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1　安全と安心

「安全・安心」という用語が社会で氾濫している。
安全（safety）は，リスク（risk）と表裏一体の定
量的概念であり，国際的には，受容できないリスク
から解放されていることが定義である1）。リスクは危
害（harm）の発生確率と程度の組み合わせで，ハ
ザード（hazard）は危害の潜在源である。どのよう
な対策を打ってもリスクは残り絶対安全はないが，
リスクを分析・評価し，許容可能なら「安全」とす
る。一方，「安心」は，一義的な訳語のない日本語特
有の主観的な概念である。受け入れ難い不測の事態
は起きないと信じている状態であり，ハザードを全
て排除しなければ安心できないことになる。結局，
リスクも危害もハザードも「危険」と翻訳する日本
では，安全と安心の違いを理解することも難しい。

私は，原子力・放射線の分野で必ず遭遇する「安
全と言われても安心できない」という主張に，まず
は，安全と安心を切り離したいと考えていた。そこ
で，昨年度の『技術士フォーラム2013放射線によ
る被ばくリスクと放射線防護をどう考えたらよい
か？』では，安全の判断に必要な情報提供に徹した
上で，「安心」との統合は各自で行うように予め宣言
した2）。安心については，講座『コミュニケーショ
ン“伝える”と“伝わる”』を改めて企画した3）。し

かし，これは技術士を対象にしたから成り立つ処方
であり，このような専門家主導の解釈が社会に受容
されるのかという疑念も私自身に残っていた。

東京電力福島第一原子力発電所（以下福島第一
原発と記す）の政府事故調査委員会の委員長であっ
た畑村洋太郎氏は，我々の知には「気づいて備えて
いる領域」と「気がつかずに備えていない領域」が
あり，後者は最後まで残り続けると述べている4）。こ
れはリスク評価の盲点を指摘しており，本当に安全
なのか？ 見落としはないのか？ という一般の人々の
感覚に沿うものである。では，安全をどう追求し，そ
れを伝え，安心に繋ぐには何をなすべきかを考えた。

2　福島第一原発事故の概要

まず，事故直後の発電所内の事象と，結果として
発電所の外で起きた事象の概要について確認する。

原子炉が異常を検知した時の安全の基本は，「核
分裂反応を止め」「燃料を冷やし」「放射性物質を
閉じ込める」ことである。原子炉は停止後も崩壊熱

（直後で出力の7 ％）を放出するため，それに応じ
た冷却が必要であり，その主力設備は，交流電源を
用いて大量の冷却水を循環し，海水を最終ヒートシ
ンクとするシステムである。そのため，外部電源は
送変電から受電設備まで多重化し，併設炉とバイ
パスし，非常用ディーゼル発電機も多重化するとと
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もに，交流電源を使用せずに一定時間駆動する非
常用炉心冷却設備も備えている。なお，電気供給
には電源盤や配線系統の維持に加え，計装設備の
ための直流電源の維持も必須である。

2011年3月11日14時46分，東北地方太平
洋沖地震が発生した。当該地域の原子力発電所で
は11基が運転中であったが（図1），炉は全基と
も停止した。約1時間後，津波が襲来した。東北
電力女川原子力発電所と日本原子力発電東海第二
発電所は，設備の一部が浸水したものの電源は確
保され冷温停止した。東京電力福島第二原子力発
電所と福島第一原発6号機は，海水冷却ポンプを
失ったが電源の一部が使用でき，また5号機も6
号機と電気をやり繰りし危機を免れた。一方，1～
3号機は，海水冷却ポンプと全ての交流電源を失
い，電源盤も浸水し直流電源も失った。炉心冷却
設備の停止により冷却水を喪失し，炉心が損傷・
溶融した。高温の被覆管と冷却水が反応して水素
が発生し，1号機と3号機では建屋に漏れた水素
が爆発し，4号機も3号機の水素が逆流して爆発
と火災が起きた。また，1号機と3号機は圧力抑
制室の水を介した蒸気放出により減圧したが，2
号機は格納容器から放射性物質が直接漏洩した。

