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A social con‰ict over nuclear technology arises from the diŠerent interactions between society and
nuclear technology. The purpose of this review is to grasp the essential points of this social con‰ict from a
social viewpoint. These essential points can be discerned by interpreting results of polls about nuclear tech-
nology and the future of society in general. As a result, attitudes towards nuclear technology can be ex-
plained in terms of diŠerences of general views on society such as social order or social progress. The atti-
tudes of people toward nuclear technology were divided into strong agreement, weak agreement, weak ob-
jection and strong objection in order to obtain useful information for clariˆcation of social con‰ict on this is-
sue. Results of polls of people who have weak agreement for nuclear technology reveal their ambivalence
about nuclear technology. This raises concern that further implementation of nuclear technology might
cause these people to shift their views to objection.

KEYWORDS: social science, social interaction between society and nuclear technology, social
problem, determinants of attitude towards nuclear technology, trustworthy relation between
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I. は じ め に

現代社会では，科学技術が高度に利用されているが，科

学技術が社会生活に浸透するほど様々な課題が顕在化して

くる。原子力利用は，社会の維持，発展のために重要な科

学技術の 1つであるが，一般社会・市民から全面的な賛

同を得られているとはいい難い。原子力利用は論争的な性

格を強く有し，種々の対立(特に敵対関係を伴う対立＝軋

轢)を生み，原子力利用の進展を阻害している。原子力利

用を円滑に推進するためには，社会・一般市民が原子力利

用をどのように捉えているかを知り，その上で的確な対応

を取る必要がある。

そこで，これまでに実施された原子力利用に関する意識

調査や社会意識調査の結果を総合し，一般市民が原子力利

用に向き合う態度を明確にしていく。そして，社会意識の

変化を背景として，一般市民が原子力利用への賛否を決め

ている要因を見出し，原子力利用を巡る状況をどう意味付

けているかを探る。すなわち，本報では，これまでに実施

された意識調査を整理，分析することで，原子力がおかれ

ている状況を一般市民の意識の観点から論じるものである。

原子力利用に対して，多くの一般市民が消極的賛成を示

すことが種々の調査で明らかにされており，本報では，こ

の点にまず着目する。これまで賛成層とみられていた消極

的賛成層には賛否を合わせ持つ意識(すなわち，両義的意

識)が存在し，その中での意識の“揺れ”が原子力利用を

取り巻く社会状況を大きく左右することを掴んだ。その意

味で，消極的賛成層の“消極的”である意味を理解するこ

とが重要になる。消極的姿勢を取る背景には，多くの一般

市民が“原子力利用に対し，主体的に取り組まず，同時に

取り組めない”状況があり，その是正を目指すことが原子

力利用と社会の関係を良好なものとし，その上で原子力利

用の円滑化につながるものである。

II. 原子力利用により提起される社会問題

原子力利用と社会・市民との関係において，原子力利用

が社会に作用を及ぼし，その変化が社会を構成する者に影

響を与える。同様に，社会を構成する者が原子力利用に影

響を与える。本報では，原子力利用と社会との影響を“場”

を介在した両者の相互作用と捉えていく。ここで，“場”
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は社会を構成する者により形成される意識の集合で構成さ

れ，雰囲気(≒世論)としても表現される。社会を構成する

者の“場”への作用は，意識変化の結果として及ぼされる。

そこで，意識の変化を知ることが相互作用の明確化につな

がり，原子力がおかれている社会状況を浮き彫りにするこ

とができる。そこから，原子力利用により提起される社会

問題(以下，原子力社会問題)を読み解け，的確な対応を可

能にしていく。

まず，原子力社会問題について定義をする。本報では，

社会問題とは，多くの者が「社会問題だ」と感じている状

況1)と捉えていく立場を取る。すなわち，多くの者が原子

力利用に“何らかの”問題(違和感や懸念)を感じているた

めに(あるいは，問題を提起している活動に共感や賛同す

ることで)，原子力利用が社会問題化してくるものと考え

る。そこで，原子力社会問題を，多くの者が原子力利用や

その周辺における問題点を摘出することによって顕在化し

ている社会現象として考察し，その要因としての相互作用

について言及していく。

この観点では，社会問題には，問題固有の特質は存在し

ないといえる。いい換えると，ある状況が社会問題で，別

のある状況は社会問題には至らないとするとき，その状況

間で社会問題か否かを選別する基準は存在しない。状況を

社会問題とするのは社会の意識であり，多くの者が当該状

況を社会問題であると認識していることが社会問題化の本

質であるということができる。それゆえ，社会問題の特徴

は，社会を構成する者がどのように問題を意味付けるかに

よって，問題自体が大きく変わることにある。行政に関わ

る者，原子力関係者，立地地域住民，一般市民など立場の

違いが特有の問題意識を生み，視点を変えることにより問

題自体も変化してくる。

そこで，原子力利用がどのように捉えられているか，す

なわち，だれが何をどのような点を問題としているか(あ

るいは問題でないと主張しているか)を多角的に分析評価

することにより，原子力利用がおかれている状況を明らか

にしていくことができる。それが，原子力社会問題を解明

することにつながる。特に，社会を構成する一般市民が，

原子力を巡る状況をどう意味付けているかを知ることは，

原子力社会問題の解明に最も有用な情報を与える。そし

て，原子力利用は社会と関わり，社会も原子力利用と関わ

ることで互いに働きかけ，影響を及ぼし合っている。その

ため，原子力を巡る状況の意味付けを検討する際には，社

会状況や社会意識の変化を結び付けて考えることが必要で

ある。

III. 原子力関係者や社会科学研究者が
捉える原子力社会問題

原子力社会問題を検討するために，多角的な視点からみ

つめ直す。原子力社会問題は，原子力の枠組みの中からみ

れば，多くの者が原子力利用に問題を感じていることによ

り，原子力利用プロジェクトが円滑に推進できないことと

要約できる。一方，立場を変えれば，社会的な行為として

推進されている原子力利用プロジェクトに伴う社会的利害

の幅が大きいため，その導入や活用を巡って意見が対立

し，かつ，その対立が社会的損失を生み出し得る状況を出

現させていることとも要約できる。社会的損失自体も立場

が変われば，見方が変わる。このように視点を変えると問

題自体も変わることを意識することが社会問題の分析に重

要であり，一面的な検討では本質を見損なう恐れがある。

原子力関係者の多くは，原子力利用の枠組みの中から原

子力社会問題を注視し，そこから原因を事故や不祥事によ

る信頼の喪失，国民の知識・理解不足による不安感の発生

とメディア情報への過敏な反応，および，原子力関係者か

らの情報提示および説明能力不足が問題の本質とみてい

る。そして，安全に対する不断の取り組みを率先するとと

もに原子力全般に対する事項をわかりやすく周知，説明す

る方法を模索し，原子力利用に関する論争を説明，説得で

収めようとしている。

一方，原子力を含む科学技術などを研究題材としている

社会科学系の研究者の多くは，原子力社会問題を社会制度

(現行の科学技術政策の決定過程等)が抱える問題によって

生じているものと捉えていることが窺える。社会科学系研

究者が一般市民の意思を必ずしも代表しているものではな

いが，社会構造を熟知した研究者による視野から捉えた原

子力社会問題の一端を掴むことはできる。しかし，本当の

意味での社会の視点から社会問題化の本質を探るために

は，一般市民の意識を知ることが重要である。

IV. 一般市民の意識から読み解く
原子力社会問題

一般市民が抱く問題意識を明確にすることは原子力社会

問題の把握に必須である。ここでは，公表されている意識

調査結果から原子力利用に対する賛否態度とその背景を分

析する。柴田2)や加藤3)が，これまでに実施された原子力

利用に関する意識調査についてまとめており，多種多様な

調査が実施されていることがわかる。社会問題は社会情勢

の変化に依存する。そこで，手順を第 1図に示すよう

に，まず，数10年に亘って継続的に実施された調査から

原子力利用の賛否態度の経年変化とその特徴を明らかにす

る。継続的に実施された調査は，原子力利用に対する賛否

のみが公表されており，不安感など原子力利用に関連する

意識の経年変化を知ることは難しい。そこで，近年に実施

された原子力利用に関する詳細な調査結果をもとに，賛否

態度を決めている因子(賛否態度規定因)を同定し，態度決

定構造を見出す。そして，賛否態度規定因に対応する意識

変遷とその背景を追うことで人々の原子力賛否に対する問

題意識の変遷を検討し，原子力社会問題を見極めていく。
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第 1図 社会問題の分析手順

