放送研究と調査

9 月号掲載

原子力災害と避難情報・メディア
～福島第一原発事故の事例検証～
メディア研究部（メディア動向） 福長秀彦

1. はじめに

的 な 事 故 評 価 尺 度（INES : International
Nuclear Event Scale）で，最悪のレベル7に

2011年 3月11日の三陸沖を震源とする巨大

相当すると発 表した。1986 年に旧ソ連で 起

地震によって，東京電力の福島第一原子力発

きたチェルノブイリ原発事故と同レベルであ

電所は，6 基ある原発のうち，運転中の1号機

る。放射性物質の放出量は，チェルノブイリ

から3 号機の原子炉がすべて自動停止した。地

の15％程度とされているが，複数の原子炉の

震直後の津波によって，1号機から3 号機では，

炉心が次々と溶融し，長期に亘って炉心の溶

原子炉と使用済み燃料プールに入っている燃料

融と放射性物質の漏洩が続くという原発史上，

棒を冷やす装置の主要な電源が失われた。ま

類例のない大事故となった。福島第一原発か

た，4号機は定期検査中で原子炉は稼動してい

ら半径 20 キロ圏内の「警戒区域」や 20 キロ圏

なかったが，使用済み燃料プールを冷却する電

外でも「計画的避難区域」に指定された11市

源が失われた。

町村の住民約 8 万 5,000人が，地震発生から

その結果，1号機から3 号機では，炉心の燃

4カ月以上が経った本稿執筆時点（2011年7月

料棒が溶融し，溶けた燃料が原子炉の底に崩

13日現在）でも，辛く不便な避難生活を強い

れ落ちるメルトダウンが起きた。さらに原子炉

られている。

の底部や原子炉の外側にある格納容器も破損

本稿では，放射性物質漏洩の危険が迫る中

した。炉心が損傷する事故は，シビアアクシデ

で，避難や屋内退避の指示が，どのようなタイ

ント（過酷事故）と呼ばれ，国内の原発では，

ミングで，どのようにして，何を根拠に伝達さ

理論的には考えられても，現実には起こりえな

れたのか，そうした避難情報の趣旨が関係者

い事故とされてきた。炉心の溶融と原子炉，格

の間で理解され，共有されていたのか，されて

納容器の破損によって，原子炉の燃料棒の中

いなかったとすれば何故か，それによって何が

に封じ込めておくべき放射性物質が環境中に大

起きたのかを検証する1）。

量に撒き散らされた。
事故発生から1カ月後になって，原子力安
全・保安院は，福島第一原発事故を，国際
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そうした検証を通じて，原子力災害時の情報
伝達，とりわけ放送メディアの在り方を考察す
るのが本稿の狙いである。
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2. 原子力災害と避難情報

した時には，原災法の10 条によって通報が行
われる。

そもそも，原子力災害の際に，避難情報はど

15 条通報はさらに事態が悪化した場合に行

のようにして出されることになっているのだろうか。

われる。敷地境界付近で測定される放射線量
が，10 条通報の100 倍の毎時 500マイクロシー

2（1）原子力災害と情報伝達の仕組み

ベ ルト以 上 に 達したり，ECCS（Emergency

今回のように原子力施設で重大事故が起き

Core Cooling System:緊急炉心冷却装置）で

ると，原子力災害対策特別措置法（原災法）

原子炉に水を注入ができなかったりした場合に

に基づいて，避難や屋内退避などの措置がと

通報が行われる。

られることになっている。重大事故とは，施設

15 条通報があった場合に，内閣総理大臣は，

の敷地の外に放射性物質が漏洩する（もしくは

原子力緊急事態宣言を行う。宣言では，緊急

漏洩するおそれがある）事態のことだ。原災法

事態の概要と応急対策を実施すべき区域が公

の流れを図 1に示す。

示されることになっている。内閣総理大臣は，

原災法では，原子力施設でどのような異常事

緊急事態宣言で公示された区域の市町村長に

態が起きた場合に，電力会社などの事業者が

対して直ちに住民の避難や屋内退避を行うよう

重大事故（またはそのおそれがある事態）とし

に指示する。自然災害の場合には，避難の勧

て国や自治体に通報すべきか定めている。

告・指示は災害対策基本法によって市町村長

施設の敷地境界付近で，毎時 5マイクロシー

の権限であるが，原子力災害の場合には，避

ベルト以上の放射線量が測定されたり，今回の

難の判断に専門的な知識が必要であることか

事故のように，原子炉の燃料を冷やす機器を

ら，国が市町村長に指示できる。ただ市町村

動かすのに必要な交流電源がすべて失われたり

長が独自の判断で避難や屋内退避の指示・勧

図１ 原災法の枠組みと避難

10 条通報
・敷地境界付近で
5 μ Sv ／ h 以上
・全交流電源喪失など

15 条通報
・敷地境界付近で
500 μ Sv ／ h 以上
・ECCS 注水不能
・格納容器内圧の異常
上昇など

原子力緊急事態宣言

応急対策の実施

・応急対策の
実施区域公示
↓
・避難／屋内退避指示

・避難／屋内退避誘導

・原子力災害対策本部

・緊急事態の情報周知
・放射線モニタリング
・予測（SPEEDI/ERSS）

・合同対策協議会

・ヨウ素剤の服用指示
・食料品の出荷・
摂取制限
・放射性物質の除染

（注）μ Sv/h はマイクロシーベルト毎時。
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2（2）Public Warning と原子力災害

告をすることもできる。
緊急事態宣言と同時に，国は内閣府に原子

リスク・コミュニケーション研 究 のPublic

力災害対策本部を，施設近傍にあるオフサイト

Warning モデルを使って，原子力災害を考察し

センター（応急対策拠点施設）に原子力災害現

たのが図 2 である。Public Warningは，危険

地対策本部を立ち上げる。オフサイトセンター

の接近を知らせて注意喚起を促すAlert（警戒

には，国や県，市町村，必要に応じて原子力

情報），特定的な危険の内容及び具体的な対

事業者などから成る合同対策協議会が作られ，

応行動を知らせるNotification（啓発情報）の2

関係機関が情報を共有しながら協力して応急対

つの要素から成る。前述の原災法の10 条通報

策を進める手筈になっている。

や15 条通報は，事業者から国（原子力安全・

応急対策としては，市町村による避難や屋

保安院）や自治体への通報であっても，マスメ

内退 避の実施，モニタリングカーによる緊急

ディアなどを通じて Public（一般の人びと）に

時の放射線測定，緊急時迅速放射能影響予

速報されるからAlertであると考えることがで

測ネットワークシステム（SPEEDI:System for

きる。原子力緊急事態宣言は，Alertであると

Prediction of Environmental Emergency

同時に，緊急事態の概要や応急対策が必要な

Dose Information）や緊 急時対 策支 援シス

区域など危険の内容が具体的に示されるので

テ ム（ERSS: Emergency Response Support

Notificationでもある。Notification中の対応行

System）を使った予測などがある。このうち

動というのは，避難や屋内退避などである。

SPEEDIは，大気中の放射性物質の濃度や被

大雨などと違って，放射線は五感ではとらえ

曝線量などを，ERSSは原子炉のパラメーター

られない。環境中の異常の顕在化に気がつか

から事故の進展を予測する。応急対策を進め

ないうちに被害を受けるおそれがある。この点

る上で予測は極めて重要である。

が，大雨などの自然災害とは大きく異なる。

図 2 Public Warning モデルと原子力重大災害

放射線量上昇
時間差
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放射線のレベルが，体の異常を感じること