発電所の外では，地震発生の約2時間後に原子
力緊急事態が宣言され，11日夜半から12日早朝
までに避難指示対象地域が半径2，3，10 kmと
拡大し，12日夕方には20 kmまで広がった。自
治体機能も混乱した中で，近隣の初期被ばく医療
指定機関からも緊急避難を余儀なくされ，多くの
不幸を引き起こした。事故直後からの食品の暫定
基準や出荷制限等，内部被ばく防止に効果を上げ

図1　太平洋沿岸（福島県周辺）に立地する原子力発電所

東北電力女川原子力発電所
震災時 ： 運転中(3基)

日本原子力発電東海第二発電所
震災時 ： 運転中(1基)

東京電力福島第一原子力発電所
震災時 ： 1～3号機（運転中）
4～6号機（停止：定期検査中）

東京電力福島第二原子力発電所
震災時 ： 運転中(4基)

た処置もあったが，水道水や思わぬ食品汚染，処
理施設の焼却灰等と汚染の拡大が次々と明らかに
なり，不確かな情報も流れて被ばくへの不安が広
がった。初期対応の反省から，行政や研究機関等
から膨大な情報が公表されたが，風評被害や謂れ
のない偏見や差別は相変わらず存在している。

3　事故の反省と復興に向けた課題

（1）安全の追及の仕方，安全評価の盲点
まず，我々が陥った安全評価の盲点について考察

する。国際原子力機関（IAEA）の基本安全原則に
おける安全目的は，人及び環境を電離放射線の有害
な影響から防護することである5）。その原則8で事
故防止と影響緩和の主要な手段として深層防護が
挙げられている（表1）。深層防護は，前段の防護レ
ベルが破られた場合を想定した対策を積み重ね，か
つ各層の独立により安全を担保する考え方である。

福島第一原発事故は，津波を起因事象とした長時
間の全電源喪失による冷却材喪失事故である。しか
し，「想定外」の津波が主因との当初の発言に対し，
事故を回避した成功事例からも，適切な安全対策さ
え施されていれば，最悪の事態は回避乃至緩和でき
たことも判ってきた。事故要因には複数の指摘があ
るが，ここではリスク評価と深層防護に着目したい。

リスク学の立場から研究と実践を積まれている北
村正晴氏7）や木下冨夫氏8）は，当初から「想定外」
には程度の異なるものがあることを指摘していた。
本来の「想定外」は隕石の直撃のような極めて低確
率なものを指し，設計・施工ミス，他分野の技術常
識の無知により起こる「想定外」は，不勉強や想像
力の欠如でしかないこと，発生確率が高いとする少
数派意見の安易な切り捨てや，リスクとコストのト
レードオフから想定外としたものは「想定除外」事
象であること，過去の原子力に関わる事故やトラブル
に厳密な意味の「想定外」はないことを述べている。

防護レベル 目　　的 対応する段階

第１層  設計段階から異常が起きないようにすること
 設計基準の
 範囲

第２層  異常が起きても検知し，影響が拡大しないように制御すること
 設計基準の
 範囲

第３層
 設備に対する影響の大きな事故に拡大しても設計基準事故の
 範囲に制御する(過酷事故にしない)こと

 設計基準の
 範囲

第４層
 過酷事故に拡大しても，人や設備機器を投入して影響緩和し，
 放射性物質の大規模放出を防止するための対策を準備すること

 設計基準を
 超えた範囲

第５層
 放射性物質が放出したとしても，環境と公衆の放射線影響を
 緩和できるように備えること

 防災，減災の
 範囲  

表1　IAEAの深層防護レベル6）
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今回の「想定外」の原因は，発電所の安全設備を
独立事象と見誤ったことである。一つの自然現象が
複数の安全設備を同時に破壊した場合，深層防護の
前提が崩れ，安全性を損傷確率の積で評価できな
い。この脆弱性には諸外国から数々の警報がでてい
た。国内でも869年の貞観津波が判明した時点で，
活断層の評価期間（12～13万年）に準じたリスク
感覚をもって謙虚に比較すれば，潜在的脅威に気づ
くチャンスはあった。そして危害の影響を真剣に考
えれば，防潮堤の高さではなく，費用対効果の大き
い対策の中から準備できたし，過酷事故を本気で想
定した現場対応や外部支援を予め検討していたら，
炉を守る人々は事故を回避できた可能性がある。

