の実施を事務局より提案した。 

 実践事務局から提案した第 5 回，第 6 回フォーラムの計画はいずれも了承され，実施に向け

て事務局の準備作業を進めた。第 5 回専門家フォーラムに対しては，“リスク”の表し方の例

を収集し，専門家の役割については米国原子力規制委員会の例だけでなく，米国や英国，国内

での取り組みについても調査した。 

 第 6 回フォーラムに参加いただく自治体については，原子力施設の地震・津波リスクに関心

が高いと考えられる立地自治体を中心に依頼を行い，参加者には事前に専門家への質問を提出

いただいた。自治体からの質問は内容ごとにまとめ，回答予定の専門家に準備を依頼した。 

 

 

(8)第 5回専門家フォーラムの実施 

 

話題① “リスク”と不確実性 

研究代表の土屋より、海外の事例も含めて、リスクや不確実性に関する多様な考え方を紹介

し、原子力施設の地震・津波リスクやその不確実性をどのように表せるのかを議論した。また、

ベネフィットを考えるべきではないか、ダメージと結果（影響）の違い、不確実性と確率論や

リスク評価の意味、確率の伝え方、リスクで扱えるものとそうではないものなど、様々な議論

が行われた。 

 

話題② 専門家の役割 

第 4 回専門家フォーラムで紹介された米国原子力規制委員会の取り組み、海外での科学的助

言の形成および扱われ方、国内の議論を議論の土台として、海外の取り組みは日本で可能かを

中心に、科学的知見を社会に生かすために何が問題かが議論された。 

第 5回専門家フォーラム 

日時：平成 26年 10月 25日（土）13時～16時 30分 

場所：東京大学 工学部 3号館 

テーマ：“リスク”と不確実性と専門家の役割 

 



 

 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3-1-5 第 5回専門家フォーラムの様子 

 

 

(9)第 6回フォーラムの実施 

 

主旨 専門家の議論を社会に開いていくために 

このプロジェクトを提案したそもそもの理由は、原子力施設の地震・津波リスクに関する専

門家同士の議論がかみあっていないように見えたこと、本来リスクの問題は専門家だけでなく、

関係する人々が議論に参加すべきではないかと考えたことからであった。 

第１回から第５回までの専門家フォーラムを通じて、異なる分野・領域の専門家間で議論す

ることが可能であり、かつ科学的不確実性をはらむ問題では専門家間の熟議が重要であること

を示してきた。 

第６回は、社会と議論するための第一歩として、原子力立地自治体の行政の方々にご参加い

ただき、地震・津波に係る科学的知見とその不確実性、”リスク”と専門家の役割について議

論していただくことにした。 

 

構成 

１．自治体からの質問に答えて 

 事前に寄せられた自治体からの質問に、専門家が答えました。特に議論になったのが変位の

第 6回フォーラム 

日時：平成 26年 12月 7日（日）13時～16時 30分 

場所：東京大学 農学部 セイホクギャラリー 

テーマ：立地自治体と語り合う“リスク”と不確実性と専門家の役割 
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見積もりの可能性や対策の考え方であった。 

＜自治体からの質問＞ 

Ｑ１ 原子力規制委員会の議論の優先順位はリスクに応じているか？ 

Ｑ２ 原子力発電所施設の損傷を引き起こす地盤のずれや変形について評価できるか？ 

Ｑ３ 活断層が原子力発電所の近傍にある場合，工学的にどんな対応が考えられるか？ 

Ｑ４ 基準地震動の耐震性の評価では，揺れの長さは考慮されているのか？ 

Ｑ５ 可搬型の事故対策設備は大きな地震で使えなくなることはないか？ 

Ｑ６ 防波壁の耐津波の強度について，静水圧の 3倍を基準とする根拠は何か？ 

Ｑ７ 基準地震動や基準津波を超える確率をどう考えているのか？ 

Ｑ８ 残余のリスクは現行規制基準ではどう扱われているのか？ 

Ｑ９ 原子力施設も最終的にどこまでの安全を確保するかを議論すべきではないか？ 

 

２．専門家の役割と活かし方 

 「なぜ専門家の見解が異なっているのか」 これが自治体から寄せられた共通の疑問であっ

た。特に見解が分かれる活断層認定の問題について、なぜ見解に相違があるのかを専門家から

解説していただいた。どのような活断層についても意見が分かれるわけではなく，判断が難し

いからこそ、自然や科学的知見に対する考え方によって見解が異なってしまう。これは、活断

層認定だけの問題ではなく、どのような科学にも存在する問題である。科学的不確実性をはら

んだ問題を考える上で、専門家はどのような役割を果たせばよいのか。専門家を適切に活用す

るために社会の側にはどのような心構えと仕組みが必要か。結論はでなかったが、科学的知見

を社会に生かすために何が問題かが議論された。 

 

 

写真 3-1-6 第 6回フォーラムの様子 
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3.1.4 結果と考察 

 

 全 5 回の専門家フォーラムおよび専門家と原子力立地自治体担当者とのフォーラムを実施し

た結果は以下のとおりである。 

 

①各専門分野の不確実性や Unknownsが率直に語られた 

 5 回の専門家フォーラムでは，各専門家が自身の領域の不確実性や Unknwons を臆すること

なく開陳している。これは，事前に不確実な点についても話してほしいと依頼したこと，専門

家間で相互に理解しようという雰囲気が徐々に形成されたこと，もっとも不確実性に触れにく

いと考えられた工学系専門家が率先して Unknowns について語ったことによる。また，

Unknowns を語るということは，逆によく分かっていることについても語るという側面があり，

防衛的になることなく，議論が行われた。専門家相互の質疑応答も活発に行われ，時に専門家

フォーラムに参加した運営委員や評価委員，実践事務局メンバーに理解できない内容に陥るこ

ともあるほどであった。議事録等から整理した Unknowns は表 3-1-2 に示すとおりである。専

門家間で対立があるのは，Unknownsをどの程度深刻にとらえるかによることが分かる。 

 

②専門分野がつながっていないことが改めて確認された 

 専門家の議論を傍聴していた運営委員，評価委員，実践事務局メンバーにとって驚きであっ

たことは，耐震設計と地盤工学，地震と地震動評価，地震動や変位の評価と活断層評価など，

関連する分野がばらばらに評価や判断をしていたことであった。例えば，耐震設計の専門家は，

「これまでは地盤（土木）とシステム設計（設備）は分業。つないでいこうという議論が始ま

っている。これまでは技術的につなぐことができなかったが、コンピューターの性能向上で地

盤から建物まで全体を統合的に揺らすシミュレーションが開発されつつある。」と述べている。

ただし，地盤工学や地震学で用いているモデルと耐震設計で用いている地盤のモデルは異なっ

ていたり，名前は同じであるが異なるモデルであったりすることも示された。 

 地震学の専門家は，近年耐震評価で問題となっている長周期の影響を心配していたが、工学

系専門家が原子力施設については長周期を心配しなくてよいと断言したため，地震学の専門家

から「長周期を考えないのでよければ，必ずしも地盤と建物が連動していなくてもよい」との

発言があった。この地震学の専門家は比較的工学系研究者と議論する機会が多いとのことであ

ったが、今回のフォーラムまで原子力施設の構造的特徴を確認できなかったことを示している。 

 平成 23 年度のフィージビリティスタディでは，理学系の専門家らが原子力施設の構造や設

備，設計，リスク対策や規制の内容を十分認識していなかったとの発言をしていた。特定の原

子力発電所サイトの津波対策がすべてのサイトで実施されていると受け取っていた専門家もい

た。このような工学系専門家の説明不足と理学系専門家の問いかけ不足が，津波対策を議論し

てこなかった遠因と考えている専門家もいた。しかしながら、国の委員会等で委員間で議論し

たり、基本的な質問をすることは、時間的制約もあってかなり困難である。本研究の専門家フ

ォーラムは，こうした分野の壁を越え，真に科学的知見を結集したリスク管理を可能とする基

盤をつくると考えられる。 
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表 3-1-2 地震・津波リスクに関する Unknowns 

分野 分かっている／異論がない／使っている

考えなど 

Unknowns 

原子炉シ

ステムの

耐震設計 

設備も機器もほとんど振動台で実験して

いる 

接続部の挙動もほぼ分かっている 

材料など他の分野の知見あり 

シミュレーションモデルも実験結果から

検証可能 

機器や設備がすべてつながったシステムと

しての相互作用を考慮した耐震設計やシス

テム解析は始まったばかり 

（B,C クラスの被害がどの程度影響を及ぼ

すかはあまり分かっていない） 

外的要因の考慮は地震がほとんど 

事故で放射性物質が放出された後の影響に

ついては検討していなかった 

地盤工学 半無限弾性体の地殻における線形・一

様・均質・等方の断層運動を仮定 
広域（東北地方）の地盤の挙動の全体的

傾向を表すことができる 
地震が起きたサイトでは、地盤の特性を

モデル化可能 
地盤変位の範囲は、大きな断層で繰り返

し動くほど集中する 

変位量が少なければ、設備の機能を維持

するための方策をとれる 

予測は容易ではない 

知見が限られている（これまで揺れに注目

した研究が多かったため） 

地震が起きなければ、個別サイトの評価が

どのくらい違うかはわからない。 

 

※大きな断層に関連してどのくらいの範囲

で変位が生じるかについては、地形学の専

門家と意見が異なる 

※対応できないとする専門家も存在 

地震動評

価 

強震動予測の３要素（震源特性，伝播経

路特性，サイト増幅特性） 

断層モデルの活用，様々な地震の経験で

改良（地下構造調査でサイト特性を把握

することが重要） 

ある程度パラメーターを変化させること

で、右側の多様性を考慮する 

応答スペクトルによる評価は経験式のため

適用限界あり，特に震源極近傍への適用は

困難 

将来の地震の震源域（断層の長さと幅，傾

き）はどこか 

断層運動の不均質性（アスペリティの位

置）をどう考えるか 

破壊開始点・破壊伝播方向・破壊速度 

地盤情報がない場合の揺れは？ 

断層認定 「どこで地震が起きるか」を示せるのは

変動地形学だけ 

破砕帯は、過去そのエリアの地下深くで

地盤が動いたことを示すもの 

「いつ」は分からない 

Ｍ7以下の地震による断層は分からない  

 

 

地震学 プレートテクトニクス 

アスペリティモデル 

Ｍ4クラスの繰り返し地震は、発生月ま

で予測できていた 

100年オーダーのデータでは分からない地

震が存在 

Ｍ9クラス（低頻度）のメカニズム 

活断層型地震の発生（繰り返し）メカニズ

ム 

最大どの程度の地震が起きるのか 

その断層で起きる最大の地震が起きたか 

耐津波評

価 

過去のデータから既往最大を求めるしか

なかった 

溢水による電源喪失のリスクは高かった

が、十分その情報が利用されていなかっ

た 

電源を失っても対応できる設備はあった

が、操作訓練をしていなかった 

津波堆積物調査で分かるのは、内陸のどこ

まで津波が到達したかであり、海岸線でど

のくらいの高さの津波が来たかは分からな

い 

津波の高さは、地震規模だけでなく地震の

起こり方や海底の動き方、どこで発生した

かによって大きく異なる 
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③リスクのマッピングという共同作業の必要性が提案された 

 第 4 回と第 5 回専門家フォーラムでは，リスクと不確実性に関する議論が行われた。特に第

5 回フォーラムでは，実践事務局側より様々なリスクの表現方法を紹介し，その中で地震・津

波リスクをどう表現できるのかが議論された。理学系専門家はハザードとダメージや影響を区

別することを主張し，リスク評価の専門家から図 3-1-6 が紹介された。これは今回参加した専

門家がすべて知っているものではなかったが，他の専門家より具体的なサイトについて、議論

しながらマッピングしてはどうかという提案がなされた。本研究ではマッピングまでできなか

ったが，分野でとらえているものを見える化することで，より一層相互理解が進むと考えられ

る。 

 

 

 

図 3-1-6 リスクのマッピング例 

 

 

④社会との対話が必要不可欠である 

第 6回のような試みは、自治体側にもニーズがあり、かつ専門家側にとっても「社会が何を

問題と考えているか」を理解する上で貴重な機会と言える。地盤変位の評価とそれへの対策は，

専門家のみの議論ではあまり深く議論されることがなかったが，自治体の質問によって専門家

の考え方が明確になるなど，コミュニケーションの質も高まった。 
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3.2 放射線の健康リスクに関する社会的争点の解決に向けた熟議の場の設計と実践 

 

3.2.1 放射線の健康影響に関する専門家や専門機関の意見分布の把握（H24 年度，再委託

先：市民研） 

 

(1)目的 

福島第一原子力発電所事故への対応としてなされた政府・自治体・民間組織などの放射線防

護に関する様々な取り組みや、報道などを通して争点化した健康リスクをめぐる専門的言説を

振り返り、問題の所在の全体像を描き出し、論点を整理する。また、国が防護の判断に用いて

いる国際放射線防護委員会の見解について、科学的知見と判断との関係の歴史的変遷を整理す

る。その上で、放射線の健康影響に関する専門家へのヒアリング調査の計画をたてる。 

詳細設計に反映させるため、上記で整理した論点を中心に、専門家の意見分布の定量的把握と

市民の意見把握のための意識調査を実施する。 

 

(2)検討の方法 

 福島第一原子力発電所の事故以降の政府関連諸機関の動き、専門家の発言、焦点となったト

ピックスを時系列で整理し、関連事象年表を作成する。また、政府関連諸機関とそこに所属す

る専門家ならびに答申等の要点を整理し、基礎資料を作成する。基礎資料を用い、専門家への

ヒアリング調査計画を作成する。さらに、健康影響の争点となるチェルノブイリ事故後の健康

影響に関する資料の収集と翻訳を行う。 

 

(3)基礎資料の作成 

 福島第一原子力発電所の事故以降、何が起こり、誰（組織）がどのような発言をしたかを時

系列で整理した（24 年度成果報告書 添付資料 E および F 参照）。また、専門家リストを作

成した。この作業の過程で専門家の発言内容を集約し、放射線については大きく 2 つの立場が

あり、その根拠や考え方を表 3-2-1 にまとめた。2 つの立場の背景には、根拠とする科学的資

料の信頼性だけでなく、健康被害を発見する科学的手法そのものに対する考え方の違いもある

ことがうかがえる。 

 

(4)専門家へのヒアリング調査計画の作成 

 基礎資料で得られた専門家リストを用いて、表 3-2-1 に示した 2 つの立場の専門家をバラン

スよく選定し、共通設問と各専門家の専門分野を考慮した個別設問で構成するヒアリング調査

項目を作成した。共通設問は、事故後の政府の対応への意見、低線量放射線の健康影響に対す

る考え、チェルノブイリ事故の影響に関する見解などである。見解だけでなく、そのような見

解をもつに至った根拠を確認する。なお、平成 25 年 2 月下旬に福島市において国際的な放射

線防護のシンポジウムが開催され、ここに参加した専門家についても、ヒアリング候補として

再検討し、最終的な調査対象者を決定した。 
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表3-2-1 放射線の健康影響に関する2つの立場 

福島事故への対

応 

いかにして早く帰還させる

か（除染推進） 

いかにして被ばく量を下げるか 

（除染には懐疑的） 

内部被ばく 預託実効線量計算により外部

ひばくと同等に扱える 

入市被爆者の急性症状など内部被ばく

の影響は大きい 

K40とCs137 K40の影響が大きい Cs137の体内動態など不明 

100ｍSv未満の

健康影響 

原爆被爆者LSSレポートによれ

ば安全もしくは影響は不明 

原発労働者などのデータは100ミリ以下

のリスクを提示 

チェルノブイリ

の被害 

小児甲状腺がんのみ 

病気はストレスによる 

甲状腺がん以外の被害あり 

病気には低線量放射線の影響の可能性 

20ｍSvでの避難

／帰還 

賛成 

生活や地域の再生が重要 

帰還者と移住者の健康状態は

前者の方がよい 

高すぎる 

移住もやむなし、住民の選択重視 

根拠とされる科

学的資料 

原爆被爆者LSSレポート 

IAEA、WHO、UNSCEAR報告書 

ICRP2007年勧告 

チェルノブイリフォーラム

2005 

UNSCEAR2011 

原爆症訴訟判決 

ECRR 

ヤブロコフ報告 

ウクライナ・ナショナルレポート 

バンダジェフスキー 

木村ウクライナ報告 

 

 

(5)チェルノブイリ事故の健康影響に関する資料の収集と翻訳 

 低線量放射線の健康影響を扱った以下の資料を入手し、翻訳を行った。 

①ウクライナ医学アカデミー・放射線医学研究センター（キエフ、2000年） 

「チェルノブイリ事故後の電離放射線に被曝した人々の健康影響 国連総会に提出された国連

原子放射線の影響に関する科学委員会（UNSCEAR）報告のデータと結論の分析」 

 

②ARCH(The Agenda for Research on Chernobyl Health) Technical Report 2013 

 

 ①は、古い資料であるが、UNSCEAR 報告に対するウクライナからの反論であり、チェルノブ

イリ事故の影響に関する事実を確認できると考えられる。②を作成したチェルノブイリ健康研

究アジェンダ（ARCH）プロジェクトは、チェルノブイリ事故の健康影響についての更なる調査

に対して必要となる科学的な戦略について助言するために設立された組織である。被爆後 25

年間増加しなかった固形がんや 40 年たって認識された心血管系の合併症に注目し、低線量被

曝の影響を慎重に見極めようという態度をもっている。①の翻訳データは平成 24 年度成果報

告書の添付資料Ｇを参照されたい。 
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（6）市民と専門家の意見分布の定量的把握 

 詳細設計に反映させるため、専門家の意見分布の定量的把握と市民の意見把握のための意識

調査を実施した。ここでは、放射線の健康リスク問題に関する結果を示す。 

 

①調査の方法 

 地震・津波リスクおよび放射線の健康リスク問題に関わる科学的な知見や論争点を、専門家

には郵送調査、一般市民にはウェブ調査を用いてたずねる質問紙調査を実施した。 

【専門家調査】 

放射線審議会等、主要な国の委員会委員名簿および各委員の所属機関がインターネットで公

開している名簿を用いて調査対象者リスト（302 名）を作成した。なお、対象者は准教授以

上とした。2月 25日に調査票を発送し、3月 8日を締切として回収した。 

郵送法のため、締切以降も回答が届いたため、本報告書では 3 月 25 日までに返送された 92

名の回答を用いる。以下、「放射線関係専門家」と言う。 

回収率は 30.5％であった。 

【一般市民調査】 

委託先調査会社のモニターを用いて、インターネット調査を実施した。 

男女がほぼ同数になることを条件に、首都圏 400、関西圏 400、原発立地地域 250 サンプル

の回答を得た。なお、原発立地地域は、最初に新潟県柏崎市、静岡県御前崎市、福井県敦賀

市の登録者に呼びかけ、次に茨城県東海村、福井県おおい町・高浜町・美浜町、島根県松江

市へ呼びかけ範囲を拡大し、目標回収数を確保した時点で調査終了とした。 

調査の実施帰還は、2月 20 日～2月 28日である。 

 

②回答者の社会属性 

回答者の基本的な社会属性は表 3-2-2のとおりである。 

 

表 3-2-2 放射線の健康リスクに関する意識調査の回答者の社会属性 

％ 男性 女性 30代以下 40代 50代 60代以上 

一般市民 48.9 51.1 37.7 23.1 21.8 17.3 

地震関係専門家 93.1 6.9 4.6 25.3 36.8 33.3 

一般市民 1050名 放射線関係専門家 92名 

首都圏 38.1 大学 60.9 放射線計測 9.8 

関西圏 38.1 国・公立研究機関 13.0 放射線防護 12.0 

立地地域 23.8 民間の研究機関 8.7 放射線医学 25.0 

  その他 15.2 核化学 1.1 

    その他 54.3 

 

③共通設問に関する一般市民と専門家の違い 

 放射線の健康リスクに関わる設問のうち、複数回答設問の選択肢の中には有意差がないもの
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もあったが、すべての回答結果に有意な差があった（有意差検定はカイ二乗検定を用い、地震

関係専門家のデータを含む 3者の回答割合の違いを検定した。）。 

 

④専門家向け設問に関する専門家間の違い 

 専門家向け設問については、専門分野の回答で「その他」に記述があった回答を含めて、

「放射線」関係と「その他」の専門家に分けて集計したが、有意な差は認められなかった。 

 年間 100 ミリシーベル未満では健康リスクが高まることはないと考える専門家と高まると考

える専門家に意見が分かれている。これは、放射線の人体影響に関する仮説への意見が分かれ

ていることによると考えられる。健康影響を確かめるために福島県内で行われている県民健康

管理調査に対しては、大掛かりで科学的な調査であることへの期待が高い反面、協力率の低さ

や被ばく推定、比較対象データの不足に懸念が示されている。健康リスクと同様に、内部被ば

くと外部被ばくの影響に対する考え方も放射線関係専門家の間で相違がある。以上のような見

解の相違から、被ばく管理、除染、帰還の基準について、放射線関係専門家の 50％以上が回

答したのは、「費用と比較し、効果が認められた場合に除染は行うべき」のみであった。ここ

では、後述する専門家間の熟議の場の論点の一つとなり、福島県内の自治体からもその根拠に

ついての質問が出された 20mSv に関する専門家の意見分布を示す（図 3-2-1）。その他の結果

については、平成 24 年度成果報告書を参照されたい。 

 

 

図 3-2-1 住民帰還の年間 20ミリシーベルトの基準について 
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3.2.2 「専門家間の熟議の場」の詳細設計（H25年度、再委託先：市民研） 

 

(1)専門家へのインタビュー調査 

 平成 24 年度に作成した調査計画に基づき、5 月より専門家へのインタビューの申し込

み、日程調整、質問事項の確定を行った。この結果、表 3-2-3 に示す 19 名の専門家への

インタビューを 6 月～8 月に実施し、詳細な記録作成、検討項目ごとの見解比較表を作成

した。 

 

表3-2-3 放射線の健康影響に関する専門家ヒアリング実施結果 

実施日  氏名 所 属 

6月 5日 崎山比早子 高木学校 元放射線医学総合研究所 

6月 12日 児玉龍彦 東京大学アイソトープ総合研究所所長 

6月 13日 ●西尾正道 前北海道がんセンター所長 

6月 19日 長瀧重信 原子力災害専門家グループ、放射線影響協会理事長、 

元放射線影響研究所理事長 

6月 24日 丹羽太貫 福島大学医学部県民健康管理センター特任教授 

京都大学名誉教授、前放射線審議会会長 

6月 26日 小佐古敏荘 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻 元内閣府参与 

6月 27日 ●木田光一 福島県医師会副会長 

7月 9日 甲斐倫明 大分県立看護科学大学 

7月 11日 ●坪倉正治 東京大学医科学研究所、南相馬市立病院非常勤 

7月 16日 ●佐々木康人 原子力災害専門家グループ、鎌倉湘南総合病院 

元 UNSCEAR日本代表委員、ICRP 委員、放医研所長 

7月 24日 ●遠藤啓吾 原子力災害専門家グループ、京都医療科学大学学長 

7月 25日 大久保利晃 放射線影響研究所理事長 

7月 31日 ●村田三郎 阪南中央病院副院長 

8月 14日 今中哲二 京都大学原子炉実験所 

8月 19日 ●明石真言 放射線医学総合研究所理事、福島県民健康管理調査検討委員 

8月 21日 ●石井正三 日本医師会常任理事（いわき市） 

8月 21日 吉田澄人他 日本医師会総合政策研究機構（日医総研） 

8月 26日 酒井一夫 原子力災害専門家グループ、放射線医学総合研究所 

8月 30日 ●菅谷 昭 松本市長、元信州大学医学部 

●は医師、もしくは有資格者 

 

(2)運営委員会における詳細設計 

 インタビュー結果の整理により、「専門家間の熟議の場」における論点・討議事項の資料・

原案を作成するとともに、運営委員会委員の候補者選定を行った。平成 25 年 9 月 12 日の第 3

回実践事務局会合において、放射線の健康リスクは、疫学研究の解釈など純粋に科学的な問題、
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賠償や帰還といった社会的な問題、双方に深く関連する被ばく線量基準といったトランス・サ

イエンス問題を含んでいることから、サイエンス、トランス・サイエンス、社会の問題に詳し

い専門家を運営委員とすることが提案され、以下の 3 名の専門家に運営委員として協力いただ

くことになった。 

【運営委員】 

小林傅司（大阪大学 コミュニケーションデザインセンター教授） 

星正治（広島大学 名誉教授） 

山下祐介（首都大学東京 社会学教室准教授） 

 

 運営委員会は、平成 25 年 12 月 12 日、平成 26 年 2 月 3 日、3 月 27 日の 3 回開催し、「専

門家間の熟議の場」（以下、専門家フォーラム）の詳細設計を策定した。 

 

(3)専門家フォーラムの詳細設計案 

 (1)のインタビュー調査結果から、取り上げるべき論点を、以下の 3 点に絞ることを提案し、

運営委員会より了承を得た。 

①1 ミリ、20ミリ、100ミリシーベルトという基準・目安の設定とその影響をめぐる争点 

②現存被ばく状況における長期的保健対策の検討 

③大規模原子力災害における専門家の役割 

 また、これらの論点に対する専門家の見解の多様性を考慮して、専門家フォーラムに登壇を

お願いする専門家を次の 6 名に確定した。このうち、小佐古氏を除く 5 名は、平成 26 年 3 月

末時点で、登壇の承諾を得た。 

  

