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→ 調査、実験結果をもとに問題を提示 （関東、関西居住者について）

i. 市民のリスク認知は、どのような状態にあるか？
ii. 市民の知識は、どのような状態にあるか（何を疑問に思い、知りたいと思って

いるか）?
iii. どのようなリスクコミュニケーションが必要か? 2

■福島第一原子力発電所事故による放射性物質の健康への影響

…人々は強い不安を感じ、政府やメディアに不信

「まとまった情報を提供してくれる信頼できる情報源がない」
「みればみるほどわからなくなり、身近なものへの不安がますます大きくなった」

…福島産農産物の買い控え（検査結果によらず）
（フォーカスグループコミュニケーション実験、選択実験より）

■人々の不安の背景の一部
 心理的、主観的なリスク評価
 情報環境の制約による、知識の制約

■専門家の役割
 市民のリスク認知、知識の状態 （不安、疑問）を把握
 それらに応えられるリスクコミュニケーションの機会を提供すること

話題



市民はどのようにリスクを
知覚しているか?
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調査１：食品中の放射性物質のリスク知覚
調査２：放射性物質の健康影響に関するイメージ
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東京

福島第一原子力発電所
京都

調査 調査法 対象 実施日

調査
１

インター
ネット調査

小学生の子供のいる30～49歳の男性、女性
…関東、関西地域居住者

各調査のサンプル数 : 618×4 = 2472

2012年1月
24-25日

調査
2

フォーカス
グループ
インタビュ

小学生の子供のいる30～49歳の男性、女性
…関東、関西地域居住者

サンプル数 : 4×1、6×3= 22

2012年2
月,3月、
2014年6月

累積被ばく線量推定

東京 0.52mSv/2011
京都 0.25mSv/2011

ヨーロッパ航路の航
空機パイロット: 

2mSv/y

270km

540km



リスク度、リスク削減必要度の知覚
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Web調査の結果 （2011年3月－5月）

Figure  Mean ratings of magnitude of perceived risks and risk adjustment
Source: Data from an internet survey (May-June, 2011) with men and women aged 30–49 years who had school children (N=2472).  

リスク度知覚（社会にとって）
日本全体でみたとき、現状では、
どの程度のリスクがあるか

リスク削減必要度
リスクが社会的に受け入れられるように
なるには、現在のリスクをどの程度、減

らすことが必要でしょうか

食品中の放射性物質

土壌や空気中の
放射性物質

腸管出血性大腸菌

残留農薬



リスク/ハザード特性の知覚 :食品中の放射性物質

Figure１Mean ratings of risk/hazard characteristics
Source: Data of an internet survey(May-June, 2011) with women aged 30–49 years who had school children (N=1236).  The Scales of the items 

marked with asterisks are converted into the ones which have negative meanings in order to compare with other items.

まったくそう思わない← →大変そう思う

食品中の放射性物質 空気や土壌中の放射性
物質

健康に深刻な影響・死に至る

悪影響は遅れてあらわれる

病気の原因になる

悪影響が現れると治療や回復が困難

悪影響の確率が高い

閾値を超えなければリスクは低い (*)

体に蓄積する

見分けることができない

避けようがない

自らの技能と努力によっても、悪影響を制御できない (*)

リスクと共存できない (*)

新聞やテレビで頻繁に大きく報道された

生々しい情景や怖ろしいイメージが浮かぶ

リスクについて知識がなく、影響についてよく知らない

政府の規制措置（基準や検査を含む）を信頼できない (*)

科学者などの専門家の判断を信頼できない (*)
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強い不安、政府への不信
 入手可能な情報の収集 → 強い信念の形成
 入手できない情報について、知識の欠落

市民の知識は情報環境に制約される
・・・・体系的な科学情報の欠如

いくつかの知識の欠落
①自然放射線
②人体への影響のメカニズム

• 確定的影響には閾値がある
• 低線量被ばく時のDNA修復
• 不完全修復が発がんにつながる（確率的現象）
• 放射性物質の物理的半減期、生理学的半減期

③規制措置、検査

 高線量被ばく時に現れる影響と、低線量被ばくの影響とを、区別して認
識することができていない
→  高線量、低線量被ばく、両方についてバランスある知識の必要
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原子炉制御棒の挿入、自動停止

