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【原著論文】

福島原子力発電所事故による高レベル放射性廃棄物の 
地層処分の社会的受容の変化*

The Impacts of Fukushima Nuclear Accident on Public Acceptance of  
Geological Disposal of High Level Radioactive Waste

大友　章司**，大澤　英昭***，広瀬　幸雄****，大沼　進*****

Shoji OHTOMO, Hideaki OSAWA, Yukio HIROSE and Susumu OHNUMA

Abstract. This study examined the impacts of the Fukushima Nuclear Power Plant accident on the public 
acceptance of siting a disposal facility of high level radioactive waste (HLW). We applied the social acceptance 
model to predict public acceptance of investigation for siting of a geological disposal facility of HLW. 1930 
Japanese people completed longitudinal internet surveys that were measured before the Fukushima Nuclear 
Power Plant accident (in February, 2011) and after the accident (in February, 2012). Results indicated that the 
level of public acceptance of investigation for siting of a geological disposal facility decreased after the accident. 
Intergenerational subjective norm, social benefit and procedural fairness determined public acceptance 
consistently before and after the accident. However, the perceptions of stigma and intergenerational subjective 
norm became more salient after the accident. Our results show that the Fukushima nuclear accident reminds 
people of ethical problems of acceptance of a geological disposal facility of HLW.
Key Words: Fukushima nuclear accident, geological disposal, HLW, procedural fairness, social acceptance

1.　はじめに
2011年3月11日の東日本大震災の地震と津波
によって発生した福島第一原子力発電所の事故
（以下，福島原発事故）は IAEAの最高基準のレ
ベル7の原発事故として位置づけられている  
(IAEA, 2011)。この原発事故によって大量の放射
性物質が大気中に放出されたうえ，2013年5月時
点で，福島第一原子力発電所の20 km圏内に居住
していた約2万5千名の人々が帰宅困難者として
避難している（読売新聞，2013）。このような放

射能汚染による実害により，福島原発事故は日本
の原子力政策に対する信頼を大きく失墜させたと
いえる。そこで，本研究では，原子力政策の最も
重要な課題の1つである高レベル放射性廃棄物の
地層処分施設の立地調査に関する一般の人々の社
会的受容が，福島原発事故の前後でどのように変
容したのかを縦断的調査によって検討を行った。
日本では，原子力発電で使い終わった使用済燃
料はそのまま処分せず，燃料として再生できるウ
ランやプルトニウムを再処理によって回収し，そ
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の後に残る強い放射能を持った廃液を，ガラス原料
と混ぜて高温で溶融しステンレス容器に入れて固
化することにしている。こうしてできたガラス固化
体が高レベル放射性廃棄物（High-level radioactive 
waste，以下，HLW）となる。2000年に制定され
た「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」
に，このHLWを地下300メートルより深い安定
した地層に最終処分する（地層処分）ことが定め
られている。福島原発事故前の計画では，平成
20年代中頃に精密調査地区を選定し，平成40年
前後には建設地を選定することとされている。し
かし，最終処分場施設の設置可能性を調査する区
域の公募として，2007年に公募が取り下げられ
た高知県東洋町に加え，14市町村が応募検討な
どと報道されたが正式な応募には至らなかった
（経済産業省総合資源エネルギー調査会，2013）。
平成25年度現在，経済産業省は諮問機関「総合
資源エネルギー調査会」の「原子力部会放射性廃
棄物小委員会」を開催し，最終処分に関する取組
の見直しに着手している。
そもそもHLWの地層処分施設建設地の選定は
最も困難な課題として考えられている。Easrerlig 
(2001) によれば，HLWの地層処分施設は，刑務所
や原子力発電所といった迷惑施設に比べて最も忌
避的な施設として人々から評価される。実際に，
1990年代，欧州をはじめ，HLWの地層処分施設
の立地に関し，地域社会との対立が生じ，その計
画が遅延していた。パブリックインボルブメント
の手法を取り入れるなど，地層処分施設の立地の
やり方を変更することにより，フィンランドやス
ウェーデンなどでは候補地が決まるが，全ての国
で順調に進んでいるわけではない（経済産業省資
源エネルギー庁，2013）。例えば，英国では2008
年から公募方式による地層処分施設の立地を開始
し，カンブリア州とその2市が関心を表明して検
討を進めていたが，2013年1月に撤退権の法制化
などを要求し，次段階に進まないことになった。
ドイツは，福島原発事故以降，原子力発電からの
撤退を決め，これまで地層処分施設の候補地とし
て調査などを進めてきたゴアレーベンに特定せ
ず，改めて処分場の選定を進める法案の制定を行
う予定である。フランスでは，HLWの地層処分
施設の設置に関する公開討論会が市民団体の反対
により必ずしも順調に進んでいない (CNDP, 
2013)。
さらに，福島原発事故によって，原子力施設に

