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 放射線とそのリスクに関する一般公衆との関わり合い 1のための 

実践的ガイダンス

はじめに

効果的かつ適切に放射線防護を実装するためには、一般公衆の理解、信頼、同意がきわ

めて重要である。これがなければ、放射線防護の専門家として、人類の利益のために医療、

科学、産業の放射線実務の安全な利用を不当に制限することなく、一般公衆を適切に保護す

るという目的を完全に達成することはできないだろう。

IRPA は、すべての放射線防護の専門家および放射線防護学会（以下、「加盟学会」とい

う。）には、一般公衆と関わり合い、懸念に対応し軽減するための役割を果たし、そして、

すべての利害関係者の問題、認識、懸念を考慮して解決策を確実に提示する義務があると強

く信じている。これは、積極的な傾聴と関わり合い、エンパシーをもつこと、透明性、そし

て、信頼の構築を基にしたアプローチによってのみ達成可能である。

このガイダンスの目的は 2 つある。一つ目は、すべての放射線防護専門家が放射線防護

のためのより積極的な公衆の擁護者になるように熱中させることである。 二つ目は、我々

の専門におけるすべての人がこの困難な任務をより効果的かつ容易に遂行できるように支

援するための情報、経験、技術を提供することである。

「信頼がなければ科学は実装されないだろう」 

福島県、庭師兼コミュニティリーダー 安東量子 

1 エンゲージメント:（活動などに）関与することであるが、本ガイダンスでは一般公衆と

の対話などの双方向（性）の意を含んでいることから、関わり合いと訳す。
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要約 

 

• 放射線防護の専門家は、一般公衆と関わり合いを持ち、その専門知識を公共の利益に

役立てる義務がある。 

 

• 放射線防護加盟学会は、バイアスのかからない情報を提供する信頼できる情報源とし

て、公衆との関わり合いにおいて重要な役割を果たすことができる。 

 

• 効果的な関わり合い方には、地域の文化が大きく影響する。:本書のアドバイスは、

国際的なベストプラクティスに基づいた出発点に過ぎない。 

 

• 放射線防護の体系は科学に基づいているが、行動は認識に大きく左右されるため、リ

スクとベネフィットに関する個人の認識は正当、かつ、重要な要素である。 

 

• 関わり合いを成功させる鍵には以下のようなものがある。:準備、明確で的確なメッ

セージ、共感と積極的な傾聴、そして信頼できる広報担当者である。 

 

• 関わり合いの方策においては、目的、対象者、メッセージ、関わり合う方法、リソー

ス、タイミング、評価を明確にするべきである。 
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1. なぜ公衆と関わり合うのか？ 

人類の利益のために、医療、科学そして産業界における放射線の安全な利用を不当に制

限することなく、効果的で適切な放射線防護を確実にするために、公衆の理解、信頼、同意

が重要であることは、極めて明確になっている。ここで、注視すべきなのは、公衆の不安や

認知が大きな（往々にして否定的な）影響を持ち得る、という問題に関する公衆の懸念の潜

在的な影響である。 分かりやすい例としては、一般的には放射性廃棄物の処分、原子力発

電、特に緊急時における環境中の放射能、さらには高ラドン地域、小児医療イメージング、

携帯電話基地局や電力線などがある。これらは、「一般公衆」の懸念や認識、ある人々にお

いては放射線被ばくに対する自然にわき起こる恐れに見えるものに対処するための取り組

みの重要性を強調している。もしこのような取り組みがなければ、将来における放射線およ

び放射性物質の責任ある管理と使用による社会的利益を妨げる、あるいは、希薄化させるこ

とになる。 

 

IRPA は、全ての放射線防護(radiation protection, RP)の専門家および加盟学会(‘Associate 

Societies’ - AS)には、公衆と関わり合う義務があると強く信じている。私たち放射線防護専門

家は、公衆の懸念に対処し、これを軽減するための役割を果たし、提唱された解決策が影響

を受けた人々や関わりをもった人々の認知、懸念、関心に確かに対応することを確認しなけ

ればならない 。 

 

しかし、これは放射線防護専門家である私たちの多くにとって、簡単な話ではない。多

くの異なる分野における経験から、単純に科学的な事実や情報を提示するだけでは、公衆の

認知は簡単には変えられないことが極めて明白になっている。懸念に耳を傾け、彼らの視点

に真のエンパシー2を示し 、当事者間の信頼と敬意を育むような双方向のプロセスがさらに

必要となる。しかしながら、科学者や放射線防護専門家である私たちの多くは、これらのス

テップを踏むには準備が足りないと感じている。 

 

したがって、本ガイダンスの目的は 2つある。一つ目は、すべての放射線防護専門家が

放射線防護のためのより積極的な公衆の擁護者になるように熱中させることである。二つ

目は、我々がこの任務をより効果的かつ容易に遂行できるように支援するために、情報、経

験、技術を提供することである。このガイダンス文書は、リスクコミュニケーション科学か

らの知見と、コミュニケーションと関わり合いに関する多くの実践的な経験を良い面と悪

い面を含めて取り上げ、この旅の一助となるようにこれらをわかりやすい構成にまとめて

学びの場を提供する。 

  

本ガイダンスは、本質的には、「何を」言うべきかではなく、「どのように」関わり合い、

                                                             
2 エンパシー:感情移入。人の気持ちを思いやること。他人と感情を共有することをいう。 
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コミュニケーションをとるべきかを提供することを目的としている。また、放射線リスクと

放射線防護の科学と哲学を知り、理解しているが、公衆の懸念や理解、認知といった現実の、

かつ複雑な世界に踏み込むことに警戒心や居心地の悪さを感じている放射線防護専門家を

対象としている。 

 

地域の文化や習慣が、コミュニケーション/関わり合いの方策や技術の有効性に非常に

強く影響することが認識されている。したがって、本書のガイダンスは、国際的なベストプ

ラクティス に基づいているが、その国の文化や受け入れられた習慣に沿って実装されるよ

うに、適宜解釈および判断されなければならない。 

 

2.「一般公衆」とは誰か？ 

私たちはしばしば「公衆」を単一の存在であるかのように呼んでいるが、実際には多く

の異なるグループや種類の人々が関連しており、特に積極的な関わり合いが必要とされる

多くの異なる種類の状況がある。私たちの人生経験の中でどのように学んだか、どのように

リスクを認知するか、何を大切にしているのかという点で、個々の人間として私たちは唯一

の存在である。これによって、全体的に見ると、非常に複雑な様相が呈される。“すべてに

当てはまる唯一”の答えはないが、多くの方策、スキルそして技術が、相互関係の成功に向

けて利用され得る。 

 

パブリックエンゲージメント（一般公衆との関わり合い)には、科学的な知識を提供す

ることと、例えば学童や学生に対して放射線への関心を喚起することが含まれ得る。また、

エンパワーされた（力づけられた）意思決定のための強固な基盤を提供するために、個人お

よびコミュニティとともに取り組むことが関係し得る。その中には関連するメディア、政治

家、その他の主要なインフルエンサーとの関わりが含まれる。もちろん、医療被ばくの便益

を十分に理解できるために、医療分野において、患者、介護する人、そして医療従事者との

関わり合いがある。緊急事態においては、いわゆる“クライシスコミュニケーション”と名

付けられることが含まれ、そこでは、必要で早急な行動指針の説明および説得に重点が置か

れる。 

 

それぞれの状況は異なった社会的側面を持ち得る。学校のプログラムのような緩やか

で「教育的」なものから、より個人的かつ社会的な負荷の状況を通して、例えば、コミュニ

ティ内における高濃度ラドンの認知あるいは廃棄物処分場の提案にまで関連する。極端に

言えば、チェルノブイリや福島第一原発事故のような緊急事態における実害の可能性とと

もに、非常に大きな恐怖と懸念を伴う状況があり得る。また、「ダーティーボム」テロ事件

は、ほぼ間違いなく同様のものになるであろう。 
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このガイダンス文書は、これらすべての不測の事態に対処するためのサポートを提供

することを目的としている。参照されているいくつかの状況の中で、その大半が放射線防護

の専門家ではないステークホルダー3との継続的な関わり合いの方策方策が必要となるだろ

う。IRPA は以前ステークホルダー・エンゲージメント(ステークホルダーとの関わり合い)の

ガイダンスを発行した。そこでは、影響を受けた人々や関心を持っている集団との長期的な

関わり合いなどを確立するためのいくつかの原則を提供している。これらの状況に対処す

るために、パブリック・エンゲージメントの今回のガイダンスは、以前のステークホルダー・

エンゲージメント文書と合わせて読まれるべきである。 

 

3. 3 つの基本となる考え方 

3.1 放射線リスク科学 

世界中で使用されている電離放射線に関する放射線防護体系は、国際放射線防護委員

会（ICRP）によって展開された。この体系における主要な仮定は、リスクと線量の閾値なし

直線（LNT）モデルである。もちろん、有意に高いレベルの被ばくでは有害であるという直

接的な科学的証拠がある。しかしながら、ここで非常に重要なことは、LNT は防護体制を確

立するための慎重なアプローチではあるものの、100mSv 程度以下の低線量被ばくでは科学

的事実が確認されていないという点である。実際の被ばくの多くは年間数 mSv 以下のレベ

ルであり、そこでは自然界のバックグラウンドによる被ばくが大部分を占めることを認識

すべきである。 

 