第 2図 朝日新聞と NHKによる調査結果
柴田2)や朝日新聞記事などから筆者がグラフ化
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1. 原子力利用に対する賛否態度の経年変化
全国民を調査対象とし，同じ条件・内容での原子力に関

する定期的な調査は，朝日新聞(1978/12～2002/10)，

NHK(1981/8～1998/3)，エネルギー・情報工学研究会議

(1989/7～2003/10)などで実施されている。これらは，質

問形式(設問や回答選択肢の設定)に違いがあり，結果も

“表面的”に異なっている。例えば，朝日新聞が13回実施

した調査では，「これからのエネルギー源として，原子力

発電を推進することに賛成ですか，反対ですか」として全

調査で同一質問をしている。一方，NHKが18回実施した

調査では，「原子力発電を積極的に進めるべきだとお考え

ですか “積極的に進めるべきだ”，“慎重にすすめるべ

きだ”，“これ以上進めるべきではない”，“原子力発電はや

めるべきだ”」と賛否の強弱を考慮した 4つの選択肢を示

して回答を求めている。結果を第 2図に示す。朝日新聞

の調査については，同時期に実施された定期世論調査の調

査人数(新聞記事より)をもとに95の信頼区間を追記し

た。調査結果には様々な誤差があることが知られている

が，ここでは計量評価できるサンプル誤差のみを第 2図

に盛り込んだ。

( 1 ) 調査結果の概要

朝日新聞の結果では，1980年当初，推進賛成は60前

後であったが，その後減少し続け，1986年 8月の調査で

は反対が賛成を上回っている。1990年 9月の調査で反対

が53，賛成が27とそれぞれ極大，極小となり，その

後は，反対が40台，賛成が30台に揺れ戻しをみせな

がら落ち着いている。

調査期間内に TMI事故を始め種々の事故，不祥事が起

きている。TMI事故は直後の調査で賛成が減少したが，

次の調査では回復しており一過性の影響とみることができ

る。チェルノブイリ事故後に賛否の割合が逆転したのはそ

れ以前からの変化傾向の継続であり，それ以前から続いて

いた変化傾向(賛成の減少，反対の増加)を加速している。

その後の事故や不祥事の影響は顕著にみられない。1990

年頃を境にした賛成が下に凸(同様に反対が上に凸)となる

傾向は原子力関連の事故や不祥事の影響だけでは説明でき

ない。この長期的変動は社会意識や情勢などの変化による

ものと考えることが妥当である。事故や不祥事によっても

社会意識や情勢は変化し，賛否変動に現れる。しかし，賛

否の長期的変動は，原子力関連以外の様々な要因による変

化との関連の結果を強く含むと考えられる。
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第 1表 弱い態度の賛否を割り振る比率

NHK調査
朝日新聞調査

賛成 F 反対 A 保留 H

積極的に進めるべき f 1 0 0

慎重に進めるべき Âf a1 a2 1－a1－a2

これ以上進めるべきではない âa b1 b2 1－b1－b2

止めるべきだ a 0 1 0

わからない，無回答 h 0 0 1
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NHKの結果は，調査全期間において，どの回答層もチ

ェルノブイリ事故前後以外に大きな変化はない。特に，

“慎重に進めるべき”と回答した層が50台と多数を占

め，全期間でほぼ一定していることが特徴に挙げられる。

“積極的に進めるべき”と回答した層は，1980年代前半で

は10台であったが，チェルノブイリ事故の影響でステ

ップ的に減少し，その後は 7～9ほどを辿っている。“原

子力発電はやめるべき”と回答した層は，調査初期は 5，

6ほどであったが，1990年前後数年は10台となり，朝

日新聞の反対回答層と同様に1990年前後を極大に上に凸

状態を示している。“これ以上進めるべきではない”と回

答した層は，チェルノブイリ事故後に10台から20台

後半にステップ的に上昇し，その後，徐々に減少している

ものの事故の影響が長期に渡っている。

“慎重に進めるべき”とする層がほぼ一定に多数を占め

ることで柴田2)は，“慎重に”の文言によりここに回答が

集中し，結果の明確性を損ねたと指摘している。確かに

“積極的に進めるべき”層を合わせた60台が原子力を支

持する層(＝賛成層)とすると朝日新聞の結果とは回答割合

や変化傾向で整合が取れていないし，チェルノブイリ事故

の影響がこの層にだけ見受けられないことも奇異である。

一方，負の面をもつ対象に対する判断が消極的な肯定とし

ての弱い賛成(ここでは，慎重に進めるべき)となることは

当然なことでもある。平松4)は，質問順序や質問形式など

で結果が異なること，結果の誘導も可能であることなどを

指摘し，調査結果が必ずしも社会の意見を示している訳で

はないとの問題点を述べており，両調査も何らかの影響で

結果の精度を欠き，それが両結果の違いである可能性はあ

る。

しかし，本報では両結果とも人々の意見の“一面”を表

しているものとして互いの結果を照らし合わせ，特に中間

回答となる“弱い”態度に着目することでそこに隠れた

“真意”について，朝日新聞，NHKに代表される二択式

と四択式の調査結果にみられる特徴を探ることで明らかに

していく。

( 2 )“弱い”態度の扱いとその“真意”

賛成か反対かの質問では，回答者が両義的な意識を有し

ている場合(賛成な点も反対な点もあり，それが二律背反

状態となっている場合)には賛否態度を計りきれない可能

性があることを世論調査事典5)などが指摘している。

NHKの場合には，賛否の強度を段階的に問うものであ

り，両義的な意識の影響を考慮することができる。だが，

中間回答を好む傾向のある日本人の特性を考慮すれば，無

難で答えやすい“慎重に”に多くの回答が集まることも否

定できない。朝日新聞の賛否二択での調査では回答を保留

する層が NHKのものより多い。賛否を明確に意思表示す

ることを避ける層の存在も予感させる。

小野寺6)は，“非常に”，“かなり”と言った程度表現の

影響を調査し，弱い程度を表現した修飾語がついた回答に

は，逆の意味を含む範囲に回答者の意識が分布しているこ

とを明らかにしている。つまり，弱い賛成(あるいは，反

対)を選択する回答者の意識は，「強い賛成(反対)を控えめ

に表現するような者」から「反対(賛成)のほうが強いが賛

成(反対)する点もあるために弱い賛成(反対)に回答するよ

うな者」など賛否が異なる態度をまたいで広く分布してい

る可能性を示している。

(a) 二択式調査と四択式調査の統合分析

そこで，NHK調査での“積極的に進めるべきだ”，“慎

重にすすめるべきだ”，“これ以上進めるべきではない”，

“原子力発電はやめるべきだ”と回答した層をそれぞれ強

い賛成層，弱い賛成層，弱い反対層，強い反対層として，

朝日新聞調査での賛成，反対，保留と回答した層を結果の

整合性を考慮して，それぞれ第 1表のように割り振る。

ここで，例えば a1とは“慎重に進めるべき”と回答した

層が賛否を二択で問われた場合に賛成と回答する比率(0

≦a1≦1)を示したものである。

両調査は実施日が異なるので，朝日新聞の結果を内挿し

て NHKの実施日での結果を推定する。朝日新聞の結果が

短期間で急激な変化をみせていないことから，内挿を妥当

とした。それより，4つの未知数＝割り振る比率(a1, a2,

b1, b2)に対して，2つの等式が得られる。なお，F, A, H,

f, Âf, âa, a, hは，第 1表に示す朝日新聞と NHKの調査にお

ける各層の回答割合を示す。

F＝f＋a1 Âf＋b1 âa ( 1 )

A＝a＋a2 Âf＋b2 âa ( 2 )

このとき，

Df＝f＋ Âf－F＞0 ( 3 )

Da＝A－a－ âa＞0 ( 4 )
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第 3図 弱い賛成の中身

第 4図 弱い反対の中身
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が全調査期間で成立している。( 3 )式は，強い賛成層と