関するリスクやその否定的反応が過大に評価され
る社会的増幅 (Slovic, Layman, et al., 1991)  が生
じ，地層処分施設の立地の社会的受容をさらに困
難にさせている。リスクの社会的増幅とは，関連
する施設の事故などによって，対象となる科学技
術や施設に対して，リスクが過大に評価された
り，過剰に否定的なイメージが喚起される現象で
ある。例えば，ギャラップ社のパネル調査によれ
ば (WIN-Gallup International, 2011)，福島原発事故
前の日本では原子力エネルギーの利用は肯定的に
評価されていたのに対して，事故後は否定的な評
価へと変化している。また，世界的にも2001年
から始まった温室効果ガス削減や安定的なエネル
ギー供給源として原子力発電の復興を期待する
“原子力ルネサンス”(e.g. World Nuclear Association, 

2011) の状態から，イタリアやドイツのように福
島原発事故によって脱原発へと政治的な政策転換
をする国々が出てきた。欧米の一般市民の認知に
おいても，福島原発事故後に原子力に対する受容や
支持の低下していることが報告されている (Visschers 
and Siegrist, 2013)。同様の結果はチェルノブイリ
原発事故によっても報告されており，事故によっ
て原子力に対するリスク認知が悪化したこと
や (Verplanken, 1989)，原子力のみならずHLWの
地層処分施設に対する受容も低下したことが報告
されている (Eiser et al., 1990)。つまり，福島原発
事故によって，原子力関連施設であるHLWの地
層処分の立地に対しても，否定的な見方をする傾
向がより強くなったと予想される。

2.　本研究の目的
本研究では福島原発事故前後で，HLWの地層
処分施設の立地調査の社会的受容がどのように変
化したのか検討するため，その受容プロセスモデ
ルを仮定した (Figure 1)。この受容プロセスのモ
デルの変数とその要因連関に基づき，福島原発事
故前後で比較を行うことを目的とした。
まず，受容プロセスモデルでは，決定手続きの
公正さの判断である「手続き的公正」が地層処分
施設の立地調査の社会的受容に影響を及ぼすと仮
定している。正当性研究の分野において，望まれ
ない結果であっても公正な手続きによって決めら
れた場合，人々が決定を受け入れる傾向が高くな
ることが指摘されている (e.g. Lind and Tyler, 
1988)。これまで，リスク研究の分野では，信頼
やリスク認知といった要因に比べ，手続き的公正
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の影響は過小評価されてきた (Earle and Siegrist, 
2008; Visschers and Siegrist, 2012)。その一方で，
原子力関連施設の社会的受容に関する調査では，
さまざまな公正判断の要因の中でも手続き的公正
の影響力が最も強いことが指摘されている (Besley, 
2010, 2012)。そこで，本研究では手続き的公正を
地層処分に対する社会的受容の重要な規定因の1
つとして考えた。
次に，先行要因として，「スティグマ」や「世
代間主観的規範」といった倫理的な要因を仮定し
た。HLW地層処分の問題は人や環境へ及ぼすリ
スクの問題に加え，核兵器と同様にその存在自体
が非道徳的であるという倫理的側面が関与す
る (Easrerlig, 2001)。HLWの非道徳性（欧米の宗
教的な価値観における神の領域を侵す意味）を生
じさせる要因として，スティグマが挙げられる。
これまで，HLWに対して否定的なイメージが連
想されやすく，そのような連想がスティグマの温
床になっている (Slovic, Layman, et al., 1991)。一
般的に，科学技術に対するスティグマは，科学技
術や施設を受け入れた地域を悪い印象と結びつけ
ることで，敬遠したり避けようとする反応が生じ
ることである (Flynn et al., 2001; Gregory et al., 
1995)。HLWの地層処分施設立地の受容につい
て，スティグマが影響を及ぼすことが示唆されて
いる (Flynn et al., 1992)。また，社会的受容を考
える上で重要な先行要因として倫理的な規範があ
る。Skitka and Mullen (2002) によれば，何が正し
いか正しくないか，倫理的か非倫理的なのかの信
念である倫理的義務感が社会的受容を左右するこ
とを指摘している。原子力政策に関しては，倫理
感や罪悪感といった個人的規範が原子力に対する
賛否を規定することが示唆されている (De Groot 