小佐古敏荘 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻 元内閣府参与 

木田光一 福島県医師会副会長 

甲斐倫明 大分県立看護科学大学 

村田三郎 阪南中央病院副院長 

今中哲二 京都大学原子炉実験所 

明石真言 放射線医学総合研究所理事、福島県民健康管理調査検討委員 

 

 専門家フォーラムを公開するかどうか、登壇者の役割をどうするか、進行はだれが行うかな

どの実施原案は、表 3-2-4 に示すとおりである。地震・津波リスクとの相違は、論点を絞り 1

日で議論を収束させる設計であることと、非公開の場と公開の場を設けることである。非公開

の場には、福島県内の行政もしくは団体の人にオブザーバー参加していただき、公開の場を行

う際の改善点・留意点について助言を得ることとした。 
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表3-2-4 放射線の健康リスクに関する専門家フォーラムの実施原案 

 

 

3.2.3 「専門家間の熟議の場」の実施と評価（H26年度、再委託先：市民研） 

 

 表 3-2-2 に示した設計に基づき、次の 5 名の専門家の協力を得て、平成 26 年 6 月 1 日に東

京大学セイホクギャラリーにおいて第 1回専門家フォーラムを実施した。 

明石真言氏：放射線医学総合研究所  

今中哲二氏：京都大学原子炉実験所  

甲斐倫明氏：大分県立看護科学大学環境保健学  

1）フォーラムの実施形態 

  第 1回目は非公開で実施（第 2回目の実施形態については、現時点では「公開」を予定

しているが、その詳細は第 1回目終了後に検討し決定する）。すなわち、出席をお願いし

ている先生方（パネリスト 6名）と、本研究に従事している研究スタッフ（運営委員や検

討委員を含む）ならびに事務スタッフのみの会合となる（スタッフは計 10名ほど）。 

 

2）パネリスト（五十音順）は上記 6名。 

 

3）フォーラムでの議論の論点と議論の進め方 

  論点は、大別して 

「1ミリ、20ミリ、100ミリシーベルトという基準・目安の設定とその影響をめぐる争点」 

「現存被ばく状況における長期的保健対策の検討」 

「大規模原子力災害における専門家の役割」 

の 3つを取り上げる。 

  事前に、研究スタッフがこの論点ごとにとりまとめた「検討資料／質問事項」（争点と

それに関わる主だった科学的証拠の整理、社会的影響の分析をふまえた質問事項）をパネ

リストに送付する。当日はその質問に即して議論をすすめていくことになる。 

 

4）専門家フォーラムの成果の生かし方 

・第 1回目の専門家フォーラムの結果をふまえて、放射線健康リスクを専門としない他分野

の専門家も交えて公開で行う予定の第 2回目の専門家フォーラムを、どのように実施すべ

きかの検討を開始する（第 2回目の開催に先立って、第 1回目の成果をどのようにとりま

とめて一般に伝えていくべきか、という点についても検討も含まれる）。こうした点につ

いてパネリストの先生たちから助言をいただく。 

・専門家フォーラムが最終的に終了した時点で、議論の結果を報告書にまとめる。報告書は

一般に公開する。参加したパネリストの先生方には、研究スタッフがまとめた原稿に加筆

修正など、手直しを行うことにご協力をいただく。 
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木田光一氏：福島県医師会 

小佐古敏壮氏：東京大学大学院原子力工学系 

 

 第 1 回フォーラムのねらいとしては、第一に、福島第一原子力発電所の事故に伴う放射線の

健康リスクに関連して、何が科学的に確定できている事実であり、何が確定し得ていない事柄

であるのかをできるだけ明確に区別すること、第二に、確定し得る事実については、放射線防

護をめぐる政策面で、その事実を基にして今後どのような修正や新たな対応が求められるかを

検討することとした。また、現時点では確定し得ない事柄については、いかに合理的で社会的

に納得のいくリスク・マネジメントにつなげるかを考えることを念頭においた。様々な見解や

取り組み領域の相違を超えて自由闊達に議論できるよう、前述の通り参加者および発言者を限

定して実施した。 

討論に先立ち、今回の事故を受けて情報が混乱したと言われている事態や放射線影響に関す

る各専門家の基本的見解を、事務局がインタビューから抽出した内容を短くまとめ本人の確認

を得て資料とし、さらにフォーラム冒頭で、口頭でも各自の「基本的見解」を述べてもらった。 

 

 ●セッション 1「100mSv、20mSv、線量評価」 

質問 1 100mSv以下の被ばく線量の影響の捉え方について（低線量域の被ばく線量と健康影響

の現れ方との対応関係）について 

質問 2 20mSvによる線引きの妥当性・受け止め方について（ICRP、LNT仮説に依拠した現存

被ばく状況での参考レベル設定の問題） 
質問 3 福島原発事故での被ばく線量推定の確からしさと主たる疾患（主に甲状腺障害）との

因果関係について 
 

 ●セッション 2「保健対策」  
質問 4 福島原発事故に関連した住民の健康

管理（保健対策）と疫学調査について 
 
●総合討論 
最後に総合的な討論を行い、共同の事実と

して確認できる点があるかについても討論を

試みた。しかし専門家からは、この場で共同

の事実確認や共通認識として合意をとるとい

うことは無理ではないか、こういう意見が出

たというまとめでよいのではないかという意

見が大半を占めた。そのため、いくつかの意

見を一覧表の形で示し、そこから事務局の責

任で意見の分布等についてまとめることとし

た。 

                      写真 3-2-1 第 1回放射線フォーラムの様子 



 

 

36 
 

3.2.4 実施結果の評価と提案 

 

本フォーラム参加者の間では共通する見解も多かった。必ずしも全員一致という意味ではな

く、類似意見がある場合や、特に反論がなかった場合も「共通した見解」に含めたものもある。

以下、共通点、相違点、個々の意見などとしてまとめた。 
 

＜共通と捉えられるもの＞ 

１）100mSv、20mSvなどの健康影響をどう考えるか。避難（帰還）などの基準値の意味に関連

して  

・ 100mSvという数値の根拠となっているのは、原爆被爆生存者の疫学調査2（ライフスパンス

タディ、以下LSSとする）であろう。  
・ LSSはいろいろな限界を抱えている（100mSv以下の被ばく線量を精度よく把握できていない、

比較対照群が低線量被ばくの人であるなど）。LSSを基に100mSv以下での被ばくとの因果関

係を見るのはそもそも難しい。 

・ 100mSv以下の放射線の影響について混乱があったのは、専門家がうまく伝えられなかったと

いう側面もある。 

・ 100mSvにしろ20mSvにしろ、事故後に提示されている「基準値」は安全と危険の境界ではな

い。それ以下の線量で影響がなくなるということではない。  

・ 「安全」を担保するような線引きはできない。「安全か危険か」ではなくリスク（確率）で

考えるべき。 

・ どのくらいのリスクがあるかという科学研究から推測されることと、どのくらいのリスクな

ら受容するのかという政策判断は、別のものである。  

・ ICRPによる現存被ばく状況での参考レベル（現在は20mSv/年）は、汚染状況の改善の目安や

目標として1－20mSvの下方部分（たとえば1－10mSv）から選択し、1mSvに向かって段階的に

下げていくように考えられているが、現実の政策はそのように運用されていはいない。 

・ 子どもへの影響は大人とは異なる。概して、子どもの方が大人よりもリスクが高い。  

 

２）放射線被ばく量の推計と予測に関して（特に甲状腺被ばく量と甲状腺がん）  

・ 被ばく線量評価は十分でない。  

・ 甲状腺被ばく量（内部被ばく）の実測数が少ない。データの検証（実測データの信頼性な

ど）の確認ができていない。まだやるべきことはある。 

・ 福島の甲状腺被ばく量は、チェルノブイリ事故による被ばく量よりは低いであろう。  

                             
2原爆被爆者の死亡原因調査は、男女両性の幅広い年齢層の人々を含み、低線量から致死線量

に至る広範囲の線量を全身に受けていること、戸籍の使用による死亡までの追跡の正確性、調

査年数の長さといった特徴があり、さまざまな疫学調査の中で急性の全身被爆の影響に関して

はもっとも信頼度が高いとみなされており、ICRPが行う放射線防護に関する勧告作成の際の

重要な基礎データとされている。これまでの LSSの調査結果（調査は現在も継続中）では、被

ばく量とがんによる死亡率との関係が、およそ 100mSvを超えるとほぼ直線的に統計的有意差

があると報告されているが、リスクの大きさは、被ばく線量だけでなく、被ばく時の年齢や性

別、がんの種類などでも異なっている。 
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・ これまで福島で見つかっている甲状腺がんと今回の事故による放射線被ばくとの因果関係は

断定できる段階ではない。因果関係を見るには規模の大きい対照群をとって比較すべきだが、

そうした対照群がない。 

 

３）線量評価・保健対策・疫学調査について  

・ 国が責任をもって線量評価をすべきであった。国の関与が小さい。福島県に任せてしまった

ことはよくなかった。 

・ 幅広く健康状態をフォローアップしていくことが大事。（注：但し、放射線影響の可能性を考慮

するか否かの意見の相違はある。）  

・ 既存の健診制度の活用などできる形を追求するのがよいのではないか。 

・ 研究者が生のデータを使えないという実態があり（たとえば放射線量に関わるデータが個人

情報という名目によって）、解明の障害になっている。 

 

４）社会的判断と専門家の役割 に関して 

・ 判断（たとえば帰還の基準）については、コミュニティの人が参加して議論すべき。  

・ 帰還する自由も帰還しない自由もある。それぞれのリスクを説明し、個人やコミュニティが

判断していくしかない。 

・ 専門家個人の考え（たとえばある汚染度で自分なら居住するか否かなど）を述べることはで

きても、その考えを一般の人（他人）には押し付けられない。  

 

＜相違点や、個々の意見・情報として捉えられるもの＞  

１）100ｍSv以下の健康影響に関して  
・ LSSでは100mSv前後（たとえば90mSvと110mSv）のリスクレベルはほとんど同じと考えられ、

そのリスクは（比例的に）数十mSvまで続いていると考えるのが通常。それを突然一般市民

に「100mSv以下は安全」であるかのような説明一本で通そうとするのは無理がある。 

・ LSS以外で100mSv以下での放射線影響を示す研究結果（子どものCT検査、15か国原子力施設

労働者、旧ソ連テチャ川沿岸住民など）が出ており、100mSv以下の影響はわかってきている。 

・ LSS以外で100mSv以下での放射線影響を示す研究結果の中には、100mSv以下の人だけを取り

出して検討すると、影響についてほとんどわからない。100mSv以下は放射線以外のリスクが

優勢になってくると考えられる。動物実験も含め、いろいろな研究に共通して100mSv以下の

影響は曖昧であるということは押さえるべきである。  

 

２）放射線の子どもへの影響、非がん疾患への影響について  

・ ICRPは成人の体格補正のみで個々の体系を作ってきたから、子どものモデルがない。だから

感受性の違いなど細かい説明はかなり苦しい。本格的に子どもへの影響ということが議論に

なったのはチェルノブイリ以降である。  

・ 最近、原爆被爆生存者の中で、放射線との因果関係が掴みにくい、いろいろな病気、いわゆ

る非がん疾患が出てきている。 
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・ 放射線の非がん疾患に対する影響については今もよくわかっていない。チェルノブイリでさ

まざまな病気のデータが出ている。放射線影響ではないと思われるものもあるが、すべてを

放射線と無関係として無視するには無理がある。 

 

３）2011年4月の学校再開・校庭使用基準の20mSvに関して（当時の感想など）  
・ 20mSv/年は原子力作業者の基準であり、子どもを含めて全員に適用するには、かなり高い基

準と思った。  

・ 当時は住民への生活上の注意情報の方が大事な時期だった。校庭を使用する／しない、住ん

でよい／悪いなどの線引きとして使われたのなら間違いだったと思う。ただしこれは夏休み

までの限定的な基準と聞いたが、そのことはほとんど報道されなかった。文科省は数値の意

味をよくわかっていなかった。 

・ この基準を決める際、今の放射線防護に関する法律には使用していない滞在係数という仕組

みが使用された。遮蔽の期待できる屋内の滞在時間、屋外の滞在時間というようないろいろ

な条件をつけて細工している。子ども・赤ん坊を含めて放射線管理区域にあたるようなとこ

ろに住めと言えるか。 

 

４）保健対策 と疫学調査 

・ 福島県以外も含め国が被ばく評価し、フォローアップのための登録制度を設けるべき。  

・ 福島県以外のホットスポット地域を含め、厚労省を中心として、国の事業と位置付けて

健康支援を行うべき。現在の健診制度は所管省庁が複数で、個人を追跡できない。 

（注：上記2点については、福島県以外の地域についての意見の共通または相違をフォーラムの中で明確に

できなかったため、「相違点など」の項目に入れた。）  

・ 放射線を避けること（避難・移住など）によって別の健康リスクを上昇させるようなや

り方は、医学的には正しくない。 

・ 今回の事故で疫学調査をやるのは、大規模な人数の線量評価や対照群の問題などがあり、

現実的に難しい。 

・ 今からでも疫学調査に必要な線量は評価できる。科学的真理の追究という気持ちとそれ

にふさわしい体制を整えれば可能である。  

・ 現在行われている福島県民健康調査は、目的が県民の福祉のためなのか放射線の影響を

追及しようとするものなのかはっきりしない。まず目的を明確にしてそれにふさわしい

体制にすべきである。  

・ 福島医大に対する信頼の喪失が問題である。  

 

＜現状の課題・問題点など＞  

以下は運営委員からの発言を含め、現状の課題や問題点などに関する意見である。  

・ 専門家が物を決めるのではなく、地域からの提案があって、それに対して専門家がとこ

ろどころアドバイスして意見をまとめていくのが本来の形ではないか。  

・ 個々の住民の意見から対策を積み上げるというプロセスがない。 

・ 既に住民がバラバラになっている状況のなかで、利害関係者を集めて意思決定すること
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が可能か。  

・ 被ばくに関するデータが乏しく、不信感も渦巻く中で、できることをやるという専門家

の真摯な態度を見せないと前に進めないのではないか。  

・ 専門家のアドバイスをどのように考えるかというガイドラインが日本にはない。審議会

のメンバーを決めるルールもない。 

・ 基準の意味や説明がきちんとなされないまま、一つの数値が独り歩きしている。専門家

としてもう少しオープンに、他の分野の専門家も交えた議論をいれないと、かえって被

災者を追い込む形になりかねない。  

・ 複数の選択肢から地域が判断できるような、幅をもった法律があればよい。  

 

 上記の論点から第1回フォーラムでの議論を振り返ると、科学的知見として共通しているの

は、被ばく量が少ないほど放射線の健康への影響は小さいという定性的な見解であり、

「100mSv以下では健康影響がない」という閾値論的な意見はなかった。また、この「100mSv」

という数値が出てきた根拠としては原爆被爆者疫学調査（LSS）であろうという点でも共通し

ていた。しかし、100mSv以下の領域の健康影響については、科学的研究結果の解釈や信頼性の

評価などに違いが存在しており、共通見解は示されなかった。 

 共通の認識としてもっとも一致していたのは、100mSvにしろ20mSvにしろ、事故後に提示さ

れている「基準値」は安全と危険の境界ではなく、安全を担保するような線引きの数値は出せ

ないということであった。移住や帰還の問題はコミュニティの中で話し合い、個人やコミュニ

ティが決断していくべきものであり、その際の要因のひとつとして放射線の影響を考えるとき

はリスク（確率）で考えるしかないということであった。また、ICRPの現存被ばくにおける参

考レベルの考え方は、現在の基準値の考え方とは異なっているという事実認識は専門家間では

共有されている。にもかかわらず、避難・帰還・保健対策・賠償など、被災した個人やコミュ

ニティを取り巻く問題は、政府の定めた一つの数値でずっと進んできたのが現状である。 

被ばく量の評価については国の責任で行うべきで、現状のように福島県に任せた形になった

ことには、国の関与が不十分との共通した批判があった。それと共に、共通認識として福島事

故による被ばく量の把握と推計が不十分であるということが挙げられている。しかしながら、

事故初期の被ばく線量が不明であり、かつ今後の線量の蓄積がどの程度になるのかも不明であ

るという状況が一方にあり、他方にはある線量のもたらす健康影響についても異なる見解があ

る状況では、判断のためのリスクを推測することも困難ということになる。福島県の県民健康

調査は目的が不明確との指摘があったが、保健対策の対象など、福島県内・県外についての意

見を明確化することはできなかった。疫学については、困難という見解と適切な体制をつくれ

ば可能という見解に分かれた。 

フォーラムでは時間的制約もあり、科学的にどこまでわかっているのかという点について、

たとえば 20mSv のリスクの大きさ、子どものリスクの捉え方、非がん疾患に対する放射線の影

響など、議論の足りない部分も残された。他方では、主に運営委員を中心に、原子力災害のも

たらした、放射線被ばくに限らない、家族や地域や社会に惹起した問題の軽減や解決に向かう

ための議論の進め方や専門家への希望も含めて、現状の課題や問題点がいくつか挙げられた。 

また、当日オブザーバーであった自治体職員の方に感想を求めたところ、「初期被ばくが把
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握されなかったことが一番の不安のもとになっている／行政判断に対する専門家の存在意義と

責任がよく理解できなかった／わかっていることとわからないことをはっきりと説明し、わか

らない場合は予防原則にのっとり放射線防護を進めてほしい／国・県に対する不信がある以上、

権威と責任を持った第三者委員会などの調査機関の設立と調査が求められる」「議論の中で出

た“サイエンスとは別であり、その判断は行政や住民の考えによる”は、理解はできるものの

納得はいかない／今回の複合災害は、国や科学（技術）への信頼を大きく失墜させ、その信頼

を失った方々が『安心、安全です』と言えば言うほど住民の多くは疑心暗鬼になるという現実

がある／一部の言葉が切り取られ、意図とは違う使われ方をしているなら、専門家自身がもっ

と発信すべき」といったような厳しい意見が聞かれた。避難や帰還など線量に関する基準は、

サイエンスに基づいた安全・危険の線引きではなく、実際はコミュニティや個人の判断に委ね

られるべきであるという、選択を認める専門家の共通した意見に対し、「では専門家の意義は

何なのか」という自治体職員からの鋭い問いかけであろう。しかしながら、専門家の考え方の

違いなどを直接聞く機会があったことは有意義であり、今後もこのようなフォーラムを継続し

てほしいという強い要望も寄せられた。 
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3.3 「専門家間の熟議の場」の評価と提案、情報発信 

 

3.3.1 目的 

（1）評価委員会の設置と評価の実施 

原子力利用に反対の立場の市民団体や科学技術と社会との問題に詳しい専門家に協力を依頼

し、本研究全体が不偏的な立場で進められ、社会から信頼されるものであるかを常にモニタリ

ングするための評価委員会を設け、評価を実施する。 

（2）福島県調査の実施 

福島県内地域住民との双方向コミュニケーション活動の準備のため、福島県内の自治体や市

民団体へのヒアリング調査を実施する。 

（3）情報プラットフォームの設計 

専門家間の熟議で得られた情報を用いて、市民がリスクを考えるためのリスク情報プラット

フォームを設計する。 

 

3.3.2 評価委員会の設置と評価の実施（H24～26） 

原子力利用に反対の立場の市民団体や科学技術と社会との問題に詳しい専門家に協力を依頼

し、本研究全体が不偏的な立場で進められ、社会から信頼されるものであるかを常にモニタリ

ングするための評価委員会を設け、評価を実施した。ただし、実践事務局会合で議論した結果、

評価委員には、利害関係者ではなく、メディアや市民参加、工学システム、科学社会論の専門

家を選定することとした。 

 

(1)評価委員会の設置 

【評価委員会の目的】 

プロジェクト全体の運営や方針、成果について多様な角度で評価を行う。 

【評価委員会の役割と権限】 

設計のための調査、運営委員会の構成や進め方、共同事実確認の実施などについて、不偏的

な立場が貫かれているか、外部から見て問題はないかを評価いただく。 

本研究は科学技術と社会との問題への解決策提案を目指していることから、科学技術社会論

やリスク管理の視点から評価いただく。 

異なる視点での評価を得ることが重要であるため、評価委員会の統一見解を作成しない。 

評価委員の詳細設計に対するコメントは運営委員会に伝達するが、実施計画の決定権は運営委

員会にあるものとする。 

【評価委員選定の基本方針】 

研究プロジェクト推進に必要な評価をしていただける専門家を選定する。 

 

 依頼活動の結果、以下の専門家 4名による評価委員会を設置した。 

【評価委員】 

黒田光太郎 名城大学大学院 大学・学校づくり研究科 教授（ハード研究の視点） 

      H26 年度より 名古屋大学名誉教授 九州産業大学特任教授 
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中村 雅美 江戸川大学情報文化学科 教授（社会・メディアの視点） 

    H26 年度より 科学・技術ジャーナリスト 

鎗目 雅  東京大学新領域創成学研究科 准教授（科学社会論の視点） 

    H25 年度より 東京大学公共政策大学院 特任准教授 

若松 征男 東京電機大学理工学部共通教育群（社会学） 教授（実践家の視点） 

       H26 年度より 東京電機大学 名誉教授 

 

（2）評価委員会での議論 

 平成 24 年度は 1 回，平成 25 年度と 26 年度は 2 回，評価委員会を開催し，活動計画や活動

内容に対して、評価委員より意見をいただいた。平成 26 年度の評価委員会の議事録は参考資

料を参照されたい。 

 平成 24 年度の評価委員会（平成 25 年 3 月 26 日開催）では，24 年度の地震・津波問題に関

する議論の場の設計案（平成 24 年度第 3 回運営委員会後に作成した事務局提案のもの）につ

いて、内容の濃い議論を 1 日で行うことへの懸念が示された。また、本研究プロジェクトが、

手法の探索と提案にとどまらず、現在進行中の問題を扱い、その解決策を提示しようとしてお

り、社会問題へのコミットメントが強すぎることへの懸念も出された。そもそも共同事実確認

手法が、対立点が比較的わかりやすい都市計画問題などでの調停の役割を果たすものとして考

案されているのに対して、今回扱う科学の不確実性に伴う問題は「事実」そのものに関して論

争があり、最初に目的を明確にする必要があるとの指摘があった。放射線の健康影響に関する

調査については、非常に有益なデータベースが作成されており、世界に発信すべきとの提案が

出された。これは、地震・津波リスク問題についても同様で、23 年度の専門家ヒアリング調

査の結果などを分かりやすく整理して提示すべきとの意見があった。 

平成 25 年度第 1 回評価委員会（平成 25 年 9 月 12 日開催）では、地震・津波リスクの「専

門家間の熟議の場」の実施が難航している理由を報告し、評価委員から、これまで学会等では

どのような議論が行われていたのかを把握し、今回の試みとの相違点を示すことが必要、専門

家の協力が得られないのであれば非公開で仕方がないが、なぜ公開の場でできなかったのかに

ついてしっかり示すことが必要との指摘があった。実践事務局からは、専門家間の議論がどの

ように実施されるのかを観察・評価していただくため、専門家フォーラムに参加していただく

よう依頼した。放射線の健康リスクに関わる専門家は公開の場を拒否していないことから、テ

ーマによる相違やその背景が議論された。あわせて、放射線問題の運営委員の人選について提

案をいただいた。また、福島での実施には慎重な準備が必要との指摘があった。 

 平成 25 年度第 2 回評価委員会（平成 26 年 3 月 24 日開催）には，地震・津波リスクの専門

家フォーラムが異なる領域間をつなぐという場にはなったものの、本来つなぐべき社会とどう

つないでいくかが議論になった。リスクに関する議論を経て、専門家フォーラムメンバーで取

りまとめをしてもらうという案とともに、今回の結果を社会に示して現状を伝えることの重要

性も指摘された。放射線の健康リスクに関しては、専門家フォーラム登壇者候補の選定方法の

質問があった。見解が異なる専門家を選定していることから、議論の成立可能性に対して懸念

が示された。 

 平成 26 年度第 1 回評価委員会（平成 26 年 10 月 1 日開催）では，第 5 回専門家フォーラム
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のために用意したリスクの表現方法や専門家の役割・活用方法に関する欧米の取り組みが注目

された。本プロジェクトは，専門家の役割や科学的助言のあり方に関する社会実験であり，海

外にもこの成果を発表すべきとの意見をいただいた。 

 平成 26 年度第 2 回評価委員会（平成 27 年 2 月 23 日開催）では，約 3 年間のプロジェクト

での成果について議論していただいた。地震・津波リスク，放射線の健康リスクともに，最後

のフォーラムでは，自治体行政担当者に参加してもらい，専門家間の熟議の場を社会に開く試

みを行い，専門家と行政担当者の議論が有益なものであったことから，プロジェクトの本来の

目的であった社会との議論の場を誰がどのような形で実現すべきかについて提案をまとめるべ

きとの意見をいただいた。 

 

3.3.3 福島県でのコミュニケーション活動の実施（H24～26） 

 