弱い賛成層の和が二択式での賛成層より多いことを示して

いる。( 3 )式および( 4 )式から，弱い賛成層に反対的色

彩の層が存在することがわかる。これより，“慎重に進め

るべき”層で賛成の色彩を有する層は，a1を最大にする

こと，および，b1を最小(すなわち，0)とすることで

Dff＝a1 Âf＝F－f ( 5 )

と得る。( 5 )式は，弱い賛成層の中で賛成的な色彩を有

する層である弱い賛成層(賛成的色彩)を表している。a1

を最大にすること，および，b1を最小(すなわち，0)とす

ることは，弱い賛成層(賛成的色彩)が“慎重に進めるべき”

層のみで構成されていることを仮定するものである。この

仮定を検証する手段はないが，“慎重に進めるべき”とす

る選択肢は，強度を考慮せねば賛成の意味を表すものであ

り，結果の整合性から妥当とした。

さらに，

Dh＝Df－Da＞0 ( 6 )

も全調査期間で成立することから，( 4 )式は，どちらか

といえば反対の立場だが，賛否を問われれば“慎重に進め

るべき”と回答する層を表し，“慎重に進めるべき”層×

a2で決まる弱い賛成層(反対的色彩)を示している。( 6 )

式は，賛否の二択では回答を保留する層を表しており，二

択式と四択式での回答を保留した層の差は，

Dh＝H－h＞0 ( 7 )

である。そして，この層を回答の意思のある保留として，

賛成でも反対でもなく慎重な推進を求めるものと捉え，現

状維持的な色彩を有する層と解釈する。この層は，“慎重

に進めるべき”層×(1－a1－a2)で決まる弱い賛成層(現状

維持的色彩)と“これ以上進めるべきではない”層×(1－

b1－b2)で決まる弱い反対層(現状許容的色彩)に分けるこ

とができる。これを分ける情報は存在しない。そこで，弱

い賛成層(現状維持的色彩)と弱い反対層(現状許容的色彩)

を二択式の賛否の比率と等価となるように分けた。すなわ

ち，

Dhf＝Dh
F

F＋A
( 8 )

Dha＝Dh
A

F＋A
( 9 )

とした。( 8 )式が弱い賛成層(現状維持的色彩)，( 9 )式

が弱い反対層(現状許容的色彩)を表すものとなる。これよ

り，“これ以上進めるべきではない”層の中で弱い反対層

(反対的色彩)は，

Daa＝ âa－Dha (10)

となり，割り振り率 b2を求めることができる。“これ以上

進めるべきではない”層は，弱い賛成層と異なり，b1≒0

とであり，回答とは逆の態度となる賛成的色彩を有する層

はない。

(b) 両調査結果を統合した結果の解釈

これらから，弱い賛成層は，賛否をまたがる態度に分布

していること，弱い反対層はほぼ反対態度をもつことが掴

める。第 3図，第 4図にここで求めた割り振り率の推測

結果を示す。

チェルノブイリ事故前後(1986年 3月と 6月)に行われ

た調査でみられたステップ状の変化について，第 3図よ

り弱い賛成層(賛成的色彩)の増加と弱い賛成層(反対的色

彩)の減少がみられる。また，第 4図より弱い反対層(反

対的色彩)の増加との弱い反対層(現状許容的色彩)の減少

がみられる。この変化は，強い賛成層の一部が弱い賛成層

(賛成的色彩)に移行し，同時に弱い賛成層(反対的色彩)が

弱い反対層(反対的色彩)に移行したものと考えられる。

また，チェルノブイリ事故以前で，第 3図において，

1986年まででは弱い賛成層(賛成的色彩)が減少し，弱い
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賛成層(反対的色彩)が増加していること，さらに第 4図

において，1986年まででは弱い反対層(反対的色彩)が減

少し，弱い反対層(現状許容的色彩)が増加していることを

弱い態度を示す層内での賛否強度差の低下(態度の均一化)

とみることができる。態度の対立を和らげる方向に動いて

いた社会の流れをチェルノブイリ事故が断ち切り，再び態

度の分化を起こし，その後，長期に及んでいることを窺わ

せる。他の事故や不祥事が賛否態度に長期的な影響を及ぼ

している様相はみられないが，チェルノブイリ事故だけが

賛否態度に長期的な影響を及ぼしている。

さらに，強い賛成層の一部はチェルノブイリ事故で弱い

賛成層に移行したが，弱い反対層が強い反対層に移行する

ことはなかった。このことは，強い反対層と弱い反対層

(反対的色彩)の違いは反対の強度ではなく，その他の要素

が入り込んでいることを示している。なお，興味深い点と

して，強い賛成層と強い反対層の和は，調査期間全般にお

いて変動がさらに少なくなる。強い態度の層には，社会情

勢などの変動に影響を受け難く，確信・信念に基づいてい

る層(いわゆるハードコアな層)とそのときの状況で賛否を

強い態度に振り分ける層(中間態度を取らない層)に分ける

ことができる。

このような解釈を用いると多数を占める弱い賛成層内で

の賛否の色彩変動が賛否変動に大きな影響を及ぼしている

ことになる。賛否の強度を細分した態度の時系列変化は第

5図に示すようになった。これが，賛否強度とその背景を

考慮した賛否動向を示している。

(c) 五択式調査との整合

エネルギー・情報工学研究会議7)が実施した調査(1989/

10～2003/10)では，今後の原子力発電所建設の賛否につ

いて，“積極的に推進”，“少しずつ推進”，“現状を維持”，

“少しずつ廃止”，“全面的に廃止”と五択式の選択肢で質

問している。“積極的に推進”と“少しずつ推進”が減少

し続け，“現状を維持”と“少しずつ廃止”が増加傾向を

みせている。選択肢に“現状維持”が明文的に盛り込まれ

ると賛否回答傾向が異なっていく。各回答間の経年変化傾

向を注視すると現状維持層の変化は，強い賛成層と弱い賛

成層と負の相関を，弱い反対層と正の相関傾向をみせる。

上記と同様な分析で背景を探ると，“少しずつ推進”層は，

現状維持が選択肢にあるためにほぼ弱い賛成層(賛成的色

彩)であることがわかる。また，現状維持層は，1995年こ

ろまでではほとんど反対的色彩をもっていたが，その後に

賛成的色彩をもった層が現れ，少しずつ増えてきているこ

とがわかる。また，“少しずつ推進”と“現状を維持”を

足し合わせると NHKの“慎重に進めるべき”と同様な回

答割合と変化傾向を示している。“慎重に進めるべき”層

は，“少しずつ推進”か“現状を維持”に回答が分かれる。

そして，“少しずつ推進”と回答していた層が“現状を維

持”に回答を変えてきていること，すなわち弱い賛成層

(賛成的色彩)が賛成態度を弱め，賛成的色彩を有しつつ現

状維持を望んでいることを示唆している。同時に NHKの

四択式の質問に“現状維持”を加えた五択式の質問では，

弱い賛成層(反対的色彩)が現状維持に回答する傾向が強く

なっている。

( 3 ) 賛否態度経年変化の分析結果

原子力関係者の多くが原子力社会問題を強く意識し，社

会との関係改善を志向したのは1990年代後半のころから

であることが，原子力学会に社会・環境部会が1999年に

設立されたことなどから窺える。事故や不祥事の影響を含

めて1990年代後半以降，原子力が社会における問題とし

て強く認識され，原子力プロジェクトが円滑に推進し難く

なっている。それ以前には反対運動はあったものの，原子

力プロジェクトは着実に推進されていた。賛否の二択式調

査(朝日新聞)では1990年ころに賛成が極小となりその後

は徐々に回復していること，四択式調査(NHK)では賛否

に対する態度が安定していることなど，意識調査の結果か

らは，1990年代後半からの原子力社会問題の動向を掴む

ことができない。弱い態度層の色彩変化を探ることで，弱

い賛成層(反対的色彩)は1980年代には10程度であった

ものが，それ以降は増え続けて近年では弱い賛成層(賛成

的色彩)とともにどちらも全体の30近くを占めていると

推測でき，1990年以降の推進し難い状況と合致してい

る。アンケート式の意識調査では読み取ることのできない

弱い賛成層の色彩の変化が原子力社会問題の状況変化に影

響を及ぼしているものであり，弱い態度を取る中間層が反

対的色彩に移行していることによる推進に対する懐疑的な

心情(反対ではなく，躊躇を求めている)が感じ取れる。

これまでの検討によって，“慎重に”に代表される弱い

賛成(あるいは，現状維持)には，反対の色彩も盛り込まれ

ることが明らかになった。回答者は，自身の態度に最も近

い選択肢を選ぶが，選択肢に入り込まない部分が存在す

る。これらの意識背景を含んだ態度を決定付けている要因
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第 6図 社会経済生産性本部による意識調査
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(賛否態度規定因)とそれらから構成される態度決定構造を