3.検証・福島第一原発事故と住民避難

のない比較的低いレベルであっても，被ばく
してから長期間が経過した後に，白血病など

福 島 第 一 原 発 事 故 では， 前 述 のAlert や

の晩発性の障害が起きる可能性がある。従っ

Notificationはどのように伝えられたのだろう

て，Public Warningと放 射線量の上昇＝異

か。福島第一原発から半径 3キロ圏内に入る立

常の顕在化との間には，十分な時間差が必要

地自治体の大熊町，10 キロ圏内に入る浪江町，

となる。格 納容 器の破損などで放 射性物質

20 キロ圏内に入る南相馬市を対象にヒアリング

漏洩の危険性が高まっている場合には，この

調査を行った。図 3，図 4 にそれぞれの位置，表

時間差が短くなるから，素早くAlertを発して，

1 ～ 3 に自治体ごとの時系列を示す。

Notificationとのタイムラグを極力短くしなけ
ればならない。

3（1）大熊町（11 日午後～）

危険を回避するための対応 行動が冷 静に

東京電力が原子力・安全保安院に1 〜 3号

混乱なく行われるためには，Notification が

機の10 条通報（全交流電源喪失）を行ったの

自治体や住民の間で理解され，情報の共 有

は午後3 時 42分頃であった。福島第一原発か

が行き届いていることが前提となる。しかし，

ら南西に約 4キロ離れた大熊町役場では，当

原子力災害の場合には，難解な専門用語と単

時，2 階に災害対策本部が設けられ，職員20

位が，その障害となる。従って，情報の発信

人程が津波に襲われた沿岸部の被害の情報収

者は，Alert や Notificationを出した 趣 旨や

集と応急対応に追われていた。この時刻には，

根 拠などを，丁寧に分かりやすく伝える努力

地元メディアの記者から，
「お年寄りが海に流さ

が要る。

れた」との目撃情報が寄せられ，救出・捜索の

また，情報の理解と共有が円滑になさ

図 3 福島第一原発の半径 10 キロ圏内

れるためには，Alert や Notification が扱
う危険の度合いをどう判断するかについ
得られている必要があるが，原子力災害

半径
10km

浪江町

て， 一定の社会 的 consensus（ 合意 ）が

国道
114号
JR常磐線

レベルの放射線が人体に与える影響につ
いては，専門家の見解が必ずしも一致し
ていない。原子力の危険性（安全性）を

双葉町
国道288号

めぐっては，原発の草創期から激しい論

大熊町役場

争が行われてきた。このような制約を踏

大熊町

富岡町

半径
３km
国道６号

まえると，原子力災害の Public Warning
では Alert や Notification の裏付けとなる

双葉町役場

東京電力福島第一原発

の場合には，これにも制約がある。低い

データの開示と整合性がとりわけ重要な
意味を持ってくる。
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表１ 大熊町への情報伝達
3 月 11 日

14:46 地震発生

15:30 頃大熊町沿岸に津波到達

国・東電の対応など

大熊町の情報受信・対応

事故解析及び放射線量（実測値）

15:42 ❶❷❸ 10 条通報
「全交流電源喪失」

16:30 頃までに東電より電話連絡

16:45 ❶❷ 15 条通報
「ECCS 注水不能」

17:10 県から電話連絡

19:03 原子力緊急事態宣言

事前連絡なし（TV で知る）

20:50 県が 2 キロ圏内
避難指示

連絡なし（記憶・記録なし）

20:00 頃❶圧力容器破損（保）

21:23 首相指示
3 キロ圏内避難
10 キロ圏内屋内退避

国・県から連絡なし（TV で知る）
21:33 ～ 22:00
防災行政無線等で周知

21:08 ❶建屋内で高放射線量
0.8mSv ／ 10sec
23:00 タービン建屋で高放射線量
0.5 ～ 1.2 mSv ／ h

12 日

00:00 前後 電話連絡
「国交省がバス 70 台手配」

01:20 ❶ 15 条通報
「格納容器圧力異常上昇」

連絡なし

05:44 首相指示 10 キロ圏内避難

06:00 頃首相補佐官から町長に電話
06：30 頃～ 08:00 頃防災行政無線で周知
09:00 ～ 住民を田村市へ

14:30 ❶ベント実施確認

連絡なし

15:36 ❶水素爆発で建屋破損

連絡なし
15:30 過ぎ役場撤収

18:25 首相指示
20 キロ圏内避難

連絡なし（人づて）
19:00 過ぎ 住民誘導

18:00 頃❶炉心損傷開始（保）
18:30 頃❶炉心損傷開始（東）

04:10 正門付近で 0.5 μ Sv ／ h

05:30 頃❶圧力容器破損（東）
07:40 正門付近で 5.1 μ Sv ／ h
15:29 北西敷地境界で 1015 μ Sv ／ h

（注）❶❷❸は何号機かを示す。斜体は事故の解析。（東）は東京電力，（保）は原子力・安全保安院の解析。
放射線量は「モニタリングデータ見直し結果（3 月 11 日～ 21 日）」
（平成 23 年 6 月 8 日東京電力）及び福島第一原発運転日誌記録（平成 23 年 5 月 15 日東京電力）
mSv ／ h はミリシーベルト毎時，μ Sv ／ h はマイクロシーベルト毎時。