(1)福島県内の調査 

福島県内で求められている情報内容を精査し、放射線の健康リスクに関する専門家間の熟議

を福島県内で実施するための準備を行うため、福島県内の自治体や市民団体へのヒアリング調

査，福島県内の状況や放射線被ばくに対する地域住民の考えに詳しい有識者へのヒアリング調

査、住民の意見をとりまとめた文献調査を行った。 

24 年度は、環境省福島環境再生事務所において環境省、福島県、除染情報プラザ事務局よ

り、現在の活動と課題をヒアリングした。このヒアリングの中で、福島市飯坂町で母親による

活動を行っている団体の紹介があり、放射線の健康影響に関する多様な専門家の発言が住民の

間に混乱を招いており、共同事実確認の実践が求められていることを把握した。 

25 年度には，澤田哲生氏から「地元では専門家の公開討論をやってほしいという声はあ

る」「市民を対象に行う場合はだれを対象にするかを慎重に決める必要がある」との助言をい

ただいた。また、放射線の健康リスクに積極的に関わっている NPO や市民団体の代表者を複数

紹介いただいた。放射線の健康リスクに関する運営委員をお願いした山下祐介准教授は、平成

23 年より富岡町から県外に避難した住民の意見聴取活動に携わり、富岡町行政や住民の情報

に詳しい。専門家フォーラムの詳細設計では、非公開の場に福島県内の行政関係者や住民代表

に参加してもらい、助言を得ることを提案いただいた。 

 

(2)福島県でのコミュニケーション活動の実施（再委託先：市民研） 

＜準備＞ 

3.2.3 および 3.2.4 で示した第 1 回フォーラムでの議論をとりまとめる中で、さらに検討が

必要だと思われる事項の整理・抽出をすすめた。そうした事項の多くが、科学的な内容を含み

ながらもそれを超えた社会的・政策的な内容に関わるものであることから、これらトランス・

サイエンス的なテーマを俎上に載せての「専門家と市民のための熟議」を具体的にどう実現す

るかが差し迫った課題となった。一般市民の間での放射線健康リスクの受け止め方には、複雑

なニュアンスを伴いつつ非常に大きな幅があるため、公開での議論の場を設けるとすれば、

「どのようにして様々な立場や見解をもつ市民をバランスよく参加できるようにするか」「い

かにして個人攻撃的な主張を排して専門家と冷静な議論をしてもらうか」といった問題点を克
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服せねばならない。事前登録制にして、かつ事前質問を受け付けた上で、質疑応答は進行役と

パネリストのみで行う、といった方策も検討したが、これらの問題点を十分に解決するとは思

われず、結局「公開の場で行うこと」と「熟議すること（忌憚なく深く意見交換すること）」

との両立は極めて難しいと判断し、「公開」の方を断念した。 

一方、第 1 回フォーラムの終了直後に、オブザーバーとして参加いただいた大熊町ならびに

富岡町からの行政担当者 2 名を交えて、運営側のスタッフとの意見交換を行い、次のような点

をふまえて、「専門家と市民との熟議」に準じる新たな場を設計できるのではないか、との示

唆を得た。 

 

・自治体行政担当者は福島事故以降、放射線をめぐる多くの問題において、現場において直接

住民に向き合って対処してきた経験があり、住民の様々な声を把握している。 

・福島事故への対処として打ち出された国の様々な政策―避難指示、放射線計測、除染、健康

調査など、多くのものが県の関与のもとに施行された―を現場で実施するにあたって、その

裏付けとなる科学的知見に対して、住民へ説明し理解を求める機会が多く発生したこともあ

って、行政担当者自身がそうした専門的知見や専門家自体に対して様々な疑問や違和感など

を持っている。 

・自治体行政担当者は放射線防護や被ばく低減化の施策の適切性や実効性を、現場において感

知し得る立場にあり、専門家の役割についても意識することも多かったと想像できる。 

 

 福島県内でのコミュニケーション（以下，第 2 回フォーラムと呼ぶ）では、福島県のいくつ

かの自治体の放射線対策関連部署の担当者を招き、パネリストである専門家と議論してもらう

ことにした。第 2 回フォーラムの準備のため，①2014 年 8 月に福島県の各自治体の担当部署

の方々へのインタビューを実施し（福島市、伊達市、いわき市、大熊町、富岡町、飯舘村の計

6 個所）、②第 1 回フォーラムの概要を伝えた上でそれぞれの担当者から事前質問を募集した。 

 

写真 3-3-1 第２回放射線フォーラムの様子（福島にて実施） 
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＜実施＞ 

 平成 26 年 12 月 21 日，福島市コラッセ福島会議室において，飯舘村、富岡町、大熊町、福

島市、伊達市の 5 自治体からの担当者と、第 1 回のパネリストであった専門家 5 名のうち 4 名

（明石氏、甲斐氏、木田氏、小佐古氏）に参加いただき，第 2 回フォーラムを開催した。取り

上げる論点（ならびにパネリストへの事前質問）は、第 1 回フォーラムでの議論において十分

に論じきれなかった点を考慮し、自治体へのインタビュー並びに質問募集によって得られた内

容を反映して、次の 3つに据えることとした。 

 

（1）被ばく線量はどこまで正確に把握されているのか（初期被ばくの把握・評価、現在の被

ばく量の測定や推定について） 

（2）「現存被ばく状況での放射線防護」が適正になされているのか（20mSv/年の避難・帰還

基準や 1mSv/年の除染目標の妥当性について） 

（3）健康影響の把握とそのケアは十分になされているのか（保健対策のあり方、精神的スト

レスの捉え方、リスクコミュニケーションのあり方について） 

 

 以下、この論点に即してフォーラムでの議論の内容の要約を紹介する。なお，問題点の指摘

のみにとどまらざるを得なかった点がいくつもあることを断っておく。これは、原発事故後か

ら続く政府・行政・専門家への不信感や反発，事故後の対策が市町村レベルでは担えないにも

関わらず国や県との意思疎通が不十分であることなどに関連している。問題解決に向けては，

国や県などすべてのステークホルダーが関与する場が必要であろう。 

 

（1）被ばく線量はどこまで正確に把握されているのか 

＜これまでの線量評価が不十分であること＞ 

・実測値などで線量評価に反映されていないデータが存在する 

・セシウムの内部被ばくは地域によってオーダーは十分正しい推測ができるが、ヨウ素につい

ては初期の値が欠落していてそこまでの把握は難しい 

・ヨウ素については初期に測定したが公表されていないデータがあると思われる 

・初期の頃のプルームの飛来に伴うサブマージョンによってかなり大きく被ばくした地域があ

ると思われるがそれが明らかにされていない 

・事故直後の時期のエアフィルター（濾紙）を用いた大気中の放射性物質の濃度推測がなされ

ているが、その線量評価は難点を抱えている 

 

＜線量評価、線量再構築において今後なすべきこと、体制に関連して＞ 

・地域によってはセシウムの被ばく量からヨウ素の被ばく量を推定できる場合があると思われ

る 

・得られたデータで行動解析をさらにすすめると実態がわかる可能性がある 

・初期のヨウ素被ばくには飲食の時期と内容が大きく効いてくるので、その把握が重要 

・自治体で初期の行動調査をさらに進めるとよいが、県との信頼関係の問題もあり、実施の体

制をどうするかはなかなか難しい課題だ 
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・線量再構築にはそれを専門とする専門家が結集してきちんとした評価システムを確立して行

うことが大事である 

・ヒロシマ・ナガサキでも、あるいはチェルノブイリでも、線量再構築のための専門家が入っ

て成果を上げたが、福島事故の場合は、その体制が組まれていない 

・米国では科学アカデミーが主導しての専門家投入の仕組みがあるが、日本では県がそれを担

う形になっていて、そこを改める必要がある 

 

＜空間線量や個人線量のデータをめぐる不信や混乱に関連して＞ 

・自治体では、線量計測に対して不信感を生むような事態がいくつも起こって、混乱した 

・20mSv の被曝量を計算する際に毎時 3.8μSv という空間線量率が使われているが、この時に

「滞在係数」を用いて細かな数字を算出するのは、辻褄あわせに過ぎない 

・個人線量計を用いても、原発作業者と一般市民とでは、正確を期するためには、それぞれの

使い方を考えなければならない 

・体格の良い人では後ろからの放射線の遮蔽が大きくなって個人線量計の数字が小さくなると

いったことがある 

・直接測れない「実効線量」を用いていることと、それの評価を緊急時と平時とで使い分ける

ことなどの、線量にかかわる問題を住民にわかるように説明することが、専門家にうまくで

きなかった 

・どの計測値をもって被ばく量を把握するかという点では、混乱を少なくするように専門家が

必要な説明をしていかねばならない 

・測定と線量評価の専門家がきちんと集まって、複数のデータが次々と出てきて混乱を生むよ

うな状況を作らないように、判断を統一して示していく必要がある 

 

（2）「現存被ばく状況での放射線防護」が適正になされているのか 

＜現存被ばく状況の捉え方に関して（専門家の見解）＞ 

・20mSv 基準の（緊急時を超えての）適用は、従来の放射線防護の線量限度の考えから逸脱し

ている 

・「回復期」においては、1 から 20 ミリのなかで、行政、専門家や住民が話し合って、状況

に応じて段階的な改善策（線量限度の適用）を実施していく、というのが ICRP の「現存被

ばく」の考え方である 

・ICRP の「１から 20 ミリ」は、現存被ばく状況への対応としては 1 から 10 の幅でできるだ

け下を目指すのが妥当だと考える 

・ICRP の「公衆の被ばく限度１ミリ基準」は様々な歴史的な経緯のもとに成立したものであ

る 

 

＜20ミリ基準がもたらしている問題に関連して（自治体の側から）＞ 

・原発の地元の避難地域では、事故前に使われていた労働者の被ばく基準のことを知っている

人が多いので、事故後の 20 ミリ基準の適用に対して、国がまともな根拠を示さない中で、

自治体としては住民に納得を得ることができないでいる 
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・自治体にしてみれば、「避難が 20 ミリ基準で、解除も 20 ミリ基準」というのは、大半の住

民にとって納得がいかない、「子どもはとても戻せない」という受けとめ方をせざるをえな

い（帰還ができない）ものになってしまっている 

・除染の目鼻がついた段階で「帰還宣言」を出したいと考えている自治体があるが、帰還困難

区域では実際に除染作業に入れないという現実があったりもする 

・実際には 20 ミリを下回っているとしても、では、誰がどういう根拠を持って、帰還を進め

るかが大変難しい（汚染された物の回収や補償の問題もからみ、自治体は国の方針と住民の

反発の板挟みの状態のなかにいる） 

・自治体行政からみれば、健康影響に対する考え方や感じ方も住民のなかでは時の経過ととも

に変化してきているので、専門家の議論は議論として、ある種距離をおいて覚めた受けとめ

方をするようになってきた 

 

＜現存被ばく状況での今後の対応に関して＞ 

・自治体が住民の側に向いて、様々な環境リスクに対して（国とは違う）独自の基準を決めた

例は多い（放射線の 20 ミリ基準についても、自治体がそれに一律にならうということでな

くてもよいはず） 

・現在は、各自治体がそれぞれの状況に応じて独自の施策を立てて実施するという段階にきて

いる（専門家は自治体の意思決定がうまくいくようにサポートするという役目がある） 

・汚染の状況が自治体によって大きく異なり、一律のガイドラインではうまくいかないので、

地域ごとの事情を反映したガイドラインを作るべきで、それには県としての決断も必要であ

る 

 

＜補償・賠償も絡む複雑な側面と専門家の関与について＞ 

・20 ミリを帰還の基準にするのは高すぎる。もっと低い数字でも帰らないという決断をして

も被害として認めなければならないのに、現実には 20 ミリでも帰ってもよいという場所が

出て来ると、20ミリ未満は全て被害にならない、というように作動してしまう 

・「戻る／戻らない」の個人の意思を尊重して、という建前にはなっているが、現実には補償

の打ち切りということが、戻る／戻らないの選択を決めてしまっていると言えるのではない

か 

・線量のみを帰還の可否の基準として持ち出すことは現実に即しておらず、各自治体が補償の

問題も含めて住民合意がどのレベルで出来るのかを見極めて判断していくしかない 

・科学を超えて政治の問題になっているものを、政治家と科学の専門家が責任を押し付け合っ

て線引をするという構造がみえる。県レベルで行政がきちんとした専門家を抱えて自主判断

できるにようにしていかないと解決できない 

・誰が専門家であり、行政がそのことを見抜く力があるか、という点が一番問題になる 

・行政が専門家を選ぶ際は、えてして行政に都合の良い専門家を選びがちである 

・英国では行政が専門家を選ぶ際にルールを作って選ぶぼうという試みがなされてきている 

 

論点（3）健康影響の把握とそのケアは十分になされているのか： 
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＜被ばくに関連した精神的ストレスへの対応、健康相談・健診のあり方について＞ 

・健診データの推移をみながら医者の側から適切な話をしていくべきだが、マンパワーが不足

している 

・放射線の専門知識がなくても健康のサポートをすることは可能なので、住民と行政の間に立

っている各自治体の保健師さんが、県の保健師さんとも協力して対処することができれば一

番よい 

・お母さんたちのサロンのようなものも活用していけるだろう 

・放射線の専門研究機関が放射線の専門家と臨床心理士のペアで電話相談の窓口を設けて対応

してきたが、そのようなアクセスができる窓口を設けるのが一つの鍵になる 

・不信感から、あるいは顔見知りがいないから、といった理由で相談窓口に来ない人をどうす

るかが問題として残っている 

・県外に避難した人の声は聞きたくても聞けない状況にある（「避難している人だ」という目

で見られたくない人も少なくない）。仮設住宅に住む人にはまだしも働きかけることが可能

だが、借り上げ住宅その他にバラバラに住んでいる人も多いので、自治体としては健康状態

の把握も不十分になる 

 

＜責任を取らないこと、専門家への不信、コミュニティの分断の問題からみた「ストレス」＞ 

・被害を十分にわかっていない専門家が、「ストレスは放射線を過剰に心配することからくる

のだから、被害者自身に問題がある」という形で議論する、という事態が出てきている 

・ストレスは放射線の問題だけから来るのではなく、あやふやな安全・危険の線引に振り回さ

れていることから来る不信感や住民の間の分断が解決しなければストレスはなくならない 

・原発事故の被害者だということがあるから、何ミリだということを気にしてこだわるわけで、

これは健康リスクだけの問題だけにしてしまうと、話がかみあわない 

・事故前にはあり得なかった、「100 ミリまでは大丈夫」という話が出てきて困惑したが、で

は「それは 1 年間なのか？累積なのか？」「20 ミリ基準なら 5 年いれば 100 ミリだが、そ

れで大丈夫なのか？」と尋ねてもいまだに回答がない 

 

＜線量評価とリスク対策の諸問題＞ 

・自治体で帰還のための線量の基準設定を自主的に行うにしても（例えば 5 ミリ基準）、住民

全員に線量計をつけももらうわけにもいかず、トータルの線量をどう評価するかについても

難しい点がある 

・1 時間あたりの空間線量から自分のこの先の被曝量を推定するのが難しいことや、事故直後

に空間線量が非常に高かったことなどが、不安に思う気持ちの根底にある 

・事故直後の初期のデータをきちんと吟味した上で、それぞれの地域での生涯の線量を出し、

住民一人一人にそれをしっかり説明して防護につなげていく、ということを責任を持ってや

るべきであった（それを誰がやるかが今でも決まっていない） 

・原子力施設内の被ばくの管理は原子力安全保安院、環境に放出したものは各自治体の防災計

画という括りになっていたが、実のところ、環境中に出た放射能を誰が責任をもって監視・

管理するのかが曖昧なままである 
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・帰還困難区域では、長期的な放射能低減化の見通しも政府から示されず、エリアの見直しが

5 年ごとなので本格除染もすすまず、そこに賠償の問題も絡んで混乱を生じ、コミュニティ

の再建が非常に厳しい状態に置かれている 

 

＜健診・健康調査の改善点に関して＞ 

・避難区域の人たちの健診の受診率が低いことの原因のひとつに、健診の受診可能な期間が短

いということがある。受診券を避難先の住所で受け取ってそこで受診できるようにして、ア

ドバイスやケアを受けることができるようにするのが望ましい 

・線量評価がきちんとなされないまま健康調査ばかりが先行すると、どの疾病をどこまで補償

して治療するのかで大混乱が生じるので、全体の制度設計をしっかり行うことが非常に大事

である 

  

＜行政にとってのリスクコミュニケーションのあり方に関して＞ 

・何のための健康調査か、線量評価かということ、そして線量がわからないと何も言えないと

いうことを住民にまずわかっていただくのが肝心 

・コミュニティの意思決定にとって、放射能について何を知ることができれば意思決定に十分

であるのか、ということが、リスクコミュニケーションの要になるのではないか 

・原発事故のリスクは、放射線の影響で発がんがどれくらい増えるか、ということよりも、暮

らしが潰れ、コミュニティ全体が潰れてしまう、ということのリスクが一番大きい 

・リスクを受けている人どうしの小さなユニットをしっかり用意して、それと行政が対話しな

がらリスクに対処していくという形が必要であろう 

 

(3)福島県内でのコミュニケーション活動のまとめと評価  

第 1 回フォーラムに比べて、科学的事実とその解釈や政策的な適用をめぐって、共通点と相

違点を明確にしていくこと（「共同事実確認」）の比重が小さくなり、3 つの論点のどれにつ

いても、現状の問題点は何であり、何が原因でその問題を生じてしまっているのか、を論じる

ことが主になったと言えるだろう。議論に参加した 5 つの自治体の担当者たちの話からは、こ

れまでの取り組みの経緯を振り返って、国・県の指示・指令を受けつつ自治体住民に直接向き

合って、放射能汚染・被ばくという未曾有の事態に処してきたこと、そして今なお様々な未解

決の課題を抱えていることの苦労・苦悩が随所に感じられた。専門家の側は、それに触発され

る面もあったのだろうか、論点に沿って自身の専門領域での学問的な見解を示すにとどまらず、

トランス・サイエンス的な諸問題にも踏み込んだ発言が相次いだ。 

論点（1）に関しては、これまでの線量評価が十分しっかりとなされてきたとは言えないこ

とが、どの専門家からも指摘された（初期のヨウ素データの欠落、サブマージョンによる被ば

くの可能性など）。また、自治体側から線量の数値をめぐって混乱した経験が伝えられると、

線量の伝え方・説明の仕方にも反省すべき点があったとの指摘が相次いだ。そうした不備を補

うための今後の取り組みへの示唆もあったが、「誰がそれをどう担うのか（どういう体制で臨

むのか）」という点になると、このフォーラムはその議論を尽くすことのできる場ではないと

いう、至極当たり前の結果に行き着くことになる。「ヒロシマ・ナガサキでも、あるいはチェ
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ルノブイでも、線量再構築のための専門家が入って成果を上げたが、福島事故の場合は、その

体制が組まれていない」「原子力災害において放射線被ばく・汚染への対処は多くの場合

「県」がそれを担う形になっている」といった指摘は、国が専門家をどう活用して有効な政策

を展開するか、という科学的助言の政策への投入の仕組みに関わる構造的な問題であり、論点

（2）や（3）においても共通して浮上した重大な、しかしこのフォーラムでは詰めきれない課

題である。 

論点（2）に関しては、専門家たちは「20mSv 基準の（緊急時を超えての）適用は、従来の

放射線防護の線量限度の考えから逸脱している」との認識では共通していることが確認できた。

すなわち、ICRP の考え方に準拠すれば、「“回復期”においては、1 から 20 ミリのなかで、

行政、専門家や住民が話し合って、状況に応じて段階的な改善策（線量限度の適用）を実施し

ていく」「その場合、1 から 10 の幅でできるだけ下を目指すのが妥当である」との捉え方に

専門家の間に不一致はなかった。しかし自治体の側の発言から、この「現存被ばく状況」での

対処には、大きく 2 つの困難があることが示された。一つは、「実際には 20 ミリを下回って

いるとしても、では、誰がどういう根拠を持って、新たな基準を設けて対処するかが大変難し

い（汚染された物の回収や補償の問題もからみ、自治体は国の方針と住民の反発の板挟みの状

態のなかにいる）」という問題である。もう一つは、避難地域に関してとりわけ際立っている、

「線量のみを帰還の可否の基準として持ち出すことは現実に即しておらず、各自治体が補償の

問題も含めて住民合意がどのレベルで出来るのかを見極めて判断していくしかない」という補

償・賠償が関係する問題である。「現実には補償の打ち切りということが、戻る／戻らないの

選択を決めてしまっているのではないか」との発言から推察できるように、線量による区分け

が自治体のなかで生じてしまっているような場合に、住民の合意をはかっていくことは極めて

困難になることが予想される。 

こうした問題はすでに放射線の専門家が扱う範囲を超え出ているのだが、それでも専門家の

関与は必要になる。今回の事態に即して言うなら、「県レベルで行政がきちんとした専門家を

抱えて自主判断できるにようにしていかないと解決できない」と指摘があったが、その時に

「誰が専門家であり、行政がそのことを見抜く力があるか、という点が一番問題になる」との

意見も表明された。この点はむろん政府・省庁が審議会や専門家委員会を編成する場合にもあ

てはまる。「行政が専門家を選ぶ際は、えてして行政に都合の良い専門家を選びがちである」

との指摘に対して、「英国では行政が専門家を選ぶ際にルールを作って選ぼうという試みがな

されてきている」との紹介もあったことを付言しておく。 

論点（3）では、「精神的ストレス」を含む保健対策とリスクコミュニケーションのあり方

を議論の中心に据えたが、そこでの発言内容には、論点（1）の線量評価をめぐっての未解決

のままの事柄や、論点（2）でも言及された住民が行政・専門家に対して抱いている不信感に

関連するものが多く見られた。 

保健対策とリスクコミュニケーションは本来別事象であり、根幹は、前者では被ばくに関連

する医療保健システムをどう整備していくかという問題であり、後者では不安・不信の解消に

向けて被ばくや汚染の現実への理解の共有化をどうはかっていくかという問題である。ところ

がフォーラムの議論からみえるのは、前者において、健診を受ける人が多いとは言えない現状

を打開しようという方向性がある一方で、後者において「ストレスは放射線を過剰に心配する



 

 

51 
 

ことからくるのだから、被害者自身に問題がある」という捉え方がなされているという矛盾で

ある。つまり、放射線の影響を気にして健康診断を受けることをすすめながら、放射線の影響

を「気にしない」ようにとの説明がなされ、論理的な分裂状態に住民を立たせている、とさえ

言えるかもしれない。実際は、自治体の側からの「あやふやな安全・危険の線引きに振り回さ

れていることからくる不信感や住民の間の分断が解決しなければストレスはなくならない」と

いう趣旨の発言が端的に示すように、放射能について何を知ることができれば住民自身がコミ

ュニティの意思決定に十分に関わっていけるのか、という観点を再優先して、きちんとした線

量評価をベースにしての保健対策を打ち立てていくべきであったのだろう。フォーラムでの議

論からは、現在福島県ですすめられている保健対策がいくつもの難点を抱えている現状は、リ

スクコミュニケーション事業そのものも含めて、住民自身によるコミュニティの意思決定を支

える形で、国や県からの様々な放射線対策事業が組まれてこなかったことを反映している、と

みなすことができるかもしれない。 

 

 

3.3.4 情報プラットフォームの設計・構築と改善（H24～26） 

 

専門家間の熟議で得られた情報を用いて、市民がリスクを考えるためのリスク情報プラット

フォームを設計し，専門家フォーラムの内容を随時公開していった。専門家フォーラムの議事

録だけでなく，活断層問題では，専門家フォーラムに参加していない専門家の見解を掲載した

り，放射線の専門家フォーラムでは各専門家の見解を比較した表などを掲載したりした。なお，

研究プロジェクト終了後には，東京大学政策ビジョン研究センターの社会的合意形成ユニット

より情報を閲覧できるようにした。 

 

 

3.4．まとめと評価 

 

3.1 および 3.2 で整理した論点や熟議の課題，「専門家間の熟議の場」の試みは、平成 24

年度に科学技術社会論学会で発表し、専門家との討議を通じて科学的不確実性に関する議論の

あり方や設計上の留意点等の知見を得た。また，原子力施設の地震・津波リスクに関する専門

家フォーラムの実施内容は，平成 26 年度の科学技術社会論学会で発表し，専門家をつなぐ場

の必要性や課題等の議論を行った。 

評価委員会での指摘や実践事務局会合での議論を通じて，本研究の成果として以下のことが

明らかになった。 

 

3.4.1 原子力施設の地震・津波リスクの専門家間の熟議の場について 

 

 地震・津波リスクに関する「専門家間の熟議の場」は，原子力施設の地震・津波リスク評価

に関わる複数の専門分野間の共同事実確認を行った。多くの問題は複数の専門分野に関わって

おり，異分野間の共同事実確認，熟議は重要である。本研究で行った専門家フォーラムはその
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実現可能性を証明したといえる。特に，理学系の議論から入らず，工学系の議論から始めたこ