原子炉事故の原因

原子炉構造・爆発箇所

チェルノブイリ事故との違い

日常被ばくしている自然放射線

空間線量の推移

急性障害は高線量被ばく時に発生

DNAの修復、低線量の影響

.DNAの不完全修復・がんの発生確率

内部被ばくとヨウ素131の半減期

食品の規制値・出荷規制

食品の規制値の考え方

食品中の放射性物質の検査・公表

魚介類の検査・漁の再開

放射性物質の魚への蓄積・放出

Figure 3 Mean Ratings of Knowledge Level: Internet Survey
Note: The rating scale is: 1 (I don’t know anything about this), 2 (I know a little), 3 (I have a general idea), 4 (I know a lot about this)
Source: Data from an internet survey (May–June, 2011) with women aged 30–49 years who had school children (N=1236).

大変よく知っ
ている

まったく知
らない.

人体への影響

Web調査：

知識の程度



どのようなコミュニケーションが
必要か?  
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以下のスライド10～18は、
新山陽子・鬼頭弥生・工藤春代・松尾敬子「市民の水平的議論を基礎にした
双方向リスクコミュニケーションモデルとフォーカスグループによる検証－食品
を介した放射性物質の健康影響に関する精緻な情報吟味－」『フードシステム
研究』第21巻第4号、267-286頁、にもとづく。



リスクコミュニケーションの考え方:
• 専門家による市民の説得は困難との認識
• 相互理解、双方向性が目指される

….初期のコミュニケーションに失敗したときには、説得的行為は大きな反発を招く

態度の変化…. 精緻化見込みモデル

• 周辺的ルート（感情的処理、直感的処理）により形成された態度は、直感的手掛かり
の置き換えによって替わりやすいが、中心的ルート（情報内容にもとづく精緻な情報
処理）によっては変化しにくい

有効なコミュニケーション:

• 人々の疑問、不安を汲み取り、それに応える情報の提供と議論の場を提供すること
.….コミュニケーション実験の結果から

• 市民が必要とし、市民に納得のいく体系的な科学情報を作成して、提供すること
• 市民が自分たち自身で科学情報の精緻な吟味を行える議論の場を提供すること

→ 市民がメディアや政府の情報を吟味できる基盤をつくる

 市民には、納得のいくやり方で、時間をかけて、情報を吟味することが必要
→ 納得、疑問・不信を繰り返し、あらゆる手持ちの知識を動員し疑ってかかる

リスクコミュニケーションモデルの提示、その目的 :



フォーカスグループコミュニケー
ションの４つのステップ

第一次科学情報作成
（専門家グループ）

情報説明
（専門家G）

グループ・ディスカッション
（参加市民だけで）

疑問点の抽出
（専門家G）

第二次科学情報作成
（専門家G）

【事前準備】

【第2回コミュニケーション】

【第1回まとめ・第2回準備】

【第1回コミュニケーション】

情報説明
（専門家G）

グループ・ディスカッション
（参加市民だけで）
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Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

A 市民の水平的討議
精緻な情報処理型
（双方向RCモデル）

 少人数で2回継続

 専門家チームによる、市民の疑問に応
える科学情報の作成

 市民のみの水平的討議（自らで納得の
ゆくように討議）



原子力発電所
事故

原子炉事故の
収束の見通し

措置

1. 検査体制、方法

2. 医療・治療体制、治
療の可能性

3. リスク低減のための生
活へのアドバイス

健康への影響

1. どのようなデータをもとに健康への
影響が判断されているのか？根拠と
なるデータは充分あるのか ?

2.遅れて現れる影響があるのでは ?