手配を慌ただしく行っていた。午後4 時半頃ま

できるものもあったが，非常につながりにくかっ

でには，福島第一原発広報班から一般の加入

た。大熊町の各地区で停電になり，役場では自

電話で10 条通報の連絡が入った。

家発電でテレビを見ていた。

大熊町の場合，11 ～ 12日にかけて，情報収

福島第一原発から西に 5キロ程離れたオフサ

集のためのメディアの状況は，どうだったのだ

イトセンターと自治体とを結ぶテレビ電話ネット

ろうか。福島原発と福島県庁，10キロ圏内の市

ワークシステムがあるが，これも地震による停

町村を光ケーブルで結ぶ原子力緊急時連絡網

電で全く機能していなかった。

は，地震のため基地局もしくは回線が被害を受

午 後 4 時 45 分， 東 京 電 力は 1，2 号 機 で

け，全く使えなかった。福島県庁と町役場とを

緊 急炉心 冷 却 装 置（ECCS:Emergency Core

2）

結ぶ衛星回線も使用できなかった 。携帯端末

Cooling System）による炉心への注水状況が

は電話・メールともつながらなかった。一般の

確認できないとして15 条通報を行った。大熊

加入電話とファックスは，端末によっては通話

町には 25 分後の午後 5 時 10 分，福島県から電
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話で15 条通報の連絡が入った。町の職員の多

ミリシーベルトの上限を僅か10 分余りで超えて

くは，
「原子炉は止まったのだから，深刻な事

しまう非常に高い 値だ。午 後 9 時 51分には，

態は回避できる筈だ」と思っていた。午後7 時

東京電力の社長命令で1号機の原子炉建屋へ

3 分，国は国内では初めての原子力緊急事態宣

の立ち入りが禁止された。午後 11時頃になる

言を出した。職員は，テレビでそのことを知っ

と，1号機の原子炉建屋とつながっているター

たが，
「とんでもないことにはならない」という

ビン建屋でも，毎時 0.5 ～ 1.2ミリシーベルトの

思いに変わりはなかった。

高い放射線量が測定された3）。こうした情報は

午後8 時 50 分，福島県は独自に福島第一原

大熊町には全く入って来なかった。

発から半径 2キロ圏内に避難指示を出した。2

翌 12 日の午前 0 時 前 後に， 国あるいは県

号機の原子炉の水位が急速に低下していたため

から大熊町に電話が入る。内容は「国交省が

だ。しかし，大熊町では，
「県から連絡は全く

チャーターした大型バス70 台をそちらに回すか

なかった」
，
「テレビで見た憶えもない」としてい

ら隣の双葉町と分けて使ってもらいたい」という

る。その33 分後の午後 9 時 23 分，菅首相は半

ことだった。大熊町では，たかだか3キロ圏内

径3キロ圏内に避難を，10キロ圏内には屋内退

の避難にどうして大型バスが 70 台も要るのかと

避を指示した。15 条通報を受けての措置だが，

怪訝に思った。午前 3 時過ぎ，オフサイトセン

大熊町に国や県からの連絡は全くなかった。テ

ター近辺に47台の大型バスが到着した。

レビを見て初めて知った。職員の一人は，
「何

この間，福島第一原発では，1号機の格納

で屋内退 避なのか，何がどうなっているのか

容器の圧力が設計値の1.5 倍にまで上がり，東

サッパリ分からなかった」と当時を振り返る。

京電力は午前 1時 20 分，原子力・安全保安院

大熊町は，津波の直後に3キロ圏内を含む

に15 条通報（格納容器圧力異常上昇）を行っ

沿岸部の住民を，国道 6 号線から西側に避難さ

た。また午前5 時過ぎから福島第一原発の正門

せていた。福島第一原発から北西に 3.2キロ

付近の放射線量の値がじわじわと上昇を始め

程離れた町立総合スポーツセンターには1,100

る4）が，大熊町への説明はなかった。

人が避難していた。3キロ圏内の避難は既に完

午前 5 時半頃，役場の車庫では，婦人消防

了していたのだが，役場では住民が避難先から

隊の人たちが，総合スポーツセンターに避難し

自宅に戻ってしまわないように午後 10 時までに

ている住民のために炊き出しをしていた。午前

防災行政無線で1回，国の避難指示を流した。

5 時 45 分頃，その総合スポーツセンターから
「宇

防災行政無線は屋外のスピーカー（42 基。うち

宙人のような格好をした警察官が逃げろ逃げろ

沿岸部の2 基は津波の被害で使用不能）と各

と言っている」という連絡が入った。驚いた役

世帯に備え付けの戸別受信機（約 4,000 世帯全

場では職員が手分けして警察署などに問い合

戸に配備）から成る。

わせた。

実は，この頃，午後 9 時 8 分には1号機の原

午前 6 時頃，細野豪志首相補佐官から渡辺

子炉建屋内で10 秒間に0.8ミリシーベルトとい

利綱町長に，午前 6 時半頃に県の原子力災害

う放射線量が測定されていた。この値は，原

対策本部から町役場の担当者に，それぞれ電

発の作業員に通常時に許容されている年間 50

話で「菅首 相が午前 5 時 44 分に半 径 10 キロ
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圏内に避難の指示を出した」という連絡があっ

住民の避難先がこれで落ち着いた訳では決し

た。この時の避難指示の理由は，格納容器内

てなかった。田村市の体育館などは他の町村か

部の圧力異常上昇であったが，それについて詳

ら避難してきた人たちで溢れていた。避難所に入

細な説明はなかった。

りきれない人たちは，郡山市や三春町，小野町

大熊町約 4,000 世帯のうち，殆どは10キロ

へと遠方の避難所に回らなければならなかった。

圏内に入る。大熊町では，午前 6 時半～午前 7

12日の午後 6 時 25 分，菅首相は避難指示を

時と午前 7 時半～午前 8 時前にかけて，防災行

さらに半径 20キロ圏内に拡大した。1号機の水

政無線で繰り返し避難指示を伝え，総合スポー

素爆発と原発敷地境界での放射線量上昇が，

ツセンターに避難している住民以外は，町内 15

その理由であった。大熊町役場は，田村市の

か所の集会所に集まるよう呼び掛けた。

総合体育館に間借りしていたが，避難指示の

午前 8 時以降，総合スポーツセンターと各地

拡大については何の連絡もなかった。役場職員

の集会所に集合していた住民は大型バスで隣

は誰からか人づてに聞いて，大熊町内の20キ

の田村市の体育館などに向かった。住民の多

ロ圏内に残っている十数世帯の人たちを田村市

くは 2 ～ 3日で家に帰れると思っていたので，

へと避難させた。また，田村市の避難先でも

殆ど着の身着のままの状態だった。職員の一人

場所によっては 20キロ圏内に入る所もあり，そ

は，この時になって，大型バスはこのためであっ

こに避難した人たちは，さらに遠くの小野町ま

たのかと気付いた。そして国は「念のため」と

で移らなければならなかった。

言いながら，早くから事態の深刻化を予測して
いたのではないかとふと思った。田村市への避
難は午後 2 時頃までには何とか完了した。
午後 3 時 29 分，福島第一原発の北西敷地境
界付近で放射線量が毎時 1015マイクロシーベ