と，工学系専門家が積極的に不確実性について語ったこと，時間をかけてそれぞれの専門領域

の知見を理解していったことが役立った。残念ながら，2006 年の耐震指針改訂に関する議論

も，原子力規制委員会の議論も，理学系の議論が中心となり，工学系専門家が議論に十分参加

できていなかった。本研究の専門家フォーラムでは，理学系は工学系の考え方を理解しようと

し，工学系も理学系の不確実性の問題を理解しようと努力していた。これは，自身の専門領域

についてのみ判断を求められ，他分野への自由な質問が難しい国の審議会や委員会の議論とは

異なっている。また，まったく異なる学問の考え方を学ぶことができる点で，学会内の議論と

も異なっている。 

 しかしながら，2 つの点で当初のねらいどおりの「専門家間の熟議の場」は実現できなかっ

た。1 点は，活断層評価のように意見対立があるとみなされている問題について，同じ専門家

間の共同事実確認ができなかったことである。なぜ意見対立が生じるのか，どこで意見が対立

するのかについては，第 6 回フォーラムの後半で専門家から解説していただいたが，やはり専

門家間の議論を通じて確認することができれば，意見対立がある問題への適用についての提案

ができたであろう。同じ専門領域の異なる意見の専門家間の熟議ができなかった理由は，一方

の専門家に参加いただけなかったためである。これには，研究プロジェクトとして，社会科学

系の研究者が計画したものであることも影響を及ぼしている。どのような専門家が存在し，ど

のような働きかけをすれば実現可能かを短いプロジェクト期間で模索しながら進めるのは非常

に困難である。かといって，特定の学会で議論してもらうだけでは他分野とつながった議論に

ならない。東日本大震災以降，様々な学会が類似の問題を取り上げたシンポジウムを開催して

いるが，議論ではなく，個々の専門家が主張する場にすぎなかった。 

 2 点目は，社会との開かれた議論ができなかったことである。そもそもの問題意識として，

リスク問題は科学で判断する問題ではなく，社会が議論して判断する問題と考えていた。しか

しながら，多くの関連する専門家が「公開での議論」に難色を示したため，研究関係者に限定

した非公開の場となった。この背景には，2006 年の指針改訂後からの耐震評価バックチェッ

ク，原子力規制委員会での断層評価の有識者会合などが注目され，専門家が自由に発言できな

い雰囲気がつくられていたことがある。実際，専門家フォーラムに参加した専門家が「危険と

いう人が大きく取り上げられる」と，自由な発言ができない状況に対する不満をもらした。た

だし，第 6 回フォーラムでの立地自治体担当者との議論は，専門家にとっても有益だったとの

結果を得ており，慎重に設計することで，社会との議論ができるようにしていくべきであろう。 

 研究計画上想定していなかったが，実際には行うべきであった議論として 3 点を今後の課題

として紹介する。1 点目は原子力利用のベネフィットの議論である。これは特に理学系専門家

から再三要望が出された。残念ながら，原子力利用のベネフィットの議論をするには，他のエ

ネルギー源や環境影響など非常に幅広い情報提供ができる専門家が必要，もしくは原子力利用

のリスクとベネフィットだけで別途専門家フォーラムを開催することが必要であるため，実施

できていない。 

2 点目は，専門家の役割や活用方法についての議論である。第 3 回専門家フォーラムから，

専門家は原子力施設の耐震安全の問題にどのように関わるべきか，どんな専門家をどのように

選定すべきかという議論が繰り返された。第 5 回専門家フォーラムでは，実践事務局側から米
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国原子力規制委員会や米国科学アカデミー，英国の科学的助言のあり方，日本の科学技術振興

機構の提言書などを紹介したところ，海外での取り組みに関心が集まった。海外では，専門家

といえども認識や利益相反によるバイアスがあることを前提に，複雑な問題であるほど多様な

専門家を集め，多様な専門家の意見をどのようにまとめていくかについて試行錯誤を行ってい

る。他方，日本では，これまでの審議に関わってきた専門家は排除するといった単純なやり方

であったり，利益相反の申告範囲が限定的であったりと，専門家の選定に関して十分な議論が

行われていない。審議会や委員会の実態を知っている専門家が議論し，最新知見や異論の取り

入れ方など，多様な意見のとりまとめ方法なども検討する必要がある。 

3 点目はリスクや不確実性の見える化ができなかったことである。第 5 回専門家フォーラム

でマッピングの方法は示されたので，これを基に，何がどこまでわかっているかを具体的な発

電所ごとに議論し，図に表すことができれば，そこでまた分野を超えた議論や社会との議論が

展開できたであろう。 

 

 

3.4.2 放射線の健康リスクの専門家間の熟議の場について 

 

本研究では、放射線健康リスクに関する専門家間の意見がどの点で一致し、どの点で相違す

るのかを熟議することを主目的としつつも、福島第一原子力発電所事故から時間が経過し，論

点が変質していることを前提に，市民と専門家との間での何らかの建設的なやりとりを成立さ

せることを試みた。当初の計画では、最終的に一般市民（とりわけ原発事故の影響を大きく被

ることとなった福島県の市民）の直接参加のもとでの専門家パネルによる議論の場を実現する

ことを目指したが、3.2 および 3.3 の経過説明で示したように、公開での議論は断念せざるを

得なかった。次善の進め方として、2 回の専門家フォーラムにおいて、福島県自治体の放射線

対策関連部署の担当者に関わってもらうこととした。すなわち、第 1 回においては 2 名のオブ

ザーバーとして、第 2 回においては 5 自治体から 7 名に発言者として参加いただいた。むろん、

基礎自治体自身は行政であり、決して市民の立場を代弁するものではない。例えば、帰還をめ

ぐって自治体行政は基本的に自治体維持のために避難住民の帰還をおしすすめる立場だが、避

難住民にはそれに応じない者もいる、といったように利害が対立する場合もある。しかし、専

門家たちの議論を受けて、あるいは専門家たちとの直接の議論によって、自治体職員の言葉か

ら、放射線健康影響をめぐって市民が抱いている不安や不満や不信や疑問といった、解決や対

処が望まれる様々な問題の様相が伝わってくることとなったのは事実である。様々な政策の施

行が現場に何をもたらしているのかを語り得る立場の者と専門家とで議論を行う、という方式

は、このフォーラムでも一定の成果を収めたと言えるだろう。 

放射線の健康リスクについては，その科学的情報や専門家の判断が事故後の様々な政策に用

いられていることから，科学的事実の確認よりも，不確実性の扱い方に関する社会的な手続き

の妥当性の議論が問題になることが設計段階から予想されていた。実際，フォーラムの議論で

は、専門家自身から、政策決定に関わる制度面などに及ぶ広範囲の問題への言及がみられた。

専門家の発言は，大きく次の４点に整理できる。 
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A 放射線健康影響で科学的に真偽と確からしさを論じ得る事柄 
B 放射線防護・被ばくや汚染の低減などを含めた原発事故影響への対応として出された

政策において、その根拠とされる科学的事実に関して、その判断や解釈の妥当性に関

する事柄 
C 被ばくしたこと（していること）に由来する健康への危害・不安に関する事柄 
D 避難・除染・被ばく低減措置などに伴う生活への制限、コミュニティの変容、人々の

間に生じている分断などの社会的危害に関する事柄 
 
 放射線健康影響に関する専門家が責任をもって議論しうるのは，A および B の課題であるこ

とは明らかであろう。C や D の問題について，放射線健康影響に関する専門家は，その専門性

も当事者性も有していない。唯一議論できるのは，医師として住民の状況を把握している木田

氏である。しかしながら，事故後の議論でも，今回のフォーラムでも，C や D の問題について

専門家は“踏み越えた”議論をしている。 

このような専門家の“踏み越え”を統制すべきとの考えもあるだろう。実際，実践事務局内

でも評価委員会でも，専門家の“踏み越え”をどうするかが議論された。“踏み越え”を制限

すれば，厳密な科学的議論が可能となり，専門家の責任範囲も明確になるが，理学と工学が連

携できなかった地震・津波リスクのような問題を引き起こしかねない。放射線健康リスクの第

2 回フォーラムのように，“踏み越え”た専門家から自治体に対して，国の施策とは異なる対

処方法が提案されるなど，有益な科学的助言を得る可能性もある。したがって，「どこまで

“踏み越え”てよいのか」は問題によって異なるとしかいえない。ただし，“踏み越え”の範

囲は，その内容によって影響を受ける社会の側であるといえる。 

一方，放射線の健康リスク問題では，社会の側も複雑であり，専門家フォーラムでも、国・

県・自治体の関係性、さらにその関係性のなかで行政が施策を決め実施していく際に、専門家

がいかなる役割を担うべきか、という問題がしばしば言及された。国は，専門家を組織して政

策の諮問機関や決定機関を運営する政策決定の中心的アクターである。県は，国の決定を受け

て政策の施行を統括管理し，市町村は，県の決定を受けて現場での政策を実施している。この

ようなヒエラルキー構造に対して，多様な専門家がそれぞれのレベルに関わっている。本研究

で行った「専門家の熟議の場」には国と県，市町村に関わっている専門家が参加した。上述し

たように，これらの専門家の A や B に関する議論は大きく異なったものではない。むしろ，一

致点が多かったが，市町村担当者からは C や D の問題の大きさが語られた。このことは，「専

門家間の議論の結果をどう用いるか」こそが，放射線の健康リスクの論争や未だに続く不安・

不信感を生み出したことを示唆している。 

さらに，政策が、国から県へ、県から自治体へと「上から」降ろされていく中で，実現可能

性や各自治体での異なる状況などが「下から」伝えられないことも問題をもたらしている。第

2 回フォーラムでは、専門家から，各自治体がそれぞれの状況に応じて独自の施策を立てて実

施することや、そのために住民による合意形成をはかっていくことの必要性が指摘された。し

かし，自治体側からすれば，事故後すべてがトップダウンで決まり，その制度からはずれたこ

とができない状況，やれば住民へ不利益が生じる状況下で，専門家が理想論を無責任に発言し
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ているかのように聞こえたのではないだろうか。ここには、社会の側のコミュニケーション不

全が専門家間の熟議やその結果としての助言の有用性を左右する姿が映し出されている。専門

家間の熟議が社会で機能するためには，社会側の熟議も必要不可欠なのである。 

 残念ながら，本研究の社会実験では，政策決定の最重要アクターである国や県の担当者を招

へいし，議論することができなかった。事故後の様々な基準を決定するプロセスに関与した担

当者を特定することが難しかったこと，福島県内では放射線対策をめぐって県と市町村の対立

が存在していることなどの理由からである。地震・津波リスク問題と同様に，熟議の場の設計

と実施は，問題をとりまく社会状況に左右される。放射線の健康リスク問題のように，専門家

内も社会側もこじれた状況では，それらをときほぐすためのメディエーションやネゴシエーシ

ョンに時間をかける必要があった。 

また，今回のフォーラムでは、運営委員メンバー3 名（放射線線量評価、科学技術社会論、

社会学）が議論に加わった。それぞれの専門領域での知見をふまえての彼らの発言が助けにな

って、放射線専門家と自治体行政担当者との間で、A から D までの多面性を削ぎ落とすことな

く、その多面性に目配りすることの大切さをふまえつつ、議論をすすめることができたのでは

ないかと思われる。他方，異分野，特に社会科学系の専門家が議論に参加することで，科学的

な議論よりも，その不確実性の扱い方に関する社会的な手続きが議論されることになったとも

いえる。社会科学系の専門家が「どの段階から関わるべきか」「どのような役割を果たすべき

か」は十分検討されるべきであろう。少なくとも本研究の社会実験の結果から言えることは，

対象とする問題の専門家の議論を社会科学系の専門家に開くことで，社会側の受け取り方や社

会との接点で発生しうる問題について，より早い段階で助言を得ることができ，混乱や対立を

予防したり，解決したりできる可能性があるということである。 

 

 

3.4.3 ２つのリスク問題と科学の不確実性，そして専門家の役割 

 

 本研究は「科学的な事実に関する熟議」を目指しながらも，報告書の大半は，科学の不確実

性について誰がどのように議論し，その結果をどう扱うべきかについての手続きに関する議論

である。科学技術が関わるリスク問題について確認すべき“事実”とは何であろうか？ この

問いは，すでに 24年度の評価委員会で本研究構想を説明した折に議論となったものである。 

科学的な手続きを経て評価され，その内容と結果に専門家間の意見対立がないリスク評価が

できるものがあったとしても，そのリスクを受け入れるか否か，どのようにリスクを管理する

かは，行政や専門家に任せることも含めて，人々の世界観や価値観に係る問題である。したが

って，科学技術に支えられた社会における“事実”には，倫理的・制度的・経済的・心理的な

社会的“事実”も含めざるをえない。 

「トランス・サイエンス」を提唱したワインバーグは，「科学とトランス・サイエンスの境

界線を明確に示すことが専門家の第一の使命である」と述べたが，小林傳司は、ワインバーグ

自身が取り上げた米ソの原子炉設計の事例から，「技術が社会のしくみの表現」であることを

示している（小林，2007）。つまり，安全性や市民参加を重視する米国では公共的討議を経て

多重の安全装置が設置され，ソ連では格納容器すら設置されなかった。技術的な事実確認と議
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論でつくりあげられたと思われる原子炉設計ですら，専門家の議論や判断には社会的価値が反

映されていると同時に，専門家自身がそういった価値判断による影響を明確に意識できていな

いことがわかる。まして，地震・津波などの自然現象や低線量被ばくの人体影響など，不確実

性が大きな，そして科学的な確認が不可能な領域の問題について，境界線を引くことはほとん

ど不可能であろう。境界線を引くことよりもむしろ，境界線を引きえない問題として，また専

門家も社会的個人的価値判断から自由ではない存在として，科学の不確実性と専門家の役割を

考えることが必要である。 

小林は，英国の BSE 問題で浮き彫りとなった科学技術社会における専門家の働きについて、

「専門家として誰が関わるべきか」「専門家はどのような役割を果たすべきか」「専門家の結

論をどう用いるべきか」という３つの課題があると述べている（小林，2007）。本研究の社会

実験は，最初の２つの課題について試行錯誤し，悩みながら模索した過程を示している。ここ

での手法が正解ではないことは自明である。特に長所が別の面では短所になりうること，社会

状況が異なれば評価も異なることを踏まえて，他の問題での適用を検討する必要がある。結果

の利用については，専門家自身もとまどいを示していることを追記したい。本研究では結論を

出さなかった。しかし，一般的に専門家には回答が求められ，その内容に対する責任も問われ

ている。結果の扱い方については，社会の側での十分な熟議が必要である。 

最後に，社会実験を行った結果から，日本社会で専門家間や専門家と社会との熟議が進展す

るための課題と可能性を以下に述べる。 

 

１）我が国には専門知を活用する仕組み，特に社会問題の解決に用いるための仕組みがなく，

それをつくるための議論も不足している。 

 地震・津波リスクの専門家フォーラムでしばしば専門家らは，「国の審議会や委員会ではこ

のような議論はできない」という発言をしている。放射線の健康リスクの専門家フォーラムで

は，意見が対立していると考えられていた専門家が実はほとんど同じような考え方をしていた

ことが判明した。もし率直な議論が耐震指針改訂のプロセスやバックチェックの際に行われて

いれば，もし事故後の放射線基準の決定プロセスで行われていれば，異なる判断や施策がとら

れ，専門家への不信感は高まらなかったかもしれない。しかし問題は，科学的な知見を提供す

る側の専門家ではなく，こういった議論の場をどうすればよいのか，科学的助言をどう扱うべ

きかを議論すべき専門家の側にある。科学技術立国を目指すのであれば，科学技術とその担い

手を活用する仕組み，不確実性やリスク問題に対処していく仕組みをもつことが必要であり，

日本の政策立案プロセスや体制を踏まえた仕組みの提案が社会科学系専門家に求められる。 

 

２）専門家間の議論は可能だが，率直な議論を可能にする場の設計，意思疎通のための時間が

必要 

 東日本大震災以降，あらゆる会議は公開で行わなければならないかのような風潮であるが，

今回の「専門家間の熟議の場」は非公開で行った。いずれの場合にも長所と短所がある。非公

開にすることで，個別の専門家の発言が取り上げられ，批判されることがなく，「よく分かっ

ていない」ことが率直に語られた。議論の場は非公開であるが，議事録は公開し，広く社会に

不確実性を伝えてきた。特に議事録は読んで分かるように編集している。「公開」とは，議論
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の場の映像を見せることではなく，何が議論されているかを示すことではないだろうか。今回

は十分できなかったが，文字データだけでなく，理解を助けるための図表なども添える必要が

ある。 

地震・津波リスクの専門家フォーラムでは，当初，複数の専門家が「フォーラムの目的が分

からない」とアンケートに回答した。しかし，継続する中で，「言いたいことが言えた」「有

意義だった」などの意見が増加していった。一方，放射線の健康リスクのフォーラムは時間制

約があったため，事務局側が頻繁に専門家と連絡をとり，相互理解のために各専門家の見解を

整理して提供するなど，フォーラム前の準備段階で様々な作業を行った。単に専門家を集めれ

ば熟議が実現できるわけではない。テーマによっても準備の仕方は異なるであろう。政策立案

などの場では，専門家の選択から公開したり議論したりすることも必要になろう。 

 

３）最終的には社会と議論できるようにする必要がある。そして，社会との議論は専門家にと

っても社会にとっても非常に有益な場として機能する 

 本研究では実現できなかったが，最終的にはリスク問題は社会が議論して判断すべきである。

しかし，社会といっても誰を対象に議論するかが重要である。本研究では，難解な議論に参加

してもらうという点から，ある程度の知識と関心があることが必要であった。地震・津波リス

クでも放射線の健康リスクでも，自治体担当者に参加を求めた。自治体担当者は単に知識と関

心があるだけでなく，住民のために判断する場合もあるため，質問や意見は専門家にとって有

益な情報を提供した。自治体担当者との議論を繰り返すことで，専門家は社会との議論の方法

を学び，社会が何を問題とするかを理解することができるだろう。これは，１）の仕組みを支

える専門家を増やすことにもつながる。 
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４．結言 

 

本研究では，原子力施設の地震・津波リスクと放射線の健康リスクについて，共同事実確認

に基づく「専門家間の熟議の場」の社会実験を試みた。その結果，異分野間であろうと，異な

る意見間であろうと，適切な設計，慎重な準備，十分な時間をかければ，専門家は不確実性に

ついて率直に議論できることが示された。ただし，「専門家間の熟議の場」を実現させるため

には，事前調査や準備ができる専門知識をもった人員と時間が必要である。本研究では，事前

調査と準備および設計にそれぞれ 1 年をかけ，やっと専門家の議論を実施するに至った。これ

では，多くの社会的な問題に対応できないし，福島事故のように突発的な問題にも対応できな

い。当然のことながら，日本の官僚組織にこのような機能を求めることも難しい。しかしなが

ら，これまでのように，どのようなプロセスで選ばれたかがあいまいな専門家が官僚のシナリ

オに沿って議論するやり方で今後も対応できるであろうか？ 科学技術の専門分化が進み，地

震ひとつとっても多様な専門家がおり，どのような専門家を選ぶべきかは非常に難しい。米国

の官僚組織のように専門知識をもった職員を増やしていくのでは時間がかかりすぎるであろう。 

 解決策として考えられるのは，様々な問題についてある程度専門知識があり，専門家集団と

のネットワークをもつ人々に，議論の場の設計や運営の知識や経験をもつ人々が組み合わさっ

た組織をつくることである。この組織はネットワークでつながるバーチャルなものでもよいが，

熟議を実施する際には専門家が参加依頼に応じるような権威を有している必要がある。ただし，

権威をもつためには実力を示す必要があり，堂々巡りになってしまう。 

 例えば，今回参加していただいた原子力立地自治体担当者向けの専門家フォーラムであれば，

自治体の研修目的として継続的に実施することは可能であろう。そこでの実績が次の問題の専

門家の熟議の実施につながっていくとよいのではないだろうか。自治体にとっても，個別にい

ろいろな専門家に相談したり，講演や委員就任を依頼したりするのではなく，多様な専門家の

議論を知ることができるという利点がある。さらに，国の委員会での議論の内容に対して，あ

る程度の発言が可能となるであろう。これは，科学技術の問題についても地方自治を実現する

礎になると考えられる。 

 重要なことは，こういった試みは社会実験で行うだけでなく，現実社会の仕組みとして機能

させることを考えなければならないという点である。社会実験という一過性のものを繰り返す

だけでは仕組みが形成されないし，現実の問題も解決されない。そして，このような仕組みが

必要なのは，原子力問題だけではないのであり，科学技術全体の問題として考えるべきである。 
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参考資料 １ 24年度の詳細設計案 

 

＜1 日め＞ 

10：00～10：10 主催者側あいさつ、フォーラムの目的と進め方、参加者へのお願い 

 

第 1部：東北地方太平洋沖地震と原子力施設の耐震性を振り返る 

10：10～12：00  ①工学的対応とその評価 

専門家に説明を依頼・確認する内容 

 ・巨大地震は想定されていたのか？ 

 ・原子力施設への影響の評価、対策は十分だったのか？ 

 ・過去の知見はどのように反映されてきているのか？ 

【招へい専門家案】 谷和夫／後藤政志／地震 PSAの専門家 

  

13：00～14：50  ②地震影響の評価 

 専門家に説明を依頼・確認する内容 

 ・3.11 地震は想定外だったのか（揺れ、ズレ、波及効果など） 

 ・原子力施設に及ぼす地震の影響の評価は十分だったのか？ 

 ・過去の知見はどのように反映されてきているのか？ 

【招へい専門家案】 入倉孝次郎／釜江克宏／石橋克彦／松澤暢 他 

  

15：10～17：00  ③活断層認定 

 専門家に説明を依頼・確認する内容 

 ・3.11 地震は想定外だったのか？ 

 ・原子力施設に及ぼす地震の影響の評価は十分だったのか？ 

 ・過去の知見はどのように反映されてきているのか？ 

【招へい専門家案】 渡辺満久／奥村晃史／遠田晋次／堤浩之 他 

 

＜2 日め＞ 

第 2部 これからの原子力施設の地震リスクを考える 

10：00～12：00  ①地震リスク評価はどこまで確実か 

 前日に登壇した専門家によるパネルディスカッション 

 ・地震によるズレはどこまで予測でき、どこまで対応可能か 

 ・地震動評価は地震リスク評価にどう影響するのか 

 ・断層の評価は地震動評価にどう影響するのか 

 ・現在の知見で何がどこまで言えるのか 

 

13：00～16：30  ②原子力施設の地震リスク評価はどうあるべきか 

 市民グループからの意見表明 

 市民と専門家との議論
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参考資料 ２ 地震・津波リスク専門家フォーラム アンケート結果 

 

原子力施設の地震・津波リスクに関する専門家フォーラム（第４回） 

アンケート結果 

 

１）第 4回フォーラムの議論についての感想・意見など 

＜専門家＞ 

・本日の会議は、リスクに関する幅広いテーマ・議論ができた。本日の議論を整理して、テー

マを絞って workshopまでやってみてはどうか。 

・リスクについてかなり理解が進んだ。 

 

＜参加者＞ 

・深い議論ができたが、もっと深めるか、目指す所を峻別した議論をする。 

・基本的には面白い議論がされていた。が、なんとなく抽象的な議論が中心になってしまって

具体的にどうしたらよいのかの議論が見えなかった気がする。もう少し「すべき」論があって

もよかったか？（個人的には、まだリスクが何なのかが納得（理解）できていない。ハザード

⇒（システム破壊）コンセカンス（ダメージ）・・・何をコンセカンスとしている？死亡？環

境放出？／そのコンセカンスにどんなハザードがどう影響し（システム破壊し）てくるのか？

そこに確率がかかわってくる？／人によってコンセカンスが異なって議論が進んでいる？もし

くは、その辺りはおいておいて、あいまいなリスクで議論が進んでいる？） 

・決定論的安全評価と PRA の役割分担というところが興味深かった。決定論かリスク論か、ど

ちらかを選ぶということではなく、リスク論にはその役割があるという位置づけは、リスク論

嫌いの人には十分伝わっていない気がする。ただし、リスク論の信頼性、特に工学的な信頼性

だけでなく、社会における信頼性を向上させる努力がもっと必要だという認識が、工学者側に

は乏しいと感じた。情報公開や手続きの透明性の確保、事業者の影響を適切に排除する仕組み

など、公正な手続きが不可欠で、かつそれが担保されていることをきちんと社会に示さないと

信頼してもらえないことが、どうもまだ、PRA を実施する専門家側にはわかってもらえていな

いようだ。「リスク論って、こんなにいいものなんですよ」と専門家が無邪気に宣伝するだけ

では、いつまでも浸透しないだろう。 社会の側が、リスク論のどこを胡散臭いと思っている

のか聞き入れて、それを減らす仕組みをつくらないといけない。「まだ決定論で判断している

の。だからシロウトは…」という、福島事故後の専門家に多く見られた態度は、このギャップ

の本質を理解していないことに端を発しているように思われる。リスク評価で出て来た数値を

めぐるリスクコミュニケーションの前段階として、そもそもリスク評価の手法や手続き、それ

に関わる専門家たち、それを運営している仕組み・組 織への信頼性が薄れていることを双方

が理解するための「コミュニケーション」が必要でしょう。そして、それは膨大な手間ひまか

かるので、実現できるのかしら、と思うのです。 
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２）今後、専門家フォーラムをどのように発展させるべきでしょうか？（○はいくつでも） 