明らかにする必要が出てきた。

2. 原子力に対する賛否態度規定因と態度決定構造
佐田8)は，原子力社会問題について社会運動や意思決定

過程などを絡めて社会科学的考察を行い，その中でサイレ

ント・マジョリティとする層の特徴を述べ，期待と不安と

が入り混じった態度を取ることを指摘している。中間的回

答を好む傾向の現れであるとしても“慎重に”とする背景

は両義的意識の現れであり，不安を抱えながらも必要性を

認めていると捉えられる。弱い賛成層の意識をさらに明ら

かにするため，意識の中に賛成と反対が混在している両義

的意識の背景を探り，原子力に対する賛否態度規定因とそ

の背景について検討し，“消極的”の意味を明らかにする。

( 1 ) 意識調査結果の概要

原子力に対する意識を詳細に調査した多くの結果(非継

続的な調査)を整理し，それらを俯瞰的にみて賛否態度を

分ける要因を分析する。

(a) 原子力に対する意識調査

原子力に対する賛否以外に不安感など原子力に関わる多

種の意識を同時に質問し，その関連から意識を見出す調査

が多く行われている。下岡9)は，原子力発電に関する質問

間の関係から賛否態度に及ぼす有用感や安心感の影響を分

析している。弱い態度の両義的意識の存在に触れ，多くの

人々が恐れや不安のような感情的な要因以上に安全性や必

要性といった認知的要因を重視していることを指摘してい

る。

a) エネルギー・情報工学研究会議による調査

エネルギー・情報工学研究会議7)の調査では，大事故の

可能性，安全確保の可能性，政府，電力会社，メディアに

対する信頼，エネルギーや地球環境への関心，社会進歩な

どに対する意識変化と推進の賛否変化との関連をみること

ができる。そこから，多くの者がエネルギー供給に原子力

が貢献していることを評価しているものの，一方，エネル

ギーを大量消費する現行の社会に疑念を感じ始めているこ

とがわかる。また，政府，電力会社，そしてメディアへの

信頼の低い層が推進への疑念をもっていることもわかる。

b) 社会経済生産性本部による調査

社会経済生産性本部10)が2003年12月に実施した最新の

調査は，原子力発電の必要性，安全性や推進の是非などを

質問している。その質問間のクロス集計結果も公表されて

いる。ただし，必要性，安全性，推進の是非では，例え

ば，推進肯定＝“積極的に推進”＋“慎重に推進”として回

答の強度を考えずに結合されているため，今回の考え方に

基づいた分析を行うことができない。

必要性と推進の是非の間では，第 6図に示すように回

答者全体の22.7が“不要∧(かつ)推進否定”と答えてい

る。必要としている層の中での推進是非については，現状

維持，推進肯定，推進否定とする層の存在がわかる。ま

た，安全ではないとする層にも推進否定と現状維持と少数

の推進肯定の立場があることもわかる。さらに，今後重要

なエネルギー政策に関する質問と必要性から，化石燃料を

今後のエネルギーの柱と考える層のみが，原子力を必要と

するよりも不要と答える割合が高くなっている。そして，

新エネルギーなどの導入に期待はするものの化石燃料への

依存を避けるために原子力の必要性を認知していることが

窺える。また，今後の暮らしレベルとエネルギー消費(社

会進歩観)と推進是非の間では，現状程度で十分とする意

識が現れている。

c) 内閣府による調査

内閣府(当時は総理府)が実施した「エネルギーに関する

世論調査｣11)では，今後の原子力発電の進め方などととも

に原子力発電について安心，不安の観点から質問してい

る。安心と答えた者が安心する理由として，46.1が「国

や電気事業者を信頼しているから」を挙げている。また，

不安と答えた者が不安をもつ理由として，事故や不祥事の

影響を挙げている。回答は選択形式であり，安心できる理

由として，「安全だから」とする選択肢が存在し，30.9

がこれを理由としている。安全だと感じる理由として，技

術的なことと国や電気事業者に対する信頼に基づくもので

あることが掴める。安全であることを技術的な観点から確

信する層は原子力技術に熟知した少数層であり，別の選択
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第 7図 賛否態度を分ける要因

参考文献12)などをもとに筆者がグラフ化

第 8図 原子力発電への総合的態度の物差し

参考文献12)をもとに筆者がグラフ化
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肢として国内外での運転実績を44の者が選択している

ことを含め，着実な運転実績が安全を感じる理由となるこ

となどから，安心を抱く層は実施主体に対して実績を通じ

て信頼を感じ，実績が信頼を増していく層であることがわ

かる。技術に抱く信頼は，技術の信頼性を保障する組織や

人に対する信頼に大きく依存していることがわかる。

d) 原子力安全システム研究所による調査

原子力安全システム研究所12)では，種々の調査を継続

的に行っている。そのなかで，推進の是非を“利用するの

がよい”，“利用もやむを得ない”，“他電源に頼る”，“利用

すべきでない”(アンケートに用いた選択肢の文言を省略

した)を選択肢として質問している。同時に不安感を“非

常に不安”，“かなり不安”，“少し不安”，“全く不安なし”

とした不安強度を考慮した選択肢での質問や発電能力に対

する見解を質問するなど多くの調査項目がある。そこで

は，事故で不安感などが変動するものの推進の是非は安定

していることが示されている。経年変化傾向から，“利用

するのがよい”とする層は，“少し不安”や“全く不安な

し”と回答する層と同一な変化傾向をみせ，“利用もやむ

を得ない”とする層は，“かなり不安”と同傾向をもつ。

“他の発電に頼る”とする層は，“非常に不安”と同傾向を

みせるが，“かなり不安”とは逆傾向をみせることが特徴

的である。“利用すべきでない”とする層は，“非常に不安”

のみと同傾向をみせる。これらから，“利用するのがよい”

層はあまり不安を感じていないこと，“利用もやむを得な

い”層は拒否するほどではないがかなりの不安を感じてい

ること，“他の電源に頼る”層と“利用すべきでない”層

は強い不安を感じていることを読み取ることができる。

一方，両義性における「不安」の対極としての「必要性」

に対する見解は，今後のエネルギー政策に対する見解や，

将来の主力電源として期待する技術に対する意識などから

わかる。省エネルギー対策や太陽光発電に期待するととも

に原子力によるエネルギー供給への期待は高い。この調査

では，「現在の日本の発電能力は十分だと思うか」を質問

し，“ちょうどよい”と“やや不足”と回答する者が多数

を占めている。この質問結果と推進是非の関係からも“必

要性”に対する意識をみることができる。発電能力に対す

る見解から，“利用するのがよい”層は，発電能力不足を

感じ，“利用もやむを得ない”層は十分であるものの不足

に対する懸念を感じている。“他の発電に頼る”と“利用

すべきでない”層は，発電能力は十分であると感じてい

る。これらの傾向は，他の調査においても同様である。こ

れらにより，推進の是非を変化させる要因を第 7図のよ

うに表せるとした。

さらに，多くの質問結果から原子力発電所への総合的態

度(好意的非好意的)を数量化 III類によって求めてい

る。この中で総合的態度への各質問の選択肢スコア(もの

さし)は，第 8図としてまとめられている。横軸の数値が

大きいほど好意的，小さくなるほど非好意的であることを

表しており，質問項目に対応した意識に対する選択肢の相
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対的なスコアとなる。例えば，原子力発電を悪い影響が与