このレベルの被ばくでは、有害性の直接的な証拠はなく、防護の目的で仮定される LNT

による名目リスク因子は、不完全な情報に基づく憶測の問題である。LNT モデルを支持する

ことを示す放射線生物学的・疫学的な科学がある一方で、反対の証拠もいくつかある。確実

に知られているのは、もしこのような低い被ばくレベルでリスクがあるとしても、それは通

常、非常に低く、限定されたものとみなされるであろうということである。もし有意なリス

クがあるのであれば、それを科学的に検出することができるであろう。 

 

放射線に関する現在の知見によれば、最も実際的なレベル(年間数 mSv 程度)において、も

しリスクがあるとすれば、それは非常に小さく、社会で一般的に受け入れられているリス

クと同程度である、ということである。 

 

3.2 リスク認知 

科学者である放射線防護の専門家は、上記のように放射線のリスクを熟知している。し

                                                             
3 ステークホルダー:一般には利害関係者と訳されるが、このガイダンスでは直接的に利害

を受けないが、マスメディアによる報道などにより、さまざまな形で間接的に影響を受け

る一般公衆も含めて広義な言葉として使っているため、ステークホルダーとした。 
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かし、放射線リスクに対する公衆の認知は、科学的な理解とは大きく異なり、はるかに強い

嫌悪感を抱いているという極めて強い証拠がある。また、人々の行動や態度を左右するのは

認知であることも明らかである。本ガイダンスで展開されているように、効果的な公衆との

関わり合いのすべての基本は、これらの認知、懸念、恐れ、願望を理解し認識することであ

り、エンパシーを持って率直に認め、そして、これらを基にして対話へと進めることである。 

 

3.3 ベネフィットとリスク 

受容可能なリスクのレベルとは何かという議論がよくある。しかし、現実には、受容で

きるか受容できないかの判断の対象は、いずれもリスクそのものではない。受容できるかど

うかが判断されるのは状況や行動である。そのような状況や行動には、それぞれベネフィッ

トとリスクの要素があり、それらが組み合わさって個人の受容範囲を総合的に判断できる

ようになる。同じレベルの被ばくでも、受容できるか否かはその文脈によって検討されるか

もしれない。 

 

実際、放射線防護のプラクティス全体は、例えば正当化の基本原則を含め、ベネフィッ

トとリスクの十分な検討に基づいている。我々は被ばくの状況を特徴づけるすべての要素

を重み付けしなければならない。したがって、公衆と関わる際にリスクだけに焦点を当てる

ことは有益ではない。放射線防護の専門家は、常に可能な限り、ベネフィットとリスクの枠

組みの中で公衆との関わり合いを展開することを追求すべきである。 

 

4. 公衆とのコミュニケーションおよび関わり合いの方策 

あらゆる関わり合いの活動を開始する前には、その方策を定義し、何を達成したいと希

望しているかを含めた実施計画を策定することが不可欠である。可能であれば、このプロセ

スを補うスキルをもつコミュニケーションの専門家と連携しながら行うべきである。具体

的な活動ごとに方策と計画を練る際には、その活動に応じて、以下に示す項目を考慮する必

要がある。 

 

目的を明確にする 

あらゆる方策と計画は、明確にされた目的を中心に焦点を当てなければならず、個々の

関わり合いもまた、それぞれに特化した目的を持つ必要がある。例えば、以下のような目的

が考えられる。 

・ 信頼関係を構築する 

・ 放射線リスクに関する情報に基づいた意思決定を行うために、ステークホルダーを支

援する 

・ 放射線リスクに関する情報を提供する 

・ 誤った通念を解く  
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・ 双方向のコミュニケーションを確立し、協働して問題解決にあたる 

・ 若い人に科学と放射線に関心を持ってもらう  

・ 被ばくの最適化を支援する -例えば、患者やラドンなど 

 

対象者を特定する 

・ 誰が直接的に影響を受けるのか？ 

・ 誰が間接的に影響を受けるのか？ 

・ 異なる立場のステークホルダーはその状況についてどのように感じているか？ 

・ 誰が意思決定するのか？ 

・ 他にどのような組織、当事者、研究機関、専門家、NGO がこの放射線防護のテーマに

関わっているのか？ 

・ 信頼できるパートナーや支援者は誰か？声高に反対するのは誰か、また、なぜ反対し

ているのか？ 

・ 主な対象者への詳細な説明を作成する際に手助けしてくれるは誰か？ 

 

メッセージ、テキストやグラフィックの例を作成し、主要なコミュニケーションおよび関

わり合いの手段とチャンネルを選択する 

対象者の懸念事項を聞きとり、明らかにした後、メッセージの内容と関わり合いがどの

ような形で行われるかを説明する。異なるいくつかの組織が関わっている場合、メッセージ

はすべての関係者において一貫していることが推奨される（「多くの声で、一つのメッセー

ジを」）。状況や対象者によって必要とされるプロセス、テキストやグラフィックも異なる。

どのような状況においても、伝達（情報を与えることこと）と関わり合い（積極的な双方向

コミュニケーション）との間における最適なバランスを考慮する。メッセージがどのように

伝達されるか、郵送や SNS4のプラットフォーム、メディアの送り先などの詳細を含めて考

えなければならない。例えば、 

・ 個人宛のコミュニケーション：対面なのか手紙やeメールなのか 
・ 伝統的なメディア：ポスター、リーフレット、テレビ、ラジオ、新聞、ウェブページ 
・ 新しいSNS：Facebook、Twitter、SMS、Instagram、YouTubeやその他などのSNSプラット

フォーム 
 

これらの、メッセージを伝えるプラットフォームやツールの使用方法についてのガイ

ダンスはインターネット上で十分に入手できる。例えば WHO のガイダンスは下記で入手で

きる。https://www.who.int/mediacentre/communication-framework.pdf(2022/01/05 時点で閲覧

可) 

 

                                                             
4 SNS: ソーシャル・ネットワーキング・サービス、ソーシャルメディア。 
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エンパシーは、関わり合いのプロセスに含まれていなければならない。対象者との関わ

り合いの中で、感情を認識することは重要である。事実を伝える前に、あなたが懸念を認識

し、感情を正当であると認めることができれば、よりあなたの話に耳を傾けてもらえる可能

性が高くなるからである。感情を正当であると認めることは非常に重要である。そのような

感情がたとえ科学的に根拠のないものであっても、あなたはそれらが妥当で理解できるも

のであるということを認め、そう言うことができるからである。 

 

行動、リソース、タイミングを計画する  

コミュニケーションの方策をサポートするために使用する人的リソースと予算を策定

する。これにあたっては、将来の活動とコストの計画を含める。その方策の実施に向けたタ

イムラインを提示し、マイルストーンを設定する。 

 

方策と計画を評価し、改善する  

コミュニケーションの方策/計画の成功を評価するための方法を策定する。例えば、サ

ーベイ、ある時点での結果、ウェブサイトの分析、他の放射線防護の専門家やメディアから

の反応などがある。方策が失敗したのか成功したのかを評価する明確な方法があることを

確かめておく。方策や計画を状況の変化に合わせて適応させ、必要に応じて改善する方法を

明確にしておく。 

 

ステークホルダーとの関わり合いの方策 

ステークホルダーとの関わり合いのプロセスが、より長い期間必要であることが明ら

かな場合は、より詳細なガイダンスが入手できる- 付録 1 と IRPA のウェブサイトを参照： 

www.irpa.net/docs/IRPA%20Stakeholder%20Engagement%20Guiding%20Principles%20(2008).pdf(

2022/01/05 時点で閲覧可) 

 

5. コミュニケーションにおけるグッドプラクティス - 対面での関わり合いを含む 

人間の行動は、事実そのものよりむしろ、どのように認知するかによって大きく左右さ

れる。したがって、リスク認知は、安定して首尾良いリスクコミュニケーションを図る上で、

非常に重要な概念である。リスク認知に強く影響を及ぼす要因のいくつかを付録２に示す。 

 

一般公衆の認知は、科学的な事実や情報を提示するだけでは簡単には変わらないこと

が、長期にわたる多くの分野での経験から示されている。また、他の人々の認知が、最終的

な解決に重要な要素となることは、十分にあり得る。成功するには、双方向の対話、積極的

な傾聴、透明性、エンパシーを示すこと、そして当事者間の信頼と尊敬を最終的に醸成する

こと、に基づいたアプローチが必要である。「エンパシー」とは、コミュニケーションや理

解を超えたつながりを示唆する。つまり、感情的な関わり合いが必要であり、当事者がその
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問題についてどのように関しているかの深い理解と認識がなければならない。そして、それ

は物事を前進させる力の核となるものである。 

 

「心でしか理解され得ないことがある」 

 

「シンパシーとエンパシー」 

図はシンパシーとエンパシーの違いについて示している。 

 

 

 

5.1「科学者であることを離れ、人間として向き合う」 

上記で記した、一般公衆との効果的な相互交流に必要なスキルは、放射線防護の専門家

が有するスキルの中では必ずしも一般的ではない。放射線防護の専門家のバックグラウン

ドやトレーニングは、人間の行動や心理、文化的な課題をより重視した社会科学ではなく、

一般的には自然科学に基づいている。 

 