では，安全を追求するために何をすべきか？ そ
れは「想定外」事象を減らすための努力をし続け
ることであろう。原子力も工学である以上，採用技
術の可否判断は避けられない。しかし，脅威の存在
を認識すれば，設計範囲の拡張や危害の顕在化に
備えた対策を事前に検討することができる。また，
当初は合理性があった技術も科学の進歩に伴い安
全性を低下させる現象が判明したり安全性をより向
上する方法が開発されたりすることもある。このこ
とを常に認識すれば，現状維持による安全担保やリ
スク評価による裏打ちの盲点も認め，警報への感
度向上の努力を続けることができる。そして，事故
は絶対起こさないとの説明はもはや世の中に通用し
ない。防災のために安全を追求し続け，それでも事
故は起こるものとして減災の努力も続け，そして，
最後の安全は人が担うという覚悟を示すことが，先
に示した深層防護の第4，5層の真意と考える。

（2）安全の伝え方とコミュニケーションの問題
次に，安全情報とその伝え方について考察する。
第一に安全の根拠に関する説明の不備である。

チェルノブイリの経験に基づく国際放射線防護委
員会（ICRP）Pub103 2007年勧告は国内法に
当時適用されていなかったが，事故後の対応で重
要な役割をなした。Pub103では新概念として，
緊急時被ばく状況，現存被ばく状況（事故後も残
る長期の被ばく等）とともに線量限度とは異なる

「参考レベル」を導入した。参考レベルは政府が行
う放射線防護戦略の正当化や最適化の判断のため

の値で，緊急時なら予測線量20～100 mSvの範
囲で設定する。しかし，深夜の緊急避難指示にそ
の意識があったであろうか？ 国民にもその数値の
意味や放射線防護と健康影響の違いが適切に伝わ
らなかった。故に安全を判断する指標が伝わらず，
設定値「20 mSv」が混乱を招き，「1mSv」の除
染目標が復興の足枷となったのである。

第二に，クライシスコミュニケーションの失敗で
ある。当局の情報把握も困難であったのだが，情報
発信の一元化や関係機関への伝達の不備に加え，
国民に安全側に偏った情報と認識され，迅速性も
含めて情報公開への不信感を与えたことである。

第三は情報を伝える側の基本姿勢の問題である。
原子力関係者は，これまで原子力の受容と理解促進
が目的の広報活動に傾倒していた。リスクコミュニ
ケーションも言葉が独り歩きしているが，本来は対
話を通じて信頼関係を作り上げることが目的で，住
民目線を常に基軸に置く必要がある。だが，情報発
信者の多くに情報受信者への配慮の余裕はなく，専
門知の伝達だけに終始してしまったと思われる。

さらに，「専門家が沈黙した」といわれた。それ
は，叩かれることを恐れたからだけではない。事故
に関する種々の状況を，限られた情報から推測と不
確かさを示して話すには，真の技術力が必要だった
からである。福島は即戦力の技術者のみの現場で，
多くの専門家は後方支援に回った。だが，後方支援
の専門家こそ，身近な人々の関心に細心の配慮をし
て，適切な時期に，情報を解りやすく伝え続けねば
ならなかったのである。ここに現在の福島の復興を
妨げている要因の一つがあると反省すべきである。

（3）福島の人々の尊厳の回復に向けて
事故から4年が経過する。情報も整理され，福島

県内で生活する住民には，自らの放射線防護に必要
な実用的な知識が浸透してきたかにも見える。県民
の内部・外部被ばくの実測結果も十分に低い値で
あったことが判明し，特異的に高い値を示す個人の
原因を特定し生活指導に踏み込めるまでになった9）。
しかし，不信感や漠然とした不安が解消されたわけ
ではない。一方，長期避難を余儀なくされている住
民は，自身の選択を肯定する情報を選別しているよ
うにも見える。既に避難先での生活があり，帰還に
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伴う生活再建の負担も大きく，帰還を望まない住民
も増えている。福島の復興に向けた課題は，発電所
の中の技術的課題よりも外の社会にあるといえる。