えないように上手に利用することができるか否か(上手な

利用可能性)の項目では，できないと答えた人の反対度は

大きく，できると答えた人の賛成度は同程度に大きいこと

を示している。どちらでもないと回答した人は，中立(横

軸の値が 0)よりも反対側にあり，反対態度をもつことを

表している。この調査では，質問の項目設定によって，ど

ちらでもないと回答することで態度の明確化を避ける人の

中に中立的態度ではなく，“隠れた”賛否態度が存在して

いることを示すなど貴重な情報を示している。この 8つ

の項目から選択した回答のスコアの和が総合的態度とな

る。不安にかかる項目の選択肢スコアが低く，かつ，不安

の強度(非常になし)は考慮されずに有無のみが意味をも

つことなど興味深い情報を得ている。

この分析により賛否の根拠について同定を行うことがで

きる。賛成態度を取る者は，原子力を上手に利用すること

ができると考え，今後の主力電源を原子力としていること

とともに説明情報に対する賛同度・共感度が高くなってい

る。有用度や重要度が賛成態度に及ぼす影響は賛同度や共

感度に比べて小さくなっている。逆に反対態度を取る者

は，原子力を上手に利用することができないと考え，有用

度や重要度に対し強い疑義をもっている。そして，説明す

る対象(実施主体や行政など)に対して不信感を抱き，その

結果として，説明情報などからの影響度は小さくなってい

る。

これらの調査結果より，科学技術の可能性を信じるとと

もに他者への賛同，共感，期待として現れる信頼感の強い

者が賛成態度をもつ傾向にあること，科学技術の負の面を

強く意識し，他者からの情報よりも自身の社会観，社会進

歩観と照らし合わせた上での無用性意識の高い者が反対傾

向をもちやすいことがわかる。同時に，不安が，賛否を規

定する支配的因子ではなく，信頼や共感などの認識度の違

いによる二次的因子であることを示している。

(b) 原子力に対する意識と社会意識を同時に調査した

社会心理学的調査

林13)は，一般市民の原子力に対する賛否態度は，原子

力に対する直接的な賛否態度のみではなく，それを包む，

あるいはそれを支える多くのものに対する態度と関連して

いるという立場から総合的に解明する必要があることを指

摘している。この立場から，原子力に対する賛否態度と政

治的態度，社会観，価値観，迷信などに対する考えなどの

社会意識を同時に調査し，賛否態度などの背景・心理状態

を明らかにすることを目的とした社会心理学的な調査研究

が実施されている。

代表的な調査例として，原子力安全システム研究所12)

は，原子力への態度と人々の特性の関係を見出している。

そこでは，社会全体の出来事に対する関心の有無から10

数の無関心層と関心層に分類し，無関心層の特徴を明ら

かにした。次に，関心層について，前述の原子力に対する

総合的態度を分ける意識の特徴を情緒的傾向などから，態

度の強弱に情緒的思考の影響があることを示している。岡

本14)は，社会進歩観，権力や秩序への考え方，およびリ

スクに立ち向かう姿勢の 3観点で原子力に対する賛否態

度を規定し得るとしている。土屋15)は，秩序・協力を重

視するか自由を重視するかの傾向と自発的か従属的かの傾

向の 2軸から人々を 5分類できることを見出し，原子力

賛否態度との関連を考察している。篠崎16)は，安全に対

する信頼，危険度評価とともに社会の成り立ちや仕組みに

対する見方を表す社会システム観を導入し，その観点から

賛否態度を説明している。その中で，個人志向が賛成態度

に，社会志向が反対態度へと結び付くことを示している。

社会意識と原子力利用への意識を合わせて調査し，人々の

回答傾向を分析したこれらの研究から，賛否態度を分ける

気質として，社会進歩に対する期待度，社会的な従属度な

どの志向が挙げられ，生き方，働き方，家族・人間関係・

社会のあり方に対する意識が賛否態度に強く影響を及ぼし

ていることが示されている。原子力利用に対する態度は，

自身のおかれている立場や環境，それに伴う知識や経験に

よって獲得した，あるいは，生来的な気質によるところが

大きいことがわかる。自身が望む生活(および，それを実

現する社会)のあり方，そのために自身が取る方法に対す

る考え方が賛否を分ける要因になる。

(c) 原子力に対する賛否態度規定因に着目した調査

賛否態度の規定因，構造を探求する調査研究についても

多くのものがある。ここでは，代表的な調査を示し，賛否

態度規定因について考察していく。

a) 木村による調査

木村17)は，都市部を対象に原子力政策への支持に関す

る態度と立地地域を対象に近接地への原発立地に対する態

度について調査し，共分散構造分析などの統計手法から事

業主体信頼，有用性，立地恩恵，リスク認知の 4因子を

抽出し，その因果関係をモデル化している。都市部では，

有用性の認識度が政策支持態度に大きく影響し，有用性の

認識について国や電力会社などの事業主体への信頼度に左

右されることを見出している。また，立地地域では，危険

に対する捉え方を示すリスク認知が建設支持度に大きく影

響し，同時にリスク認知については事業主体への信頼度に

左右されるとしている。都市部ではリスク認知にあまり影

響されないことは危険性に対する他人事意識の現れと解釈

できる。一方，立地地域では危険性を自分自身のこととし

て意識していることがわかる。どちらも事業主体への信頼

が有用性認識とリスク認知に間接的に影響していること

は，事業主体の言動や行動の確からしさを観察することで

それらを判断していることを示唆している。有用性やリス

クに関してはそれ自体について判断しているだけではない

ことがわかる。

b) 角田による調査

角田18)は，大学生を対象に原子力利用に伴うリスク認
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知とそこに影響を及ぼす要因について調査した。政府・電

力会社，メディア，および科学技術に対するそれぞれの信

頼度，関心度，知識量，環境に対する重要度，環境への悪

影響の認識度，事故の可能性の認識度と安全にかかる事項

の認識度の因果関係を見出している。安全にかかる事項の

認識度は関心が高まると向上し，政府・電力会社への不信

が高まると減少するとしている。

c) 大西による調査

大西19)は，原子力発電(軽水炉)，もんじゅ，火力発

電，医療用レントゲンについての受容度を調査し，地域特

性，男女差，科学技術対象の違いを分析している。人々が

原子力発電事業において営利事業的要素が優先されている

気配への危惧の念を感じ始め，同時に胡散臭い印象を抱い

ていることが原子力を推進する実施主体への信頼を低下さ

せ，十分な管理能力への信頼を損ねる形で全体的な受容度

を低下させていると指摘している。

d) 上市による調査

上市20)は，一般的なリスク全般に関する意識を調査

し，その中で理系大学生を対象として原子力利用に対する

意識調査を実施している。そこでは，多くの研究同様にメ

リットとリスクに対する認識が原子力利用への賛否を決定

付けるものとしている。心配性傾向を示す情緒性の強い者

は，不安を抱きやすく，それがメリットの割にコストが大

きいと考えることにつながり，原子力利用への忌避を示す

としている点が注目される。不安が危険性認知につながら

ないこともあることを示している。

e) 山本による調査

山本21)は，関西地区を対象に原子力利用への受容度を

調査し，役立つか否かを示す有用性認識が必要性を高める

こと，事故報道への過敏性が信頼を低下させ，不安を増加

させること，さらに信頼感の低下が不安の増加にも結び付

くことを示している。そこから，必要性と不安および信頼

が受容度を決定付ける要因としている。

f) 増地による調査

原子力利用に対する賛否規定因の検討に参考となる他の

科学技術などに関する検討として，増地22)は，環境ホル

モンのリスク認知と受容について札幌市民を対象に調査し

ている。そこでは，環境ホルモンに対する関心が高いほど

メディアや書物などを利用すること，書物の利用頻度が上

がると環境ホルモンの認識度と知識が高まり，それがリス

ク認知に反映されプラスチック製品の利用を控えるように

なることを示している。同時に，プラスチック製品の便益

認知が高いと利用を控えないことを示している。メディア

が関心を励起しているのではないことを示唆するとともに

損失か便益のどちらを強く意識するかの観点から，行動の

変化を示している点は興味深い。状況によって，特定な一

面のみを強く意識する作用があり，それが賛否態度(ここ

では，プラスチック製品の利用頻度)を形付ける。

g) 調査結果の解釈

賛否態度規定因の研究結果は調査時期，対象，方法など

が異なり，結果も必ずしも整合が取れているものではな

い。しかし，不安(あるいは，リスク認知)と有用性の比較

が賛否態度を規定すること，さらには実施主体への信頼が

直接賛否に結び付くことなど共通する点を見出せる。ま

た，危険性や有用性の認識は，技術的認識とともにそれに

関する行為を実施している実施主体への信頼によってもた

らされていることがわかる。そこから，賛否判断を第 9

図のように定める。有用性と危険性の重視度は，判断者の

立場，状況などに依存し，関心の持ち方によっては一面の

みに意識が集中する場合もある。

( 2 ) 意識調査の分析結果

第 9図に示す原子力に対する有用性認識，危険性認

識，および信頼度で表現される原子力利用の賛否態度規定

因と関連する社会意識の調査結果を総合すると，原子力利

用の推進是非に対する賛否態度決定構造を第10図として

まとめることができる。このポイントは判断過程に不安の

強度は直接影響せず，信頼の有無によって定まる 2次的

な指標であるとする点，および，原子力利用だけに限定さ

れた意識ではなく社会秩序や進歩に関する考え方が，原子

力利用に対する有用性認識や信頼度を決定付け，原子力利
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用への賛否態度を決めている点にある。そして，社会秩序