単に専門的な科学の知識を共有するのではなく、認知や感情を認識して対応すること

が重要であるということは、多くの放射線防護の専門家が新しいスキルを学ぶ必要性があ

ることを意味する。つまり、私たちはより「人間性」を尊重する必要がある。もちろん、科

学的な伝統と知識を尊重することも必要だが、私たちが関わり合いを持とうとする多くの

一般公衆は、少なくとも私たち専門家が彼らの懸念に耳を傾け、理解する能力があると信じ

シンパシー エンパシー 
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始めるまでは、科学的な情報を受け入れないことを認識する必要がある。また、解決策が、

必ずしも科学だけに基づくものではないことも、認識する必要がある。 

 

「人々は、あなたが何を知っているかを以前に、あなたが自分たちを気にかけているかど

うか、が気になる」 

 

ケーススタディ：丹羽教授の福島での対話 

 
丹羽教授 

 

原発事故後の初期段階に行われた、福島県内とその周辺地域での専門家と地域コミュ

ニティとの交流で放射線の科学を示すことを主目的としていたいくつかの対話は、大失敗

し科学者に対する懐疑や不信感を募らせる結果となった。事故直後に福島県を訪れた丹羽

教授は、当初、幸いにも放射線量は低かったことから健康影響はなく、人々が落ち着きを取

り戻すのはそれほど難しくないと考えていた。しかし、事故によって人々の日常生活があち

こちで壊れてしまった現状を目の当たりにしてからは、福島の課題は健康影響だけでなく、

社会的な問題でもあることが明らかであり、科学だけでは人々の助けにはなれないことを

実感した。 

 

線量の低さに関わらず、多くの人々が放射線に対して大きな不安を感じていた。彼のよ

うな放射線生物学者は、健康への影響はないと断言すれば、社会問題を少しは解決できると

考えていた。しかしそれは間違いであり、思い上がりであった。彼は「どんなに根拠のある

科学であっても、それを聞いて理解できる人が一人もいなければ全く役に立たない」という

ことに気がついた。これはかなり重要な教訓である。科学者である前にまず人間であること

が必要だったのだ。そして、福島県の人たち自身の暮らしの環境の中で実際にそこで人々と

会い、話し、傾聴し、対話を行い、やがて事故が彼らの人間関係や日常生活に多大な影響を

与えたという認識にたどり着くことこそが重要で中心的な役割を果たすことに気がつい

た。信頼と相互尊重が生まれ始めた段階で初めて、コミュニティが放射線とリスクと折り合

いをつけるための支援を進めることができたのである。 
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伊達市での対話（福島県）             丸森町筆甫での対話（宮城県） 

 

「原発事故がもたらした影響は実のところ放射線に関してではない。 

私たちの生活への影響である」 

 

 

5.2 コミュニケーションと対面での関わり合いにおける共通の重要課題 

先に述べたように、我々専門家が一般公衆と関わる必要のある状況や文脈は多岐にわ

たる。しかしながら、さまざまな状況に適用可能なコミュニケーションと関わり合いの方策

にはある範囲があることに気付く一方、考慮すべき多くの共通の要因がある。これらの要因

は、一般的にすべての（またはほとんどの）コミュニケーションの状況に関連するが、特定

の文脈に合うように、上手く当てはめる必要がある。 

 

事前に準備する 

・ 何を達成しようとしているのかを明確にすること。いくつかの重要なメッセージに焦

点を当て、できるだけ簡潔にする。メッセージは、ターゲットとする対象者の関心や社

会的背景に応じるものであるべきで、かつ、適度にエンパシーや理解を示して対象者の

感情を受け入れ、認めるものでなくてはならない。 

・ 対象者が既にニュースやSNSで情報を見たり、聞いたり、読んだことがあるかもしれな

いことに留意する。 

・ 重要なメッセージの伝達方法を学び、リハーサルを行う。 

・ 質問をあらかじめ予想し準備する。ほとんどの質問は事前に予測できる。 

・ 特定の状況において、参加者の中に政治的な意図を持つ人がいるかもしれないことに

留意する。その可能性がある場合は、どのように対応するかを慎重に考える必要がある。 

 

明確で正確なメッセージ内容を発信する 

・ 自分の持ち札を知っておく。詳しくない課題についてはバックグラウンド調査を行い、

メッセージの内容を作成する際には、その方面の専門家に相談する。 

・ シンプルで明確な言葉を使う。専門用語や略語、恐怖心を誘発するような強い語気の言

葉やフレーズを避ける。 
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・ 根拠となる科学を取り上げ、率直に説明する。既知の事実のみを提示し、あらゆるリス

クに目を向け、不確実性があることを認識する。必要に応じて、リスクとベネフィット

のバランスに留意する。 

・ 放射線の単位に留意する。単位を用いて説明しなければならない場合は、単位をひとつ

（例えば、mSv）に絞り、簡潔な文脈を示す。（例えば、自然放射線） 

・ 憶測、推測、仮定、守れない約束をしない。意味のない情報、統計、確率に迷い込まな

いようにする。 

 

明確で信頼できる広報担当者となる 

・ メッセージを伝える際には、落ち着いて一貫した態度で行うよう集中する。メッセージ

から集中をそらす、気が散るような言い回しや身振りは避ける。ユーモアや気が散るよ

うなボディランゲージまたは「イライラさせること」を避ける。添え語（アー、エー、

〜のような）の繰り返しを避ける。 

・ 地域の文化的な標準を考慮した積極的なボディランゲージを用いる。たとえば、頻繁に

アイコンタクトをとる、めりはりのきいた声で話す、両手を見える位置に置く、椅子に

座る、あるいは対象者の方に少し身体を傾けるなど。ストレス状況下では、人々は聴覚

的な刺激よりも視覚的な刺激により注意を払う。 

・ 印象に残りやすいが、一貫性のある「ストーリー」を作る。感情はメッセージを記憶に

留め、理解してもらうための非常に力強い助けになることを憶えておく。「ストーリー」

では、急に主題が切り替わるのを避け、重要な事実とメッセージを要約して終わるべき

である。 

・ 対象者の声に耳を傾け、関わり合い、回答する。彼らの懸念、課題、疑問を受け入れる。

「ノーコメント」と言うのは避ける。何かを隠しているかのように捉えられる可能性が

ある。答えがわからない場合は、それを認め、回答するために何をするつもりかを対象

者に知らせる。 

・ 自らの組織や専門性の重みに基づいて話す。自分個人の意見は最小限にとどめ、むしろ

回答する際には「私たち」という言葉を使う。また、自らの限界にも留意する。何につ

いて自分が話しているかわかっていない場合は、話すのをやめる。 

 

5.3 安全なのですか？ 

これは、聞かれる可能性がもっとも高い重要な質問である。あらかじめ考え抜かれた答

えを準備しておかなければならない。多くの組織は「安全」という言葉をコミュニケーショ

ンの中で使うことを避けているが、これは、判断やリスク認知に基づいた考えであり、自分

にとって安全に見えるものが、他の人にとって安全ではないかもしれないからである。また

「安全な放射線レベルは存在しない」という一般的な認識もあるが、もちろんこれは直線し

きい値なしモデル(LNT)の仮説に基づくものである。 
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道路を横断したり会議のために旅行したりすることのリスクのような、残存リスクが

あっても一般的に「安全」とみなされている日常の行動を比喩とすることは、注意深く取り

扱われなければ、人々の懸念を矮小化していると受け取られる可能性がある。「安全なので

すか？」に対する選ばれた回答は、その状況や築かれてきた信頼と尊敬の程度によって変わ

るだろう。たとえば、ある状況においては「私は安全だと思いますが、あなたは違うように

感じるかもしれないことを私は認識しています」と言うことは受け入れられ、そして、そこ

から会話が始まるかもしれない。 

 

あらゆる良い会話は良く聴くことから始まる。 

 

6. 種々のメディアの活用 

メディアは、放射線のリスクとベネフィット、あるいは放射線防護全般に関する情報を

単に提供するだけではない。印刷物、音声または視覚的なメディア、デジタルメディアは、

情報源と受け手の間で単に中立的な立場で情報仲介をするというだけではない。メディア

は伝達の過程で情報を変えるため、メッセージの受け手に影響を与える可能性がある。一方

で、情報源(科学者、当局、専門家、政治家、個人的なネットワーク内にいる人々5など)に

は、そもそも自分の好きなように情報を構成する機会がある。 

 

SNS のような、新たに登場し発展を遂げているコミュニケーション技術には、情報容量

を増やし、信頼性を高め、双方向性を強化する力が秘められているため、より良いコミュニ

ケーションを実現する可能性を与えてくれる。加えて、SNS の進歩により、利用者は、政府、

公共研究所、および緊急時の管理者に対し、より透明性が高く高速なコミュニケーションを

用いて説明責任を果たすことを要求できるようになった。ただし、SNS にはこういった利点

のほかに、不安を拡散したり、誤った情報や印象操作のツールとなったりする可能性もあり

得る。このような動きにより、担当者は迅速な対応が求められると共に、人的負担が増大す

るほか、高い技能とそれを得るための訓練や資源が必要となった。近年の、原子力発電所と

は関連しない放射線緊急事態 6において、緊急時の情報伝達手段として SNS の重要性が高ま

っていることが示されている。加盟学会はこれらのケースにおける状況を有意義なコミュ

ニケーターとなる好機ととらえることが重要である。 

 