3. 実際の総被ばく線量は

4. 被ばくが続いたときの体内への蓄
積と健康への影響

5. 広島・長崎の被爆経験、チェルノブ
イリ原子力発電所事故から分かるこ
と、今回の福島の事故との違い

第一回グループディスカッションに
おいてだされた疑問点

A 市民の水平的討議
精緻な情報処理型
（双方向RCモデル）

確率的影響: がん

の増加、遺伝的影
響の有無・・・デー
タを提供

過去のケース
との比較・・・
詳細なデータ



放射線の遺伝的影響

調査項目
［調査期間］

対象集団
結果

被ばく群 対照群

出生時障害
[1948‐54年]

65,431人注

：1948年から6年間に生

まれた広島・長崎の新
生児76,626人のうち、

相互に血縁関係のない
両親から生まれ届出の
あった新生児

49,645人

：1922-40年に東京

赤十字産科病院が
行った日本人の出
生に関する大規模
調査

被爆者の子供の出生時障害
発生率（594例、0.91％）は、

東京赤十字産科病院の大規
模調査の出生時障害発生率
（456例、0.92％）と一致。また、

被ばく群について、被ばく線
量と障害発生率の間に関係
はなし。

性比
[1948‐62年]

73,994人

：1948‐62年に生まれた

被爆者の子供（両親ま
たはその一方が被爆）

66,548人

：1948‐62年に生ま

れた非被爆者（両
親とも）の子供

放射線の性比への影響を裏
付ける証拠なし。

染色体異常
[1967‐85年]

8,322人

：両親またはその一方
が爆心地から2,000m
以内で被爆（10mSv以
上）

7,976人

：両親とも爆心地か
ら2,500m以遠で被
爆（5mSv未満）また
は原爆時市内不在

異常の増加を示す証拠なし。

DNA（欠失、重
複）
[1985年‐現在]

500家族

：両親またはその一方
が10mSv以上被ばく

500家族

：両親とも被ばく線
量が5mSv未満

DNAの変化について、親の被

ばくに関連して新たに生じた
可能性のある例はなし。

→研究継続中

死亡率、がん
発生率
[1946年‐現在]

76,814人

：生涯調査（寿命調査LSS）集団に属する原爆被爆
者の子供で、1946年5月‐1984年12月に生まれた人。
このうち、被ばく線量が5mSv未満の親の子供を対
照群としている。

20歳以前・以降での、がん発

生率およびその他の疾患によ
る死亡率増加は観察されてい
ない。

→研究継続中
今後も長期間の追跡調査

出所：財団法人放射線影響研究所『要覧』平成20年9月およびNakamura (2006) Genetic effects on 
radiation in atomic-bomb survivors and their children: Past, present and future. Journal of 
Radiation Research , Vol.47(Suppl): B67-73. に基づいて作成。

注：当時の（妊婦のための）特別配給申請者に関する情報に基づき、広島・長崎市内の妊娠女性の
90％以上を確認し、調査を行っている。

調査：いずれも原爆傷害調査委員会（ABCC）および放射線影響研究所

遺伝的影響：これまでの人を対象とした疫学調査では認められていない。

 原爆被爆者の子供を対象とした調査 （両親の被ばく線量の中央値は約140mSv）
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広島・長崎の原爆と健康影響

