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要旨

安全の基準は社会と当事者との契約、すなわち社会の合意で決められねばならない。それには、人々の放

射線安全に対する正しい理解が必要であり、個人個人の理解の程度が十分で揃っていることが望まれる。そ

の意味で、社会の構成員の個人的放射線受容レベルが今日どのように分布しているかを知ることは、放射線

の合理的管理方策の在り方や一部公衆に見られる radiofobia(放射線嫌悪症もしくは過敏症)に対する対応

の方策を検討する上で極めて重要である。このようなことから、我々は、社会を構成する色々の人たちを対

象に放射線被曝についての受容レベルの調査を行ってきた。今回、中日両国のそれぞれにおける医学系と理

工系の 2グループについて調査を行った。

中日両国の学者ともに、受容レベルの値は個人差が大きく、広い分布を示している。また、各グ、ループと

も、個人レベルでの 2受容レベル間の間隔は狭かった。さらに、理工系の学者においては、日本人学者の受

容レベルは、 LuおよびLlともに在日中国入学者の受容レベルより有意に高い値を示した (p<O.05、p<O.005)。

医系学者グループについては、中国入学者グループの方は、 LuおよびLlともに理工系学者グループのそれ

らより有意に高い値を示した (p<O.05、p<O.oI) 0 一方、日本人学者グループでは、在日中国人学者および

日本人理工系学者グループより高値である傾向は見られたものの、統計的な有意差はなかった。

知的水準の高い人達の間にあっても、放射線被曝のリスクや安全に対する考え方は、個人によって異なっ

ており、受容レベルは予想以上のばらつきを見せた。また、こういった事情は中日両国の国境に関わらない

ものであることが明らかとなった。
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はじめに

「安全」と「危険」とは、相互対立しかも相互依存している一対の言葉である。多く

の辞書に書かれているように、危険でないことは安全、安全でないものは危険とされて

おり[1 ]、この二つの言葉が一つはないと別の一つは成立が不可能と思われる。実際

には、この世の中絶対的安全あるいは絶対的危険は存在しない。両者の聞には無数の状

態があり、それらを通してこの対立しているこつの言葉は繋がっている [2J。特に、

高度に発展している現代文明の時代においては、技術の開発や発明により、新たな危険

がそれらの副産物として不可避的に付随している。例えば、いわゆる“環境ホルモン"

が現在話題となっており、詳細な研究から、ゴミ処分による大気の汚染や、環境ホルモ

ンの影響など一連的危害が分かつてきた。ここで、この一連の危害に対し、どのような

対応をとるべきかが問題になっている。もし全てのゴミ処分工場が停業とすると、人間

の生存する場はいつの間にかゴミに埋められてしまうだろう。さらに、各種の発電所か

らの危害もよく検討されてきた。これらの危険を避けるため発電所を閉め、電気のない

原始時代に戻るというのは、我々現代人として受け入れられるでしょうか。

また、放射線は現代の生活、文化、文明を発展させるための重要な手段であり、学問

研究・産業・医療に広く利用されているうえに、今も変わらず大きな未知の可能性を秘

めている。しかしながら、結果として放射線あるいは放射線の発生を伴う機器の使用が

積極的に進められている一方、放射線や放射性物質の使用が副産物として不可避的に付

き合いを強いられることも増えつつあることは、医療の現状を見るまでもなく明らかで

ある。その上に、原爆による被災、原発の事故、動燃での不手際などもあって、放射線・

放射能・原子力は危険なものであるという概念が国民に広く植え付けられている。日本

国だけではなく、世の中大勢の人々が放射線・放射能・原子力に対し恐怖感を持ち、 「望

市生畏、聞之失色」と言っても言い過ぎないのは現状である。これは、放射線の使用を

積極的に進めていく上での大きな障害になっている。

以上のことから、 「安全」と「危険」についてどのように考えるかという問題は今日

非常に重要であると恩われる。安全の基準は社会と当事者との契約、すなわち社会の合

意で決められねばならない [3]。新たな技術を推進するには政治家、研究者そして経

営者だけでなく、一般の人々のこの問題についての意識が高まり、社会として意志が集

約され、合意が形成されるよう努力すべきと思う。それには、人々の放射線安全に対す

る正しい理解が必要であり、個人個人の理解の程度が十分で、揃っていることが望まれる。
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それなくしては、合理的な契約ができないからである。その意味で、社会の構成員の個