3（2）浪江町（12 日早朝～）
浪江町は福島第一原発から半径 10キロ圏内
に入る。町役場は同原発から北西に8.7キロ離
れている（図４）。

ルトにまで上がっていた5）。自然界や医療用の

半径 10キロ圏内の避難指示（12日午前 5 時

放射線を除き，一般公衆が1年間に浴びても差

44分）は，役場1階の災害対策本部にいた職

し支えないとされる許容線量の限度（1000マイ

員が，午前 6 時過ぎにテレビを見て知った。職

クロシーベルト）を1時間で超えてしまった。

員は慌てて2 階に駆け上がり，会議中の幹部職

午後3 時半過ぎ，大熊町では最後まで残って

員に伝えた。幹部職員の一人は「防災訓練の避

いた職員10人程が，役場を引き払おうとしてい

難想定は確か 8 キロ位までだった筈で，それ

た。車に乗りかけたところ，
「ダーン」という低い，

より拡大したとなると大変なことだ」と思った。

重く響く音がした。音がした方を見ると，福島第

国や県からの連絡は一切なかった。

一原発から茶色がかった白い煙が南へと流れて

12～15日にかけて，情報収集のためのメディ

行くのが見えた。1号機の水素爆発の瞬間だっ

アの状況は以下の通りである。原子力緊急時

た。職員の一人は，
「その時は，何が起きてい

連絡網は大熊町同様に全く使えなかった。県

るのか分からなかったが，大変なことになって

庁と町役場とを結ぶ衛星回線も使用不能であっ

いるという感覚に変わった」と話している。

た 6）。一般の加入電話とファックスはつながら
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は，1 ～ 2日の避難で済む

図４ 福島第一原発の半径 30 キロ圏内

だろうと考えていた。
午後 1時頃，町では災害

南相馬市

半径
30km

浪江町

半径
20km

葛尾村

双葉町

福島第一原発

飯舘村

大熊町

田村市
川内村

富岡町

対策本部の会議を開き，国
が指示している10キロ圏内
避難を町独自に拡大し，20
キロ圏外に町民と役場機能
を避難させることを決めた。
国や県からの情報がない中
で，馬場有町長が，テレビ
の 情 報などを基 に判 断し
た。 午 後 1時 以 降，10 ～

楢葉町
いわき市

20キロ圏内の5か所の避難

広野町

所と住民に町独自の避難指
示が伝えられ，住民はマイ

なかった。携帯端末は電話・メールとも非常に

クロバス3 台に分乗するかマイカーを運転して，

つながりにくかったが，通話できる機種もあっ

20 ～ 30キロ圏内の津島地区へと移動した8）。

た。臨時に衛星の電話が支給されたのは14日

避難所だけで 2,100人もの人数であったから，

になってからだった。地区によっては停電にな

移動は翌 13日の朝までかかったと言う。

り，役場では自家発電でテレビを見ていた。

午後 2 時からは役場の職員が福島第一原発

10キロ圏内避難の情報は，午前 6 時 40 分～

から28キロ程離れた津島支所に向かった。避

7時半頃にかけて，防災行政無線（屋外スピー

難所に充てられた津島地区の学校の体育館や

カー：約 60 基，戸別受信機：約 7,700 世帯全戸

支所の駐車場では，凡そ1万人が車の中で夜を

に配備）と広報車2台を使って繰り返し伝えた。

明かした。住民の多くは「ここまで来れば大丈

浪江町の人口は約 2万908人で，その85％に

夫」と思っていた。

当る1万 7,793人，約 5,400 世帯が10キロ圏内

浪江町が独自の避難指示を出してから5 時

に住んでいる7）。このうち，津波で被災した沿

間以上が経った午後 6 時 25 分，菅首相は避難

岸地区の住民約2,000人，600 世帯は役場敷地

指示を半径キロ10 キロ圏から20 キロ圏内に拡

内と役場近くの公共施設に11日の午後から避難

大した。国や県から浪江町に連絡はなかった。

していた。津波で被災した住民とそれ以外の10

テレビを見て知った。

キロ圏内の住民は，午前 9 時頃から，町が手配

それから3日後の15日午前 7 時，津島支所で

したバスで10キロ～ 20キロ圏内の5か所の避

災害対策本部の会議が開かれ，これから津島

難所（苅野地区の小学校・公民館など）と20キ

地区を出て，30 キロ圏外で西隣りの二本松市

ロ～ 30キロ圏内の8か所（津島地区の公民館・

に住民と役場を避難させることを決めた。国や

小学校の体育館など）に向かった。住民の多く

県，東京電力から福島第一原発の状況につい
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表 2 浪江町への情報伝達
国・東電の対応など
3 月 12 日
05:44 首相指示 10 キロ圏内避難

浪江町の情報受信・対応

05:30 頃❶圧力容器破損（東）
連絡なし（TV で知る）
06:40 ～ 防 災 行 政 無 線・広 報 車 で 周 知
07:40 正門付近で 5.1 μ Sv ／ h
07:30 ～避難所に住民誘導

14:30 ❶ベント実施確認

13:00 頃町独自の指示
（20 キロ圏外への避難）
13:00 ～住民を津島地区へ
14:00 ～役場を津島支所へ
連絡なし

15:36 ❶建屋で水素爆発

連絡なし（TV で知る）

18:25 首相指示
20 キロ圏内避難

連絡なし（TV で知る）

3 月 14 日
11:00 ❸建屋で水素爆発

事故解析及び放射線量（実測値）

15:29 北西敷地境界で 1015 μ Sv ／ h

08:30 頃❸圧力容器破損（東）
22:50 頃❷圧力容器破損（保）

連絡なし（TV で知る）

3 月 15 日
06:20 ❷圧力抑制室損傷を発表

連絡なし

06:50 15 条通報
「敷地境界放射線量異常上昇」

連絡なし
10:00 ～町独自の指示
30 キロ圏外への避難

11:00 首相指示
20 ～ 30 キロ圏内の屋内退避

連絡なし（後から TV で知る）
13:00 ～住民を二本松市へ
14:00 ～役場を二本松市
東和支所に移転

06:50 ～正門付近で放射線量急上昇
  （μ Sv ／ h）
07:38
1390
07:50
1941
08:31
8217
09:00
11930
10:25
3342
12:10
2142
13:30
1068
14:00       928.2
15:30       596.4
19:30 頃❷炉心損傷開始（東）