１ 関連学会で結果を発表（２） 

２ 専門家による提言をまとめる（１） 

３ 立地自治体行政との議論の場を設ける（１） 

４ 公開で議論する場を設ける（１） 

５ その他（１）公開する場を設ける（議論は必ずしも必要ではない、学会でというこ

とでもなくてもよい）） 

 

＜専門家＞ 

・まずは、発言録をもとに出版物を出してみては。 

・谷口さんの紹介されていた調査結果も聞きたいです。 

＜参加者＞ 

・広く公開をする、報告書を示す、議論をして成果を出すようにする 

・まだ意思決定に反映できる、という段階ではないと思うので。しかし、何らかの形で公開す

る機会はあるとよいのでは、と思う。 

・土屋先生に、わかりやすい報告書をまとめてもらうほかに（マンガ版が欲しいです）、立地

自治体行政との議論は面白いと思う。立地自治体の高校生というのにも興味があって、たとえ

ば SSHの学校の地学研究クラブの生徒と、専門家の討論なんてのは、見てみたい気がします。 
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原子力施設の地震・津波リスクに関する専門家フォーラム（第５回） 

アンケート結果 

 

１）第５回フォーラムの議論についての感想・意見など 

・本フォーラムからの Output を明確にする必要がある。又，Output を誰にどのように使っ

てもらうのか，明確にすること。何が得られて，何が今後の問題として抽出されたか，明

らかにすること。 

・議論は興味深かった。「なぜそのような政策が決められたか」についての（なんとなく

の）示唆が得られたように思う。必ずしも地震の専門家での話ではなく，放射線関係の話

題にも展開可能であると感じる。前半と後半のむすびつきがわからなかった。どこまでの

議論が専門家の領分なのかをつめるとよかったのでは。 

・事前準備をもっとしておけば，議論がはずんだかも。テーマを決めてつっこんだ議論をす

べきでは。「リスク評価」をすることで，世の中に理解を得ることが必要と考える。 

・前半部の図づくりについて：どこか特定サイトでの議論を進めて，専門家の間でどう意見

がちがうか可視化してほしかった。特に，リスク評価の上流側（理学）と下流側（工学）

でどうちがうか。 

・３時間みっちり議論するのも良いと思いました。 

・英国，米国の例（専門家の活用）は参考になる。日本の土壌に適用させるためには，事務

局機能が不充分なら，専門学会の活用が解決の１つと考えます。 

 

 

２）研究プロジェクトの取り組みについて 

・本研究フォーラムの議事メモをうまく記して，公開することはどうか。リスクの概念を社

会に理解してもらう資料を出せないか？ 

・まとめるのが大変なような気がしますが，整理するだけでも，頑張ってほしいと思いま

す。 

・リスクコミュニケーションだけでなく，日本の中で原子力の理解ではなく，原子力をどの

ようにいっしょに考えていけばいいのか。両方をすべき。 

・とてもわかりやすく面白い報告書を期待します。 

・確かに Outputはむずかしいですね。 
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原子力施設の地震・津波リスクに関する専門家フォーラム（第６回） 

アンケート結果 

 

 

１）第６回フォーラムの議論についての感想 

（人）  回答 うち自治体 

１．大変有意義だった 5 3 

２．まあ有意義だった 6 1 

３．どちらともいえない   

４．あまり有意義ではなかった   

５．全く有意義ではなかった   

無回答 1  

 

【自治体】 

・［専門家の役割と関わり方］など基礎的な内容から議論していただいた方が、自治体側から

は議論に入りやすかったと思いました。 

・自治体からの質問や疑問に専門家から回答いただき、有難かった。自治体は、細かい所で十

分な知識や情報を持っていないので、初めて分かった点も多かった。ただ、後半の議題につ

いては、時間の制約もあり、十分な討議ができなかったのが残念である。 

 

【専門家およびプロジェクト関係者】 

・隈元さんの話題提供のような問題提起が、他の分野、特に原子力工学に係る問題についても

出来るようになれば、専門家の役割や責任についての議論が深まると思います。 

・広く、地震、断層、リスクの専門家が集まって議論いただけて意義があった。地元の責任を

預かっている人たちを含めた真摯な議論はこれからに役立つと思う。 

・どのような論点、まとめ方になるか、今後の検討計画を知りたい。 

・各分野の有識者の方が議論できる場であることは良い。 

・自治体の担当者のご意見を聞けたのは初めてだったので、良かった。住民の意見とは違って

いたのが新鮮でした。 

・行政関係者の参加はよかった。 

・自治体関係者の意識が、ピンポイントでしぼられているのに感心した。それに十分専門家が

こたえられていない。 

 

２）科学の不確実性やリスクの問題を多様な専門家や市民が必要性は様々なところで唱えられ

てきました。本プロジェクトもそうしたものの一つを目指しましたが、試みで終わってしまい

ます。何が最も問題でしょうか？ 本プロジェクトの課題も含めて、解決すべき問題をお教え

ください。 

【自治体】 

・自治体が主体となる防災への取り組みが、再稼働の是非に大きくかかわっていることをどう
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考えていくかが必要だと思います。 

・原発の再稼働について、十分な議論ができていないと考えています。そのために、国民のコ

ンセンサスが得られない原因の一つになっているのではないでしょうか。リスク、ベネフィ

ット、コスト等を他の電源も含めて、具体的に整理し、議論すべきではないでしょうか。又、

インターネット等で調べると、様々な意見（データを含めて）をいろいろな方が発信してい

ます。素人には何が本当かわからないのも混乱している原因です。学会等がきちんと見解を

示していただければと思います。 

・リスクとベネフィットの議論について、重要と思っていることを 2 点書かせていただきます。

①原子力と他のエネルギーを比較する際、多くの人に信頼されるリスク・ベネフィットのデ

ータを提供できるか、ということです。原子力には様々なベネフィットがありますが、他の

エネルギーによっても達成できるという方もいます。ここがはっきりしないで水掛け論にな

ってしまうように思います。②人によってちがうリスク・ベネフィットについて、どのよう

にして、より多くの人が納得できる議論ができるか、です。リスクがゼロでないならば、ベ

ネフィットを多くうける人とリスクしかうけない人がおり、難しく思っています。 

・専門家が市民と同じ目線で議論することがよく言われる一方で、市民の方ががんばって専門

家と話せるようにレベルアップを図ることについては、あまり注目されていないように思う。

レベルアップの方法としては、自ら勉強するしかないが、何をしたらいいのか分からない。

一般向けの初歩の初歩の書籍が多数ある中、次に何を読めばいいかわからない。どういうも

のを読んで学んでいけばいいか。具体的な学習指針のようなものを、よく理解されている専

門家から示されれば良いのに、と考えています。 

 

【専門家およびプロジェクト関係者】 

・①3.11 を経験しても、日本では今後のエネルギー政策をどうするのかを決められずにいる。

そのことが原子力施設の今後のあり方を見出すことにも影響を与えている。ドイツのように

政策決定がまずなされることが必要であろう。②工学が対象とするのは「ものづくり」だけ

ではなく、すでに「つくられたものの維持」も含まれる。その際に安全が重要であり、視野

を拡げれば「人類生存のため」が工学に求められている。原子力工学に限らず、すべての工

学分野で「人類生存のため」の議論が必要となり、科学の不確実性やリスクの問題もこれを

抜きには議論できない。 

・科学技術とリスク、リスクコミュニケーションの関係が解きほぐせたのか、少し疑問ですが、

そこが重要なポイントで、科学技術だけで解決できない問題（これが地震であり、断層問題

である）に、どのように立ち向かうべきか、いいサジェスチョンになるとよい。議論の場を

供することが大切だが、誰がその場を作るのか。（ベネフィット論は、あきらかに論外。世

界を見れば明らかだが、セキュリティです。） 

・住民や自治体の人の方が、より広い視野でみられているようだ。専門家・技術者側も少し考

えなければならない。 

・自治体の人たちを交えての専門家らの議論は大変貴重であったと思います。こうしたやり方

を、具体的な課題を設定して実施していく、そのための方法を考えてほしいと思います。 

・テーマがやはり大きい問題であると考える。 
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・規制庁の姿勢を修正することが大事だと思います。 

・現実を無視した議論になってしまっているように感じます。柏崎で、東電は規制基準適合申

請時まで（1 年前まで）2 千万年前の阿多鳥浜火山灰がほぼ水平である、リニアメントがな

いとしていた。本年 3 月から大々的調査が行われ、水平でないことが判明している（未発

表）。11.22 長野神城断層自身で地表地震断層が出現したが、直線的でなかった。東電の主

張が誤りだったわけだが、なぜこうした問題が繰り返されるかを考えると、問題を認めたく

ない事業者が正確な情報を提供しない体質を問題としなければならない。 

・指摘どおり、ベネフィット論をやるのも必要だろう。議論のルールを明確にする。たとえば

出席している専門家の利益相反を明示するのもあった方がいい。サイトをしぼった議論の方

が面白いだろう。 
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参考資料 ３ 地震・津波リスクに関する運営委員会 議事録 

 

「原子力施設の地震・津波リスクおよび放射線の健康リスクに関する 

専門家と市民のための熟議の社会実験研究」 

 

平成 26 年度 第 1回 地震・津波リスク問題運営委員会 

議事録 

 

 

日時：平成 26年 8月 25日（月） 10：00～12：00 

場所：東京大学 農学部キャンパス  

   分子細胞生物学研究所 本館 3 階 会議室 302（1） 

 

  出席者：隈元、添田、武本、谷口、土屋、岡本 

 

議事次第（案） 

(1) 平成 26 年度の研究活動計画案について 

(2) 専門家フォーラムの結果の公開・活用について 

(3) その他 

 

 

配布資料 

・地運 26-1-1 平成 25年度第 3回運営委員会議事録 

・地運 26-1-2 平成 26年度の研究活動計画案 

・地運 26-1-3 第 4回専門家フォーラム アンケート結果 

・地運 26-1-4 RiskCafeサイトでの情報提供案 
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 【主な議論の内容】 

（１）平成 26年度の研究活動計画案について 

 土屋より、平成 26 年度の研究活動計画について説明した。すでに実施した地震・津波リス

クの第４回フォーラムでは、工学的なリスクの定義に偏った議論になったため、第５回フォー

ラムではリスクの多様な表し方、考え方を提示する。特に、各領域が見ているリスクと不確実

性をどのように見える化して議論する方法について提案した。また、専門家の役割については、

米国 NRCが試みている地震ハザード評価の方法を提示することを紹介した。 

隈元：海溝型地震の発生確率というと、南海トラフとか東海地震とか地震調査研究推進本部で

も手法とデータがあって数値が示されていて分かっているつもりになっているわけだが、

確率 70％が何を示しているかを理解していないと、「確率」というものが何を示すかが

混乱してしまうのではないか。数字が出せないという意味と、数字が不確かという意味に

は違いがあるので、議論が難しいのではないか。 

土屋：もし専門家として議論に加わられるとすると、どちらの表し方の方が議論しやすいと感

じられるか？ 様々なリスクの性質を加えた方が、専門領域の違いが出てくる可能性はあ

る。異なる領域間で、リスクとその不確実性について共有化するためにこれらの表し方を

使いたいと考えている。 

添田：「影響」と書かれているが、これは地震の規模なのか、被害なのか。どちらを表してい

るのだろうか。言いたいことが表現されていないのではないか。原因と結果は区別すべき

だろう。 

武本：言葉が一つずつ定義されていれば議論できるのではないか。地震と書かれているが、本

来は揺れや変位の問題。揺れについてもまだ分かっているのかどうか。得られているデー

タは近年のものだけであり、浦底断層のようなものが動いたときにどのようなことが起き

るかは分かっていないのではないか。以前は、そのような不確実なものは考えないことに

してきたが、今はそういった想定もせざるをえなくなってきた。ただし、それらがどれだ

け正しいかを評価する方法は確立できていないのではないか。そういった議論の内容が示

されるようなものだと有用。 

土屋：実は、地震動評価における不確実性について十分理解できていないため、地震動をマッ

ピングできなかった。海溝型についても他の地震よりはデータがあるものの、発生間隔な

ど不確実性が大きいという説明だった。今日の図は私の理解の範囲で描いたものであり、

専門家の考えとは異なるだろう。 

武本：東海地震について、震災前にどこかが御前崎付近でボーリング調査をやって、今回のよ

うに非常に規模の大きい地震も起きていたという学会発表をしているという話を聞いたこ

とがあったが、これらはどの程度確立されたものなのか。連動する大きな地震と津波があ

るとの指摘だったが。 

隈元：東海地震で連動という話は聞いたことがない。南海トラフについては、大分や高知で津

波堆積物が発見され、宝永よりも大きな地震があったのではないかと言われている。地震

動は断層の壊れ方が大きくても、それほど大きなものにならない。自分が審査などに関わ

っていたときには、津波の議論はなかった。 

土屋：事前ヒアリングの際、海溝型の地震の発生間隔は３つの地震から導き出されたと説明さ
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れる専門家がおられた。例えば経済学の予測ではデータが一つ加わるだけで異なるモデル

になる場合がある。もし、海溝型地震についてもう一つデータが加わると、200年という

発生間隔は全く異なるものになる可能性が高いので、発生確率に不確実性があるとした。

連動するか否かはあまり考慮していない。津波は発生確率だけでなく、どのように発生す

るかも複雑で、それによっては被害が大きく異なるということだったので、確率だけでな

く被害についても不確実性が大きなものとして表している。 

隈元：経済のモデルは人の心や行動を示すもので、１つのデータが加わることで大きく変化す

るかもしれないが、地震は物理のモデルで、エネルギーの蓄積と開放の法則に従って考え

ているので、１つのデータで大きく変わる性質のものではない。もちろん多様性はある。 

土屋：そういう意味で、専門家にバラツキの程度を表していただきたいと考えている。スター

リングが提案している「知識の不定性」とは、分かっているか否かよりも、専門家の間で

考えが一致しているか否かを表現しようとしている。専門家の中で定まっていればリスク

で考えられるが、定まっていない領域にリスクの考え方を適用することの問題点を指摘し

たもの。この表で「分かっているか否か」と表現しない方がよいだろうか？ 第 5回のフ

ォーラムでは、専門家に描いていただいたマッピングを基に、なぜそのような描き方をし

ているのかについて説明していただいて、そこで議論をしてみたい。 

隈元：この表には耐震問題に関わる多様な領域とたくさんの視点が入っている。例えば、活断

層の認定という事象の確率として、この活断層は何％の確率で確からしいということはそ

ぐわない。活断層が認定されたとして、松田式でどのくらいのマグニチュードの地震が起

きるかを考えるとき、式からでてくるのは 7.3だとしても 7.5と思っている人もいるかも

しれない。松田式とは異なる式を当てはめるということもあるが、その式を導出する際に

どのようなデータを考慮したかで議論が発生するだろう。そういったことが混在した状態

で先生方に意見をたずねるのか、手引きやガイドを参照しながらこちらで分類していって

一つひとつたずねていくのか、どちらをねらっているのか？ どこまで数値的なものを求

めるかに依存する。 

土屋：第 3回のフォーラムで、M4クラスの繰り返し地震は、何年何月というところまで予測

できていたという話があった。しかし、その予測方法が M7以上にも適用可能かどうかに

ついて、まだ専門家は分からないということである。ただし、そういった専門家の話をど

こまで細かく表すかであって、あまりに細かいレベルになると、専門外の人は理解できな

いという問題が生じる。 

隈元：細かい話になると、横軸が難しくなる。活断層の専門家は、長い断層については分かる

と言うだろうし、小さい断層については見解が分かれるだろう。活断層が分かるか分から

ないかという意味なら表せるかもしれないが、事象の発生結果となると何を表しているの

か説明が難しい。活断層によって発生する地震という全体として、不確実性を表すことに

なるだろう。 

土屋：現在の表し方では、知識が定まっているかと、結果としての不確実性が混在していると

いうことだろうか。 

隈元：「結果」は共通の軸にすべきだろう。地震動評価の専門家の意見は、従来断層を特定地

震して想定する地震と、特定せずに想定する地震に分けて評価してきたものを、新たな知
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見を踏まえて評価しようというときに、区分が変われば評価手法も異なるということで議

論しておられたのではないか。 

土屋：もう少し 10 月のフォーラムまで検討する。なかなか軸の定め方、評価方法は難しいが、

先生方のお考えを見える化することはチャレンジしていきたい。 

   もう一つは、米国 NRCの試みとして紹介された“専門家の活用方法”をご紹介して、専

門家の役割を考える資料にしようというものである。米国 NRCは最初試行的なガイドライ

ンを作成し、15 年間いろいろな地震リスクに適用して最近ガイドラインを見直している。

最初のガイドラインは、JNES などが邦訳を出している。日本では、ロジックツリーは試

行しているが、専門家の活用手法という意味での試行は行っていないと思われる。 

谷口：地震 PRAについては、不確実性を考慮する方法が以前からあって、専門家の意見をまと

める方手法も行われてきたのではないか。 

土屋：土木学会の原子力土木部会が地震についても津波についても評価手法を作成していて、

複数の専門家のエキスパートジャッジメントのまとめ方を示している。アンケートが多い

けれども、より重要なことは誰にアンケートを依頼するかであり、専門家の選び方が難し

い。 

隈元：そういった試みを手伝った経験がある。断層の評価であれば、それほど広い世界ではな

いので、専門家を選んだ時点で、大体どういう意見の人達かは想像できる。ただ手順書で

は、専門家個人の意見ではなく、学会としての見解を求めるのがポイントである。日本で

の試みの難しさは、個人的な対立で参加していただけなかったり、原子力関係に関わりた

くないといわれたりする点である。そのため、米国のような会議で議論するということだ

けでなく、ヒアリングに行ったり、メール等で意見を聞いたりということも併用した。ど

こに考え方の違いがあるかという段階から議論するレベルもあれば、もう少し簡単で済む

レベルもある。 

土屋：実際にやられてみてどうか。 

隈元：専門家の考えはそう変わるものではないので、やってもやらなくても同じという意見も

あった。試行した当時は、それ以前から原子力の審査に関わってきた専門家がいて、審査

の連続性という意味から、そういった専門家が関わる方がよいという流れだった。そうい

う流れの中では、厳しい意見の人の意見も入れていくという手法として捉えられていたよ

うに思う。しかし今は、世界最高水準の規制基準で審査して、それに合格したものは再稼

働するという流れに対して、原子力規制委員会の審査から排除された専門家が、もっと柔

軟に考えてもよいのではないかという意見を出すために提案している。手法自体は同じで

も、その依って立つところが変わってしまったように感じている。今回の提案は、そうい

った状況変化を踏まえたものなのか、それとも単純に手順として示すものなか。 

土屋：議論の流れからすると、隈元先生のおっしゃるような意図がうかがえる。また、後で紹

介するが、フォーラムに参加していない専門家からは、規制委員会の議論を批判する専門

家は、原子力発電所で考慮すべき活断層として非常に大きなものだけを扱えばよいと考え

ているが、そのように限定するとの文言はどこにも書かれていないとの批判をいただいて

いる。 

隈元：限定してもよいというよりも、大きな断層だけを考えればよいとする専門家は、断層に
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よる地盤変位や副断層、連動するかしないかは分からないけれども、起きても影響は小さ

いと考えているだけである。 

土屋：そういった専門家だけではないという点で、原子力規制委員会に関わっている専門家の

意見も掲載したいと思っている。今回米国 NRCの取り組み例を取り上げたのは、ずっと専

門家の役割が議論されてきているものの、第 4回のフォーラムでも問題点の指摘に留まっ

てしまったという反省があるからである。この取り組み例を参考に、問題の解決の道筋の

ようなことが議論できて、何か提案につながれば、専門家フォーラムに参加された先生方

にもよいのではないかと考えた。 

隈元：最初の図に専門家が見解を示してきて、それらが「分かっている」というところで重な

っているか、「分かっていない」というところで重なるか、あるいは「分かっている」と

いう人と「分かっていない」という人にばらつくか、そういうものを作ってみて、ではど

うするのかという議論になっていくのだろう。多くのものはばらつくだろうが、その結果

は結果であると同時に、そこで論争が起きるという予測もできるものになろう。 

土屋：活断層の専門家に、地盤変位や地震動のことをたずねてもよいだろうか？ 

隈元：答えてもらってもよいのではないか。地盤変位について、活断層の専門家と地盤変位の

専門家の見解が異なっていれば、そこから議論が始まるのではないか。 

土屋：今日のご意見を踏まえて、もう少しリスクと不確実性の表し方を検討し、準備をして第

5回フォーラムを行いたい。第 5回フォーラムは先生方のご都合により 10月 25日に決定

したので、ぜひご参加いただきたい。また、第 6回のフォーラムも検討中である。実は同

じプロジェクトで放射線の健康リスクを扱ったフォーラムを実施して、こちらは専門家だ

けではなく立地自治体の方に参加していただくものを計画中である。そこで、地震・津波

についても、関心と知識のある立地自治体に呼び掛けて、先生方に質問を投げかけるフォ

ーラムを検討している。現在、静岡県と島根県には関心をもっていただいている。参加し

ていただける自治体から事前に質問をもらい、それに答えていただく形とするが、活断層

認定については、立場の異なる専門家にも答えをいただいて、紹介したいと考えている。

ただし、私からは回答の紹介しかできないので、隈元先生に追加の解説をしていただいた

り、活断層認定の専門家と議論していただいたりということをお願いしたいと考えている。

こちらも専門家の皆さんのご都合により 12 月 7 日に決定しているので予定いただきたい。

静岡県も島根県も、有識者会議を設けているが、疑問があっても気楽に質問できる雰囲気

ではないということなので、自治体が気楽に日頃の疑問を投げかけられるような場にした

いと考えている。本来、この研究プロジェクトで扱っている問題は社会が議論し判断する

ことなので、議論を社会に開く試みとして考えてみた。 

武本：最終的にはそういうことが重要だろう。 

土屋：いきなり一般市民に開くというのではなく、関心もありある程度の知識をもって専門家

の議論を聞く、あるいは議論する立場の人ということで、立地自治体に呼び掛けている。

ただし、現在呼びかけているのは個人的に知人がいるところであるが、他にここにも声を

かけるとよいという自治体があればお教えいただきたい。 

武本：原子力立地地域は、県レベルと市町村レベルで連絡会をもっており、そういう連絡会に

声をかければ関心のあるところは出てくるのではないか。 
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土屋：それでは、この方針に沿って準備を進めていく。アンケートについては後でお読みいた

だきたいが、何を目指しているのか見えないといった厳しいご意見もある。 

隈元：議論の場については、以前は意見が異なる人とも委員会等で顔を合わせることがあった

が、最近はそういったことがかなり少なくなっている。 

 

（２）専門家フォーラムの結果の公開・活用について 

土屋：情報発信は遅れ気味であるものの、専門家フォーラムの議事録を個人が特定できない形

で公開している。ただし、単に議事録を掲載しているだけなので、事務局内でも「読んで

もらえるものになっていない」という意見がでている。また、図表もほとんどないので理

解を助ける図表が必要だと考えている。さらに、専門家がなぜこのような問題を議論して

いるかが分からないという問題もある。前回の運営委員会、評価委員会での指摘として、

読んだ人のレスポンスが知りたい、情報内容のポイントを土屋の視点で示す、専門家の議

論のどこがつながっていないかを明らかにするなどの指摘をいただいているので、それら

を少しずつ行っていきたいと思う。また、異なる専門家の見解として、インタビューを受

け手くださった鈴木康弘先生のご協力の下、著作の要約とインタビュー結果を公開したい

と考えている。これを皮切りに、レスポンスを求めることとしたいが、議事録の中のどの

発言についての質問や意見なのかを示すことをお願いする。そうすることで、専門家側も

答えやすくなる。用語についても解説を入れたいと考えているが、単に用語解説ではなく、

それらが専門家フォーラムの中でどのように議論されているかが伝えられるような、用語

解説にしたいと考えている。例えば、深層防護では単に用語の解説ではなく、福島事故か

らどのような教訓を学んだかを書いたり、考慮すべき断層の定義が専門家によって異なっ

ている点であったり、専門家の一言の背景にどのような知識があるのかを紹介したりとい

うことを検討中である。 

隈元：鈴木先生のお考えを、専門家フォーラムに参加している専門家とは異なる見解として掲

載するということだろうが、専門家フォーラムの議論に対する異論や疑問とはどういうこ

とか？ 特に科学的事実に関するものという限定があるが、あまりこだわらずに、専門家

フォーラムの議論全般に対する意見をもらえばよいのではないか。そもそもフォーラムの

議論も科学的事実に限定されているわけではない。 

土屋：水掛け論にならないようにと思ったのであるが、あいまいであった。そもそもは専門家

フォーラムにかかわる専門家が各領域１名なので、異なる見解も受け付けるという意味で

ある。 

隈元：意見を求めればよいのではないか。科学的事実とするとなかなか難しいだろう。 

添田：どのようなレスポンスがくるのかは興味がある。 

土屋：そもそも読んでいただいているかどうかという問題はある。 

隈元：図表などは、規制庁や地震調査研究推進本部などから解説書が出ているので、それらの

図表を活用してはどうか。 

武本：柏崎刈羽では、最近第四紀層の「整合／不整合」ということがよく登場するようになっ

た。以前は地層が整合していると言っていたのが、今は不整合と言うようになっている。

このフォーラムの議論と現場の議論に差があるように思う。 
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添田：やはりここで議論していることが現場とはどう異なっているかという話があると分かり