や進歩に関する考え方は，その者の気質と状況認識とが複

合され，形成される。強い賛成態度層は，行政・専門家・

実施主体などに対する信頼感が高く，それゆえに有用性認

識も高く，危険性認識(≒不安)が低くなる。弱い賛成態度

層は，強い賛成層ほど信頼感は高くないので不安を抱く

が，有用性の観点を含めて総合的に判断して態度を決め

る。弱い賛成層の賛否の色彩は，信頼と有用性に対する認

識のバランスに求めることができる。また，強弱を合わせ

た反対態度層は，信頼も有用性認識も低い。そして，態度

の強弱は，信頼や有用性に対する認識の強弱とともに自身

の信念情緒傾向により決定されるものである。社会的な

事項全般への関心が低い層が判断を問われた場合には，土

屋15)が指摘するように賛成と回答する傾向をもつ。この

ように考えると，上述した強弱と背景を考慮した賛否態度

の経年変化傾向を社会意識の変化とともに論じる必要があ

る。

3. 社会意識と原子力に対する賛否態度の経年変化
の関連

長谷川23)は，社会問題とは，人々によって意味付与さ

れ，発見されるものであると述べている。人々の見方が変

われば，起こった，あるいは起こり得る出来事に対して生

じる問題も異なり，場合によっては問題化されないことも

ある。社会問題を考える上で社会の状況や意識の変化を掴

むことは重要であり，賛否態度の経年変化傾向を解釈する

上でも欠かせない。小林24)は，この観点から意識・価値

観の変化から原子力の賛否態度の変遷を説明している。原

子力に対する賛否規定因の同定結果から賛否態度は社会意

識に大きく関係しているものと考えられる。そこで，関連

する社会意識の変化を各種の調査結果から検討する。

継続的に実施されている社会意識は，内閣府25)，NHK

放送文化研究所26)，統計数理研究所27)などが実施し，社

会情勢の変化に伴う人々の意識変化を知ることができる。

1970年代以前では，社会の決定に対して受動的で，社会

が規範として示す価値観や目標を共有していた者が多数で

あった。その根底には社会全体で共通の目標として豊かさ

を求め，その実現のために産業的社会価値志向(将来，効

率，仕事重視)に基づく集団重視を基調とした受動的な姿

勢が強くあったことが挙げられる。近年では，高度経済成

長を経て産業的社会価値志向から消費社会的価値志向(現

在，情緒，余暇重視)への移行がみられる。また，伝統や

権威に対する考え方，社会(国家)と個人の関係，社会貢献

のあり方などの意識変化から受動的な姿勢が社会維持のた

めには必要であるとする考えからの脱却志向が強くなり，

「ライフスタイルの自己決定権を主張」する能動的な考え

方を有する者の増加をみることができる。さらに，公害な

どの経験により科学技術がもつ負の面を感じ始め，科学技

術の進歩に依存した経済成長を根幹とした社会に疑問をも

ち始めてきたことなどを意識調査結果が示している。これ

らを第10図に示した原子力利用に対する賛否の判断基準

と照らし合わせると原子力利用に対する賛否態度の経年変

化と社会意識の変化を結び付けることができる。意見を分

け，かつそれを表明できる状況が出現したことの影響と原

子力への賛否が関連していることが掴める。

意識の変化は，ある出来事などの影響で突発的に変わる

場合と時代の変化で緩やかに変わる場合がある。事故など

による突発的な意識変化ではチェルノブイリ事故以外は，

意識の表層としての賛否態度には直接的かつ長期的な影響

を及ぼしていない。1990年代以降に頻発した事故や不祥
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事の前後の意識変化については，原子力安全システム研究

所12)，岡本14)，藤井28)などが調査している。どれも表層

的な賛否態度の変化には顕著に現れないものの信頼感，危

険性認識，関心度などが態度の深層において変化している

ことを示している。この時期の特徴として，社会全体の意

識の変化と連動して原子力利用の負の面を顕在化させる出

来事の発生により，人々が原子力の負の危険性を強く実感

したことが挙げられる。原子力利用の正の面については，

価値観の多様化を許容する社会状況の出現によって，人々

の目的が分散し，原子力の価値に対する評価が分かれ始め

た。また，共通目標の喪失は，利害の不一致を通じて，信

頼の低下にも影響を及ぼしている。負の面においては，事

故などによって現実のものと認識されるようになり，正負

の特性に対する意識のバランスが変わりつつあるとともに

両面性自体を強く意識するようになる。両面性を意識する

と心の中で葛藤が生じ，それを解消しようとする意識が働

き，自身の都合のよい片面だけを強く意識することもあ

る。藤井28)の調査では，負の面の緩和要求が，国の規制

強化に求める要求の増加として表れ，また，負の面に対す

る意識の強弱には原子力を推進する組織に対する信頼が大

きく影響することも示している。両面性の解消(ここで

は，主に不安の解消)を強い対象への依存に求める意識が

働いている。

4. 分析結果のまとめ
これまでの展開から，不安と信頼の関係などを整理し，

原子力利用に対する賛否態度を形付ける要因についてまと

める。

( 1 ) 不安と安心に対する信頼の関係

不安に代表されるリスク認知に関する研究は，Slovic29)