and Steg, 2010)。とくに，HLWの地層処分施設
は，地下深くとはいえ，数万年以上という長期間
にわたりHLWを自分たちの住む地域で受け入れ
なければならないため，さまざまな世代に影響を
及ぼすという世代間の倫理的問題を含んでいる。
本研究では，世代を超えた影響について，新たに
“世代間主観的規範”という要因を仮定した。こ
れは，ある行動決定に対する周囲からの是認であ
る主観的規範 (Ajzen, 1991) を，先祖，現在の家
族，将来の世代へと拡張して，長期間に影響を及
ぼし続ける倫理的な問題に対するさまざまな世代
からの是認を評価する。そこで，本研究では，倫
理的側面の影響プロセスとして，HLWの地層処
分施設の立地には，「放射能で汚染された町」と
いう立地地域へのスティグマが常に生じるため，
このようなスティグマへの懸念によって世代間主
観的規範が影響を受け，それが地層処分施設の立
地調査の受容を規定すると仮定した。
その次に，HLWの処分政策の便益評価を社会

的受容の規定因として仮定した。便益評価は，原
発やHLWの地層処分施設立地の社会的受容の規
定因の1つとして考えられてきた (Sjoberg, 2004; 
Visschers and Siegrist, 2012)。しかしながら，一般
的な判断ではなく，自分の居住地域に立地される
ような場面（i.e. NIMBY場面）では，便益評価が
HLWの地層処分施設の社会的受容にほとんど影
響を及ぼさないことが報告されている (Flynn et 
al., 1992; Tanaka, 2004)。本研究では，処分政策を
進める上で地元の合意が求められることから，立
地地域の住民として判断する場面で，便益評価が
地層処分の社会的受容にどれくらい影響を及ぼす
のか検討を加える。また，先行研究の便益評価
は，処分政策により国や社会に貢献できるという
「社会的便益」と，雇用創出や地域の活性化とい
う「個人的便益」の評価が1つの変数として扱わ
れ区別されてこなかった。実際に，社会的便益と
個人的便益を分けて検討した研究では，社会的便
益の方が個人的便益よりも地層処分の社会的受容
に対する影響力が強いことや，社会的便益が個人
的便益に影響を及ぼすことが示唆されている（伊
藤，2007）。さらに，Visschers and Siegrist (2013) の
研究では，原子炉建替の社会的受容に対する便益
評価の影響が，福島原発事故後に弱くなることが
指摘されている。本研究では，福島原発事故前後
の便益評価の影響力の変化を詳細に検討するた
め，社会的便益と個人的便益からの社会的受容へ

Figure 1　  Structural model of public acceptance  
process
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の影響と，社会的便益からの個人的便益の影響を
分けて分析を行う。
また，「リスク認知」に関して，これまでHLW
の地層処分施設立地の賛否を左右する重要な要因
として議論されてきた (Slovic, Flynn, et al., 1991)。
とくに，福島原発事故後は原発の受容に対するリ
スク認知の影響力が強くなったことが指摘されて
いる (Visschers and Siegrist, 2013)。リスク認知は，
HLWの地層処分施設に対するスティグマや施設
立地の受容を規定することも示唆されている (Flynn 
et al., 1992)。また，HLWの地層処分施設の立地
調査の住民投票参加意図に対してもリスク認知が
影響を及ぼすことが指摘されている (Sjoberg, 
2004)。本研究では，リスク認知のスティグマや
社会的受容に対する影響に加え，新たに世代間主
観的規範への影響についても仮定した。リスク認
知によってスティグマが強くなるのと同様に，地
層処分が危険だと判断されるほど，将来世代に対
する規範意識が高くなると予想される。そこで，
これまで検討されてこなかったリスク認知の世代
間主観的規範に対する影響について明らかにす
る。
さらに，HLWの処分事業や事業に関わる組織に
対する「信頼」を先行要因として仮定した。これ
まで，信頼が科学技術の受容を規定する重要な要
因であることはさまざまな研究によって指摘され
ている (Earle, 2010; Poortinga and Pidgeon, 2006; 
Slovic, 1999)。原子炉の建替の問題では，信頼は福
島原発事故前後で一貫してリスク認知と便益評価
を規定する要因であることが報告されてい
る (Visschers and Siegrist, 2013)。また，HLWの地
層処分施設に関する立地では，信頼はリスク認知
とスティグマに影響を及ぼす要因であることが示
唆されている (Flynn et al., 1992)。さらに，手続
き的公正の研究では，信頼と手続きの公正さ認知
が密接に関連しあっていることが指摘されてい
る (Tyler, 2012; Tyler and Degoey, 1995)。そこで，
本研究では，信頼は主にリスク認知，便益要因，
手続き的公正に影響を及ぼすと仮定した。
最後に本研究のモデルでは，「感情」を先行要
因として仮定している。リスク判断において感情
はバイアスを生じさせることが指摘されている  
(Finucane et al., 2000)。これまで，感情的な評価と
原発の選好との関連が示唆されている (Keller et 
al., 2012; Siegrist et al., 2006)。また，Besley (2012)