                                                             
5 家族、友人、知人、隣人、職場関係者など身近な人々から、テレビやネット上のインフル

エンサーや個人的に参考にしているアカウントといった直接には面識のない人まで含め、

個人に影響を与えている人々を指す。 
6 ゴイアニアでの盗難された 137CS 医療用線源による被ばく事故や金属製錬所で密封線源を

溶かすような、放射線源の盗取、紛失による放射線災害などの一般的な放射線源による原

発事故以外の事態を指す。 
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Twitter では、どのようなアカウント所有者でも自由に「専門家の意見」を発信している

ように見える可能性があるため、SNS は一般公衆の意見や懸念に大きな影響を与え得る。SNS

は反原発や放射線アンチ派への支持を集めるために使われてきた。これらの、本来「専門家

でない」人たちが発する懸念に対処するために、時に、放射線防護の専門家が先を見越して

計画的に、ステークホルダー7と関わり合うことが必要となる。Twitter や Facebook において

は悪いニュース投稿への人々の反応は驚くほど速く、災害や事故が起こってほんの数分の

うちにはネガティブな投稿は膨大な数へと増えていく。しかし、抑えの利かない SNS 内で

の「討論」に関わる前には慎重な判断が必要である。「討論」に関わると逆効果になる可能

性もある。 

 

コミュニケーションを図り、関わり合いの方策を練るにあたっては、対象となる相手の

文脈に応じてメディアの強み弱みをよく考え、使える限りのあらゆるメディアツールの利

用を検討することが重要である。その範囲は、小冊子やリーフレットといった伝統的なもの

から、ウェブサイトやより近代的で柔軟性のある Twitter、Facebook, YouTube, 更にはもっと

新しいプラットフォームまで広がっている。この分野は急速に変化しており、更なる情報や

利用へのアドバイスはウェブ上にて広く入手可能である。 

 

ウェブや SNS を用いたコミュニケーションのヒント: 

加盟学会は SNS を利用するにあたり、総合的な方針を定めていくべきである。状況や

メッセージの様々なタイプに応じて、最も良いプラットフォームはどれなのかを考えなけ

ればならない。 

・ 文脈によっては、最初にSNSを用いてコミュニケーションをとるほうがよい場合がある

かもしれない。SNSは従来のメディアよりも速やかに情報が伝わり、情報を発出する際

に情報公開の透明性がないという噂を避けることができるかもしれないからである。 

・ ウェブサイトの設計の際には、今日数多あるどのモバイルアプリやデバイスにも対応

する必要がある。（例えば、タブレット、スマートフォンに対応する設計） 

・ どのようなメディアを使用する場合でも、活発で最新の状態に保たれなければならな

い。SNS上で沈黙することには注意が必要である。あなた抜きで事態は進んでしまう！ 

 

6.1 メディアのインタビューや討論（テレビ、ラジオ、新聞） 

主流メディアは、非常に多くの視聴者に速やかに情報を伝える機会を提供してくれる

が、メッセージが意図した通りにならない可能性があるという問題点がある。私たちは放射

線防護の専門家として、放射線防護に関する問題と私たち自身の役割を説明するために、メ

ディア対応を行わなければならないことがあるかもしれない。このような場合に向け、徹底

的に準備することが重要である。 
                                                             
7 ステークホルダー : ここでは、ソーシャルメディアを利用している一般公衆を指す。 
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他にも考慮すべき重要な事項がいくつかある。時間的、空間的制約から、メッセージは

焦点を絞ったものとし、かつ直接的なものとしなければならない。これは、ライブのインタ

ビューの場合であっても、収録後に自分のあずかり知らぬところで編集されるのを避けら

れない場合であっても、非常に重要なことである。明確、かつ、話の焦点を絞ったメッセー

ジを発することでインタビュアーや編集者の仕事の負担を減らそう。 

 

27 語以内 8、9 秒以下で 3 点以下に論点を絞り、コミュニケーター（コミュニケーショ

ンを取ろうとする者）のメッセージに説得力を持たせる「27-9-3」ルールを心がけてみよう。

こういった制限がつくことで、コミュニケーターはどうすれば聞き手や読み手にうまく情

報を伝えられるかを会得しようと注力するため、その結果として、聞き手はメッセージを理

解しやすくなる。このルールの実用例については 10 章に紹介された Covello 氏による発表

を参照のこと。 

 

他の立場の当事者たちと議論する際には、繰り返しになるが、あなたがうまく伝える必

要があることに明確な優先順位をつけた上で短いキーメッセージとして伝えることが重要

である。別の立場の当事者が行った発言や主張に対し、あなたがどうしても賛同できない場

合には、相手の言葉に敬意を払いつつ、あなたがなぜ異議を唱えるのかを簡潔な理由ととも

に述べることが重要である。 

 

メディアインタビューには冷静に臨もう。必要があれば返答までに数秒かけよう。テレ

ビのインタビューでは、心を落ち着け、もし質問の内容が理解できない場合には、繰り返す

よう丁寧に頼もう。内容を誤って引用されることもあるので、発言内容は明確にしよう。ま

た、カメラの電源が切られても終わりではないかもしれないことを憶えておこう。常に聞き

手のことを念頭に置き、彼らの懸念事項に共感し、耳を傾けよう。また、バイアスのいかな

る兆候も示してはいけない。例えば、原子力推進と解釈されることを言う、など。 

 

対メディア・記者会見へのヒント: 

記者会見の前に、あなた方エンゲージャー9が明確にしなければならない基本的な事柄

は、以下の通りである 

・ 質問を予想しておく。油断のならない質問もあるだろう。 
・ 誰が記者会見を取りまとめるのか。 
・ あなたはどんなメッセージを伝えようとしているのか。 
・ 記者会見において取るべき行動を説明するのはだれか。（記者会見における役割と責任

の所在を明確にすること） 

                                                             
8 英語の場合 
9 ここでは、メディアによる情報発信を行う放射線防護の専門家のこと。 
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・ あなたのメッセージの根拠として、どのような裏付け資料を使えるのか。 
・ 記者会見はどこで行われ、あなたの発言はどのように人々の支持を得られそうか。 
・ 記者会見はどれくらいかかるのか。 
 

メディアキットを準備する: 

メディアキット 10とは、ジャーナリストにとって重要な背景情報を全て含むものであ

る。例えば、記者会見の議題、話す人の所属および氏名、イベント情報など。 

 

また、その中には紙媒体のビジュアル資料やその電子データ、写真、グラフィック/ビ

デオ資料、IRPA 加盟学会に関する情報、連絡先の詳細、声明を記したプレスリリース文書

も入れておくべきである。 

 

7. 具体的な状況についてのガイダンス 

異なるタイプの状況とそれに関連したコミュニケーション方策は、WHO1 が健康に関わ

る緊急事態の文脈で作成した次の図で説明できる。 
1https://www.who.int/global_health_histories/feig_presentation_communicating_health.pdf?ua=1

(2022/01/05 時点で閲覧可) 

 

 

 
これは、ハザードに対する実際のリスクと人々の感情的な反応の両方の関係を示し、

「リスク vs 認知」のマトリックス、および図示された 4 つのコミュニケーション方策の中

から最も適切なものを選択することにつながる（実際には状況の連続性があるが）。 
                                                             
10 報道における専門用語。プレスリリースなどで記者団に渡す資料一式のこと。 
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公衆の無関心 － 小さなリスク：教育が効果的かもしれない。WHO のキャンペーン

の例（患者、親、介護者、医師）。診断や治療に対する自発的な同意を確保するため

の患者中心のコミュニケーション。質問を予測し、回答を準備しよう。 

 

公衆の無関心 － 大きなリスク：予防のための支援 － 感情を呼び起こす。二次危機

を防ぐために要求される。「気を付けて！」例として、ラドンや紫外線が挙げられる。

例えば、広報誌や広報キャンペーンのような、様々な手段を通じた情報発信が必要で

ある。 

 

公衆の怒り － 小さなリスク：怒りの管理 － 感情に耳を傾け、受け入れよう。危険

がない理由についての事実を提供する。不確実性の存在はしばしば危険性があると

認識されることに注意する。例として、廃棄物処分場や原子力施設の立地問題が挙げ

られる。 

 

公衆の怒り － 大きなリスク：クライシスコミュニケーション：信頼を構築または修

復し、公衆にリスクと防護措置について知らせ、ステークホルダーとの合意を得よう。

例として、大規模な放射線／原子力災害が挙げられる。 

 

リスクの性質やありそうな懸念の度合いに応じて関わり合いのアプローチを調整する

ことが必要であることを踏まえ、以下のガイダンスでは、さまざまな具体的な状況に関する

詳しい情報を提供している。 

 

7.1 医療被ばく 

一般の人々の間では、医療被ばくが放射線への重要な関心事となり得るという証拠が

いくつかある。例えば、スペインの加盟学会の公開ウェブサイトからの経験によれば、一般

の人々から受け取った質問のほとんどが医療被ばくに関するもので（58％）、原子力に関す

るものはわずかであった。 

 