を筆頭に多くの研究があり，様々な認知要因とその影響度

が評価されている。大西19)は，怖ろしいもの(本質的な危

険性)であっても十分に管理されていれば危険なもの(人な

どに損害を及ぼすもの)にはならず，すなわち，管理に対

する期待(＝管理する側への信頼)が，対象物の是非に大き

く関わることを指摘している。原子力の場合では十分な管

理が損害を及ぼさないための必須条件であり，その管理

は，国，電力会社，実施主体が行う。一般市民は，技術的

な信頼性を根拠に対象物の安全性について考えることには

少なく，決定・運営する組織とその組織を構成する者たち

の能力および意図に対する信頼を基準に安全性を判断して

いることを意識調査が示している。

一般市民は安全に対しては受動的とならざるを得ない。

自己の安寧や存在そのものを脅かしそうな危機が漠然と予

期され，そこから生じる感情が不安である。それゆえ，不

安の有無は依存的なものであり，自身では如何ともし難い

ものとなる。どの程度の不安を許容し得るかについては，

その不安の源に対する怖ろしさなどの印象とともに自己の

制御可能性(如何ともし難いものか否か)と自発性(その不

安源の選択は自身の意思によるものか否か)に大きく依存

する。不安が現実化し損害となるまでの可能性が不安を考

える場合には重要であり，その可能性を自分自身が制御で

きること，さらに，その可能性は自身の意思決定の結果で

あることが不安の許容度を左右する。この不安の許容度こ

そが「どこまで安全なら安心」を示し，安全のしきい値，

すなわち当該対象を許容するか否かの基準を示している。

本報では，対象や状況を安全か危険かを区別することは，

個々人の判断であり，その基準は安心と同様に主観的なも

のであるとする立場を取る。この観点から，当該対象を許

容するか否かの基準を安全のしきい値と捉えた。不安は，

安心，安全と対比される。不安がないと認識するために

は，安全であると確信すること，あるいは，危険だと思い

至らないことのどちらかを満たす必要がある。そこから，

安心は安全であるとする意識(安心＝安全には必ずしもな

らない)と同等となり，不安の許容度は，安心と同列に安

全のしきい値にもなる。

また，安全・安心を考える場合，信頼の関与を抜きに言

及することはできない。対象が自身で制御できない，ある

いは自身だけで是非を選べない場合には，リスク認知(こ

こでは，危険な対象に対する感じ方)の強弱が対象の是非

を決めずにリスク認知の強弱が信頼の必要度(リスク対象

の管理に対する期待でもある)を左右する。すなわち，怖

ろしく感じる物に対しては管理をする側への信頼要求度が

増すのである。人々の意識において，「自分の力だけでは

どうすることもできず，任せるしかない」状況が信頼を強

く要求し，信頼を損ねる行為やその可能性には強く反発

し，同時にますます不安が喚起されていく。大塚30)は，

人々がリスクの原因を専門家や実施主体の行為や人格と結

び付けて捉える傾向を指摘するとともにリスク，ハザー

ド，不確実性，不安を行為の主体性と予測・制御の可能性

の観点から分類し，非主体的行為による，かつ，予測・制

御の可能性が低い場合に抱く感情を不安としている。この

ように人々が原子力利用に対して感じる不安は，

 任せるしかなく，しかも，信じられない(信じられな

くなった)から不安を抱く

 任せるしかなく，ゆえに，自分ではどうすることも

できないから不安を抱く

 自分の意思による行為ではないので不安を許容でき

ない

と表現することができる。このような不安と信頼の関係か

ら，第 7図における賛否態度を分ける要因を原子力技術

に対する意識と社会意識を合わせて第11図として捉える

ことができる。第10図に示すように不安を信頼によって

決定される従属指標として捉えることの意味がより明らか

となる。弱い賛成層が原子力利用の負の面を不安として表

明する背景には，任せるに足ると認識するまでの信頼が不

足していることが挙げられる。
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( 2 ) 原子力利用に関わる信頼

原子力利用の賛否を規定する信頼は，原子力を実施して

いる主体とそれを構成する者の行動や言動を通じて判断さ

れることを多くの調査が示している。特に，原子力安全シ

ステム研究所12)の調査では，賛成傾向の強い者ほどこの

傾向が強くなることを示している。この傾向は，社会を運

営するシステム(以下，社会運営システム)に対する捉え方

が大きく関与するものと考えられる。ここで，社会運営シ

ステムとは社会のあり方や方向性を先導し，そのために社

会を機能させている制度や仕組みを決め，同時にそれを司

る組織やその中で活動する者を網羅した概念であり，人々

の生活を左右する機能体を指している。そして，人々が自

身の生活を左右しているものと認識している対象でもあ

る。すなわち，人々が，社会のあり方を決め，運営してい

るものと認識する対象を指す。社会運営システムが何であ

るかは個々人の意識により微妙に変わる。

岡本14)の調査などから，自身が社会運営システムに属

する(あるいは，強く関わっている)と認識する者，社会運

営システムと利害が共通している者，社会運営システムに

対する期待の大きな者，および，社会運営システムに強く

同調する者は，社会運営システムに依存し，それゆえ信頼

する傾向が大きくなることがわかる。この信頼から，原子

力利用に対しても賛成を示す。それに対し，上記に必ずし

も当てはまらない層(あるいは，当てはまらないと思って

いる層)は，社会運営システムに対して，全面的に依存

し，同調することを肯定しない。多くの一般市民は，社会

運営システムに対して，強く否定もしなければ，強く肯定

もしない態度を取る。そして，社会運営システムと全く独

立して社会生活を営むことは通常はない。意識調査からみ

られる近年の特徴として，社会的な決定に対して，自身の

思考や判断を重視する傾向が強くなっている。このような

傾向から，社会運営システムやそこで実行される行為に対

して，信頼できることとできないことを自身の判断で分け

て考えようとしていることが掴める。そして，ここでの信

頼とは，社会運営システムやそこで実行している行為への

共感(そして，同意)によって形成されていく。共感や同意

によって，その行為への納得が生まれ，信頼を抱くように

なる。

多くの者は，社会運営システムに現行の社会を確実に維

持し，かつ，将来の不確実性を低減する機能を果たすこと

を期待している。社会運営システムに求める期待に多くの

者が，疑義を抱くようになっていることを社会意識調査か

ら読み取ることができる。例えば，NHK放送文化研究

所26)の社会意識調査から，「将来，効率，仕事重視」志向

から「現在，情緒，余暇重視」志向への移行が顕著にみら

れることはその現れとなる。効率から情緒，仕事から余暇

の志向変化は豊かさの体感の結果と解釈することができ

る。一方，将来から現在の視点の変化は，豊かさを実現し

たことでの現状維持意識が生じただけではなく，恵まれた

現状を維持できるかどうかについて，不安を感じているこ

とが特徴となる。すなわち，将来から現在の視点の変化は

「これで十分」とする意識ではなく，「現状を維持するだけ

でも十分に大変」とする意識の現れである。生きることで

精一杯の段階では，将来志向が育まれ，生きるに十分な段

階では，それを守ろうとする意識として現在志向が生じて

くる。特に，1990年台を境に豊かさに陰りを感じたと

き，一般市民が将来の不確実性を強く意識することで強い

不安感が生じていく。「現状を維持するだけでも十分に大

変」とする意識は，この不安感に裏打ちされ，将来の不確

実性の低減を社会運営システムに求める期待を弱めてい

き，社会運営システムに対する信頼を低下させる。

社会的不祥事の続発にも関連した期待の弱まりが，社会

運営システムへのさらなる不信につながっていく。さら

に，不信から生じる不安が人々から未来志向を失わせ，短

期間で結果を求めるようになる。それが，未来に向けた科

学技術にも目を向けなくしていく。特に，社会運営システ

ムに密接に結び付いている原子力不信の根底には，このよ

うな人々の目線の変化がある。原子力利用は，現状の社会

運営システムの意向に基づいて，その一部を担う“機能”

として実施され，同時に社会運営システムによって管理さ

れている。それゆえ，原子力利用に対する信頼は，社会運

営システムへの信頼に密接に関わり合い，社会運営システ

ムへの信頼が，原子力利用への信頼を左右する。同時に，

原子力利用への信頼が，社会運営システムへの信頼にも影

響を及ぼしている。

本報では，多くの者の危険性認識(≒不安感情)が，危険

性認識対象の管理に対する期待として作用することで補わ

れることを強調している。ここでの期待とは，技術的な管

理能力は十分であることを前提に，その能力を使いこなす
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人的・組織的な意図に対する期待であり，誠実さの評価に