は，原子力政策の受容における公正性の判断が感

情的な評価に左右されることを指摘している。
HLWの問題についても，否定的な感情を持って
いる人ほど，さまざまな判断において否定的に評
価したり不公正なものとみて，立地政策に反対す
る傾向が強くなることが報告されている (Slovic, 
Flynn, et al., 1991)。そこで，本研究では，感情は
一種の判断のバイアスとして，主にリスク認知，
便益要因，地層処分に対するスティグマ，手続き
的公正に影響を及ぼすと仮定した。
以上のHLWの地層処分施設の立地調査の社会
的受容の要因連関を福島原発事故前後の時点で調
査を行い検討する。その際，日本では地層処分施
設の立地候補になった具体的な事例は存在してい
ないため，自分たちの居住地域が処分場の候補と
なるための立地調査に関する社会的受容の仮想場
面を想定した調査を行う。

3.　方法
2011年2月17日から21日に第1回目の調査と

して，インターネット調査会社インテージ社のモ
ニターから日本の年齢，性別，都道府県の人口構
成比に応じた層別に3,000名程度のサンプル数を
目標に回答者を募集した。その結果，3,289名の
回答が得られた。第2回目の調査は2012年2月17
日から20日に実施し，2,000名程度のサンプル数
を目標に第1回目の調査回答者を対象に再度回答
を依頼した。最終的に第1回目と第2回目の両方
に回答した有効回答者は1,930名であった。回答
者の2012年時点の平均年齢は49.6 (SD＝13.4) 歳，
男性51%，女性49%であった。主な職業は，会
社員が25%，専業主婦・主夫が21%，無職・定年
退職が14%であった。子どもがいる回答者は
46%であった。

調査手続き
調査では資源エネルギー庁のHP (www.enecho.

meti.go.jp/rw/hlw/hlw01.html)に掲載されている
HLWの地層処分の説明のダイジェスト（例，HLW
の問題，地層処分の多重バリアシステム，地層処
分事業の決定手続き）を提示した。その次に地層
処分についての感情的評価，リスク認知，処分事
業や事業に関わる組織の信頼を測定した。次に，
地層処分の立地調査を受け入れた具体的な事例が
存在していないため，場面想定法による調査を
行った。その際に用いたシナリオでは，「過疎によ
る人口減少と厳しい財政不足の状況になるA市の
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住民」という設定で「A市の市長が高レベル放射
性廃棄物の地層処分の調査に施設受け入れを前提
とした応募を考え，調査受け入れの利点の説明と
住民からの意見を聞く説明会を行った。その説明
会の後に応募を表明した。」という場面を設定し
た。シナリオの提示後に，自分が暮らすA市で地
層処分の立地調査が行われることについて，ス
ティグマ，世代間主観的規範，手続き的公正，社
会的便益，個人的便益，調査受容の測定を行った。

調査項目
個人属性と感情的評価を除く調査項目は，“1.　

全くそう思わない”から“5. 非常にそう思う”の5段
階評価で測定した。

1)　感情的評価　高レベル放射性廃棄物の地層
処分の印象について，「よい–わるい」，「きらいな– 

すきな」，「好ましい–好ましくない」，「感じのわ
るい–感じのよい」，「必要な–不必要な」，「危険な– 

安全な」，「無害な–有害な」，「不安定な–安定な」，
「あぶなくない–あぶない」，「問題のある–問題のな
い」を用いたSD尺度を5段階評価で尋ねた。点数
が高くなるほど肯定的な評価になるよう得点化し
た（第1回目調査：α＝.93，第2回目調査：α＝.94）。