人的放射線受容レベルが今日どのように分布しているかを知ることは、放射線の合理的

管理方策の在り方や一部公衆に見られる radiofobia(放射線嫌悪症もしくは過敏症)に対

する対応の方策を検討する上で極めて重要である。

このようなことから、我々は、現在の社会が放射線の危険性の受け入れについてどの

ような状態にあるのかを知ることを目的として、社会を構成する色々の人たちを対象に

放射線被曝についての受容レベルのアンケート調査を行なった。

アンケート対象及び方法

在中日国学者(内訳:大学院在学生、訪問学者、大学教師)および同等学歴をもっ日

本人学者計 75人を対象とし、次のレベルについて調査を行なった。

レベル 1 (Lu) 身体に一度に放射線を受ける場合(全身均等、外部被曝)、これ以

上なら怖くていやだという線量。

レベル 2 (U) 同じく、これ以下なら特に被曝が気にならないという線量。

アンケート調査は関東地区にある 3箇所の大学で教官に通して行い、具体的には、面

談や郵便、電子メール等による聞き取り(アンケート調査)であった。回収したアンケ

ートは中日別、理工系医系別の4つのグループに分けて分析した。

A. 在中日国人学者理工系 (30人、男:女=18 : 12) 

B. 日本人学者理工系 (15人、男:女=10 : 5) 

C.在中日国人学者医系(15人、男:女=9:6) 

D. 日本人学者医系 CI5人、男:女=7: 8) 

統計学的検討は t-検定を用いた。 p値が 0.05より小さい場合を有意とした。

線量というものを正しく理解していないことによる意味のない回答を排除するため、

人類が自然界から受けている年間の線量値などを紙面で解説した。

結果と考案

安全の定義

アンケート用紙には放射線についての「安全」をどのように捉えているか簡潔に答え

てもらった。整理すると大体次の 7つに分けられる:

1. 人体に対し、既知の障害(現代科学で認識された障害)および未知の障害を引き起
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こさない状態。

2. 組織や細胞レベルだ、けで、なく分子レベルでの影響もないような環境。

3. 生理的および心身的な影響のない、また短期だけでなく長時間に渡っても障害を起

こさないような状態。

4. 自分自身への影響だけでなく、子孫への影響もないという環境0

5. 生命維持する活動を妨げず、天寿を全うできること。

6. 絶対的な安全は存在しない。従って、リスクをできる限り低く抑えることが相対的

に安全ということになる。

7. ICRPの勧告に従い、各指標の限度値を超えない環境。

放射弱震1Jl4震に対すl)受容レベソル

A group. (Science-Technology of Chinese) 

B group. (Science-Technology of Japanese) 

C group. (Medical science of Chinese) 

D group. (Medical science of Japanese) 

図 1.各グ、ループにおける放射線の被曝に

対する受容レベル
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単一被曝で「怖いと感じる最低のレベル (Lu)Jと「気にならない最高のレベル(L1)J 

について聞いたものであり、回答をまとめると図 1の通りとなった。中日両国の学者と

もに、発表者の一人加藤が以前報告した調査結果 [4J と同様な傾向を示した。すなわ

ち、受容レベルの値は個人差が大きく、分布は広かった。ぱらつきの幅も大きく見られ

た。また、各グ、ループとも、個人レベルでの 2受容レベル間の間隔が狭かった。このこ

とも以前の調査結果に一致している [4J。

表 1.各グル}プの放射線受容レベルの比較 (単位:mSv) 