易いかもしれない。 

土屋：大飯の断層評価では、そもそも対象としていたものではないものを評価することになっ

たという問題があるとのことだった。特に調査計画が電力任せなのが問題ということをお

っしゃっていた。まだ不備も多く、やるべきことがまだまだできていないが、今後も努力

していくのでご協力をお願いする。 
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参考資料 ４ 放射線の健康リスクフォーラム議事録 概要版 

 

 

放射線健康影響に関する第 1 回専門家フォーラム 

 

2014 年 6 月 1 日（日） 於：東京大学農学部弥生講堂アネックスセイホクギャラリー 

 

第 1 回フォーラム参加者（発言者） 

 

パネリスト   [50 音順]  
明石真言氏（放射線医学総合研究所）  

今中哲二氏（京都大学原子炉実験所） 

甲斐倫明氏（大分県立看護大学 環境保健学） 

木田光一氏（福島県医師会） 

小佐古敏壮氏（東京大学大学院 原子力工学系） 

 

フォーラム担当事務局 

上田昌文（NPO 法人市民科学研究室） 吉田由布子（NPO 法人市民科学研究室） 

 

運営委員 

小林傳司氏（大阪大学    コミュニケーションデザインセンター） 

星正治氏（元広島大学原爆放射能医学研究所） 

山下祐介氏 （首都大学東京  都市教養学部） 

 

 

研究プロジェクト代表 

土屋智子（東京大学  政策ビジョン研究センター） 
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第１回フォーラムの構成 

 

以下のように、セッション１、セッション２、まとめ、の三部構成で実施しました。

討 論には 5 名のパネリストのほか、担当事務局(進行役)である上田、吉田、運営委員の小林氏、

星氏、山下氏、本プロジェクト代表の土屋も加わり、必要に応じて質問、発言を行い

ました。当日はオブザーバー（聴講のみ）として、本プロジェクト関係者若干名およ

び福島県の避難指示区域から行政関係者 2 名が参加しました。 

 

セッション１「100mSv、20mSv、線量評価」 

1） 論点の提示 上田（プレゼンテーション） 

2）5 人のパネリストの「基本的見解」の表明 

3）討論：主に質問 1-3 に沿った形で進行 

質問１ 100mSv 以下の被ばく線量の影響の捉え方について（低線量域の被ばく線量と 健

康影響の現れ方との対応関係）について 

質問 2 20mSv による線引きの妥当性・受け止め方について（ICRP、LNT 仮説に依拠し

た現存被ばく状況での参考レベル設定の問題） 

質問 3 福島原発事故での被ばく線量推定の確からしさと主たる疾患（主に甲状腺障害と

の因果関係について 

 

セッション２「保健対策」 

1）論点の提示 吉田（プレゼンテーション） 

2）パネリストである木田氏より現状の保健対策の問題点の提示（プレゼンテーショ

ン） 

3）討論：質問 4について 

質問 4 福島原発事故に関連した住民の健康管理（保健対策）と疫学調査 

 

総合的討論と議論のとりまとめ 

最後に総合的な討論を行い、共同の事実として確認できる点があるかということに

ついても討論を試みました。しかし、この場で共同の事実確認や共通認識として合意

をとるということは無理ではないか、こういう意見が出たというまとめでよいのでは

ないかという意見が大半を占めました。そのため、後述するように、いくつかの意見

を一覧表の形で示し、そこから事務局の責任で意見の分布等についてまとめることとし

ました。 
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討論を終えて－ 共通点、相違点などの概略的まとめ 

本プロジェクトは 2 回のフォーラムを予定しています。包括的な評価、分析は最終

報告書で行いますが、ここでは第 1 回フォーラムの討論で見えてきた、各項目に関する

共通点、相違点などの分布を、現時点で概略的にまとめました。共通点と言っても専門領

域が異なることもあり、必ずしも全員が一致したという意味ではありません。複数の

同意見や類似の意見があり、特に反論がなかった場合なども共通として挙げています。

詳しくは比較表を参照ください。 

 

＜ほぼ共通と考えられる見解＞ 

☆100mSv、20mSv   などの健康影響をどう考えるか。基準値の意味に関連して 

100mSv という数値の根拠となっているのは、原爆被爆生存者の疫学調査（ライフス

パンスタディ、LSS）であろう。 

原爆データはいろいろな限界を抱えている（100mSv 以下の被ばく線量を精度よく把握で

きていない、比較対照群が低線量被ばくの人である、性別や被ばく時年齢、がんの種類

などによっても影響は異なっているなど）。そのため原爆データを基に 100mSv 以下で

の被ばくとの因果関係を見るのはそもそも難しい。 

（事務局注：研究データの背景や解釈においては共通と思われるが、この LSS データを用いて 100mSv 以下の

健康影響をどう解釈するかについては意見の相違があると思われる。） 

100mSv 以下の放射線の影響について混乱があったのは、専門家がうまく伝えられなかっ

たという側面もある。 

100mSv にしろ 20mSv にしろ、事故後に提示されている「基準値」は安全と危険の

境 界ではない。それ以下の線量で影響がなくなるということではない。 

「安全」を担保するような線引きはできない。 

どのくらいのリスクがあるかという科学研究から推測されることと、どのくらいの

リスクなら受容するのかという政策判断は、別のものである。 

「安全か危険か」ではなくリスク（確率）で考えるべき。 

帰還については個々人の状況によっても異なってくるので、ひとつの数値で是非の線引

きはできない。 

 ICRP による現存被ばく状況での参考レベル（現在は 20mSv/年）は、事故後の経緯と

共に段階的に下方（1mSv）に向かって下げていくと考えられているが、現実はそのよ

うに運用されていはいない。 

 

☆子供への健康影響 

 子どもへの影響は大人とは異なる。概して、子どもの方が大人よりもリスクが高い。 

 

☆放射線被ばく量の推計と予測に関して（特に甲状腺被ばく量と甲状腺がん） 

被ばく線量評価は十分でない。 
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甲状腺被ばく量（内部被ばく）の実測数が少ない。データの検証（実測データの信

頼性など）の確認ができていない。まだやるべきことはある。 

放射線と、これまで福島で見つかっている甲状腺がんの因果関係は評価できない。断定

できる段階ではない。 

因果関係を見ようとするには、コントロール（比較対照）群をきちんととって

比較すべきだが、コントロール群がない。 

福島の甲状腺被ばく量は、チェルノブイリ事故による被ばく量よりは低いであろう。 

 

☆線量評価・保健対策・疫学調査について 

国が責任をもって線量評価をすべきであった。国の関与が小さい。福島県に任せてしま

ったことはよくなかった。 

幅広く健康状態をフォローアップしていくことが大事。 

（事務局注：但し、何らかの放射線影響の可能性を考慮するか否かの意見の相違はある。） 

既存の健診制度の活用などできる形を追求するのがよいのではないか。 

 

☆社会的判断と専門家の役割 

専門家個人の考えを言うことはできても、その考えを一般の人（他人）には押し付

け られない。 

判断（たとえば帰還の基準）については、コミュニティの人が参加して議論すべき。 

帰還する自由も帰還しない自由もある。それぞれのリスクを説明し、個人やコミュ

ニ ティが判断していくしかない。 

単純に線量だけで帰還を決められない問題（個々の事情）がある。 

研究者が生のデータを使えないという実態がある（たとえば個人情報という名目に

よ って） 

 

 

＜相違点や，情報，意見として挙げられたもの＞ 

☆100ｍSv 以下の健康影響に関して 

 原爆データでは 90mSv と 110mSv のリスクレベルはほとんど同じと考えられるし、

そのリスクは（比例的に）数十 mSv まで続いていると思うべきであるのが通常。

その状況で、突然一般市民に「100mSv 以下は安全」という説明一本でやろうとする

のは無理 がある。 

 原爆データ以外の 100mSv 以下の影響研究 

・近年、原爆データ以外で、100mSv 以下の放射線影響を示す研究結果（子どもの CT 検査、

15 か国原子力労働者、旧ソ連テチャ川沿岸住民など）が出ている。 

・それら原爆データ以外の研究でも、100mSv 以下の人だけを取り出して検討すると、 

影響についてはほとんどわからない（統計的有意差がない）。動物実験も含め、い

ろいろな研究に共通して 100mSv 以下の影響は曖昧であるということを押さえるべ

きである。 
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☆放射線と非がん疾患への影響について 

 最近、原爆被爆生存者の中で、放射線との因果関係が掴みにくい、いろいろな病気、いわ

ゆる非がん疾患が出てきている。 

 放射線の非がん疾患に対する影響については今もよくわかっていない。チェルノブイ

リでさまざまな病気のデータが出ている。放射線影響ではないと思われるものもあ

るが、すべてを放射線と無関係として無視するには無理がある。 

 

☆2011 年 4 月の学校再開・校庭使用基準の 20mSv に関して（当時の感想など） 

20mSv/年は原子力作業者の基準であり、子どもを含めて全員に適用するには、かなり高い

基準と思った。 

当時は住民への生活上の注意情報の方が大事な時期だった。校庭を使用する／しない、住

んでよい／悪いなどの線引きとして使われたのなら間違いだったと思う。ただしこれは

夏休みまでの限定的な基準と聞いたが、そのことはほとんど報道されなかった。文科省

は数値の意味をよくわかっていなかった。 

基準を決める際に、今の放射線防護に関する法律には使用していない滞在係数という仕

組みを、国が入れている。遮蔽の期待できる屋内の滞在時間、屋外の滞在時間という

ような細工をやっている。子ども・赤ん坊を含めて放射線管理区域にあたるような

ところに住めと言えるだろうか。 

 ICRP は成人の体格補正のみで個々の体系を作ってきたから、子どものモデルがない。だ

から感受性の違いなど細かい説明はかなり苦しい。本格的に子どもへの影響という

ことが議論になって話題になったのはチェルノブイリ以降である。 

 

☆保健対策と疫学調査 

福島県以外のホットスポット地域を含め、国の事業と位置付けて国民の健康支援を行う

べき。厚労省が中心になるべき。 

福島県以外も含め国が被ばく評価し、フォローアップのための登録制度を設けるべき。 

（事務局注：上記 2 点については、福島県以外の地域についての意見の共通または相違を明確にできなか っ

たため、「相違点など」の項目に入れた。） 

 

放射線を避けること（避難・移住など）によって別の健康リスクを上昇させる

ようなやり方は、医学的には正しくない。 

疫学調査に関して、 

・今回の事故で疫学調査をやるのは現実的に言って難しい。（大規模な人数の線量評 価や

コントロール群の問題など） 

・今からでも疫学調査に必要な線量は評価できる。科学的真理の追究という気持ちと 

それにふさわしい体制を整えれば可能である。 

現在行われている福島県民健康調査は、県民の福祉のためのものか放射線の影響とい 

う科学的真理を追求しようとするものかはっきりしない。まず目的を明確にしてそれ 
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にふさわしい体制にすべきである。 

福島医大に対する信頼の喪失が問題。 

 

＜現状の課題，問題点など＞ 

以下は、現状の課題や問題点などについて、運営委員からの発言を含め、個々の意見に 

近いものです。 

専門家が物を決めるのではなく、地域からの提案があって、それに対して専門家が

と ころどころアドバイスして意見をまとめていくのが本来の形ではないか。 

 個々の住民の意見から対策を積み上げるというプロセスがない。 

既に住民がバラバラになっている状況のなかで、利害関係者を集めて意思決定するこ 

とが可能か。 

被ばくに関するデータが乏しい中で、やれることをやるという専門家の真摯な態度

を 見せないと、不信感の渦巻く中で前に進めないのではないか。 

専門家のアドバイスをどのように考えるかというガイドラインが日本にはない。審

議 会のメンバーを決めるルールもない。 

パニックをさけたいというのが行政の一番のモチベーション。それが「隠す」

につながり、よけい不信感を生じさせる。 

基準の意味や説明がきちんとなされないまま、一つの数値が独り歩きしている。専

門 家としてもう少しオープンに、他の分野の専門家も交えた議論をいれないと、

かえって被災者を追い込む形になりかねない。 

 複数の選択肢から地域が判断できる幅をもった法律があればよい。 

地域の人の希望を法律にしてほしいという意見を伝え、それを議員が法律にしてい

く というのが本来ではないか。 

 

これらの討論を受けて第 2 回目には、第 1 回目で明確にならなかった点、さらに議

論を 深めたい問題や、今後の改善に向けて、住民や自治体に対し、専門家ができること

は何かといったことを討論したいと思っています。福島県内のいくつかの自治体から

の参加も予定しています。 
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放射線健康影響に関する第 2 回専門家フォーラム 

 

2014 年 12 月 21 日（土）実施  於：コラッセふくしま 4 階 小会議室 402 A＋B 

 

 

第 2回フォーラム 発言者 

 

パネリスト [50 音順] 

明石真言（放射線医学総合研究所理事、福島県民健康管理調査検討委員） 

甲斐倫明（大分県立看護科学大学） 

木田光一（福島県医師会副会長） 

小佐古敏荘（東京大学大学院工学系研究科原子力専攻 元内閣府参与） 

 

福島県自治体より行政職員担当者（7名）[市町村名 50音順] 

飯舘村より 1名、大熊町より 2名、伊達市より 1名、富岡町より 1名、福島市より 2名 

 

フォーラム担当事務局 

上田昌文（NPO法人市民科学研究室） 

吉田由布子（NPO法人市民科学研究室） 

 

運営委員会 

小林傳司（大阪大学コミュニケーションデザインセンター教授） 

星正治（広島大学名誉教授） 

山下祐介（首都大学東京准教授） 

 

評価委員会 

若松征男（東京電機大学名誉教授） 

 

研究プロジェクト代表 

土屋智子（東京大学 政策ビジョン研究センター） 
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第 2回フォーラムの構成 

以下のように、前半セッション、後半セッションの二部構成で実施しました。討論は 4 名

のパネリストと福島県自治体から 5 市町村 7 名の行政職員の方々を中心に、担当事務局(進行

役)である上田、吉田、運営委員の小林氏、星氏、山下氏、評価委員の若松氏、そして本プロ

ジェクト代表の土屋も加わり、必要に応じて質問、発言を行いました。これらのメンバーに加

えて、本プロジェクト関係者若干名も参加しています。 

 

前半セッション 

（1）被ばく線量はどこまで正確に把握されているのか（初期被ばくの把握・評価、現在の被

ばく量の測定や推定について） 

（2）「現存被ばく状況での放射線防護」が適正になされているのか（20mSv/年の避難・帰還

基準や 1mSv/年の除染目標の妥当性について） 

後半セッション 

（3）健康影響の把握とそのケアは十分になされているのか（保健対策のあり方、精神的スト

レスの捉え方、リスクコミュニケーションのあり方について） 

 

第 2回フォーラムに自治体の方々の参加を求めた理由 

第 1 回フォーラムでの議論をとりまとめる中で、さらに検討が必要だと思われる事項の整

理・抽出をすすめたが、そうした事項の多くが、科学的な内容を含みながらもそれを超えた社

会的・政策的な内容に関わるものであることから、そうしたトランスサイエンス的なテーマを

俎上に載せての「専門家と市民のための熟議」を具体的にどう実現するかが差し迫った課題と

なりました。一般市民の間での放射線健康リスクの受け止め方には、複雑なニュアンスを伴い

つつ非常に大きな幅があるため、公開での議論の場を設けるとすれば、「どのようにして様々

な立場や見解をもつ市民をバランスよく参加できるようにするか」「いかにして個人攻撃的な

主張を排して専門家と冷静な議論をしてもらうか」といった問題点を克服せねばなりません。

事前登録制にして、かつ事前質問を受け付けた上で、質疑応答は進行役とパネリストのみで行

う、といった方策も検討しましたが、これらの問題点を十分に解決するとは思われず、結局

「公開の場で行うこと」と「熟議すること（忌憚なく深く意見交換すること）」との両立は極

めて難しいと判断し、「公開」の方を断念しました。 

一方、第 1 回フォーラムの終了直後に、オブザーバーとして参加いただいた大熊町ならびに

富岡町からの行政担当者 2 名を交えて、運営側のスタッフとの意見交換を行いましたが、その

機会によって、次のような点をふまえて、「専門家と市民の熟議」に準じる新たな場を設計で

きるのではないか、との示唆を得ることができました。 

 

・自治体行政担当者は福島事故以降、放射線をめぐる多くの問題において、現場において直接

住民に向き合って対処してきた経験があり、住民の様々な声を把握していること。 

・福島事故への対処として打ち出された国の様々な政策―避難指示、放射線計測、除染、健康

調査など、多くのものが県の関与のもとに施行された―を現場で実施するにあたって、その
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裏付けとなる科学的知見に対して、住民へ説明し理解を求める機会が多く発生したこともあ

って、行政担当者自身がそうした専門的知見や専門家自体に対して様々な疑問や違和感など

を持っていること。 

・自治体行政担当者は放射線防護や被ばく低減化の施策の適切性や実効性を、現場において感

知し得る立場にあり、専門家の役割についても意識することも多かったと想像できること。 

 

 そこで第 2 回フォーラムを、非公開ではあるものの、福島県のいくつかの自治体の放射線対

策関連部署の担当者を招き、パネリストである専門家と議論してもらうことにしました。自治

体の担当者らがこれまで取り組んできた事柄をこちらが把握した上で、専門家との議論を実り

あるものとするために、（1）2014 年 8 月に福島県の各自治体の担当部署の方々へのインタビ

ューを実施し（福島市、伊達市、いわき市、大熊町、富岡町、飯舘村の計 6 個所）、（2）第

1 回フォーラムの概要を知っていただいた上でそれぞれの担当者から事前質問を募集し、フォ

ーラムに反映させるようにしました。 

 

討論を終えて― 討議内容の概略的なまとめ 

 以下、この論点に即してフォーラムでの議論の内容を要約します。 

 第 1 回フォーラムに比べて、科学的事実とその解釈や政策的な適用をめぐって、共通点と相

違点を明確にしていくこと（「共同事実確認」）の比重が小さくなり、3 つの論点のどれにつ

いても、現状の問題点は何であり、何が原因でその問題を生じてしまっているのか、を論じる

ことが主になったと言えます。議論に参加した 5 つの自治体の担当者たちの話からは、これま

での取り組みの経緯を振り返って、国・県の指示・指令を受けつつ自治体住民に直接向き合っ

て、放射能汚染・被ばくという未曾有の事態に処してきたこと、そして今なお様々な未解決の

課題を抱えていることの苦労・苦悩が随所に感じられました。専門家の側は、それに触発され

る面もあったのでしょうか、論点に沿って自身の専門領域での学問的な見解を示すにとどまら

ず、トランスサイエンス的な諸問題にも踏み込んだ発言が相次ぎました。 

 ただ、このフォーラムの設計の枠組みとも関連して、問題点の指摘のみにとどまらざるを得

なかった点がいくつもあることを断っておきます。これらは、原発事故直後の混乱した時期か

らはじまって、帰還や賠償や保健対策などの問題ともからんで未だに根強く存在している、政

府・行政・専門家に対して人々が抱いている不信感や反発とも関係していると考えられます。

また、過酷事故などへの対応において、政府や省庁などが専門家をいかに活用して事態の収集

にあたっていくのか、という危機管理の体制的・構造的な問題も関連しています。こうしたこ

とは、今回のように専門家と市町村自治体の担当者の間だけでは議論しきれるものではありま

せん。その点、ご了解いただければと思います。 

 

 

1. 被ばく線量はどこまで正確に把握されているのか 

＜これまでの線量評価が不十分であること＞ 

・実測値などで線量評価に反映されていないデータが存在する 
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・セシウムの内部被ばくは地域によってオーダーは十分正しい推測ができるが、ヨウ素につい

ては初期の値が欠落していてそこまでの把握は難しい 

・ヨウ素については初期に測定したが公表されていないデータがあると思われる 

・初期の頃のプルームの飛来に伴うサブマージョンによってかなり大きく被ばくした地域があ

ると思われるがそれが明らかにされていない 

・事故直後の時期のエアフィルター（濾紙）を用いた大気中の放射性物質の濃度推測がなされ

ているが、その線量評価は難点を抱えている 

 

＜線量評価、線量再構築において今後なすべきこと、体制に関連して＞ 

・地域によってはセシウムの被ばく量からヨウ素の被ばく量を推定できる場合があると思われ

る 

・得られたデータで行動解析をさらにすすめると実態がわかる可能性がある 

・初期のヨウ素被ばくには飲食の時期と内容が大きく効いてくるので、その把握が重要 

・自治体で初期の行動調査をさらに進めるとよいが、県との信頼関係の問題もあり、実施の体

制をどうするかはなかなか難しい課題だ 

・線量再構築にはそれを専門とする専門家が結集してきちんとした評価システムを確立して行

うことが大事である 

・ヒロシマ・ナガサキでも、あるいはチェルノブイでも、線量再構築のための専門家が入って

成果を上げたが、福島事故の場合は、その体制が組まれていない 

・米国では科学アカデミーが主導しての専門家投入の仕組みがあるが、日本では県がそれを担

う形になっていて、そこを改める必要がある 

 

＜空間線量や個人線量のデータをめぐる不信や混乱に関連して＞ 

・自治体では、線量計測に対して不信感を生むような事態がいくつも起こって、混乱した 

・20mSv の被曝量を計算する際に毎時 3.8μSv という空間線量率が使われているが、この時に

「滞在係数」を用いて細かな数字を算出するのは、辻褄あわせに過ぎない 

・個人線量計を用いても、原発作業者と一般市民とでは、正確を期するためには、それぞれの

使い方を考えなければならない 

・体格の良い人では後ろからの放射線の遮蔽が大きくなって個人線量計の数字が小さくなると

いったことがある 

・直接測れない「実効線量」を用いていることと、それの評価を緊急時と平時とで使い分ける

ことなどの、線量にかかわる問題を住民にわかるように説明することが、専門家にうまくで

きなかった 

・どの計測値をもって被ばく量を把握するかという点では、混乱を少なくするように専門家が

必要な説明をしていかねばならない 

・測定と線量評価の専門家がきちんと集まって、複数のデータが次々と出てきて混乱を生むよ

うな状況を作らないように、判断を統一して示していく必要がある 
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2.「現存被ばく状況での放射線防護」が適正になされているのか 

＜現存被ばく状況の捉え方に関して（専門家の見解）＞ 

・20mSv 基準の（緊急時を超えての）適用は、従来の放射線防護の線量限度の考えから逸脱し

ている 

・「回復期」においては、1 から 20 ミリのなかで、行政、専門家や住民が話し合って、状況

に応じて段階的な改善策（線量限度の適用）を実施していく、というのが ICRP の「現存被

ばく」の考え方である 

・ICRP の「１から 20 ミリ」は、現存被ばく状況への対応としては 1 から 10 の幅でできるだ

け下を目指すのが妥当だと考える 

・ICRP の「公衆の被ばく限度１ミリ基準」は様々な歴史的な経緯のもとに成立したものであ

る 

 

＜20ミリ基準がもたらしている問題に関連して（自治体の側から）＞ 

・原発の地元の避難地域では、事故前に使われていた労働者の被ばく基準のことを知っている

人が多いので、事故後の 20 ミリ基準の適用に対して、国がまともな根拠を示さない中で、

自治体としては住民に納得を得ることができないでいる 

・自治体にしてみれば、「避難が 20 ミリ基準で、解除も 20 ミリ基準」というのは、大半の住

民にとって納得がいかない、「子どもはとても戻せない」という受けとめ方をせざるをえな

い（帰還ができない）ものになってしまっている 

・除染の目鼻がついた段階で「帰還宣言」を出したいと考えている自治体があるが、帰還困難

区域では実際に除染作業に入れないという現実があったりもする 

・実際には 20 ミリを下回っているとしても、では、誰がどういう根拠を持って、帰還を進め

るかが大変難しい（汚染された物の回収や補償の問題もからみ、自治体は国の方針と住民の

反発の板挟みの状態のなかにいる） 

・自治体行政からみれば、健康影響に対する考え方や感じ方も住民のなかでは時の経過ととも

に変化してきているので、専門家の議論は議論として、ある種距離をおいて覚めた受けとめ

方をするようになってきた 

 

＜現存被ばく状況での今後の対応に関して＞ 

・自治体が住民の側に向いて、様々な環境リスクに対して（国とは違う）独自の基準を決めた

例は多い（放射線の 20 ミリ基準についても、自治体がそれに一律にならうということでな

くてもよいはず） 

・現在は、各自治体がそれぞれの状況に応じて独自の施策を立てて実施するという段階にきて

いる（専門家は自治体の意思決定がうまくいくようにサポートするという役目がある） 

・汚染の状況が自治体によって大きく異なり、一律のガイドラインではうまくいかないので、

地域ごとの事情を反映したガイドラインを作るべきで、それには県としての決断も必要であ

る 

 

＜補償・賠償も絡む複雑な側面と専門家の関与について＞ 
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・20 ミリを帰還の基準にするのは高すぎる。もっと低い数字でも帰らないという決断をして