IAEA と WHO の主導の下、2012 年に策定された「Bonn Call-for-Action」の中心的な考え

方の一つは、患者や一般公衆とのベネフィット／リスクの対話を進めるために、以下のよう

な取り組みを行うことである。 

a) 医療従事専門職、患者、一般公衆の間で、放射線のベネフィットとリスクに関する

認識を高める。  

b) 特定のターゲットグループに合わせた明確なメッセージを作るために、患者会と協

力して、医療従事者や放射線防護専門家（技術的な専門家とコミュニケーションの専門家の

両方を含む）のリスクコミュニケーションスキルの向上を支援する。 
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c) 患者のための積極的な情報に基づいた意思決定プロセスに向けて取り組む。 

 

意思決定の共有は、患者が関与する取り組みの中で最も高いレベルとなる可能性があ

るものの一つと考えられている。例えば、欧州患者フォーラム（2015）は、「患者が自分の

状態、人生の目標、様々な治療オプションのベネフィットとリスクを理解するために必要な

すべての知識を得たとき、患者は自分個人の状況において、どの治療法を選択するのが最も

適しているかを考え、主治医とともに治療の意思決定プロセスに積極的に参加することが

できる」と述べている。あるいは，世界医師会が述べているように，「患者は自分の意思決

定に必要な情報を得る権利を持っている」のである。 

 

しかし、医療被ばくの状況での放射線防護におけるコミュニケーション、対話、関わり

合いに関連する課題はまだ多い。主要な課題としては、病院の方針の違い、時間の不足、ス

タッフの不足、患者の情報不足、医療従事専門職の姿勢などが挙げられ、これらは患者との

相互の交流を充実させるための重要な課題と捉えられている。 

 

さらに、小児医療の専門職は、医用イメージングの放射線リスクに対する一般の人々の

ネガティブな認識に直面し続けており、そして、これらの認識は医療上のベネフィットと釣

り合わないことが多い。放射線のリスクに関する意識を高め、患者の両親または保護者との

効果的な対話を進めることは、オープンで効果的、かつ信頼できるコミュニケーションを確

立するのに役立ち、それらが適切に伝えられれば、患者は十分な情報に基づいた意思決定を

行うことができるようになる。 

 

放射線学的な業界用語の使用を制限し、身近な比較を用いてリスクを説明し、事前に情

報提供のための手渡し資料を用いて図で示された視覚資料を提供すること、医用イメージ

ングや放射線のリスクがニュースメディアでどのように表現されているかに継続して注意

を払うことも、コミュニケーションの目的を達成するために有益である。放射線治療では、

このような環境でのがん患者への情報支援は、患者の不安や治療拒否の傾向を減らし、対処

能力を高めることが明らかになっている。インフォームドコンセントの重要性は非常に大

きい。これは、単なる行政手続きとしてだけではなく、電離放射線の予想されるベネフィッ

トとリスクについての継続的な対話のプロセスとして捉え、実施されるべきである。 

 

さらに、放射線防護の専門家は、重要なのは患者との関わり合いだけではないことを認

識しなければならない。医療の現場は他の様々な医療従事者（救急隊員や看護師など）がい

て、彼らは放射線防護の専門家ではない。しかし、これらの医療従事者は、日常的な撮影や

治療の一部として、あるいは事故が発生した場合のいずれかで被ばくした人に積極的に関

与することがある。例えば、非密封の放射性物質を使った治療や撮影を受けている患者を世
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話している看護師、あるいは汚染されている可能性があり、救急車で救急外来に搬送される

負傷者に付き添っている救急隊員などである。放射線防護の専門家ではないこのような医

療従事者とうまく関わり合うことで、一般公衆のウェルビーイング（健康で安心なこと）に

大きな影響を与え、全体的な防護の向上につなげることができる。 

 

医療の現場では、他の被ばく状況に比べて高い割合で、1 対 1（一人の患者）や/もしく

は 1 対小グループ（近しい家族数人に付き添われた患者）で関わり合う可能性がある。 

 

さらに、医療従事者は、これから放射線を受ける人、あるいは受けたことのある人を相

手にしており、それに伴う線量のデトリメント 11とベネフィットにも対処しなければならな

い。これは感情的な話に直面することであり、特に小児の撮影や治療では、両親や保護者が

患者への放射線障害の可能性を懸念するのは当然のことである。おそらく他の多くの状況

以上に、患者とその家族は、信頼できる専門家が親身になって伝える、わかりやすく正確な

情報を求めている。 

 

電離放射線の医療応用における効果的なコミュニケーションのヒント 

・ 一貫性があり、正確であるように。曖昧さや憶測を避ける。 

・ 明快さが重要である。無意味な情報や統計や確率に惑わされてはいけない。専門用語を

使用しない。 

・ 適切な場合は、リスク／ベネフィットの代わりに、ベネフィット／リスクについて話す。

そうすることで、会話がよりポジティブな方向に進む。いかなる保証もしないようにす

る。 

・ 言葉を慎重に選ぶ。「死亡リスク」のような言い回しは避ける。 

・ メッセージは簡潔でシンプルにしておく。患者は病気や体調不良のために、すでに病気

やストレスを抱えているであろうことを憶えておく。同様に、患者が子供である場合、

その親はストレスを感じているであろう。かなりのストレス下にある場合は、人の話は

あまり聞かず、非合理的で感情に流された意見や結論に飛びつく可能性があることを

憶えておく。ストレス下では、人は一度に3～5つのメッセージしか理解できない。 

・ ユーモアを求めず、前向きな姿勢を保つ。 

・ 医療関係の同僚と協力し、助けを得る。 

・  

医療被ばくに関する具体的な参考資料 

・ Bonn Call for Action 2012:  

                                                             
11 デトリメント：発生の確率と影響の重篤度の両方を考慮して、低線量および低線量率の

放射線被ばくによる確率的影響（がんおよび遺伝性影響）の健康への影響を定量化するた

めに使用される概念。  



24 
 

https://www.iaea.org/sites/default/files/17/12/bonn-call-for action.pdf(2022/01/05時点で閲覧不

可) 
・ Communicating radiation risks in paediatric imaging (WHO 2016)（小児イメージングにおけ

る放射線リスクを伝える（WHO 2016））： 
https://www.who.int/ionizing_radiation/pub_meet/radiation-risks-paediatric-imaging/en/ 
(2022/01/05時点で閲覧不可) 
・ Communicating Radiation Benefit and Risk Information to Individuals under The Ionising 

Radiation (Medical Exposure) Regulations (IR(ME)R): SCoR (UK)（電離放射線（医療被ばく）

規制（IR(ME)R）に基づく個人への放射線のベネフィットとリスク情報の伝達。SCoR（英

国）。）： 
https://www.sor.org/sites/default/files/documentversions/communicating_benefit_and_risk_to_p

atients_under_irmer.pdf#search=%27--

+Communicating+Radiation+Benefit+and+Risk+Information+to+Individuals+under+The+Ionising+R

adiation+%28Medical+Exposure%29+Regulations%3A+SCOR+%28UK%29%27 (2022/01/05時点で

閲覧不可) 
・ ICRPaedia「Guide to Radiological Protection in Healthcare」（ICRPaedia「医療における放射

線防護の手引き」）  

http://icrpaedia.org/Guide_to_Radiological_Protection_in_Healthcare(2022/01/05 時点で閲覧可) 

・   IAEA Radiation Protection of Patients (RPOP) website （IAEA 患者の放射線防護（RPOP）ウ

ェブサイト） https://www.iaea.org/resources/rpop(2022/01/05 時点で閲覧可) 

 

7.2 非電離放射線（NIR） 

一般公衆の大部分は、電離放射線と非電離放射線の違いを知らない。放射線専門家の多

くは電離放射線または非電離放射線のいずれかの分野を専門としているが、公衆は、すべて

の放射線専門家はあらゆる種類の放射線の専門家であることを期待している。非電離放射

線は水素と酸素の電離しきい値（すなわち、原子からの電子の放出）より低いエネルギーを

もつ電磁波のことである。静磁界から 3,000THz（3×1015Hz）までの周波数に及ぶ。 

 

NIR 放射線/電磁界への安全なばく露に関するガイドラインは、国際非電離放射線防護

委員会(ICNIRP)と電気電子学会(IEEE)の国際電磁安全委員会(ICES)という 2 つの独立した組織

によって提供されている。NIR 放射線へのばく露によって、主に２つの生物学的な影響が生

じる可能性がある。すなわち、低周波領域での磁気誘導、高周波領域（特にレーザーの場合）

でのエネルギー付与、加熱の可能性である。中間周波領域（100kHz~5MHz）では、どちらの

影響も起こりうる。 

 

NIR 領域には、日常生活に共通する多くの異なる種類の NIR 発生源がある。その中には
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（周波数の低い順に）磁気共鳴画像法、電力線磁界、電磁調理器、電子レンジ、携帯電話、

可視光線および UV (レーザーを含む）などが含まれる。 

 

携帯電話の電波塔、電力線、および他のいくつかの NIR の例に関するよく知られた共通

の懸念事項を考えると、すべての放射線防護の専門家が NIR リスクの主要な概念と科学に

精通することは有益である。このトピックに関する詳細な関わり合いは、NIR 専門家が行う

ことが最善であるかもしれないが、すべての放射線防護の専門家は、NIR の主要な問題を自

信を持って議論するのに十分な知識を有するべきである。 

 

NIR について話すとき、以下が重要である。 

- 不確実性を説明する：コミュニティとして分かっていること、分からないこと  

- 制御可能であるという感覚を与える：時間、距離、遮へいはあらゆる種類の放射線

に対して有効である 

- より詳しい情報を得るために、どこに行けばよいかを知る 

 

NIR に関する具体的な参考資料 

・ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). IEEE standard for safety levels 
with respect to human exposure to electric, magnetic, and electromagnetic fields, 
0 Hz to 300 GHz.  