項目 A B C D 

怖いと感じる最低レベル (Lu)の平均値 10.3 :t4.5t 95.7土65.6 31.7:t 12.1 * 100.3土65.1

気にならない最高レベル(L1)の平均値 0.5土0.1ttt 2.9:t 1.0 2.4:t 1.1材 3.6:t 1.2* 

Luの最低値と最高値 0.001 "-'100 0.01"-'1，∞o 0.001"-' 100 1 "-' 1，∞o 

Uの最低値と最高値 0.001"-' 1 0.001"-' 10 0........10 0.001........10 

中日両国のグループ聞の比較P<0.05、ttP<O.Ol、tttP<0.005 

ホ:中日両国における、理工系と医系との聞の比較、 P<0.05、料 P<O.Ol 

さらに、各グ、ループ聞の比較を行ない(表 1)、次のことが知られた。 1)日本人理

工系学者の受容レベルは、 Luおよび U ともに在中日国人理工系学者の受容レベルより有

意に高い値を示した (P<0.05、P<0.005)0 2) 日本人医系学者のL1および Luは、在中

日国人医系学者のそれより高い傾向が見られるものの、統計的有意差は認められなかっ

た。 3) 中国人学者グ、ループでは、医系グループの Luおよび U ともに理工系グループ

より有意な高値を示した (pく0.05、pく0.01) 0 4) 日本人学者グ、ループでは、医系グルー

プのそれらが理工系学者グループより高値である傾向は見られたものの、統計的な有意

差はなかった。医系の学者に比べ、理工系は放射線被曝に対しやや敏感であることが示

唆された。

今回の調査は範囲が狭くデータも少ないため、これらの結果についての理由付けは困

難であるが、ーっとして考えられるのは、日本国は自然資源が少ないため、原子力の開

発をより早い段階から発展させているのに対し、中国では化石燃料が豊富で今でも重要

なエネルギー源となっており、原子力の利用開始がやや遅れたことにあるものではない

かと思われる。さらに 放射線に関する教育が、急速に発展してきた放射線学および放

射線応用学への対応の遅れもあり、放射線の利用価値より、むしろその危険性と危険性

を避けるための防護規則の重要性を強調しているきらいがある。一方、周知のように、

-409-



JAERI-Conf 99-011 

放射線の医学への応用が中日両国を含み世界中でかなり進んできている。放射線診療機

器の開発利用に伴い、放射線・放射能の医療への応用が、現在臨床上、診断及び治療に

重要不可欠な手段として人の命に係わっている。そのため、放射線に関する知識が医系

学者に対し必須うのものとして特に求められていることから医系学者の受容レベルが高

いことが解釈できると思われる。

本調査は、放射線についての安全文化の国際比較の第一歩として行なったものである。

放射線問題に関し、すべての面は含んではいないが、人々の被爆に対する受容レベルが

大きくばらついていることを明らかにできた。こういう状況の下では、放射線技術の推

進について社会的な合意を形成するのは困難である。この問題をどう解決するのが良い

は、今後の課題である。おそらく、放射線および放射線防護に関する基礎的な知識の普

及教育が「当務之急」であろう。また、この課題を解決するため、このような意識調査

を国際協力により、量的にも質的にもより高いレベルで、より多くの国について行なっ

ていくことが望まれる。

まとめ

本調査の結果より以下のような知見が得られた。

1. 知的水準の高い人達の間でも、放射線被曝のリスクや安全に対する考え方は個人によ

って異なり、受容レベルは予想以上のばらつきを見た。この傾向は中日両国に共通し

ている。

2. 放射線及び放射線防護に関する基礎的知識の十分でない人達が予想以上に多く存在

している。

3. 放射線被曝の受容レベルについては、中日いずれの国においても、現状では定量的に

社会的コンセンサスを得ることは困難である。
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