広島 長崎

推定死亡者・負傷者数
（～1945年末）

9-16.6万人死亡
8万人負傷／人口34-35万人

6-8万人死亡
8万人負傷／人口25-27万人

早期影響
（被ばく直後～数か月）

• 爆心地付近では、爆風によるけがと熱線・火災によるやけ
どのために多くの人が死亡した。

• 放射線による急性死亡：骨髄線量2.9-3.3Gy（=2900-
3300mSv）では、50％の人が亡くなったとされる。

• 急性放射線症：嘔吐、下痢、血液細胞数の減少、出血、脱
毛、男性の一時不妊。

後影響 • 白血病：被爆後約2年後から増加し、被爆後6-8年にピーク
に達した。

• 固形がん（白血病以外のがん）：被爆の約10年後から、放
射線被ばくに起因すると考えられる固形がんが増加。

表２ 結腸線量別の固形がん過剰発症例数

重み付けした

結腸線量注1・2
対象者数

がん
症例数

推定された
過剰数

（放射線の影響に
よる過剰数）注3

寄与割合（％）
（全症例のうち放
射線が関与してい

る割合）注3

対照群
<0.005Gy
（5mSv）

60,792 9,597 3 0.0%

被ばく群

0.05-0.1Gy
（50-100mSv）

27,789 4,406 81 1.8%

0.1-1Gy
（100-

1000mSv）
14,635 2,800 460 16.4%

≧1Gy     
（1000mSv）

2,221 645 307 47.6%

被ばく群
合計

44,635 7,851 848 10.8%

出所：財団法人放射線影響研究所『要覧』平成20年9月
財団法人放射線影響研究所『わかりやすい放射線と健康の科学』2008年

出所：財団法人放射線影響研究所『要覧』平成20年9月、45頁表16に加筆（加筆箇所は注参照）。

注１：被曝線量推定システム（DS02）によって、結腸を含む15の臓器線量が推定されている。部位別の
がんについて解析するときは、該当する臓器線量が用いられる。

注２：重み付けした線量は、中性子線量を10倍したものとガンマ線量の和（Svの計算方法と同じである
との記述より、Sv表示を加筆）。

注３：括弧内の記述は、財団法人放射線影響研究所『要覧』平成20年9月の調査・解析内容の記述を
もとに加筆。寄与割合について、もとの表では小数点以下四捨五入しているが、小数点第１位（第
２位）の表示に修正した。

31

「放射性物質の健康影響に関する科学情報」http://www.agribusiness.kais.kyoto-u.ac.jp/houshanou.html
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Effects on 
human body

原子炉制御棒の挿入、自動停止

原子炉事故の原因

原子炉構造・爆発箇所

チェルノブイリ事故との違い

日常被ばくしている自然放射線

空間線量の推移

急性障害は、高線量被ばく時に発生

DNAの修復、低線量の影

DNAの不完全修復・がんの発生確率

内部被ばくとヨウ素131の半減期

食品の規制値・出荷規制

食品の規制値の考え方

食品中の放射性物質の検査・公表

魚介類の検査・漁の再開

放射性物質の魚への蓄積・放出

Figure7 Mean Ratings of Knowledge Level: Pre- and Post-Communication
Note: The rating scale is: 1 (I don’t know anything about this), 2 (I know a little), 3 (I have a general idea), 4 (I know a lot about this)
Source: Questionnaire surveys of subjects who attended both sessions (10 males and 21 females in Kanto, 13 females in Kansai)   

たいへんよ
く知っている

まったく
知らない.

コミュニケーショ
ン前

コミュニケーショ
ン後

知識の程度
の変化

A 市民の水平的討議
精緻な情報処理型
（双方向RCモデル）



0

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

開始前

終了後

Figure Mean ratings of risk/hazard characteristics
Source: Questionnaire surveys of subjects who attended both sessions (10 males and 21 females in Kanto, 13 females in Kansai)
Scales of the items marked with asterisks are converted into the ones which have negative meanings in order to compare with other 
items.

Pre-
Commu
nication

Post-
Commu
nication

大変そう思う←

健康に深刻な影響・死に至る

悪影響は遅れてあらわれる

病気の原因になる

悪影響が現れると治療や回復が困難

悪影響の確率が高い

閾値を超えなければリスクは低い (*)

体に蓄積する

見分けることができない

避けようがない

自らの技能と努力によっても、悪影響を制御できない (*)

リスクと共存できない (*)

新聞やテレビで頻繁に大きく報道された

生々しい情景や怖ろしいイメージが浮かぶ

リスクについて知識がなく、影響についてよく知らない

政府の規制措置（基準や検査を含む）を信頼できない (*)

科学者などの専門家の判断を信頼できない (*)