（0 Hzから300 GHzまでの電界、磁界および電磁界へのヒトのばく露に関する安全レベルに

ついての IEEE 規格） IEEE Std C95.1-2019. 2019. https://standards.ieee.org/standard/C95_1-

2019.html(2022/01/05時点で閲覧可) 
・ IEEE: Synopsis of IEEE Std C95.1TM-2019 IEEE Standard for Safety Levels with 

Respect to Human Exposure to Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields, 0 Hz 
to 300GHz. 

（0 Hzから300 GHzまでの電界、磁界および電磁界へのヒトのばく露に関する安全レベルに

ついてのIEEE規格の概要 ） 
https://www.researchgate.net/publication/337809714_Synopsis_of_IEEE_Std_C951-

2019_IEEE_Standard_for_Safety_Levels_With_Respect_to_Human_Exposure_to_Electric_Magnetic

_and_Electromagnetic_Fields_0_Hz_to_300_GHz(2022/01/05時点で閲覧可) 
・ ICNIRP. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric and magnetic fields 

(1 Hz to 100 kHz). Heal Phys 2010/11/12. 2010;99(6):818–36 
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPLFgdl.pdf(2022/01/05時点で閲覧可) 

（時間変化する電界および磁界へのばく露制限に関するガイドライン（1Hzから100kHzま

で）） 
・ ICNIRP: Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100kHz to 
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300GHz). Health Phys 118(5), 483-524, 2020.  
（電磁界（100 kHzから300 GHzまで）へのばく露の制限に関するガイドライン） 
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf(2022/01/05時点で閲覧可) 
・ WHO. Extremely Low Frequency Fields Environmental Health Criteria Monograph 

No.238 2007. 
（超低周波電磁界 環境保健クライテリア モノグラフNo.238 2007） 
 https://www.who.int/peh-emf/publications/Complet_DEC_2007.pdf?ua=1(2022/01/05時点で閲

覧可) 
・ Electromagnetic fields and public health: Base stations and wireless technologies  
（電磁界と公衆衛生：基地局および無線技術） 
https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs304/en/(2022/01/05時点で閲覧不可) 
 

7.3 ラドンに関連する状況 

屋内ラドンへのばく露は肺がんの重大な原因であると世界的に考えられている。IAEA

と欧州基本安全基準は、加盟国に対して、ラドンばく露による長期的なリスクに対処するた

めの国家行動計画の策定を求めている。とりわけ、これらの計画には「国民の意識を高める

ため、および、喫煙に関連したものも含めたラドンのリスクを地域の意思決定者、雇用者、

および従業員に知らせるためのコミュニケーション方策」の策定が含まれるべきである。 

 

さらに、ラドンに関するコミュニケーション分野におけるいくつかの研究では、ステー

クホルダーの関与がラドンリスク防護措置の実施に有益であることが示されている。また、

WHO はラドン国家プログラムを成功させるための重要な要素として、ステークホルダーの

関わり合いや他の健康増進プログラム（例えば、室内の空気質、タバコ規制）との連携およ

びラドンの予防や低減の実施に関わる建築業界の専門家やその他のステークホルダーのト

レーニングが含まれると認識している。 

 

ラドンに関する効果的なコミュニケーションのヒント 

・ ラドン関連のメッセージは短く、行動を要求する － 前向きで、明確で、個別化され、

そしてステークホルダーに直接向けられている。：（例）調査し、修繕し、あなたの家

族を守る。3つの短い文のメッセージで構成する。例えば： 

- ラドンは無色・無臭・無味の放射性気体である。地面から散逸し、建物の中に蓄積

することがある。ラドンの存在は、特別な機器で測定する必要がある。 

・ 技術的方法によって家屋からラドンを排出することができる。これは比較的安価で、難

しくはない。特にラドン地域の新築住宅は、これらの方法を取り入れて建設されるべき

である – これは特に費用対効果が高い。 

・ 加盟学会のウェブサイトにラドン関連の話題を盛り込む。 
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- 国や地方のラドンに関するウェブページを相互リンクする。 

- 基本的なラドンの情報を公開して伝える。例えば、ラドン自己測定キットはどこで

手に入るのか、キットの費用はいくらか、結果はどこで公表されているのかなど。 

- ラドン行動計画をオンラインで公開する。 

- ラドンに関する助成金や申請書をオンラインで公開する。 

- ラドン低減活動に関する入札をオンラインで公開する。 

- ラドン問題に直接または間接的に関連する国内の立法文書。 

・ パンフレットやポスターなど、既に作成されているアウトリーチ資料を使用する（第三

者の資料を使用する場合は許可を得る）。 

・ ラドンマッピングの活動や計画は、簡単に見つけられ、フォローできる。 

・ 予防や低減に関する活動が定期的に透明性をもって報告される。 

 

ラドンに関する具体的な参考資料 

・ Radon: Is it in your home?（ラドン：あなたの家に存在しますか？）(Health Canada 2014): 

 https://www.canada.ca/en/services/health/publications/health-risks-safety.html (2022/01/05 時

点で閲覧可) 

・ Public Health England advice （ Public Health England に よ る ア ド バ イ ス ） : 

https://www.ukradon.org/(2022/01/05時点で閲覧可) 

・ Training material on radon risk communication（ラドンのリスク・コミュニケーションに関

するトレーニング資料）(IAEA):  

https://www.iaea.org/resources/webinar/communicating-radon-risk-irelands-

experience(2022/01/05時点で閲覧可) 

https://www.iaea.org/topics/radiation-protection/radon/webinars(2022/01/05 時点で閲覧可) 

https://www.iaea.org/topics/radiation-protection/radon/training-material(2022/01/05時点で閲

覧可) 

・ WHO Handbook on Indoor Radon（WHO屋内ラドンハンドブック）(2009) 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44149/9789241547673_eng.pdf(2022/01/0

5時点で閲覧可) 

 

7.4 放射性廃棄物の管理 

放射性廃棄物の管理は、ステークホルダーや一般公衆にとって非常に感情的な話題で

ある。この問題には、国によって異なるアプローチがあるが、合理的な成功を収めているア

プローチはほとんどなく、多くの異なる意見を集めているようである。また、この問題には、

放射線に関する認知だけでなく、地域や、将来の世代への考慮も含めた時間スケールへの影

響も含まれる。 
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放射性廃棄物管理におけるステークホルダー関与に関する広範な研究から、地域コミ

ュニティと関わり合う際のベストプラクティスに関する貴重な見識が得られている。経験

的に、検討から身を引くことを選択できる権利を与える長期の段階的なプロセスに地域コ

ミュニティが関わり合うような、ボランティアベースのアプローチが最大の成功を収める

であろうことが示されている。また、経験的に、プラグマティズム 12が必要であることの注

意も示されている。すべてのステークホルダー（例えば、将来世代、大規模なステークホル

ダーのグループ、特定の弱者グループ、環境）を直接巻き込むことは必ずしも可能ではない

ため、特定のステークホルダーの代表者の慎重な選定と関わり合いが必要である。「影響を

受けるコミュニティ」の意味についての考察は、人々が自分たちのコミュニティをどのよう

に定義しているのか、また正確には何が影響を受けそうかを理解し、尊重する必要性がある

ことに注意を喚起する。 

 

通常、関わり合いのプログラムは関わり合いの方策と主要な段階を決定する政府機関

（または相当する機関）によって主導されるであろう。個々の専門家は、例えば、自身の雇

用主を支援する場合、コミュニティを支援する場合、あるいは独立した専門家の視点からの

意見を求められた場合に、関与する必要があるだろう。そのため、上記および本文書の他の

箇所に記載されている関わり合いに関する一般的なガイダンスに留意すること。 

 

廃棄物管理に関する具体的な参考資料 

・ Communicating the Safety Case for a Deep Geological Repository（地層処分場のセーフティ

ーケースの伝達）(NEA 2017) 

 http://www.oecd-nea.org/rwm/pubs/2017/7336-comms-safety-case.pdf(2022/01/05時点で

閲覧可) 

・ Evaluation of Public Dialogue on Community Involvement in Siting a Geological Disposal Facility

（地層処分場の立地へのコミュニティ関与に関する公開討論会の評価）(DECC, UK) 2016: 

http://sciencewise.org.uk/wp-content/uploads/2019/05/Geological-Disposal-Dialogue-report-

2.pdf(2022/01/05時点で閲覧可) 

 

7.5 放射線および原子力緊急事態 

クライシスコミュニケーションは、メッセージの目的が、人々が具体的な方法で行動す

ることを納得させることである緊急時において適用される。危機とは、1 つまたはそれ以上

の危機に瀕した重大な関心事によって、安全やセキュリティが危険にさらされている事象

であり、かつ、通常の構造やリソースでは安定性を維持するのに十分ではない事象である。 

 