2)　信頼　HLWの処分事業や事業に関わる組
織の能力に対する信頼として，能力に対する信頼
は「原子力事業を安全に行う技術が確立してい
る」，「原子力発電環境整備機構 (NUMO) は処分
事業を適切に行う能力がある」，「国は，原子力に
関する判断を適切に行う能力がある」，「電力会社
は原子力事業を安全に行う能力がある」，「自治体
の長は，地層処分場の選定に関する判断を適切に
行う能力がある」の5項目で測定した（第1回目
調査：α＝.88，第2回目調査：α＝.89）。意図に対
する信頼は「原子力事業は国民のためを思って行
われている」，「原子力発電環境整備機構 (NUMO)  
は市民に配慮して事業を進めてくれるだろう」，
「国の原子力に関する判断は，国民のことを考え
て行うだろう」，「電力会社は原子力事業を，環境
など公益のことも考えて進めるだろう」，「自治体
の長の判断は，住民のことを考えて進めてくれる
だろう」の5項目で測定した（第1回目調査：α＝ 
.89，第2回目調査：α＝.89）。なお，本研究では能
力と意図の2つを合わせた総合的な信頼として扱
う（第1回目調査：α＝.94，第2回目調査：α＝.94）。

3)　リスク認知　「万が一，地層処分施設で事
故がおきれば，すぐさま被害者を出すだろう」，

「高レベル放射性廃棄物の科学的な理解は進んで
いる」，「万が一，地層処分施設で事故や不測の事
態が生じれば，多くの人が死亡する」，「万が一，
地層処分施設で事故が起きたとしても，被害を最
小限にとどめることができる」，「高レベル放射性
廃棄物の地層処分は，自分の子供や孫など，将来
の世代にとって危険性がある」，「高レベル放射性
廃棄物は恐ろしい」の6項目で測定した（第1回
目調査：α＝.80，第2回目調査：α＝.84）。

4)　スティグマ　「私やこの市は，世間から偏見
をもたれる」，「私やこの市が，悪いイメージで世
間から見られる」，「私や私の住むこの市は，世間
から避けられるだろう」，「私や私の住むこの市は
不当な評価を受けるだろう」の4項目で測定を行っ
た（第1回目調査：α＝.91，第2回目調査：α＝.90）。

5)　世代間主観的規範　「自分の祖先から調査
を受け入れないよう期待されていると思う」，「自
分の孫や子孫から調査を受け入れないよう期待さ
れていると思う」，「自分の家族から調査を受け入
れないよう期待されていると思う」，「地域の人々
から調査を受け入れないよう期待されていると思
う」の4項目で測定を行った（第1回目調査：α＝ 
.91，第2回目調査：α＝.92）。

6)　手続き的公正　「市長の調査受け入れまで
のやり方は望ましいと思う」，「市長の調査受け入
れについての進め方は公正だと思う」の2項目に
ついて測定を行った（第1回目調査：α＝.92，第2
回目調査：α＝.93）。

7)　便益評価　社会的便益は「日本の社会全体
の利益のためになることだ」，「日本の社会全体に
貢献することができる」，「この市が日本の電気事
業の大事なパートナーとなる」，「この市が地層処
分を引き受けることは誇りにできる」の4項目を
測定した（第1回目調査：α＝.88，第2回目調査：
α＝.90）。個人的便益は「新しい仕事に就き，収入
も増える」，「私や家族の生活も豊かになる」，「こ
の市の雇用が増える」の3項目の測定を行った
（第1回目調査：α＝.86，第2回目調査：α＝.87）。

8)　調査受容　「この市での調査に賛成だ」，「こ
の市で調査を行うことは，受け入れられる」，「こ
の市で調査を行うことの賛否を問う住民投票が行
われれば，賛成票を入れる」の3項目を測定した
（第1回目調査：α＝.92，第2回目調査：α＝.93）。

4.　結果
HLWの地層処分に関する認知変数の福島原発



– 54 –

事故前と事故後の調査時点の平均および標準偏差
をTable 1に示す。認知変数について，福島原発
事故前後の変化のみに焦点を当てているため，主
要な交絡変数である性別と子どもの有無を共変量
として，事故前後を独立変数とする共分散分析を
実施した。まず，地層処分場の立地に関する調査
受容は事故後に下がっていた。地層処分に対する
感情評価，リスク認知，信頼は否定的な評価をす
る方向へと変化していた。また，原発事故によっ
て，スティグマや世代間主観的規範をより強く感
じるように変化していた。社会的便益は震災前よ
りも評価が下がっていた。
次に，各変数の項目から潜在変数を抽出し，潜
在変数間の因果関係と福島原発前後の繰り返しを
仮定したモデルを検討するため，構造方程式モデ