（注）❶❷❸は何号機かを示す。斜体は事故の解析。（東）は東京電力，（保）は原子力・安全保安院の解析。
放射線量は「モニタリングデータ見直し結果（3 月 11 日～ 21 日）」（平成 23 年 6 月 8 日東京電力）。
μ Sv ／ h はマイクロシーベルト毎時。

て，相変わらず連絡や説明はなかったが，浪

午前 6 時に毎時 73.2 マイクロシーベルトだった

江町ではテレビや新聞などのマスメディアを通

ものが，午前 7 時 38 分には毎時 1390マイクロ

じて，14日の 3 号機の水素爆発，15日早朝の

シーベルト，午前 9 時には毎時 1万 1930マイク

2 号機の圧力抑制室（格納容器）破損など深刻

ロシーベルトにまで達した。つまり，一般公衆

化する事態を把握していた。町議会議員や職

が1年間に浴びても差し支えないとされる許容

員，一般の町民の間から「このままここにいて

線量の限度の12 倍近い放射線が1時間で測定

大丈夫なのか」という不安の声が次々と上がっ

された。東京電力は国に15 条通報（敷地境界

た。また，津島は寒くて避難所が狭い，居心

放射線量異常上昇）を行った9）が，浪江町には

地が良くない，住民の健康が心配だ…。こうし

どこからも連絡はなかった。

た理由で，二本松市への避難を決めた。

午前 10 時，町の災害対策本部の主要なメン

表 2に示す通り，この頃，福島第一原発で

バーや津島地区の区長，各避難所の責任者に

は，正門付近の放射線量が急上昇し始めた。

町独自の避難指示が伝えられた。津島支所に
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表 3 南相馬市への情報伝達
国・東電の対応など

南相馬市の情報受信・対応

18:25 首相指示 20 キロ圏内避難

連絡なし（TV で知る）

17:46

0.82

20:00 ～防災行政無線・広報車で周知

20:00

17.08

21:00

20.00

22:00

12.00

22:57

11.20

23:52

8.33

住民を避難所に誘導

3 月 14 日
11:00 ❸建屋で水素爆発

事故解析及び放射線量（実測値）
市内（錦町）放射線量上昇 （μ Sv ／ h）

3 月 12 日

08:30 頃❸圧力容器破損（東）
連絡なし（TV で知る）

22:50 頃❷圧力容器破損（保）
市内（錦町）放射線量（μ Sv ／ h）
05:00

3.43（14 日最大値）

23:30

2.76（14 日最小値）

市内（錦町）放射線量（μ Sv ／ h）

3 月 15 日
06:20 ❷圧力抑制室損傷を発表

連絡なし

10:00

2.49

06:50 15 条通報

連絡なし

11:00

2.46

12:00

2.44

14:30

2.40（15 日最小値）

16:00

2.43

12:00 ～防災行政無線・広報車で周知

19:30

4.96

希望者には市外への避難

22:10

5.15（15 日最大値）

23:30

4.18

「敷地境界放射線量異常上昇」
11:00 首相指示

連絡なし（TV で知る）

20 ～ 30 キロ圏内の屋内退避

19:30 頃❷炉心損傷開始（東）
（注）❶❷❸は何号機かを示す。斜体は事故の解析。（東）は東京電力，（保）は原子力・安全保安院の解析。
放射線量は福島県 HP「県内 7 方部環境放射能測定結果（暫定値）平成 23 年 3 月 11 日～ 3 月 31 日」。
μ Sv ／ h はマイクロシーベルト毎時。

いた職員は本庁舎に戻り，念のため防災行政

3（3）南相馬市（12 日夜～）

無線で全世帯に周知した。また，津島地区の

南相馬市は，南部が半径 20 キロ圏内に入

約 400 世帯に対しては，避難するかどうか意向

る（図 4）。市内では，12 日午後の1号機の水

を聞くアンケート調査を行った。午後 1時以降，

素爆発の後，住民の一部が車で自主的な避

住民はマイクロバスで二本松市の公共施設に向

難を始め，幹線 道 路が混み始めていた。菅

かった。また役場機能をとりあえず二本松市の

首 相 の 20 キロ圏 内 避 難 指 示（12 日18 時 25

東和支所に移した。住民の避難は夕方までに

分）を市当局 が 知ったのは午 後 7 時 過ぎ で

は完了した。

あった。福島第一原発から24.5 キロ離れた市

浪江町が30キロ圏外への避難を決めた後の

役所の 2 階では，この日は午後 7 時から桜井

午前 11時頃，菅首相は 20キロ～ 30キロ圏内

勝延市長や市の部長クラス，消防団長，警察

に屋内退避の指示を出した。国や県からの連

署の幹 部らが出席して災害対 策本部の会議

絡は一切なく，後になってからテレビで知った。

が開かれていた。そこへテレビで 20 キロ圏内
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の避難指示を知った職員が飛び込んできて，