                                                             
12 プラグマティズム：実用主義、道具主義、実際主義。思考の意味や真偽を行動や生起し

た事象の成果により決定する考え方（デジタル大辞泉より） 
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多くの異なる関係者が協力しなければならないとはいえ、緊急時のコミュニケーショ

ンの責任は、国の当局（規制当局を含む）と事業者にある。全体的な方策は、2 つの異なる

フェーズに分けられる。 

・ 計画と準備 
・ 緊急時のフェーズ（事故後の復旧フェーズは以下に別途記載する。） 
 

緊急時のコミュニケーションについては、特に福島第一原子力発電所事故との関連で、

多くのことが学ばれ書かれてきた。このガイドでは、得られている重要な教訓のすべてを転

載することはできないので、読者は以下の信頼できる文献を参照することになる。しかし、

強調に値する以下の 2 つの重要な点がある。 

 

・ 調和したメッセージの重要性 

原子力緊急事態においては、公衆との関わり合いをより調和したものとするために多

くのことができると認識されている。情報源が分散していること、報道される情報の焦点が

広く分散していること、メディアの報道が部分的に主観的で、矛盾していることがよくある

ことから、調和したコミュニケーションアプローチをとることには困難がある。矛盾した情

報は、公式の情報源によってだけでなく、他の専門家やインフルエンサーによってもメディ

アや公衆に発信される可能性があることに留意すべきである。 

 

福島では、放射線防護以外にも、医学、物理学、生物学、疫学、原子力工学などの様々

な分野の専門家による「様々な声」のコミュニケーションアプローチによってもたらされた

矛盾した情報に、被災者は本当に混乱した。これにより、専門家に対する不信感をもたらす

ことになった。公衆は、専門家や有識者が科学的には「一つのメッセージ、多くの声」を持

っているはずだとする誤った印象をもっていたためである。やがて、公衆は混乱し、"誰を

信じればいいのか？"と考えるようになった。 

 

放射線防護の専門家は、放射線のリスク、特に 100mSv 未満の低線量被ばく時の生物学

的影響について、さまざまな専門家がそれぞれのバックグラウンドによって異なる理解を

している可能性があることに注意すべきである。活動に参加するそれぞれの専門家が異な

る見解を提示しようとすることはあり得るが、即時措置が必要かもしれない緊急事態フェ

ーズは、低線量の健康影響を議論する時では決してない。このようなレベルの放射線の健康

への影響は限定的で、非常に小さいであろうことを強調するべき時である。一方で、個人的・

社会的混乱などの他の成り行きを認識することも、その状況下では必要である。 

 

ここで重要なのは 

一つのメッセージ、多くの声 
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・ 情報はタイムリーでなければならない。 

福島第一原子力発電所事故の教訓から、避難および屋内退避区域内での情報提供のス

ピードには大きなばらつきがあることがわかった。住民は、事故や避難指示のさらなる説明

を受けていなかったり、適用された防護措置に関して伝えられたメッセージを理解できな

かったりした。そのため、業界用語や専門用語を使わずに、明白な言葉で情報を伝えること

が何よりも重要である。そうでなければ、必要な情報が理解されず、記憶されず、行動され

ない。 

 

専門家と一般公衆との間で放射線リスクに関するコミュニケーションには相互理解に

おける大きなギャップがあることを、研究が明らかにしている。例えば、福島に関する公衆

とのコミュニケーションにおいて、様々な単位や専門用語が使用されたことが、世界中に誤

解や混乱を招いた原因であることが確認されている。このため、一般公衆とのコミュニケー

ションには、多くの誤りや誤解が生じた。 

 

ここで重要なのは 

情報は、タイムリーで、正確で、簡潔で、そして 

業界用語のないものでなければならない 
 
 

原子力および放射線の緊急事態中のコミュニケーションのヒント 

上記で概説した重要事項に加えて、緊急時のコミュニケーションでは以下のようなヒ

ントが重要である。 

 

・ 広報担当者を迅速かつ賢く選ぶ 

- このような状況下で「公衆」と関わり合うすべての関係者は、放射線防護に関する公

衆への情報の必要性に迅速に対応するように努めなければならない。 

- 可能であれば、確立されたコミュニケーションチャンネルを利用し、当局と協力して

一貫性のある、矛盾のないメッセージを発信する。 

- 緊急時には、通常のコミュニケーションチャンネルが遮断される可能性があること

に留意する。 

- 大規模な危機が発生した場合には、放射線の専門家ではない人々を含む多くの人々

が動員され、公衆からの質問の波に直面するだろうことを、認識する。彼らは質問に適

切に答えるための準備を迅速に行うべきである。難しい質問は専門家に振り分けるよ

うな体制を整えるべきである。 

 

・ エンパシーを伝える 

- 危機的状況下でのコミュニケーションは困難になり得る。感情が高まり、ストレスレ
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ベルも高くなる。 

- メッセージを伝える際には、エンパシーと思いやりを伝える。このことは、最優先で

ある。あなたが相手を気遣っていると確信すれば、相手はあなたのガイダンスを受け入

れる可能性が高くなる。ただし、信頼を構築するために、エンパシーは事実と行動に裏

打ちされていなければならない。 

 

・ 懸念を予想し、対処する 

- 言葉を慎重に選択する。根拠を持って伝えられる正しい言葉は、信用を育み、信頼を

築くことができる。間違った言葉は、一般の人々の不安を高めることにつながる可能性

がある。信用と信頼の構築を目指さなければならない。 

- 対象者の具体的な懸念を理解する。子供たちが被ばくする可能性のある状況では、懸

念が最大に達する可能性があることを予想する。 

- 緊急事態に関連したこれまでのニュースメディアの報道や TwitterFeed13に注意する。

公衆がこれまでに見たこと、聞いたこと、読んだことがあるかもしれないことを理解す

ることは有用である。 

 

・ 27-9-3のルールを使って、メッセージを簡潔にする 
- 緊急時のコミュニケーションの状況において、'27-9-3 ルール'を適用することが特に

重要である(メディアインタビューの上記のセクション 6.1 を参照)。これらの制限は、

コミュニケーターが聴き手とのつながり方を理解することに集中し、聴き手がストレ

スの多い状況でメッセージを理解することを助ける。このメッセージは、あなたの訴え

るところ全てを提示する場所ではない。防護措置に従い放射線から身を護るために彼

女/彼が必要とする行動へと、聞き手を引っ張り込むだけで十分である。 

- 簡潔な言葉を使い、メッセージを整理して要点を押さえる。ストレスの多い状況では、

人は最初に聞いたことと最後に聞いたことしか記憶しないことを憶えておき、一番大

切なメッセージを最初に、二番目に大切なメッセージを最後に置いて、その他のメッセ

ージはその中間に置くこと。 

 

・ 対応を支援する際にはジャーナリストと協働する 
- 放射線防護コミュニティは、放射線緊急事態の詳細についてと同様に、公衆が注意す

べき防護行動について、事実に基づく情報を迅速に公衆に伝達するために、ジャーナリ

ストが不可欠な役割を果たすことを認識すべきである。 

- 危機の時には、何が起きたのか、何をすべきなのかについての情報を求めて、公衆は

テレビ、ラジオ、新聞、ウェブサイトなどのニュースメディアを利用するようになる。

                                                             
13 TwitterFeed は、投稿したブログ記事を自動的に Twitter にツイートしてくれるサービス

のこと。 
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放射線防護関連の加盟学会とその会員が、コミュニティのグループ、対面式のフォーラ

ム、ニュースメディアと連携することは大いに考えられる。 

- メディアには締切があり、限られた時間とスペースがあり、競争が激しいことを理解

する。この最後の点に関しては、情報を平等に提供し、「排他的」な関わり合いは避け

ること。 

- メディアにタイムリーに情報を提供すること。 

- 重要な情報が記載された読みやすい資料を準備し、配布できるように備えておくこと。 

- すぐにつながる加盟学会の連絡先を提供すること。 

 

・ 頼りがいがあり信頼できる発言者になる 
- 能力と役割を示し、信頼できる発言者となる。公衆は、放射線防護の専門家に助けを

求めている。 

 

迅速に、正しく、信頼されるようであれ。 

 

緊急時の具体的な参考資料 

・ Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) Manual（危機・緊急時リスクコミュニケ

ーション（CERC）マニュアル）  : Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2018: 

https://emergency.cdc.gov/cerc/manual/index.asp (2022/01/05時点で閲覧可) 
・ IAEA guidance on Emergency Communication to the Public（公衆への緊急時コミュニケーシ

ョンに関するIAEAガイダンス）: 

- https://www.iaea.org/publications/8889/communication-with-the-public-in-a-
nuclear-or-radiological-emergency(2022/01/05時点で閲覧可) 

- https://www.iaea.org/publications/10866/method-for-developing-a-
communication-strategy-and-plan-for-a-nuclear-or-radiological-
emergency(2022/01/05時点で閲覧可) 

- https://www.iaea.org/sites/default/files/19/01/cn-265-report.pdf(2022/01/05 時点で閲

覧可) 
・ E-learning course on Communication with the Public in a Nuclear or Radiological Emergency（原

子力・放射線緊急時における公衆とのコミュニケーションに関するE-ラーニングコース）: 

https://www.iaea.org/newscenter/news/learning-online-how-to-communicate-with-the-public-

during-a-nuclear-or-radiological-emergency(2022/01/05時点で閲覧可) 
・ Communicating Radiation Risk: Guidance for emergency responders（放射線リスクのコミュ

ニケーション：緊急時対応者へのガイダンス） (US EPA): 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/500025HA.PDF?Dockey=500025HA.PDF(2022/01/05時点で閲

覧可) 
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・ European Project PREPARE: Perko T et al. (2016). Communication with media in nuclear or 

radiological emergencies: general and practical recommendations for improvement（原子力・放射

線緊急時におけるメディアとのコミュニケーション：改善のための一般的・実用的提言）. 