→まったくそう思わない

リスク/ハザード特性知覚の変化A 市民の水平的討議
精緻な情報処理型
（双方向RCモデル）



16Table  Number of participants whose perceived risk scores have risen / decreased

no change have risen

＜-3 -1, -2 0 ＋1, +2 ＋3＜

Radioactive substances through food 9 15 7 8 4 43

Radioactive substances in the air and soil 12 15 8 5 3 43

total

Number of participants

have decreased

リスク度知覚の変化

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

残留農薬

腸管出血性大腸菌

食品を介した放射性物質

環境中の放射性物質

5.9 

7.9 

7.3 

7.6 

5.8 

8.0 

6.4 

6.4 

終了後

開始前

*

*

a 開始前と終了後のリスク度知覚の変化

註）＊は、前後の変化について、対応のあるt検定により有意差（P<0.05）が確認

されたことを示す

（新山 2014)

A 市民の水平的討議
精緻な情報処理型
（双方向RCモデル）
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結論

放射性物質の健康影響に関するリスク知覚構造の特徴:
…. イメージに依存する直感的な情報処理に依存
…. 科学的な知識の不足（科学情報が不足）が、それを促進

- 市民の疑問に即した、かつ、市民にとって、吟味の余地の
ある詳細な情報の提供

- 市民が自分たちのやり方で得心がいくように情報を吟味で
きる議論の場の提供

「放射性物質の健康影響に関する科学情報」は、下記に公表しています。
ご利用下さい

http://www.agribusiness.kais.kyoto-u.ac.jp/houshanou.html



緊急事態一般に適用
できる大項目

食品を介した放射性物質の健康影響を例とする中項目

• 原子力発電所事故の原因と経緯
• 収束の見通し
• 放射性物質が健康に影響を与える生理学的メカニズム
• 被ばく放射線量と健康影響との関係　（用量－反応）
• その根拠となるデータとその信頼性　（疫学データ）
• 過去の事例と、異同
• 食品を介した健康影響のメカニズム
• 放射性物質の放出状態
• 食品汚染の状態
• 内部被爆量、総被ばく量の推定
• 基準値の考え方
• 検査の考え方、仕組み、体制
• 規制措置（出荷規制など）
・現実の実施状態
• 医療体制、家庭でできる措置

出所：文献[21]を修正し、掲載。

表-6　健康影響のある緊急事態において市民が必要とする情報

註） フォーカスグループコミュニケーションを通して作成した原型科学情報から導出したも
      のである。斜体字は、コミュニケーションを通して市民から求められた情報である。

２．健康影響の判断
   の基礎となる科学

的認識

１．事態の生じた原
    因、収拾の見通し

３．現実の状態（距離
    や人の感受性に

応じて）

４．事態への対応措
置と実施状態

赤字は市民が求めた情報
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■本研究は、鬼頭弥生、工藤春代との共同研究に依ります。
リスクコミュニケーション、Web調査は、
・科学研究費基盤（S)「食品リスク認知とリスクコミュニケーション、食

農倫理とプロフェッションの確立」（新山代表）
・消費者庁委託研究 により、実施しました。

■本報告は、2015, 25th March, 1st International Conference of Kyoto 
University Risk Research Network Bridge the Gap in Risk Perceptions for the 
Restoration from Tohoku Triple Disasterにおける報告の日本語訳です。

■双方向リスクコミュニケーションモデルは、新山陽子・鬼頭弥生・工藤春
代・松尾敬子「市民の水平的議論を基礎にした双方向リスクコミュニケー
ションモデルとフォーカスグループによる検証－食品を介した放射性物質の
健康影響に関する精緻な情報吟味－」『フードシステム研究』第21巻第4号、
267-286頁、2015年3月に公表しています。

■提供情報内容の作成、面接調査の実施にあたり、
・放射線医学総合研究所 明石真言理事
・消費者庁
・科学研究費メンバー（小澤守関西大学教授）

他、ご協力いただきました皆さまにお礼申し上げます。
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