住民も復興支援に携わる者も参考書とするICRP 
Pub111「原子力事故または放射線緊急事態後の
長期汚染地域に居住する人々の防護に対する委員
会勧告の適用」10）は，住み続けることを選択した
人々への提言をまとめた勧告である。本書には，
・住民は社会生活のあらゆる面で影響を被るが，

課題と対応はそれぞれ全て異なること
・多様な専門家の援助が必要だが，一方向ではな

く，地域の当事者との協働作業が必要なこと
・放射線防護は個人の行動に依存するため，当局

は住民の情報入手のための手段を講じること
・住民の尊厳を守るために，当局は地域外の人々

との公平性を重視する施策を行うこと
といった内容を具体的に記述しており，放射線防
護の究極の目的は，人々の生活を守り基本的人権
を守ることという思想に貫かれている。

そして，ICRPはこの理念を実践に繋ぐ試みに，
多様なステークホルダー間の地域協議の場として

「ダイアログセミナー」を開催している（表2）。そ
こでは，専門家は，参加者自らが答えを見出すべく
支援に徹し，全員で結論と勧告をとりまとめている。

多くの原子力・放射線の専門家が被災地支援に
赴いたが，NPO等の地道な活動と比して，短期の
直接支援が本当に住民の信頼を得ていたのかという
疑問もあった。支援のあり方については，我々も住
民目線の細やかな取り組みに真摯に学び，安全をど
う伝え，安心にどう繋ぐかを考えるべきであろう。

4　技術士がなすべきこと

福島の人々の真の尊厳回復のためには，リスク認

テ　ー　マ 開催場所

第１回 (2011/11) 福島事故後の居住環境の復旧:　チェルノブイリの教訓とICRP 勧告 伊達市

第２回 (2012/ 2) 福島事故後の生活環境の回復(伊達市の現状とNPO支援，海外報告) 伊達市

第３回 (2012/ 7) 食品についての対話 伊達市

第４回 (2012/11) 子供と若者の教育についての対話 伊達市

第５回 (2013/ 3) 「帰還―かえるのか，とどまるのか―」 伊達市

第６回 (2013/ 7) 飯館-問題の認識と対応- 福島市

第７回 (2013/11) いわきと浜通りにおける自助努力活動-影響を受けた地域でともに歩む- いわき市

第８回 (2014/ 5) 南相馬の現状と挑戦―被災地でともに歩む 南相馬市

第９回 (2014/ 8) 福島で子どもを育む 伊達市

第10回(2014/12) 福島における伝統と文化の価値 伊達市

表2　  福島原発事故による長期影響地域の生活回復のための 
ダイアログセミナー

識と放射線に関する正しい理解を社会全体に普及す
ることが不可欠であろう。原子力は「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」とされるトランスサイエンスの課題である。
社会的な意思決定のために住民の参加が必須であ
るなら，住民自らが情報の信憑性を判断し選別でき
るように，専門家が歩み寄り尽力する必要がある。

では，原子力・放射線部門の技術士がすべきこ
とは何か？ それは「安全」を住民自ら判断するた
めの偏りのない情報を常に発信し続けることであろ
う。我々の理念と立ち位置，安全を追求する地道
な活動を世に示し，人々の信頼に足る専門家として

『技術士』の存在を示すことであろう。福島の事故
への反省，技術者倫理と公益確保に基づく中立性
は当然，最も大事なことは『住民目線』と考える。

課題は次々と発生し，社会の関心も常に変化す
る。そして原子力・放射線の分野は広い。我々は社
会の誤解や問題意識を絶えず学び，世間の求める専
門性を磨き続ける必要がある。そして課題の解決に
は，多くの技術分野の協力が不可欠である。部門を
超えた仲間が集い連携して事にあたる，そんな技術
士像を示すことが，「安心」に繋がる一策と思われる。
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