も被害として認めなければならないのに、現実には 20 ミリでも帰ってもよいという場所が

出て来ると、20ミリ未満は全て被害にならない、というように作動してしまう 

・「戻る／戻らない」の個人の意思を尊重して、という建前にはなっているが、現実には補償

の打ち切りということが、戻る／戻らないの選択を決めてしまっていると言えるのではない

か 

・線量のみを帰還の可否の基準として持ち出すことは現実に即しておらず、各自治体が補償の

問題も含めて住民合意がどのレベルで出来るのかを見極めて判断していくしかない 

・科学を超えて政治の問題になっているものを、政治家と科学の専門家が責任を押し付け合っ

て線引をするという構造がみえる。県レベルで行政がきちんとした専門家を抱えて自主判断

できるにようにしていかないと解決できない 

・誰が専門家であり、行政がそのことを見抜く力があるか、という点が一番問題になる 

・行政が専門家を選ぶ際は、えてして行政に都合の良い専門家を選びがちである 

・英国では行政が専門家を選ぶ際にルールを作って選ぶぼうという試みがなされてきている 

 

3. 健康影響の把握とそのケアは十分になされているのか 

＜被ばくに関連した精神的ストレスへの対応、健康相談・健診のあり方について＞ 

・健診データの推移をみながら医者の側から適切な話をしていくべきだが、マンパワーが不足

している 

・放射線の専門知識がなくても健康のサポートをすることは可能なので、住民と行政の間に立

っている各自治体の保健師さんが、県の保健師さんとも協力して対処することができれば一

番よい 

・お母さんたちのサロンのようなものも活用していけるだろう 

・放射線の専門研究機関が放射線の専門家と臨床心理士のペアで電話相談の窓口を設けて対応

してきたが、そのようなアクセスができる窓口を設けるのが一つの鍵になる 

・不信感から、あるいは顔見知りがいないから、といった理由で相談窓口に来ない人をどうす

るかが問題として残っている 

・県外に避難した人の声は聞きたくても聞けない状況にある（「避難している人だ」という目

で見られたくない人も少なくない）。仮設住宅に住む人にはまだしも働きかけることが可能

だが、借り上げ住宅その他にバラバラに住んでいる人も多いので、自治体としては健康状態

の把握も不十分になる 

 

＜責任を取らないこと、専門家への不信、コミュニティの分断の問題からみた「ストレス」＞ 

・被害を十分にわかっていない専門家が、「ストレスは放射線を過剰に心配することからくる

のだから、被害者自身に問題がある」という形で議論する、という事態が出てきている 

・ストレスは放射線の問題だけから来るのではなく、あやふやな安全・危険の線引に振り回さ

れていることから来る不信感や住民の間の分断が解決しなければストレスはなくならない 

・原発事故の被害者だということがあるから、何ミリだということを気にしてこだわるわけで、

これは健康リスクだけの問題だけにしてしまうと、話がかみあわない 
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・事故前にはあり得なかった、「100 ミリまでは大丈夫」という話が出てきて困惑したが、で

は「それは 1 年間なのか？累積なのか？」「20 ミリ基準なら 5 年いれば 100 ミリだが、そ

れで大丈夫なのか？」と尋ねてもいまだに回答がない 

 

＜線量評価とリスク対策の諸問題＞ 

・自治体で帰還のための線量の基準設定を自主的に行うにしても（例えば 5 ミリ基準）、住民

全員に線量計をつけももらうわけにもいかず、トータルの線量をどう評価するかについても

難しい点がある 

・1 時間あたりの空間線量から自分のこの先の被曝量を推定するのが難しいことや、事故直後

に空間線量が非常に高かったことなどが、不安に思う気持ちの根底にある 

・事故直後の初期のデータをきちんと吟味した上で、それぞれの地域での生涯の線量を出し、

住民一人一人にそれをしっかり説明して防護につなげていく、ということを責任を持ってや

るべきであった（それを誰がやるかが今でも決まっていない） 

・原子力施設内の被ばくの管理は原子力安全保安院、環境に放出したものは各自治体の防災計

画という括りになっていたが、実のところ、環境中に出た放射能を誰が責任をもって監視・

管理するのかが曖昧なままである 

・帰還困難区域では、長期的な放射能低減化の見通しも政府から示されず、エリアの見直しが

5 年ごとなので本格除染もすすまず、そこに賠償の問題も絡んで混乱を生じ、コミュニティ

の再建が非常に厳しい状態に置かれている 

 

＜健診・健康調査の改善点に関して＞ 

・避難区域の人たちの健診の受診率が低いことの原因のひとつに、健診の受診可能な期間が短

いということがある。受診券を避難先の住所で受け取ってそこで受診できるようにして、ア

ドバイスやケアを受けることができるようにするのが望ましい 

・線量評価がきちんとなされないまま健康調査ばかりが先行すると、どの疾病をどこまで補償

して治療するのかで大混乱が生じるので、全体の制度設計をしっかり行うことが非常に大事

である 

  

＜行政にとってのリスクコミュニケーションのあり方に関して＞ 

・何のための健康調査か、線量評価かということ、そして線量がわからないと何も言えないと

いうことを住民にまずわかっていただくのが肝心 

・コミュニティの意思決定にとって、放射能について何を知ることができれば意思決定に十分

であるのか、ということが、リスクコミュニケーションの要になるのではないか 

・原発事故のリスクは、放射線の影響で発がんがどれくらい増えるか、ということよりも、暮

らしが潰れ、コミュニティ全体が潰れてしまう、ということのリスクが一番大きい 

・リスクを受けている人どうしの小さなユニットをしっかり用意して、それと行政が対話しな

がらリスクに対処していくという形が必要であろう 
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参考資料 ５ 評価委員会議事録 

 

「原子力施設の地震・津波リスクおよび放射線の健康リスクに関する 

専門家と市民のための熟議の社会実験研究」 

 

平成 26年度 第１回 評価委員会 

議事録 

 

 

日時：平成 26年 10月 1日（水） 10：00～12：00 

場所：東京大学 農学部キャンパス 

    分子細胞生物学研究所 本館 3 階 302（2）会議室 

 

 出席者： 

（評価委員） 中村委員、鎗目委員 

（事務局）  上田、土屋、岡本 

 

 

議事次第 

(4) 26 年度計画の概要説明 

(5) H26 年度前半の活動報告と今後の予定 

① 地震・津波リスク問題の専門家の議論の場の実施について 

② 放射線の健康リスク問題の調査と今後の計画について 

③ その他情報発信活動について 

(6) その他 

 

 

配布資料 

評価 26-1-1 26 年度業務計画書 

評価 26-1-2 地震・津波リスクに関する活動報告と今後の予定 

評価 26-1-3 放射線の健康リスク問題に関する活動報告と今後の計画案 

評価 26-1-4 その他の活動報告 
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主な議論の内容 

 

（１）26 年度計画の概要説明 

 土屋より、26 年度の全体計画を説明した。 

 

（２）H26 年度前半の活動報告と今後の予定 

①放射線の健康リスク問題の調査と今後の計画について 

 上田より、6 月 1 日に第 1 回専門家フォーラムの実施内容と、その結果のまとめ方案、第 2 回の実施

計画を説明した。第 2 回フォーラムは福島県内の行政関係者と専門家との議論の場とする。専門家 2

名からまだ参加の承諾を得ていない。5 市町村に参加を呼びかける予定。会場に余裕があれば参加

範囲を拡大する。論点は、第 1 回の積み残しを含めて、子供への健康影響を中心に防護の考え方な

どとする。行政関係者が直接専門家と議論した事例は把握していないので、貴重な場になると考えて

いる。 

中村：第 2 回専門家フォーラムに配布する資料は行政担当者に配布するのか？ すべて自由記述

か？ 

上田：専門家と行政の参加者に事前配布するものである。この空欄は、こちらが意見を分類して整理す

るためのもの。 

鎗目：取り上げるべき論点のところに特定の専門家の名前があるのはなぜか？ 

上田：この先生は、福島の被ばく線量はチェルノブイリに比べて低く、何らかの健康影響は発生しない

というお考えを主張しておられる。個人の見解なら問題ないが、政府広報にも登場されている。確

かに全体としては健康影響が出るとこれまでの知見からは言えないが、被ばく線量が十分把握さ

れていないという問題もあり、もう少し慎重にみるべきではないかという見解もある。一つの見解とし

て取り上げている。 

土屋：運営委員会では、このような「すでに健康影響については分かっている」という見解の先生は招

へいしないことになった。このプロジェクトでは、科学的不確実性がどこにあるかを議論することを

主眼にしている。「不確実性はない、専門家の見解は分かれていない」と主張される方を加えても

よい議論にならない。専門家の主張は科学に基づく部分だけでなく、価値判断を含んでいる。こ

のプロジェクトは、それをうまく仕分けできないかという問題意識で進めているので、事務局側も特

定の主張を取り上げるのではなく、価値判断と科学的判断を仕分けることが必要。 

上田：フォーラムに招へいする専門家は、科学的根拠がしっかりしておられるということと、社会的影響

についても目配りしておられるという基準で選んでいる。第 1 回フォーラムに参加した 5 名の先生

方は、意見が異なる部分もあるが、つきつめていくと根拠としている点は同じだったり、心配されて

おられる点は一緒だったりと、一致点も見いだされた。オブザーバー参加した行政の方は専門家

の主張とは異なる一致点と相違点を聞かれ、「一般市民にも伝えるべき」との意見をいただいた。 

中村：第 2 回フォーラムに参加する行政の中には、第 1 回に参加した人も含まれるのか？ 

上田：2 名は第 1 回にオブザーバー参加していただいた。他の市町村はこれから声をかけていくが、こ

れまでヒアリング調査をしており、その際にフォーラムのことを紹介している。ほとんどの方が関心を

示された。 

土屋：運営委員会では、論点について、あまり子供の問題に特化しない方がよいのではないかという意
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見が出ていたと思うので、再度論点は検討いただきたい。また、市民の方を交えた場合、あまり最

初から論点を定めてしまうと、「本当はそういう議論をしたかったわけではない」ということになりかね

ない。やはり、事前に行政の方々から質問をいただいて、それをベースに進めていただくのがよい

のではないか。 

上田：確かに行政へのインタビューでも、聞いてみて初めて分かったことなどもあった。ただし、それら

が放射線に係るのかどうかはなかなか難しい。 

土屋：こちらで放射線に係るかどうかを決めないで、論点として取り上げてもよいのではないか。議論し

ていく中で、放射線とは関係ないとか、意外に放射線と関係ある問題だったということが分かって

いくかもしれない。第 1 回フォーラムに参加した行政の方は、「年間 20 ミリシーベルト」の根拠を知

りたいと思っておられた。なぜなら、これが賠償・帰還・除染すべての基準になっているからである。

しかし、専門家が口をそろえていったことは「科学的根拠はない」ということであった。行政の方は、

科学的な見解としては理解されたが、その根拠のない数値が様々な混乱や問題を招いていること

について、あまりに専門家が無責任だと感じられたようである。第 2 回で論じられるかどうかはわか

らないが、今後どうしたらよいのかについて専門家と行政で議論ができるとよいと個人的には思っ

ている。 

上田：第 1 回でも、子供に限定しなかったが、保健政策ということで論点としてとりあげた。医師会から

の提案もあったし、健康データベースをつくることについてはすべての専門家が一致していた。と

ころが、データベースを誰がどのようにつくるか、についてはまだ議論されていない。それらも取り

上げる必要がある。 

土屋：健康管理調査はだめであるというご意見は共有していたが、ではどうしたらよいのか、という具体

的な話が出てこなかった。できれば、行政で行えることを議論して、行政と専門家が協力して改善

していくという道筋の端緒となる議論になるとよい。 

鎗目：今まで行政と専門家との関係性の中で何が大きな問題だったのか？ 

上田：これまで原子力に係るものは、国が中心となって行うことになっていたが、事故後の初動を含め、

国は責任を十分果たすことができなかった。例えば、除染は環境省が中心になって行うことになっ

ているが、環境省は本来放射性物質を扱ってこなかったのでノウハウを全くもっていない。そのた

め、除染業務が県におり、市町村が具体的に取り組むことになったとき、「どうすればよいのか」と

環境省に聞いても答えられないということがあったとのことである。そのため、市町村は、それぞれ

が専門家をよんで勉強して取り組むということになった。逆に、健康対策は本来国が前面に出てや

るべきだったが、国は県に任せてしまった。それで県民健康管理調査が始まったのであるが、健

康影響を把握するためにどんな調査をどのようにやるかといった十分な検討を経て行ったわけで

はなかった。それが問診票の回答率の低さにつながっている。つまり、誰がなぜこのような決定を

おこなったのか、ということもあいまいなまま、関係者の間に不信感が生まれ、問題解決の道筋も

見えないという状況になっている。 

土屋：これまで原子力に関わってこなかった環境省がほぼすべての仕事を引き受けたのが問題。健康

影響のことまで環境省がやっている。 

中村：ここの議論には除染も含まれるのか？ 

上田：含まれる。そもそもだれがどのような指示を出したのかということがよく分からないままに進められ

ているのが実態。 
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鎗目：政策決定に対する科学的助言の仕組みはなかったということか？ 

土屋：例えば食品の基準については、内閣府の食品安全委員会が決定した。しかし、従来からこういっ

た問題を検討していた放射線審議会とは一切議論することなく、当時の厚労大臣の一言で決まっ

てしまい、後付けで専門家が説明するということになってしまった。こういった専門家の活用方法と

か、既存組織の役割といったことが混乱したということを整理してもらえると、地震・津波の議論にも

つながってくると思う。 

中村：一言で言えば、縦割り行政の弊害である。 

土屋：そのとおり。内閣府に大きな対策本部ができたので、そこで議論して、指示を出せればよかった。 

中村：内閣府の組織自体が各省庁からの出向者で成り立っている。 

土屋：福島事故への対応は非常に難しい問題を抱えていたので、当時細野環境大臣が、環境省が引

き受けると発言した途端、厚労省も農水省も国交省もすべて仕事（つまり責任）を差し出したという

構図。 

上田：小佐古内閣参与が、事故後どのような提言をしてきたかという記録を残しておられる。これを読む

と、もしあの時点でこれらの対策がとられていれば、どれだけ今の問題がなかったかという思いが

する。 

土屋：原子力委員会も保安院も動かない中で、内閣参与に頼らざるを得なかったという状況は分かる

が、適切な専門家が選ばれたかという人選の問題は残る。唯一専門家だったのは小佐古先生で

あり、チェルノブイリの経験を踏まえて事前に取るべき対策を提言しておられた。残念ながら、すべ

ての対策は何か、食物や水の汚染が起こるまで政府は何も対策を取らなかった。 

鎗目：チェルノブイリから先見性のある提言ができていたということか。 

土屋：そうである。規模はまったく異なるが、同じ経緯をたどって汚染が拡大していった。 

鎗目：そういった提言がなぜ採用されなかったのか、どうして無視されたのかを追求することはできない

のか？本来であれば、そういったことを政府から独立した委員会が調査することが必要だろう。 

中村：内閣府が全体を統括することになった経緯を明らかにすることが重要ではないか。 

上田：本来であれば、助言機関としての原子力安全委員会や放射線審議会があり、事故対応には原

子力安全・保安院と現地のオフサイトセンターがあたることになっていた。しかし、事故前に構築さ

れていた体制や指揮命令系統が機能しなかったために、内閣府に政府の事故対策本部がおか

れ、菅首相が個人的なつながりで参与を決めたりしてしまった。半年くらい過ぎてからは、実質的

にはいろいろな省庁が動いているものの、表向きはすべて環境省がやるようになっていった。 

土屋：危機管理能力を日本政府が持っていなかったことを誰かが明らかにしなければいけない。また、

それらの政策も国が決めて、県・市町村と降りてくる中で、十分な説明がなされないなど、 行政機

関間の協力体制も構築されにくい状況が発生した。市町村も、 国から事故初期の情報が得られ

ていた大熊、まったく得られなかった富岡、国の見解が二転三転する中で振り回された飯舘のよう

に、経験したことが様々で、一つにまとまって国へ対策を訴えることもしにくい。第 2 回フォーラム

に参加される自治体の方々は問題意識が異なるかもしれない。 

中村：そういった違いはどこかに整理されているのか？ 

上田：今日の資料の論点の「国・県・自治体の役割」がそれにあたるが、国や県の担当者を呼ぶことは

かなり困難。 

土屋：国の担当者は難しいが、環境省の福島事務所の人にオブザーバー参加してもらうこともあるかも
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しれない。これは運営委員会で議論していただきたい。県の方も様々な専門家の見解を聞く貴重

な場としてお誘いすることもあるかもしれない。なお、評価委員の先生方にもご都合がつくようであ

ればご参加いただきたい。 

 

②地震・津波リスク問題の専門家の議論の場の実施について 

 土屋より、昨年度からのフォーラムについて、「委員会などでは質問できないことだった」という声があ

ったこと、共同事実確認という点でまだ確認できていない点があることを報告し、今年度のフォーラムの

計画を説明した。特に第 4 回のリスクと不確実性の議論が不十分だったため、第 5 回で再度議論する

ための準備状況（リスクの表現、専門家の活用方法に関する資料）、第 6 回に原子力立地自治体担当

者を招へいする企画案を説明した。 

上田：招へいする自治体はどのように選ぶのか？ 

土屋：運営委員会では、立地自治体の全国組織があるので、そこに呼びかけをしてはどうかとの意見

が出された。予算上多数の自治体を招へいできないので、まずは関心を示している自治体と相談

し、その後呼びかけ範囲を広げるというやり方でいきたい。 

土屋：リスクと不確実性を図示する方法は、３つの案ともに一長一短であるので、先生方には描きやす

いものを選んでいただいたり、単位が示されていないものについては単位を示していただいたりを

お願いする考え。また、自身の専門領域だけでなく、地震動評価の専門家が地震や断層をどう見

ているか、逆に断層評価の専門家が地震動や工学的措置をどう見ているかを描いていただくと、

視点の違いが出てきて、それを発端に議論ができるのではないか。 

上田：図示するためには相対的にでも大きさを示さなければならない。しかし、そういった表し方ができ

る分野とできない分野があって、あるかないかでしか言えないものもあるのではないか。 

土屋：先生方のお考えをまとめるというより、違いを示すために使いたいと考えている。特に、工学系の

先生はリスクの考えを強く主張される傾向があるが、そういう考え方では議論できない分野が存在

することを示すというのも目的であり、第 4 回フォーラムのリスクの議論とは異なる議論にしたいと

考えている。 

鎗目：知識の不定性とはどういうものか？ 

土屋：スターリングの場合、知識が不足しているということに加え、専門家間で見解が分かれている状態

も含めている。確かに、この図では、単にデータが少なくて分からないものと、いくら努力しても観

察できず分からないものが混在している。 

鎗目：実際に観察できなくても、統計的に分かるという場合もある。従来、確率と被害の大きさの２つで

考えることになっていたが、３つめの軸として不確実性を設けようという提案のようだが。 

土屋：今回の震災では、これまで分かっていると思ってきたことが実は分かっていなかった、ということが

分かったという話もあった。そういう不確実性もある。 

上田：「科学的不確実性」と言った場合、不確実は分からないとイコールではなく、不確実だけれどもあ

る幅の範囲であるとか、ある部分ははっきりしているといったことも含まれているのではないか。放

射線の健康影響は不確実であるけれども、何も分かっていないのではなく、ある程度分かっている

ことはあるけれども、それですべてを説明できないという状況である。不確実性の意味合いが先生

方の間にどれだけ共有されているのだろうか？ 

土屋：おそらく異なっていると思われるので、先生方から説明をいただいて、不確実性というものの捉え
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方も異なっていることを議論していただこうと考えている。そのプロセスで相互理解ができるとよい

のではないかと思う。また、どのような表し方が適切かという議論にももっていきたい。 

鎗目：2 番目の図はヨーロッパで考案されたものか？ オリジナルの資料を教えてほしい。 

土屋：情報を提供する。NRC の翻訳は旧原子力安全基盤機構が行っており、さらに、その手法を適用

した試みも行っている。ただし、原子力安全基盤機構の関心は、ロジックツリーなどの専門家意見

の集約手法であった。一方、NRC の本文には、手法よりも専門家間の議論が重要であることや、

専門家をどのように選ぶかといったことが書かれ、さらに 15 年後のフォローアップの報告書で以前

のガイドラインで不足していたことなどを修正している点が異なる。 

中村：第 6 回専門家フォーラムは、“議論を社会に開く”となっているが、一般市民も入るのか？ 

土屋：“開く”のは立地地域の行政担当者に対してである。ここにきて、専門家の活用方法に関する資

料が出てきており、研究当初にこれらを学んでおくべきだったと反省している。とはいえ、米国社会

でできることと、日本社会でできることにはおのずと違いがあるのではないか。例えば、米国科学ア

カデミーの活動は、必要経費はクライアントからもらうが、専門家は無報酬で関わっているとのこと

である。 

鎗目：米国科学アカデミーに参加することは、専門家にとって一種の名誉であり、報酬は関係ないとい

うことだろう。日本学術会議は国内であまり注目されていない。 

土屋：審議会の議論も、日本では専門家同士が活発に行われていない。しかし、米国もドイツも英国も、

最初から現在のようだったわけではないと報告書に書かれていた。やはり様々な問題を体験して、

少しずつ変わってきたのである。日本も公害も薬害エイズも福島事故もいろいろ経験しているが、

社会の仕組みとして専門家の役割が議論され変わっていっていない。 

鎗目：今回の調査結果が、構造的な問題としてまとめられるとよいのではないか。最近、オークランドで

Science Advice の会議があった。昨年はイギリスで議論され、世界では科学的助言のあり方につ

いての論議が行われている。今回の試みは、欧米型ではない社会での事例として、アジア諸国の

参考にもなるのではないか。科学技術振興機構の提言は審議の現場の声が含まれていないので

はないかとの問題提起があった。今回は、現場に係る専門家が議論するという点でも価値がある。 

土屋：もう少し早い段階からこのような議論ができていればよかったが、逆に昨年度３回の時間をかけて

各領域の情報を共有したからこそ、議論できるようになったとも言える。NRC のガイドラインにも最

初の情報共有が重要で、時間がかかると書かれていた。 

中村：審議会の議論も十分行われていない。特に科学コミュニティの代表が選ばれているわけではな

い点が問題。 

土屋：耐震指針の見直しのときにも、人望のある先生が委員長としていろいろな意見をとりいれる努力

をされたが、行政側の意向と対立することもあったと聞く。自分の経験でも、議論した内容と報告書

の内容に齟齬がある場合がある。自分がこだわる内容の場合は事務局に修正を依頼するが、そこ

までしない委員もいるのは事実。米国 NRC のマニュアルで興味深かったのは、専門家の選び方

の中に、「議論に時間を割く意欲があり、実際時間を割くことができる人」という条件があったことで

ある。科学的助言の役割が大きいからこそ、それに係る専門家の責任も求められているということ

だろう。 

上田：以前、科学的助言の政策への反映の仕組みについて国際比較の仕事を手伝ったことがある。日

本の特徴は、まず科学的な問題について議会の独立性が担保できていないこと。政治家が科学
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的な問題を勉強する機会もないし、助言を得る場もない。一方、行政の方は審議会を運営し、科

学者の助言を得ることはできるが、そもそも専門的知識をもっている人がいない。審議会などに係

る専門家も、そこで議論した結果が政策となり問題を起こしたときに責任をとるといったことにはな

っていない。まさに、ウォルフレンのいう『日本の権力構造の謎』であり、日本社会のシステム全体

に係る問題でもある。 

土屋：誰も責任をとらないで、誰が何を決めたかも明確でなくても何となくうまくいっている日本というシ

ステムは、今回のような緊急事態になるとうまく機能しない。 

鎗目：来年 7 月シンガポールで World Congress on Risk 2015 が予定されている。そういった場で成果

を発表するとよいのではないか。世界的にも関心をもたれる問題である。Science Advice の国際会

議は 2018 年に日本で開催されるとの表明がされている。 

土屋：膨大な材料をどのようにまとめるかが問題。報告書にも関わるので、十分検討してまとめていきた

い。 

 

③その他 情報発信活動について 

 土屋より、RiskCafe サイトで公開している情報内容とその課題について報告した。特に、断層評価に

ついて、専門家フォーラムに参加していない専門家の見解を掲載したことを紹介した。 

上田：放射線の方は、11 月初めにはアップできるよう作業を進めている。 

中村：27 年度は？ 研究は続かないのか？ 

土屋：残念ながら、24 年度以降、社会科学研究の募集はない状態。先日行われた「原子力と社会」ワ

ークショップで、このように短期的なプログラムであればやらない方がましと述べた。なぜなら、今

回この研究プロジェクトでも、多くの先生方のご協力をいただいたが、プロジェクトが終わってしまう

とせっかく築いた関係がなくなってしまう。事務局の JST としては継続すべきと考えているようだが、

文科省内で社会科学研究の評価が引くらしい。技術的な研究に比べて、成果が見えにくく、すぐ

役にたつものでもないので仕方がないという面もある。また、担当者が変わったことも大きい。まさ

に科学的助言の活用方法が十分考えられていない例である。RISTEX が科学的助言の問題を考

えているなら、具体的な事業活動として実施してもよいのではないか。抽象的な話だけでなく、実

際に専門家間の議論を行うためにはどのような問題があるのかを明らかにすることはあるだろう。 

鎗目：RISTEX として進める事業としてよいのではないか。関係者と議論を行うことで、この研究の成果

や具体的な事業は新しい展開があるのではないか。 
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「原子力施設の地震・津波リスクおよび放射線の健康リスクに関する 