よって判断されるものである。そこにおいて，多くの者に

とって，「あの人やあの組織の言動は信じ難い」，「この人

やこの組織の言動が信じられる」とする手順で種々の情報

を判断し，信頼を通じて安全か否かを判断しているのであ

る。ここでの信頼の低下とは，「本当に言うとおりか，大

丈夫か」とする感情であり，自身が相手に期待する行為を

その相手がしていないのではと疑うことを通じた相手の誠

実さへの疑義にほかならない。期待は，期待した状態が実

現されたか否かの判断と期待を担う対象の誠実さから判断

される。

V. 社会との相互作用に関する考察

ここまでの展開から原子力利用が置かれている状況と意

識変化の関係を整理すると，1970年代まで(見方によって

は1990年代まで)では広くもたれていた社会的な共通目標

(豊かさの実現など)を達成し，教育水準の上昇などとも関

連して，価値観が多様化し(あるいは多様化が許容され)，

社会が進むべき方向への見解が分かれ出した。また，伝統

や権威に対する考え方に現れる社会的決定のあり方に関す

る意識の変化が社会的な共通目標からの逸脱に対する抑制

力を低下させたことは，それまではあまり出ることが少な

かった層の意見が顕在化しやすい状況を出現させた。そし

て，その雰囲気から強い態度層の活動を活発化させるとと

もに表面化し，原子力利用が社会的懸案事項であるとする

認識を強めていくこと，および，特質の両面性を強く実感

したことの相乗効果によって推進の躊躇を求めている状態

(見直し機運の高まり)がみえてくる。すなわち，社会全般

に関する意識変化による意見の分かれ(の可能性とその

表明機会の増加)とこの原子力利用を取り巻く状況変化に

よって，原子力利用に対する求めが変化し，今日の「円滑

推進し難い」，「推進の躊躇を求めている」状況を生んでい

る。そこには，社会的逸脱を(ある程度まで)許容する社会

状況の出現，すなわち，意見が分かれ，かつ，それを表明

できる(表明しても生活していくことのできる)社会への変

化が，社会的意思決定に対する捉え方を変え，原子力利用

に対する意味付けに大きく影響している。

従来から原子力利用の動向を決める社会的意思決定は，

行為の是非の決定から運営に関する全般において「人々は

専門家や実施主体に任せる専門家や実施主体は人々から

任せられる」という図式が中核にあり，この図式を成立・

維持させるためには信頼関係(主に一般市民からの信頼)と

その行為を巡る意見の分かれが少ないことが強く必要であ

った。それが，「任せる任せられる」の関係を正当化し，

状況を把握した専門家の決定が社会の決定であることを保

障するものであった。社会の中での科学技術は，この決定

を受けて推進されていく。特に，国の支持・支援が重要な

原子力利用の推進には，人々の合意形成を前提とした社会

的意思決定がなされている必要がある。原子力利用の黎明

期では，「夢の技術(としての期待)」や「任せる」とする

形での合意形成が成立しており，その正当性を疑うことは

少なかったし，決定事項(＝原子力利用の導入・推進)その

ものに対する疑義もごくわずかで，意見の分かれが少なか

った。むしろ，意見がなかった状態といってもよい。同時

に安全に対する見解は，自明性を前面に押し出すことによ

って保たれており，「任せる」ことに違和感を抱くことは

なかった。ここで，自明性とは，事故が起こるとは思わな

い状況であることを指し，「事故が起こることはあり得な

い，起こるはずがない」とする予期を共有している状況を

指す。事故はあり得ないとする予期の共有は信頼をベース

とした一任関係で成立する。原子力利用の導入初期は，夢

のエネルギー源である原子力への期待によって負の面を意

識しないことで自明性が形成され，1980年以前では「日

本では，事故は起こり得ない」を基調とする絶対安全によ

る説得と納得で自明性が担保されていた。事故の現実性認

識が弱い段階では，自明性が拠り所として効果的に機能

し，「任せる」とする合意が広く浸透していた。この合意

は，弱い態度層がその中核をなすものである。

この「任せる任せられる」を基盤とした社会において

意思決定するためのシステム(社会的意思決定システム)で

は，信頼関係に裏打ちされた暗黙の合意形成，すなわち，

信頼＝合意の図式が成立し，信頼を失うことは合意自体を

も失うことにつながる。近年になり，真の意味での合意形

成が不十分であるとする立場などから社会的意思決定シス

テムの正当性に対する疑義が生じてきた。それでも，正当

性を否定するような信頼関係の喪失が顕著とならなけれ

ば，正当性に対する疑義が表立つことはなかった。

しかし，1981年に敦賀原子力発電所で発生した放射性

廃液漏洩事故とその前後の情報隠蔽などの不祥事が，信頼

関係の裏付けとして機能していた自明性を揺らがす契機と

なったことが指摘されている2)。第 2図(1)でみられる

1980年ころからの賛成意見の減少傾向は，この自明性の

薄れが影響しているものと考えられる。さらに，1990年

代以降に頻発した事故や不祥事により信頼が崩れていっ

た。信頼が崩れれば，弱い賛成層が抱く不安という形を通

して，強い態度層や意見表明を控えていた層から正当性に

対する疑義が表立っていく。さらに，正当性が疑われる社

会的意思決定システムで決定された事項に対する異議の表

明の活発化へと連なっていく。これらが相乗的に作用する

ことで，原子力利用に関わる行為が社会での懸案事項と様

変わりしていく。すなわち，「任せる任せられる」を基盤

とした社会的意思決定システムにおいて，その成立の鍵と

なる信頼関係が崩れたこと，さらに「任せる任せられる」

という図式のシステムそのものに対する疑義が，今日の状

況を写している。そして，原子力関係者の視野の中にこの

図式の社会的意思決定システムへの固執が強く残存し，一

般市民からはそれが風通しの悪さ(閉鎖性)認識へとつなが

ってしまう。暗黙の合意の薄れを原子力利用への受容に対
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する抵抗と捉え，その要因を“(非合理な・感情的な)不安”

に帰結する意識が状況を混乱化させている。

本報では，一般市民と原子力の相互作用を社会とする

“場”を介在したものと捉え，一般の市民による“場”へ

の作用は意識変化の結果として与えられるものであるとす

る考え方を採用して説明することを試みた。原子力利用に

代表される科学技術は，“場”のあり方を変える。その変

化が一般市民に伝わり，その生活や意識を変えていく。同

時に，“場”である社会は，そのあり方や方向性を決め，

運営している制度および制度を司どる組織やその中の者

(社会運営システム)によってなされていく。ここでは，こ

れらの要因を総合して，一般市民の意識が，原子力を巡る

状況をどのように形成していくかをまとめた。

そこでは，強い態度層の存在や活動が問題を発掘し，そ

の問題を多くの者が認識することで当該事項が，社会的関

心事となっていく。そして，当該事項が社会的関心事であ

ることで弱い態度層に懸念や不安が誘発され，暗黙の合意

の薄れとして社会的雰囲気(“場”)を変える。社会的雰囲気

を通じて懸念や不安の喚起を強い態度層が感知するとさら

に活動が表面化し，さらに社会的な関心を強めていく。そ

れらが相乗的に機能していく。この相乗効果から，多数を

占める弱い賛成態度層の賛否態度は変えない程度の意識の

背景変化(すなわち，危険性と有用性による両義性意識の

バランス変化)が“場”の変化(すなわち，暗黙の合意の低

下)として社会全体に大きな影響を及ぼすことになる。

同時に，近年における顕著な変化として，「両義性の大

きさ」の変化が挙げられる。両義性の大きさとは，意識の

度合いの違いであり，両義性の対象(ここでは原子力利用)

について，多く意識することである。これまで，多くの市

民は，“任せる”関係の中から，原子力利用を意識しない

で済むことを求めていた。この前提が崩れ，市民が原子力

利用に対する意識を強めれば，両義性も大きくなる。両義

性を強く実感するようになると，葛藤も大きくなり，そこ

から不安が高まっていく。

この状況を改善するには，暗黙の合意を拠り所にするの

ではなく，意見が分かれていることを前提とした社会的意

思決定システムを模索することが，これからの原子力推進

には不可欠である。

VI. お わ り に

これまでに実施された意識調査と社会情勢の変化を関連

させ，原子力が置かれている状況と問題意識の変遷の分析

評価を行った。原子力利用と社会の関係において一方が他

方の動向を一方的に決めることでは機能せず，相互に補い

合い，支え合わねばならない。大多数を占める弱い賛成層

の意識の背景変化が社会全体の雰囲気を変え，社会におけ

る懸案事項として社会全体での議論の必要性(躊躇を求め

ている)を訴えていることはその現れである。現行の社会

的意思決定システムでは意見の分かれが大きく，さらに明

確な意見が打ち出され対立化している場合には成立の前提

が崩れ去り，訴えに答えることができなくなってしまう。

そして，信頼の喪失と社会意識変化による意見の分かれに

よって，主に弱い賛成層による暗黙の合意が低下したこと

が社会的に大きな影響をもたらしている。

社会意識は，時代の流れで変化していく。その流れが原

子力利用に関わる事項を限定された者の利害の問題からす

べての者の生活を左右する問題(≒政治的問題)へ移行さ

せ，傍観的でもあった弱い態度層にとっても自分たちの問

題となっていく。社会意識の変化に対応した方策によっ

て，原子力利用と社会の相互作用によって生じる問題を克

服していかねばならないことがわかる。

本研究を進める上で，日本原子力研究開発機構の中江延

男氏(現原子力安全基盤機構)，遠藤秀俊氏から有益なコメ

ントおよび協力をいただいた。そのことに対し深く感謝し

ます。
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