きなかった。風向きや風速を考慮する余裕は

市長らに情報を伝えた。国や県からの連絡は

なかったし，国や県からアドバイスもなかった。

全くなかった。
12 ～15日にかけて，情報収集のためのメディ

「これからどうしたら良いのだろう」。住民に不
安と困惑が拡がっていた。

アの状況は，携帯はメール，電話とも殆どつな

この頃，南相馬市では放 射線の値が高く

がらなかった。一般加入電話とファックスも不

なっていた。12日午後 8 時に，福島第一原発

通。福島県と南相馬市を結ぶ衛星回線は，通

から24キロ離れた市内の測定点で，通常値

信が可能だった。市内は地区によっては停電に

の 340 倍の毎時 17.08 マイクロシーベルト，午

なっていたが，市役所は停電を免れ，テレビは

後 9 時には 400 倍の毎時 20 マイクロシーベル

見ることができた。

トが測定されていた11）。

市の災害 対 策本部では，市のどの地区が

15日午前 11 時に出された 20 ～ 30 キロ圏内

福島第一原発から半 径 20 キロ圏内に入るの

の屋内退避指示もテレビで知った。国や県か

か，図を書くことになった。半径 20 キロの円

らの連絡はやはりなかった。後日，県に問い

を描くとなると，円の中心点をどこに置くかで，

合わせた。県は「連絡した筈だ」と回答した

20 キロ圏内かどうかズレが生じてくる。福島

が，南相馬市では，記録にも誰の記憶にもな

第一原発と言っても敷地は広い。しかし，中

いと言う。
「屋内退避とはどういうことなのか。

心点をどこにすべきか分からない。連絡や指

屋内にいれば本当に安全なのか。外に出ない

示はない。市の担当者は，非常に困惑しなが

訳にはいかないだろうに」と不安になった市職

ら，コンパスで半径 20 キロの円を描いた10）。

員もいた。

結局，市南部の小高区全エリアと原町区の複

20 ～ 30 キロ圏内の線引きに市の担当者は

数エリア，合わせて約 4,100 世帯，1万4,000

やはり戸惑った。円の中心点がやはり分からな

人が 20 キロ圏内避難指示の対象となった。

い。 国・県・市それぞれが 違う半 径を描 い

午後 8 時頃から，市では，防災行政無線の

ているのではないかと心配になった12）。結局，

屋外スピーカー（95 基，このうち26 基は津 波

約 3,000 世帯，1万 5,000人が屋内退避の対象

で流されたり，潮を被ったりして使用不能）と

となった。正午頃から防災行政無線と広報車

戸別受信機（小高・鹿島地区は全戸配備，原

で住民に周知した。15日以降は，市外への避

町区は一部配備）を使って，避難指示と地域

難を希望する市民を新潟県内などの避難所に

ごとの避難所を繰り返し伝えた。避難所とし

移動させた。

て 20 キロ圏外にある市内の小中学校の体育

20 ～ 30 キロ圏内の屋内退避指示は 4月 22

館など 34 か所を開設した。広報車や消防団

日に解除されるまで，38 日間という長期に及

が地域を何度も巡回して，地区ごとの集合場

んだ。この間，避 難 所に食 料品などの物 資

所に住民を誘導し，集まった住民をマイクロバ

を届ける運送会社が被ばくを恐れ，トラック

スなどで避難所に移動させた。携帯のメール

が 30 キロ圏内に入って来なかったことも多々

は活用する余裕がなかった。インターネットの

あった。

ホームページは回線の不具合で書き込みがで
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かった。役場には午後 3 時半過ぎまで10人程

4. 検証の総括

の職員が残っていた。ベントの実施が午後 2 時

前述 3 の検証から，避難情報の伝達につい

半，それから1時間後の午後3 時半頃には福島
第一原発の北西敷地境界で高い放射線量が測

て以下のように考える。

定されている。かなり切迫した状況と言えるの

4（1）情報発信のタイミング

ではないだろうか。

避難情報が遅れて，住民が急性放射線障害

15日午前 11 時に出された 20 〜 30 キロ圏

を起こすような最悪の事態は避けられた。原子

内の屋内退避指示も遅いのではないか。この

力安全委員会は，事故発生初期の防護対策の

時は，午前 6 時過ぎに 2 号機の格納容器の圧

指標として，避難は積算で 50ミリシーベルト以

力抑制室付近で爆発音がし，午前 6 時 20 分，

上の外部被ばくのおそれがある場合，屋内退避

原子力・安全保安院は「圧力抑制室が損傷し

は10 〜 50ミリシーベルトの外部被ばくのおそ

た可能性がある」と発表した。2 号機は前日の

れがある場合などと定めているが，11日から15

午後 1 時過ぎから原子炉の水位が下がり，原

日にかけて，これらの指標を超えるような一般

子炉を冷やす装置が機能しなくなっていた16）。

住民の被ばくは，本稿執筆時点（2011年7月13

従って，15日朝までに炉心が溶融している可

13）

日現在）では確認されていない

能性が十分にあった。圧力抑制室が破損す

。

しかし，避難や屋内退避を指示するタイミン

れば，炉心溶融で燃料棒から出てきた放射性

グが必ずしも適切ではないと考えられるケース

物質が環境に漏れ出すことになる。果たして，

も見られた。例えば，12日午前 5 時 44分，国

午前 6 時 50 分には，福島第一原発正門付近

は1号機の格納容器の圧力が異常に高くなって

で毎時 583.7 マイクロシーベルト，午前 7 時 38

いることを理由に，10 キロ圏内に避 難 指 示

分には 1390 マイクロシーベルトと非常に高い

を出したが，東京電力はその 4 時間 49 分前の

放射線が測定された。しかし，屋内退避の指

午前 0 時 55 分には圧力の異常を通報していた

示が出たのは，数値が急上昇し始めてから4

14）

（15 条通報） 。格納容器が破損すれば，一

時間も経っていた。住民の殆どは 20 キロ圏外

挙に放射性物質が環境中に漏洩する。だから

に出ていたとは言え，放射線の値が非常に高

こそ，国はベントを急いだのであろう

15）

。この

時点では，炉心の冷却に確信が持てず，原子

いことを考えると，迅速なタイミングとは言い
難い。

炉建屋内部の放射線量が異様に高くなってい
た。格納容器内部の放射線量も相当なレベル
になっていたと予測できた筈だ。それならば，

4（2）避難情報の伝達と共有・理解
地震や津波によって通信系メディアが大きな

10 キロ圏の避難指示ももっと早く出すべきでは

被害を受け，情報伝達では放送，とりわけテレ

なかったか。

ビが重要な役割を果たした。市や町はテレビで

大熊町が避難指示を知ったのは 12日の午前

初めて避難指示を知り，動き出すケースが極め

6 時頃で，国交省がチャーターした大型バスを

て多かった。しかし，放送で避難指示が伝え

使っても田村市への避難は午後 2 時頃までか

られた直後から，住民への周知や避難所の確
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保，避難誘導，避難所への物資補給の手配な

さらに，市町村や関係省庁は地震と津波の

どに忙殺され，避難指示の理由や今後の事故

応急対応に追われて，オフサイトセンターへの

の進展予測などを確認し，検討する余裕はな

参集者は極めて少なかった。12日の夜中までに

かった。避難あるいは屋内退避の趣旨が十分

非常用電源が復旧して，衛星回線だけは使用で

に分からないまま，そして避難誘導に必要な放

きるようになったが，それ以外の機能は失った

射線量や風向き・風速などのデータも提供され

ままだった。現地対策本部は 3月15日にオフサ

ないまま，避難先やルートを決めなければなら

イトセンターを引き払い，福島県庁に移転した。

なかったのが実情である。情報の趣旨が関係
者の間で理解され，共有されていたとは到底言
えない。

5. 原子力災害と放送メディアの役割

その最大の原因は，国の原子力災害現地対

情報の伝達・共有が困難な状況の中で，テ

策本部が置かれるオフサイトセンターが機能し

レビはどのように避難指示を速報し，その理

なかったことだ。2で述べたように，オフサイト

由や放射線量の変化を伝えたのかNHK 総合

センターでは，国や県，市町村，原子力事業者

を例に考察する。

などが一堂に会し，発電所内外のモニタリング
ポストで測定された放射線量や原子炉の水位や

5（1）避難指示とテレビ報道

圧力などの各種パラメーター，SPEEDIによる

11日午後 9 時 23 分の半径 3キロ圏内避難と

放射線の拡散予測やERSSによる事故の進展

10キロ圏内屋内退避の指示をNHK 総合テレビ

予測などのデータ・情報を共有しつつ，避難や

が最初に伝えたのは，30 分後の午後 9 時 53 分

屋内退避などの防護対策を決めることになって

であった。津波に襲われた仙台空港の状況の

いた。

後，画面が枝野官房長官の官邸記者会見の中

しかし，今回の事故では，オフサイトセンター
は，地震による停電に加え，非常用電源も故
障し，各種の通信手段が当初全く機能しなかっ
た。オフサイトセンターに放射線量のデータを