リングによる対応データ分析を行った。各潜在変
数の相関をTable 2に示した。分析に際して，事
故前後の同じパスの変化を特定するため，配置不
変モデルから測定不変モデルまでのパスの等値制
約の解除の必要性をχ2変化量の有意性検定を用い
てモデルを比較した (Table 3)。χ2変化量とモデル
比較の相対的な適合度指標であるAICの改善度の
結果から，感情的評価→手続き的公正，信頼→手
続き的公正，社会的便益→個人的便益，個人的便
益→調査受容のパスの等値制約を解除したモデル
を採用した (Figure 2)。具体的には，事故後に，
感情→手続き的公正への影響は強くなっていたの
に対し，信頼→手続き的公正の影響は弱くなって
いた。また，社会的便益→個人的便益の影響も弱
くなっていた。個人的便益→調査受容の影響は，

Table 1　Means and standard deviations in the pre and post Fukushima nuclear power plant accident

感情評価
リスク 
認知

信頼 スティグマ
世代間 
主観的規範

社会的 
便益

個人的 
便益

手続き的 
公正

調査受容

2011年
2.77 3.49 2.95 3.23 2.86 3.06 3.00 2.90 2.87
(.79) (.71) (.79) (.87) (.91) (.86) (.88) (.88) (.98)

2012年
2.41 3.75 2.26 3.57 3.12 2.75 2.95 2.71 2.63
(.85) (.76) (.83) (.88) (.99) (.97) (.96) (.97) (1.06)

F (1, 1927)

η2
19.76** 9.76** 92.76** 13.06** 4.19* 16.18** .01 1.46 15.25**

.01 .01 .05 .01 .002 .01 .00 .00 .01

ANCOVA with age and nurturing family as a covariate. 
* p＜.05, ** p＜.01.

Table 2　  Correlations between latent constructs of structural model of public acceptance process in the pre and post 
Fukushima nuclear power plant accident

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. 11_感情評価  ̶
2. 11_リスク認知 －.89 ̶
3. 11_信頼 .80 －.82 ̶
4. 11_スティグマ －.66 .69 －.64 ̶
5. 11_世代間主観的規範 －.62 .66 －.56 .68 ̶
6. 11_社会的便益 .75 －.74 .79 －.55 －.55 ̶
7. 11_個人的便益 .59 －.59 .66 －.46 －.41 .74 ̶
8. 11_手続き的公正 .69 －.72 .78 －.60 －.57 .74 .64 ̶
9. 11_調査受容 .78 －.81 .78 －.66 －.71 .78 .66 .82 ̶

10. 12_感情評価 .74 －.74 .67 －.56 －.53 .61 .49 .60 .66 ̶
11. 12_リスク認知 －.72 .82 －.67 .58 .56 －.60 －.49 －.60 －.68 －.87 ̶
12. 12_信頼 .63 －.66 .71 －.53 －.44 .60 .53 .63 .61 .75 －.78 ̶
13. 12_スティグマ －.53 .57 －.51 .59 .46 －.42 －.35 －.47 －.52 －.65 .66 －.60 ̶
14. 12_世代間主観的規範 －.52 .55 －.48 .49 .58 －.45 －.35 －.47 －.57 －.64 .65 －.55 .66 ̶
15. 12_社会的便益 .59 －.61 .60 －.48 －.44 .65 .52 .55 .62 .71 －.68 .71 －.52 －.54 ̶
16. 12_個人的便益 .48 －.49 .51 －.37 －.36 .56 .59 .47 .54 .53 －.52 .56 －.38 －.39 .72 ̶
17. 12_手続き的公正 .58 －.60 .61 －.48 －.43 .58 .52 .64 .61 .69 －.66 .74 －.56 －.53 .71 .58 ̶
18. 12_調査受容 .65 －.66 .63 －.55 －.55 .61 .48 .60 .70 .78 －.76 .74 －.64 －.69 .75 .59 .81 ̶

All correlations are significant at the 1% level.
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事故前は統計的に有意な関連がみられたのに対
し，事故後はみられなかった。ただし，もともとの 
パス係数が低いことから（事故前β標準解＝.08, p＜.001; 
事故後 β標準解＝.02, p＝.361），実質的な影響力はほ
とんどないといえる。また，事故前の変数が事故
後の変数にどれくらい影響を及ぼしていたかの繰
り返しによる安定性の効果のパスについて検討し
た。とくに顕著な結果としてみられたものとして，
感情的評価（β標準解＝.72, p＜.001），信頼（β標準解＝ 
.67, p＜.001）から事故前から事故後への極めて強