専門家と市民のための熟議の社会実験研究」 

 

平成 26年度 第 2回 評価委員会 

議事録 

 

 

日時：平成 27年 2月 23日（月） 14：00～16：30 

場所：東京大学 農学部キャンパス 

    分子細胞生物学研究所 本館 3 階 302（2）会議室 

 

 出席者： 

（評価委員） 黒田委員、中村委員、若松委員 

（事務局）  谷口、上田、土屋 

 

 

議事次第 

(7) H26 年度の活動報告と報告書骨子について 

① 地震・津波リスクに関する活動報告と報告骨子案 

② 放射線の健康リスク問題に関する活動報告と報告書骨子案 

 

(8) プロジェクト全体に関する評価 

(9) その他 

 

 

配布資料 

評価 26-2-1 26 年度第 1回評価委員会議事録 

評価 26-2-2 地震・津波リスクに関する活動報告と報告書骨子案 

評価 26-2-3 放射線の健康リスク問題に関する活動報告と報告書骨子案 

評価 26-2-4 評価委員会からの指摘事項に対する対応について 

 

 

参考資料 

・第 5回専門家フォーラム 説明資料 

・第 6回地震・津波リスクフォーラムの進め方案 

・第 6回アンケート結果 
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主な議論の内容 

 

（１）26 年度の活動報告と報告書骨子について 

①地震・津波リスクに関する活動報告と報告骨子案 

 土屋より、２６年度の専門家フォーラムの実施内容を紹介した。まず、２５年度の分野横断の熟議の場

については、参加した専門家からは、従来の審議会等ではできない議論ができたという評価をいただ

いたが、プロジェクトで想定した手法である共同事実確認としては、いくつか確認すべきだった項目の

確認が行われていない。これに引き続き、２６年度はリスクの議論を取り上げた。７月のリスクの定義が

工学的なリスクに限られたものだったので、１０月には様々なリスクの考え方を取り上げた。議論は活発

に行われたが、多様な表現を示しすぎたために、意見を集約して見える化するところまでいけなかった。

１２月には、立地自治体の行政の人を招いて、専門家の議論を社会に開く試みを行った。行政からの

事前質問が非常によかったので、専門家にとっても有意義な会となった。ただし、継続的に議論されて

きた専門家の役割や活用方法については議論が深まらなかった。これまで公開の場は難しいとして、

専門家だけで議論してきたが、立地自治体の行政担当者はリスクや不確実性に関する情報を求めて

おり、専門家も行政担当者から学ぶことができるため、最初から１２月のような設計で「専門家に社会の

疑問を投げかける」形で進めていけばよかったと思う。 

 

谷口：今後どういうところが主導して、このプロジェクトで行ったような「専門家間の熟議の場」を行うべき

かについて、何か考えはあるか？ プロジェクトでやってみて可能性はある、そしてニーズもあると

いうことが分かったとなると、実現するための提案が求められるのではないか。 

若松：費用の負担ができて、権限をもっているようなイニシアティブをとる人・組織がどこかにあるかとい

うと、見当たらない。では、どうすればよいのか、というのが次の研究になるのではないか。 

谷口：確かに主体になれそうな人や組織はない。 

若松：例えば、ＪＳＴなどが５年以上の長期的なプログラムとして実施してくれるということはないだろうか。 

土屋：ＪＳＴはこのプログラムの事務局をやっていて、２４年度以降社会的な問題を扱った研究の募集が

なくなってしまったことに対して、強い問題意識をもっている。しかし、だからといってＪＳＴが「原子

力と社会」の問題を扱った研究を支援しようとまではいっていないと思う。 

若松：原子力の問題としてではなく、むしろ専門家と社会と課題とがどう関わり合うのかという、大きな課

題として扱うことは、ＪＳＴの役割なのでないか。 

黒田：第５回の資料にＲＩＳＴＥＸの提言が出ているが、ＪＳＴの中でもこのようなことをやろうとしているの

はＲＩＳＴＥＸである。ＲＩＳＴＥＸのテーマが変わる時期に、広くリスクの問題として提案できればよい

のではないか。 

土屋：前回の評価委員会で、鎗目先生からもＲＩＳＴＥＸに働きかけることをご提案いただいている。その

後、こちらが何もフォローをしていない。 

若松：それは正攻法だろう。もう一つあるのはゲリラ的に、自治体と連携したり、学会や学術会議でやっ

ていくということもあるのではないか。他に、このような問題を考えなくてはいけないと思っているとこ

ろはないか？ 

上田：テクノロジーアセスメントの方でも、専門家を集め、不確実性やリスクについて評価する技術評価

機関が日本にはないという、同じ問題をかかえている。 
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若松：学会が単独ではなく、問題を抱えている業界と連携をとれれば、今回のような試みを社会の仕組

みにしていく可能性があるのではないか。 

谷口：ＲＩＳＴＥＸは funding agency として自ら何かの事業を行う必要があるが、そこまでの力がないので

はないか。また、このような問題を扱えるかというと、どうだろうか。資金の問題は継続性という意味

でも重要であるし、原子力に限らず科学が関わる問題はありうるので、大きな枠組みで行う必要が

ある。学会ができるかというと、例えば原子力学会は、海外で言えば技術者協会のようなものであ

る。話は変わるが、高レベル放射性廃棄物の社会学的側面の研究をどこかの学会に出したいと考

えても、どこにも出せない。日本学術会議ということもあるが、あの回答を読むと、社会学研究の専

門家が集まって議論したのかどうか疑問。今の状況では学会で行うのは難しいと思う。個々のいろ

いろな専門家の先生たちを集めれば議論できそうだが、学会に丸投げにはできない。個人的には、

ＲＩＳＴＥＸがファシリテーション能力のある団体・組織をリスト・アップしておいて、何か問題が起きた

ら、そのリストの組織に頼む、ということができるとよい。自分たちがやらなくても適切な組織を指定

して資金を提供して実施するということもあるのではないか。例えば、共同事実確認ができるＮＰＯ

を育てるということもあると思う。 

若松：このプロジェクトの３年間で見えてきたことは、原子力問題に限らず、社会的に問題を解決しなけ

ればならない事柄について、主導的に議論の場をつくる人・組織が日本には存在しないということ

ではないか。それを認めるべきだと思う。存在しないということを述べたとしても、それに対応しよう

とする組織が登場するわけでもない。したがって、「育てていく」という提案をすることもあるが、原

子力以外も含めてより大きな問題、つまり我々の社会はこれまでのように対応するのでは成り立た

ない岐路に建っていることを明確に述べるべきではないか。研究レベルでさえリスクの問題を議論

するのは困難であった。しかし、すでに社会は問題解決を求めている状況になっている。そういう

緊急事態になっていることを示すことは、３年間の成果として極めて意義のあることだと思う。 

黒田：日本の原子力関係の技術基準は、機会学会や電気協会といった民間団体が基準をつくり、原

子力安全・保安院はそれらの技術基準を使ってきた。これは原子力規制委員会になっても同じで、

つまりに日本の規制機関は自ら基準を作るのではなく、民間主導型の基準を使っている。というこ

とは、これらの民間基準をつくる学協会では、専門家が議論して意見をまとめているはずである。

しかし、民間主導の技術基準で十分なのかということは、どこも判断できない。パブリックコメントくら

いはやるのだろうが、この技術基準の議論のプロセスに市民なり非専門家なりの意見を入れるとい

うことは、日本はこれまでやってこなかった。この基準策定の部分に外部の意見を入れることをや

らなければならないのではないか。 

土屋：技術基準となると、市民・非専門家にとってハードルが高いのでは。 

黒田：確かに、技術基準の場合は、専門性が高いので難しいかもしれない。 

若松：医療の場合と比較してみてはどうだろうか。医師は国家試験があるので、それによって医療の質

が維持されることになっている。ところが、それを越えて多様な専門機関が存在する。それらの専

門家の質を我々はどう保障してもらっているのだろうか。例えば、ある研究機関で得られた成果が

公的な医療として認められる道筋はどうなっているのだろうか。おそらく何等かの Quality Control

が行われていると思うが、我々非専門家にはよく見えないようになっている。認められる、認められ

ないという判断は誰がどのようにしているのか。原子力についても、ある学会の技術基準が採用さ

れるとするなら、それは誰が、どのようにして決めているのか。 
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黒田：原子力規制委員ではないか。 

若松：では、その委員はどのようにして選ばれているのか？ 

土屋：原子力規制委員というより、原子力規制庁の役人が判断しているのではないか。ただし、規制庁

の職員の能力の問題が地震・津波リスクでは問題になった。 

若松：そうすると、もう一つ見えてきたこととしては、我々がルールとして決めていく、あるいは一時的で

もルールとして運用していくものの、チェックをする仕組みをもっていないということではないか。こ

れはかなり大きな警鐘として言えるのではないか。 

中村：他国はどのようにしているのか。 

土屋：伝聞であるが、米国原子力規制委員会は、そもそも内部に専門的な知識をもつ職員を抱えてお

り、そういった職員が外部の専門家と専門的議論を行って判断している。日本のように、外部の機

関に任せて、できたものをそのまま採用するということではない。規制機関に専門能力があるという

点は全く異なる。 

若松：技官と呼ばれる人の中には専門的な能力を持っている人もいると思うが、全体としてはどうだろう

か。 

谷口：そもそも日本の公務員はジェネラリストであることを求められている。一方、米国ＮＲＣの職員は

3000 人もおり、専門的な知識をもつ人が多い。このため、今回日本の原子力規制委員会は、ＪＮＥ

Ｓと統合し 1000 人の体制に増強したが、これらの人々は公務員として扱われる。そういう意味で、

やはり日本は審議会方式で判断をしていく、合意をつくっていくという仕組みといえよう。 

土屋：そのとおりであるが、専門家フォーラムでは、審議会や委員会では十分な議論ができていないし、

結論は役人がつくっているという議論が行われている。 

若松：審議会のメンバーシップについては、学会や業界から選ぶということが行われているが、その選

定方法で適切な人が選ばれているという保証があるのだろうか。おそらく学会には同じ専門領域

の人が集まって議論するのであるから、専門性をもった人が選ばれているといえなくもないだろう

が。 

土屋：先生方の場合は、学会推薦で選ばれるのか？ 原子力関係では、有名な先生のご意見を伺っ

て選ぶということが長く行われてきた。 

若松：学術会議に係るときには学会推薦ということがあるが、多くの委員会は学会からというより個人が

選ばれている。そして、委員を選ぶのは役人である。 

土屋：米国の National Research Council では、委員候補を公開してパブリックコメントをもらうという手続

きをしているとのこと。優秀なスタッフがいても、外部の専門家の意見を必ず反映させるという仕組

みが整えられている。これは、ＲＩＳＴＥＸの調査報告書に書かれていた。ＲＩＳＴＥＸの「科学的助言

のあり方」は重要な提言であるが、このプロジェクトでやったような、リスクの問題をいかに社会と議

論するか、専門家とステークホルダーをどうつなぐかについての具体的な方策までは示されてい

ない。 

 

 ここで土屋より、岩田ＰＯのコメント「共同事実確認を行ってどういう事実が確認できたのかを明確にす

るように」を踏まえて、報告書骨子案を説明。実施した内容だけでなく、専門家の議論から見えてきたＵ

ｎｋｎｏｗｎｓや、専門領域間でのつながりの悪さ、リスクの表現例についてまとめる予定。また、第６回フォ

ーラムの結果を踏まえて専門家と社会との議論はできることを示す。最後は、放射線と合わせて、専門
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家の議論の場がない、解決方法がないという現状を示すこととしたい。 

 

②放射線の健康リスクに関する活動報告と報告骨子案 

 上田さんより、26 年度の実施概要を説明。設計では、科学的な議論ができることと社会的影響の大

きい発言をしていることから人選した。論点に対する各専門家の見解を事前に準備して、第１回フォー

ラムを実施。この場には福島県の自治体から２名にオブザーバー参加していただいた。計画では、第２

回フォーラムは福島県内で公開で行う予定であったが、運営委員会で自治体関係者を対象とした場が

提案していたされたため、自治体への依頼と専門家への質問収集などの手続きを行ったあと、第２回フ

ォーラムを実施。放射線のフォーラムの難しさは、自治体といっても状況が異なってきることだけでなく、

対策が動いているため放射線の健康リスクだけの議論で終わらないということであった。科学的な議論

も行われたが、むしろ今後どんなことを行うべきかという施策に関する議論も多かった。報告書では、議

論をどう整理したのかの過程が見えるようにしたいと考えている。専門家の発言には、政府の施策決定

に関わった人とそうではない人で異なっていた。共同事実確認として何が見えてきたかとともに、今回

の経験からこんなことができるのではないかという提案も示したい。 

 

土屋：地震・津波が１年かけてじっくり専門家間の関係をつくってきたのとは異なり、放射線はいきなり

専門家間の議論をおこなったという難しさがあった。 

若松：自治体の意見は、自分にとっても役立つものだった。そこから見えてきたのは、放射線のリスクと

いうより、住民とのやりとりこそ自治体にとっての問題であるという点。つまり、「問題の立て方は適

切だったか」という問題を提起していると思う。社会が疑問をもち専門家に考えてほしいと思ってい

たことは，放射線の健康リスクそのものではなく，そこから生まれる帰還や除染や賠償といった問

題であり，様々な立場で課題が異なっているという点だった。このプロジェクトではまず専門家の間

の議論を行ってきたが，実は住民からの話を聞く方が先に必要であったのではないか。 

土屋：放射線リスクの場合は，事故直後から時間を経ることによって問題が変化したという難しさがあっ

た。 

若松：専門家の議論を噛み合わせる努力は重要だったが，実は住民を参加させれば問題は異なって

いたのではないか。 

谷口：放射線の健康リスクに対する見解に意外に違いがないということだったが，再度確認した方がよ

い。１mSv,20mSv,100mSv の社会的影響まで含めて見解が同じかどうか。また，異なる専門家を集

めていれば，見解が全く違うなど，結論が異なっていたかもしれない。 

若松：Joint Fact Findings がそもそも，科学的議論をすれば大きく違うことはないことを前提としている。 

谷口：社会的にどう異なるかを示せればよかったのではないか。 

若松：判断と政策は異なるもの。判断が同じでも，「〇〇だからこうする」の「こうする」という部分につい

て専門家の意見が異なる。つまり，事実をどう評価するか，という時の評価が異なっているというこ

と。 

上田：自治体の人にとっては，根強い不信感もある。どこでどのように決まったか分からない基準をもっ

て，多くのことが決められている。通常，市町村の状況や意見を県が国に伝えるなり，調整するなり

という働きがあるが，今回はそういう機能もなく，県が放射線に関してすべて国任せだった。ところ

が，環境省はこれまで放射性物質を扱ったことがなく，例えばいざ現地で除染しようというときに，
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何ら方法を提示することができず，市町村が自ら勉強して対策をとっていった。 

黒田：２回目はどのようだったのか？ 

上田：今中先生が市民向けの公開の場でなければ意味がない，と強く主張されたため，参加していた

だけなかった。独自の施策を行っている自治体や県にも参加していただけなかった。そういう点で

はキーとなる参加者がいなかったという課題もある。 

土屋：このあたりの難しさを解決する方法を提案してはどうか。 

若松：Joint Fact Findings は，専門家間で確認する場合と，市民の間で確認する場合とで，全くやり方

が異なる。何のためにＪＦＦをやるのかという点が重要。 

谷口：専門家間と市民間では別々に設計するべきだろう。このプロジェクトのそもそもの問題意識は，専

門家間でコミュニケーションがなされていないということであった。したがって，このＪＦＦでは，科学

的な事実確認を目的としていた。ただし，科学に対する見方は様々。Scientific Facts は同じでも，

それをどう解釈するかが異なっている。 

上田：第１回に参加していただいた福島県の自治体の方からは，あれだけの専門家が話し合ってもよく

分からないことなのだということが分かってよかったという感想を寄せていただいた。ただし，そのく

らいあいまないものが様々な施策のベースになっていることへの自覚が少ないという意見もいただ

いた。 

中村：１回目と２回目に同じ人が参加しているのか？ 

上田：１回目は２名の方にオブザーバーとして参加していただいた。お二人とも２回目にも参加予定だ

ったが，１名の方は急用で代理の方の参加となった。 

谷口：放射線に比べて，地震の方はあまり専門家の見解が一致するということはなかった。 

土屋：地震の場合，専門分野が異なるという点がある。また，放射線のように論点を絞ることはなかった。 

谷口：先ほどより早い段階で自治体を巻き込めばよかったとの報告があったが，できたかどうか？ 

土屋：確かに，すでに専門家同士で議論ができる状態になっていたことが大きいかもしれない。 

上田：時期の問題は大きい。事故後半年間，自治体は動かなかった。この間に様々な専門家が様々な

発言をし，政府の方針も二転三転した。 

若松：どんな問題を扱うかという点で，カタストロフィックな状況で考えるのか，そうでないのかということ

がある。ＪＦＦの手法は冷静に科学的知見を開陳するものなので，緊急事態では難しく，落ち着い

た状態で行うものとして適しているのではないか。 

土屋：カタストロフィックな状態で冷静な議論は難しいが，専門家は準備をしておく必要がある。 

上田：そういう意味では，多くの施策が決まった後で行ったため，政府により近い立場の専門家は，

様々な施策について「失敗，問題がある」といった発言はできない。 

谷口：自治体の人の存在が重要だったということだが，ＪＦＦを社会につなぐときに自治体はどう関わら

せるのか？ 

中村：自治体と言っているのは県か市町村か？ 今，福島ではどのような状況になっているのか？ 

上田：自治体が主体的に行っているものに，除染と健康調査がある。除染は，周辺市町村との整合性

が必要（どこかが 5mSv で隣町が１mSv まで除染では混乱するため）であるが，市町村に任されて

いる。一方，住民の健康調査は市町村の保健所や医師会などが連携すればきめ細かい対応が

可能であるが，県がすべて行っている。役割と機能が整合していないという齟齬をもったまま進ん

でいるのが実状。 
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若松：今回の事例は，原発事故にどう対応するかという具体的な問題を含む実験的要素をもっている。 

上田：原子力防災は，国が一元的に情報を集めて指示するという形になっていたが，今回事前に備え

ていた体制を作動させなかった。このため，すべて自治体が対応せざるをえなかった。自治体は

知識不足を補うために，個別に専門家に相談し，ばらばらな対応となっている。 

 

（２）プロジェクト全体の評価 

黒田：新潟県は，中越沖地震以降，技術委員会を設置した。その下に，地震・地盤と設備健全性のワ

ーキングがあり，福島事故後しばらく開催されていなかったが，やっと動きはじめた。委員には，住

民が推薦する委員を７名中２名加えている。市民の熟議ということからは，フォーラムの議論に自

治体ではなく，市民そのものを入れるべきではないか。市民からの意見書なども出されている。 

土屋：おっしゃるとおりだと思う。市民がこのような議論に関わる力をもつ必要がある。 

谷口：住民は近いところの行政，つまり市町村，基礎自治体に話をもっていくものである。そういう点で

は，基礎自治体を巻き込んだＪＦＦをやることに意義がある。自治体が絡むことは，住民側にも専門

家側にも関わることである。専門家内だけの議論ではなく，自治体を巻き込むというのは重要。 

若松：専門家間のＪＦＦに自治体の人が関わるには，翻訳のプロセスが必要。今回は行政の担当部署

の人が参加したが，担当は専門家に近いかもしれない。担当の人は住民とほぼイコールのような

人であるべきでは。 

土屋：地震・津波では，専門家にとってもよい経験だったと思う。 

谷口：個々人の知識ではなく，専門家集団としての知識を自治体に提供するという形が見えた。 

若松：このプロジェクトではかなり時間をかけて準備をしている。準備が大変だったという点も報告書に

記す必要があるのではないか。 

谷口：こうした議論の場の重要性が専門家に理解されていないことがある。 

若松：提言として，具体的な事例を扱っている点は重要。例えば，緊急時の対応としてどんなことが考

えられるかも示せるのではないか。 

谷口：リスクガバナンスの観点からも今回のようなＪＦＦは重要。 

土屋：重要であるが，実際に行うのは大変である。毎回プロジェクトを立ち上げるのではなく，専門家や

専門分野間をつなぐ人が出てくる必要がある。 

谷口：背景として，学問の細分化がある。周辺学会とのつながりも少なくなる傾向がある。日本学術会

議の役割だが，なかなか機能していない。 

黒田：日本学術会議の委員は，学会推薦では？ 

谷口：学会推薦といっても人のつながりに依存するし，米国に比べると事務局スタッフが圧倒的に弱い。 

若松：このような議論の場をつくることの専門性をもった集団が実施すべき。細分化しているので，どの

ような専門家がいるかなどを把握できないとだめである。本来は，学術会議がこうした機能を担うべ

きであろう。 

 

（３）その他 

若松：一般誌に，こんなことが見えてきたことを書いてみてはどうか。 

上田：成果をどう示していくかが重要。 

若松：誰が何を言っているかというセンシティブな内容ではなく，専門家集団であるとか日本社会の課
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題といった観点で書くのがよい。 

土屋：科学技術社会論学会には投稿予定。 

若松：学術誌だけでなく，より多くの人の目に触れるところに書くとよい。 
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参考資料 ６ 年度別活動一覧 

 

２４年度 

 実践事務局 地震・津波リスク 放射線の健康リスク 評価委員会 

10 月 10/4 第 1回

会合 

専門家ヒアリング 

専門学会での議論の調査 

再委託契約  

11 月   文献調査，ヒアリング計画策

定 

 

12 月  運営委員依頼   

１月 1/10 第 2回

会合 

1/17 第 1回運営委員会実施   

２月 2 月中旬～3 月下旬 市民と専門家に対する意識調査を実施  

３月 3/4 第 3 回

会合 

3/8 第 2回運営委員会実施 

3/15 奈良林委員ヒアリング 

3/22 第 3回運営委員会実施 

  

3/26 評価

委員会実施 

 

２５年度 

 

実践事務局 

地震・津波リスク 

放射線の健康リスク 評価委員会 運営委員会 専門家フォ

ーラム 

４月    ヒアリング調査依頼  

５月      

６月 6/5 第 1回 

今年度実施計

画について 

6/11第 1 回 

設計案検討 

招へい候補専

門家へのヒア

リング調査 

ヒアリング調査  

７月      

８月 8/5 第 2回 

専門家フォー

ラム実施案検

討 

8/26 活断層

勉強会 

8/5 第 2回※ 

実施案検討 

   

９月 9/12 第 3回 

進捗状況確認 

   9/12 第 1

回進捗報告 

10 月    運営委員依頼  

11 月   11/23 第 1 回

システム安全

と地盤 
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12 月 12/12AM 

第 4回 

第 1 回フォー

ラムの反省点

とその反映 

  

 

12/21 第 2 回

地震動評価と

活断層認定 

12/12PM 

第 1 回運営委員会（調査結果

を踏まえた原案提案） 

 

１月      

２月    

2/22 第 3回 

津波と対策 

2/3 第 2 回運営委員会（設

計案について） 

 

３月  

3/24PM 

第 5回 

今年度成果の

とりまとめ 

3/11 第 3回 

実施内容評価

と来年度計画

について 

  

 

 

3/27 第 3 回運営委員会（実

施計画と準備状況報告） 

 

3/24AM 

第 2回 

実施評価 

※地震・津波リスク運営委員会と実践事務局会合を同時開催。 

なお，25 年度は政府の予算が 24 年度内に成立しなかったため，実質的な研究活動は 6 月以降

となった。 
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２６年度 

年度 実践事務局 地震・津波リスク 放射線の健康リスク 評価委員会 

運営委員会 専門家フォー

ラム 

運営委員会 専門家フォー

ラム 

４月       

５月 5/29 第 1回 

放射線専門家

フォーラム当

日について 

  5/2 第 1 回 

専門家フォー

ラムについて 

専門家との 

打ち合わせ 

 

６月    6/23 第 2 回 

第 1 回フォー

ラムのまとめ

と今後の展開 

6/1    

第 1回実施 

 

７月 7/23 専門家

フォーラム実

施案と今後の

展開について 

 7/5  

第 4回実施 

 自治体ヒアリ

ング調査 

 

８月  8/25 専門家フ

ォーラム実施

案について 

    

９月    9/19 第 3 回 

第 2 回専門家

フォーラム実

施案検討 

専門家との 

打ち合わせ 

 

10 月   10/25  

第 5回実施 

  

 

10/1 第 1

回実施 

11 月       

12 月   12/7 

第 6回実施 

12/4 第 4 回 

第 2 回専門家

フォーラム実

施案検討 

 

12/21 

第 2回福島県

内にて実施 

 

１月       

２月    

 

2/12 第 5 回

報告書案検討 

 2/23 第 2

回実施 

３月 3/3 第 3回 

今年度成果の

とりまとめ 
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