継映像に切り替わる。会見の中で，官房長官
は，
「
（略）これは念のための指示でございます。
（中略）放射能は現在，炉の外には漏れており
ません。
（中略）慌てず冷静に行動をして下さい。

送ってくる筈の福島県のモニタリングポストも

（中略）原子炉のうち，1つが冷却出来ない状況

地震や津波によって24 基中 23 基までが使えな

に入っておりますので，このままの状態が続い

かった。原発敷地内のモニタリングポストも外

た場合に備えて，念のため，避難していただき

からの電源が失われ動かなかった。東京電力

たいということでございます（略）
」と語った17）。

では代わりに測定器を積んだモニタリングカー

続いて午後 9 時 55 分からは官房長官のコメント

を走らせたが，SPEEDI で使うデータのオンラ

を要約したニュース原稿をキャスターが読み上

イン伝送はできなくなっていた。また，ERSS

げ，途中から科学文化部の記者が，官房長官

は地震発生直後にデータ伝送システムが故障し

の発言の要点をまとめ，避難する際の注意事項

た。このため解析に必要なプラントのパラメー

などを解説した。

ターを得ることもできなかった。
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いないと述べたが，前述した通り，実はこの45

が毎時 1015マイクロシーベルトまで上昇してい

分前には原子炉建屋で高い放射線量が観測さ

ることなどを挙げた。記者は「原子炉圧力容

れ，会見の直前には原子炉建屋が立ち入り禁

器や格納容器に何らかの重大な損傷があるか

止となっていた。

も知れません。その可能性が強くあると言うこ

翌 12日午前 5 時 44分の10 キロ圏内避難指

とができます」と解説した。さすがに，この時

示は，26 分後の午前 6 時 10 分に放送された。

点になると，淡々とした語り口の中にも，事態

福島第一原発と津波の被災地を視察するため官

の深刻さを伝える切迫したトーンが強くなって

邸からヘリコプターで出発する直前の，菅首相

きた。午後 7 時 37分からは，キャスター読み

の会見映像であった。1号機のベント作業が進

の原稿で，爆発の前，1号機で燃料のペレッ

まないためか，首相は厳しい表情で避難範囲

トが溶け出し，日本の原発で初めて炉心溶融

の拡大を明らかにした。

が起きたと伝えた。

午前 6 時 36 分からは，福島第一原発の映像

この後，午後 8 時 41分には，枝野官房 長

をバックに「避難指示半径 10 キロ圏内に拡大」

官の官邸記者会見を中継した。この会見で水

の字幕入りで，アナウンサーが原稿を読み上げ

素爆発が起きたことが初めて公式に明らかに

た。避難の理由として格納容器の圧力が高く

された。爆発から実に 5 時間 5 分が経ってい

なっていること，1号機の中央制御室の放射線

た。この中で官房長官は，
「（略）このたびの

量が上がっていることを伝えた。また午前 6 時

爆発は原子炉のある格納容器内のものではな

51分には，原子力・安全保安院の見立てとし

く，したがって，放射性物質が大量に漏れ出

て，1号機から微量ながら放射性物質が漏れ

すものではありません。
（中略）現時点で爆発

始めているが，人体に直ちに影響がないとする

前からの放射性物質の外部への出方の状況に

情報を伝えた。午前 7 時半からは東京大学大

は大きな変化はないと認められるものでござい

学院の関村直人教授が出演し，格納容器の配

ますので，是非，冷静に対応していただきた

管やバルブなどの箇所が破損して放射線量が

いと思っております（略）」などと述べ，避難範

上がっている可能性があるものの，測定されて

囲の拡大が念のため万全を期す措置であるこ

いる放射線の値はすぐさま人体に影響がある

とを強調した18）。

レベルではないと指摘した。

15日午前 11時の半径 20 ～ 30 キロ圏の屋内

12日午後 6 時 25 分の半径 20 キロ圏内避難

退避は，同時刻に菅首相が官邸で「国民への

指示は，チャイム付きの字幕スーパーで44 分

メッセージ」を伝える中で明らかにした。NHK

後の午後 7 時 9 分と62 分後の午後 7 時 27分に

総合では，この模様を中継し，画面に「20km

速報した。2 回目の速報以降は，関村教授と

～ 30km 以内も屋内退避」の字幕を表示した。

科学文化部の記者が解説を行った。関村教授

菅首相は「（略）1号機，3 号機の水素の発生

は，避難範囲が拡大された理由について，建

による水素爆発に続き，4号機においても火災

屋が骨組みだけになってしまい，放射性物質

が発生し，周囲に漏洩している放射能，この

が外部に漏れ出す重大な事態が起こりうるこ

濃度がかなり高くなっております。今後，さら

と，福島第一原発の北西敷地境界で放射線量

なる放射性物質の漏洩の危険が高まっており
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ます」と屋内退避の理由を説明した19）。続い