い関連がみられた。一方，事故前の調査受容→事
故後の調査受容の影響はβ標準解＝.06 (p＝.013) で
あった。統計的には有意であるものの，事故前の
決定は震災後の決定にほとんど影響を及ぼしてい
ない大きさである。また，事故前のスティグマ→
事故後のスティグマへの影響はみられなかった
（β標準解＝.06, p＝.091）。世代間主観的規範（β標準解
＝.08, p＜.001）は，事故前から事故後への影響は
確認されたものの大きな影響を及ぼしていなかっ
た。つまり，感情的評価や信頼は事故前の判断

Table 3　Model fit indexes of constrained and unconstrained models comparing the pre and post accident data

Model χ2 df p Δχ2 Δdf Δp AIC GFI CFI RMSEA

配置不変モデル 4877.71 1019 ＜.01 ― ― ― 5191.71 .90 .95 .04

測定不変モデル 4925.15 1035 ＜.01 47.44 16 ＜.01 5207.15 .90 .95 .04

測定不変モデルに，感情→手続
き的公正の制約解除

4920.54 1034 ＜.01 4.62  1 ＜.05 5204.54 .90 .95 .04

前のモデルに，信頼→手続き的
公正の制約解除を追加

4911.90 1033 ＜.01 8.64  1 ＜.01 5197.90 .90 .95 .04

前のモデルに，社会的便益→個
人的便益の制約解除を追加

4901.88 1032 ＜.01 10.02  1 ＜.01 5189.88 .90 .95 .04

前のモデルに，個人的便益→調
査受容の制約解除を追加

4894.26 1031 ＜.01 7.62  1 ＜.01 5184.26 .90 .95 .04

Figure 2　Structural model in the pre and post accident
Path coefficients indicate un-standardized solution to examine the differences between the pre and post accident. To reduce the 
complexity of the figure, the disturbances, error terms, covariates between the error terms of repeated variables, correlations between 
latent variables are not shown. * p＜.05, ** p＜.01.
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が，事故後も比較的継続して影響を及ぼし，同様
の判断が事故によって強化されていた。一方，調
査受容，スティグマ，世代間主観的規範は事故前
の判断はほとんど影響を及ぼしておらず，事故後
に新たに再評価されたといえる。

5.　考察
5.1　認知変数の変化
福島原発事故によって，HLWの地層処分に関
する感情および認知変数の全てが変容していた。
まず，地層処分施設の立地調査の社会的受容が低
下していた。福島原発事故は原発ではない地層処
分施設の立地調査の受容度までも弱めていた。次
に，（肯定的な）感情的評価，社会的便益も下
がっていた。とくに，地層処分事業に関わる組織
に対する信頼は大幅に低下していた。これまでに
も，福島原発事故によって原子力に対する社会的
受容や信頼や便益評価が低下し，リスク認知が高
くなることが報告されており (Visschers and Siegrist, 
2013)，同様の結果が確認されたといえる。また，
地層処分におけるスティグマや世代間主観的規範
の認知的評価が高くなっていた。福島原発事故に
よって，地層処分を科学技術のリスクの問題とし
てだけでなく，放射能汚染の否定的なイメージや
将来世代への影響といった倫理的な問題としてと
らえる見方が顕在化したと考えられる。福島原発
事故が起きたことで，もともと忌避的な評価をさ
れやすいHLWの地層処分施設に対する負のイ
メージが強化され，施設は危険なものという認知
が強くなり，さらにはそのスティグマや先祖や将
来世代への罪悪感といった問題にまで影響が広が
るリスクの社会的増幅 (Slovic, Layman, et 
al., 1991) が生じたといえる。その影響は，リス
クとは直接関係していない側面である手続き的公
正，社会的便益や個人的便益の評価の低下として
も波及している。福島原発事故という通常よりも
大きな出来事であるため，社会的増幅の波及効果
が大きいと考えられる。これらの事故後の変化に
より，最終的に地層処分施設の立地調査の受容が
低下させられたといえる。

5.2　社会的受容モデルの要因連関の変化
HLWの地層処分施設の立地調査の受容プロセ
スモデルについて福島原発事故前後で比較を行っ
た結果，多くの要因間の関連については事故前後
で大幅な変化が見られなかった。とくに，世代間