かなり抑えた言い回しに終始した。しかし，2

て11時 7分からは枝野官房長官の会見を中継

（2）で述べた様に，情報の共有と理解の難易

した。官房長官は，午前 10 時 22分に2 号機と

度が高い原子力災害の場合には，裏付けとな

3 号機の間で 30ミリシーベルト，3 号機付近で

るデータの開示や整 合 性が特に必要である。

400ミリシーベルト，4号機付近で100ミリシー

今回の事故では，機器やシステムの不作動・

ベルトの放射線量が測定されたことを明らかに

故障によってデータが得られなかったなどの理

した。そして，
「（略）従来の数値と異なりまし

由で，開示が乏しかったり遅れたりした。従っ

て，身体に影響を及ぼす可能性のある数値で

て，データに基づいた整合性のある説明がな

あることは間違いありません。なお，是非冷静

されなかった。平たく言えば，
「大丈夫，念の

に受け止めていただきたいのは，これはまさに

ため，冷静に」と言う割には，その根拠となる

放出がされていると思われる部分近くの数値で

データの開示ときちんとした根拠の説明が乏し

ございますので（中略）20kmを超える地点で

い，そのうちに水素爆発が続き，次々と避難

は，相当程度薄まって，身体への影響が小さ

範囲が拡大される…。

い，あるいはない程度になっていることが想定

情報の共有と理解が行き届かなかった結果，

されておりますが，万が一にも備え，なおかつ，

何が起きたか。避難に際しての市町村の当惑と

こうしたものは気象条件にも影響されますこと

混乱，そして国やマスメディアの公的情報に対

から，こうした圏内の皆様には，こうした大気

する不信が拡がることになった。

にできるだけ触れることのないよう，屋内等に
おられることをお願いする次第でございます」
と述べた

20）

。

南相馬市の話によると，福島第一原発の関
連企業で働く人から一般市民に「とんでもな
い事態になっている」というメールが流れ，市

午前 11時 30 分からは，画面はスタジオに戻

民の間に「政府は情報 統制をしているのでは

り，アナウンサーが官房長官の発言のポイント

ないか」，
「何も信用できない」，
「疑心暗鬼の

を整理した。原子力担当の解説委員が，測定

心境だ」とする情報不信が拡がっていると言

された放射線量について「ミリとマイクロでは千

う。電話が復旧した 3月下旬，枝野官房長官

倍違うのですから，これは日本と言うか，世界

の会見の模様がテレビで放送される度に，市

の原発史上の中でも，かなりの緊急事態が起き

役所に「本当はどうなのか，何かあるのか」，

ていると言わざるをえません。400ミリシーベル

「官房長官が言った真意を教えて欲しい」，
「直

トや100ミリシーベルトは人体に影響が出ます。

ちに影響がないとはどういう意味だ」といった

例えば，男性が生殖器に150ミリシーベルトの

問い合わせが殺到し，電話が鳴りっ放しだっ

放射線を受けると，一時的な不妊が生じると言

たと言う。

われています」と解説した。

情報不信は周辺市町村の住民にとどまらな
い。インターネットや Twitter には，国は情報

5（2）放送メディアに求められるもの

を隠ぺいし，放送などマスメディアは，それに

国は避難情報を伝えるに際して，住民が不

加担しているとの投稿が多々ある。また，週

安に駆られてパニックに陥ることがないよう，

刊誌などの雑誌にも「大本営発表」，
「御用メ
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ディア」とテレビ報道などを揶揄する表現が目
立った。
速報メディアである放送は，こうした批判に
どのように対応すべきか。NHKは災害対策基
本法に基づく指定公共機関として，自然災害
の場合，国が出す警報を速報する責務がある。
民間放送も指定地方公共機関であり，そうし
た役割を担っている。NHKは原子力災害の場
合にも，災害対策基本法に準じて，10 条通報
や15 条通報，避難・屋内退避の情報を速報す
る。速報とともに官邸や原子力・安全保安院な
どの会見を中継する。併せて専門知識を持っ
た記者や解説委員，専門家による嚙み砕いた
解説を行い，事態を迅速に正確に分かりやす
く伝えるよう努めている。
災害報道とはいえども，報道機関なのだか
ら，国の発表をタレ流すのではなく，記者自
らが確認したデータを放送すべきであること
は全くその通りであると思う。ただ，災害の
危険が迫っている時，あるいは災害発生の直
後に記者が現場でデータを確認するのは容易
ではない。とりわけ原子力災害の場 合には，
困難である。しかし，人命に係わる情報は，
国の発 表でも一刻も早く伝えなければならな
い。そうであれば，発 表の裏付けとなるデー
タの開示とデータに基づく納得のゆく説明を
国に対して常に求めているスタンスを，放送を
通じて視聴者に明らかにすることが重要であ
る。そのためには，国民の安全にとって，如
何なるデータが必要であるのか，開示された
データと発 表とのズレがどこにあるのかを鋭
敏に見抜く，速報メディアとしての力量が必要
であると考える。
（ふくなが ひでひこ）

注：
1）福島第二原発についても避難指示が出されたが，
炉心溶融は免れた。そのため，本稿では，福島
第一原発に絞って検証している。
2）福島県災害対策課によると，3 月 11 日に県と大
熊町を結ぶ衛星回線に異常があったという記録
はない。但し端末機器に何らかの不具合があっ
た可能性は否定できないと言う。
3）福島第一原発の運転日誌記録（2011.5.15 東京電
力公表）による。
4）東京電力「モニタリングデータ見直し結果（3 月
11 日～ 21 日）
」
（平成 23 年 6 月 8 日）
。
5）4）前掲資料。
6）福島県災害対策課によると，3 月 12 日に県と浪
江町の衛星回線に異常があったという記録はな
い。浪江町で衛星回線が使用できなかった理由
は不明だと言う。
7）2011 年国勢調査及び浪江町役場の集計を基に算
出。
8）浪江町災害対策本部によると，津島地区以外に
約 1 万人が車で南相馬市へ避難した。
9）4）前掲資料。
10）南相馬市によると，4 月になって半径の中心点の
位置について国から指導があった。
11）福島県 HP「県内 7 方部環境放射能測定結果（暫定
値）平成 23 年 3 月 11 日～ 3 月 31 日」
。
12）10）前掲。
13）原子力安全委員会が定めた防災指針では，外部
被ばくの他に，内部被ばくの指標として 500 ミ
リシーベルト以上の被ばくをするおそれがある
場合に避難，100 ～ 500 ミリシーベルトの場合に
屋内退避することとしている。
14）東京電力「福島第一原子力発電所 被災直後の対
応状況について」
（平成 23 年 6 月 18 日）
15）ベントとは格納容器の圧力を下げるために，内
部の水蒸気を排煙塔から外部に放出すること。
16）原子力災害対策本部「原子力安全に関する IAEA
閣僚会議に対する日本国政府の報告書」
（平成 23
年 6 月）
17）首相官邸 HP「東日本大震災への対応～首相官邸
災害対策ページ～」官房長官記者発表。http://
www.kantei.go.jp/saigai/report.html
首相や官房長官など政府要人の発言は，事故発
生初期の緊迫した雰囲気を微妙に伝えるもので
あるため，なるべく要約せず HP 記載の発言録を
忠実に引用することに努めた。
18）17）前掲。
19）首相官邸 HP「菅総理の動き」http://www.kantei.
go.jp/jp/kan/actions/201103/index.html
20）17）前掲。
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