主観的規範，手続き的公正，社会的便益が受容の
規定因となり，その中でも手続き的公正が一貫し
て強い影響を及ぼしていることが確認された。手
続き的公正が受容の重要な規定因になることは従
来の研究知見とも一貫する (Besley, 2010, 2012)。
また，受容に対する要因連関の構造そのものが変
化しないことは，福島原発事故前後の原発に関す
る調査でも報告されている (Visschers and Siegrist, 
2013)。つまり，立地調査をどのように受容する
かのプロセス構造については，福島原発事故によ
る大幅な変容はみられなかったといえる。
その一方で，影響の仕方が変化した関連があっ
た。福島原発事故後に感情から手続き的公正への
影響が強くなり，信頼から手続き的公正への影響
が弱くなっていた。福島原発事故によって信頼の
影響が弱くなることがこれまでにも報告されてい
ることや (Visschers and Siegrist, 2013)，事故によ
る放射能汚染等の問題を目の当たりにしたこと
で，地層処分事業の実施主体の信頼に基づき手続
きの公正判断を行うよりも，感情的な判断で行う
傾向が強くなったと考えられる。とくに，福島原
発事故後に感情的な評価が否定的に変化したこと
からも，HLWという感情的に嫌なものは不公正
なものとみなす見方 (Slovic, Flynn, et al., 1991) が
顕在化したといえる。また，社会的便益から個人
的便益への影響や個人的便益から社会的受容への
影響が弱くなっていた。福島原発事故後に便益評
価の影響力が低下することは従来の知見とも一致
する (Visschers and Siegrist, 2013)。また，地層処
分の問題において，便益評価は社会的受容にほと
んど影響を及ぼさないことが示唆されてい
る (Flynn et al., 1992; Tanaka, 2004)。事故によって
便益に関する評価はほとんど考慮されなくなった
と考えられる。
次に，福島原発事故前後で繰り返し測定された
同一要因の変化の仕方についていくつか特徴が確
認された。まず，感情と信頼は福島原発事故前の
変数が事故後の変数と強く関連していた。感情と
信頼の評価そのものは事故後に下がったものの，
否定的な感情を持っている人は否定的に，地層処
分事業の実施主体を信頼していない人はより不信
感を強めるといったように，事故前の評価に基づ
いて事故後の評価を行っていた。これまでにも，
HLWの地層処分施設に対して忌避的な反応が極
めて強いことや (Easrerlig, 2001)，福島原発事故
後に信頼の影響は弱まるものの安定して影響を及
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ぼすことが示唆されている (Visschers and Siegrist, 
2013)。よって，地層処分に対する感情や信頼に
対する評価は事故によって，人々が抱いていた評
価が極化するように変化したと考えられる。
一方，福島原発事故前の変数から事故後の変数
へと繰り返しの効果がほとんどみられなかったも
のとして，社会的受容，スティグマ，世代間主観
的規範があげられる。これらの変数は，福島原発
事故前に高く評価していても低く評価をしていて
も，事故後には全く異なる評価をしていた。つま
り，福島原発事故をきっかけに再評価されたとい
える。社会的受容に加え，スティグマと世代間主
観的規範で再評価が生じたことは重要な知見であ
る。地層処分施設の立地調査の受け入れに際し
て，立地による地域のイメージの低下や世代を超
えた影響といった倫理的問題が事故前とは異なる
判断がされた。つまり，原発事故の放射能汚染の
問題に直面したことで考え直されたといえる。原
子力発電所の施設とHLWを人間の生活圏から隔
離する地層処分は技術的に異なる施設であるにも
かかわらず，原発事故により放射能汚染の問題と
してHLWに対する忌避的な反応が強く生起する
社会的増幅が生じた。それにより地層処分施設の
立地調査の社会的受容は一層困難になったといえ
る。
以上，本調査結果だけでは断言できるものでは
ないが，福島原発事故によって，人々は地層処分
の問題を倫理的な問題として捉える側面が顕在化
したと結論づけることについては蓋然性が高いと
言えよう。福島原発事故は，原子力政策の再興へ
の機運である“原子力ルネサンス” (e.g. World 
Nuclear Association, 2011) の世界的な潮流を大き
く変え，政治的および市民レベルの原子力政策の
受容をさらに難しくした。そのため，従来のリス
ク・コミュニケーションでされてきたような，地
層処分の技術的な安全性をアピールするような手
法では人々の社会的受容を高めることが困難であ
るといえる。本研究の結果では，手続き的公正が
社会的受容の重要な規定因であったことからも，
人々は地層処分を受容する際に，決定手続きにお
ける参加プロセスを重視していると考えられる。
倫理的な問題が強く関与する問題において，手続
き的公正は決定の正当性を高める要因として考え
られる。したがって，地層処分に対する社会的受
容を高めるためには，人々のさまざまな価値観を
反映させるような参加型のプロセスによるコミュ

ニケーションが求められる。そのためにも，今後
は，原子力政策に関わる認知要因以外の政治的・
社会的価値観，教育や所得の水準といった社会階
層的要因などの社会的なアプローチに基づく，よ
り詳細な検討が研究課題となる。
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