Radioprotection, 51, S163-S169. DOI: https://doi.org/10.1051/radiopro/2016057 
・ European project CONFIDENCE: 

- How to communicate about uncertainty? Selected CONFIDENCE guidelines（不確かさに

ついてどう伝えるのか。選択されたCONDIDENCEのガイドライン。）. https://eu-

neris.net/library/archives/concert/confidence/confidence-dissemination-workshop-2-5-

december-2019/211-confidence-reccomendations-communicaiton-uncertainty-

final.html(2022/01/05時点で閲覧可) 

- Perko T et al (2019, p. 9-12): Guidelines on tools for communication of uncertainties（不確

かさのコミュニケーションのためのツールに関するガイドライン）, D9.29, Ref. 

Ares(2019)6806809 - 04/11/2019, CONFIDENCE, EC, Brussels, Belgium. 

https://www.concert-h2020.eu/en/Publications(2022/01/05時点で閲覧可) 

 

7.6 放射線源の悪意のある使用 

悪意ある使用に関する増大した脅威への対応は、国の所轄当局および緊急事態対応機

関と緊密に協力して行われるべきである。増大した脅威への対応と同様に、情報資料や安全

な通信の利用に関しても、法執行機関との間で事前に取り決められた手順があるべきであ

る。 

 

コミュニケーションの実践は、上述した緊急事態の場合と同様である。放射線防護の専

門家は、当局から、協働および調和した公衆コミュニケーションへの参加を求められたり、

そうでなければ情報を求められるかもしれない。 

 

7.7 事故後および長期的な復旧の状況 

これらの長期にわたる被ばく状況の管理の調整についての責任は、通常、政府当局にあ

る。特に、地方自治体が地域コミュニティの復旧に向けた取り組みを積極的に支援すること

が重要である。 

 

状況には様々な多くの種類があり、上記で示した緊急事態に関しては、本ガイドでは十

分に書ききれない多くの文書化された経験がある。原則として、これらの状況はステークホ

ルダー・エンゲージメントの指針（付録 1 参照）に沿ったものであり、信頼と相互尊重に基

づく長期的な関係を構築することが絶対的に必要不可欠である。 

 

事故後や、人々が被ばくへの不安を抱えながら生活を取り戻す長期にわたる復旧期の
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経験は、公衆のための放射線防護文化の醸成と育成が最も重要な課題の一つであることを

強調している。このような状況では、放射線防護の専門家が放射線リスクに関するコミュニ

ケーションのトレーニングを受けることが非常に有用である。放射線防護の専門家は、より

広範なステークホルダーとの交流が放射線防護文化の醸成と適用に役立つことができるこ

とに留意しなければならない。そして、放射線防護文化のゴールは、人々が自らの状況のコ

ントロールを取り戻すのに役立つ実践的な放射線防護のアドバイスを提供することである。 

 

例えば、福島では、帰還者のための放射線防護文化を醸成するために、放射線防護、社

会心理学、農業、保健・医療、医療などの専門家や自治体のグループによって、「帰還者の

ための暮らしの手引き」が作成された。この冊子では、帰還を検討している住民や家族から

寄せられたよくある質問を紹介し、それに対する回答を、実践的なアドバイスやヒントとと

もに紹介している。質問は、日常生活に関するもので、例えば、「窓は開けてもいいか」「避

難の間家に置いてあった家具や食器は使えるか」についてであった。回答は、科学的事実に

基づいてなされた。この冊子は、各地域に在住・勤務し、住民からの相談に対応する支援者

（自治体職員、相談員など）に配布されている。 

 

「共同専門知」として一般的に知られているこの相互作用のプロセスは、状況を把握し

て技術的な助言を行う従来の専門家の役割を超えている。被災者の特定のニーズや期待、そ

して放射線防護の問題を超えた複数の課題を考慮することが重要である。 

 

このような状況下で特に注目されて来ている一面が、「シチズンサイエンス」の役割で

ある。さらなるガイダンスは付録 4に記載されている。 

 

復旧状況の具体的な参考資料１ 

• Ministry of the Environment. Government of Japan website, “Information booklet for returnees

（環境省、帰還者のための暮らしの手引き）”. 
https://www.env.go.jp/chemi/rhm/shiencenter/public_relations.html(2022/01/05 時点で閲

覧可) 
• Schneider T et al. (2019). The role of radiological protection experts in stakeholder involvement 

in the recovery phase of post-nuclear accident situations: Some lessons from the Fukushima-

Daïchi NPP accident（原子力事故後の復旧段階におけるステークホルダーとの関わり合

いにおける放射線防護専門家の役割：福島第一原子力発電所事故からの教訓） . 

Radioprotection, 54(4), 259–270. DOI: https://doi.org/10.1051/radiopro/2019038 
• ICRP Publication 146 : Radiological Protection of People and the Environment in the Event of a 

Large Nuclear Accident（大規模原子力事故における人と環境の放射線防護）. Ann ICRP 

49(4), 2020 
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8. 放射線防護加盟学会の役割 

このガイダンス文書で強調されているように、一般公衆との関わり合いほど重要なも

のはなく、国（および地域）の放射線防護学会、すなわち、加盟学会はこの活動に責任を持

って参加することが不可欠である。実際、多くの加盟学会はすでに一般公衆向けの情報や関

与プログラムを充分に開発してきており、これらは、多くの場合において、「公共の利益」

の支援活動を必要とする組織の設立目的や規則から自然に導かれたものである。 

 

加盟学会は、一般公衆との接点において主導的な役割を果たす位置にある。経験上、こ

のような専門機関は、特に一般公衆が敏感な問題に対し、偏りのない情報に基づく信頼でき

る情報源となる可能性があることが示されている。例えば、福島第一原発事故後の困難なコ

ミュニケーション環境の中で、当局への信頼が問題となった中、日本保健物理学会は直ちに

インターネットを利用した一般公衆向けの「専門家が答える暮らしの放射線 Q&A」に関す

るプログラムを開始した。Q&A には放射線やリスクに関する基本的な情報について多くの

質問や要望が寄せられ、それらのすべてに回答した。 

 

ここで重要な点は、加盟学会は放射線と放射能の管理と利用における安全を促進する

ことだけを第一とし、あらゆる政府、規制、商業的圧力から独立しているということである。

加盟学会は、例えば、原子力発電といった特定の技術の使用を促進したり、擁護したりして

はならない。しかし、そのような技術が適用される場合には、社会のより多くがそれらから

安全に恩恵を受けることができるように、加盟学会は、安全性が最優先であることを支援し、

保証することに重点を置くこととなる。 

 

一般公衆へのアウトリーチは、単に知識を伝えるというよりは、人々の注意を引きつけ、

関心を醸成し、好奇心を呼び起こすことを目的としている。記憶に残る鮮明なイメージは、

人々の関心を引くのに役立つ可能性がある。また、ストーリーを語ることは、繊細な問題を

理解し、学び、夢や価値観をより魅力的かつ説得力を持って伝えるための 1 つの方法でもあ

る。この方法は、単に情報の断片ではないというメッセージを伝えるもっとも効果的な方法

となり得るだけでなく、感情移入し、エンパシーをもって、話をより理解しやすく、また記

憶に残りやすくさせる生き生きとした特色を伝える効果的な方法となり得る。 

 

加盟学会が、この役割に関わることを検討できる活動には、多くの異なるものがあり、

その多くはすでにこのガイドで取り上げられており、さらなる提案は以下で展開されてい

る。しかしながら、学会としては、一般公衆との関わり合いにおける多くの側面が、人的資

源と財政的要件の両面で費用がかかる可能性があることを認識しなければならず、いかな

る加盟学会のプログラムも、関与の開始前に、現実的に評価され優先順位を検討されなけれ

ばならない。また、「メディア対策プロトコル」として定義されていることが考慮されるべ
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きである。すなわち、加盟学会内の誰が何についてメディアとコミュニケーションをとる権

限が与えられているのか、また、出版あるいは配布に先立って、どのような検証や検証プロ

セスが必要なのかなどである。 

 

全体的なコミュニケーションとエンゲージメントの加盟学会の方策の例は、付録 5 に

示されている。加盟学会のプログラムのグッドプラクティス例は、関連資料とともに 、IRPA 

ウェブサイト http://www.irpa.net/ に掲載されている。 

 

8.1 一般公開情報 

一般公衆と直接的および間接的に関わり合う機会は数多くある。これらの活動を行う

際には、加盟学会は、その学会の名を冠した声明を作成する、あるいは承認する権限が与え

られている者は誰か、を定義することが重要である。 

• 学会のウェブサイトには、放射線に関する一般的な情報や、一般公衆を対象とした他

のサイトにおける関連する権威ある情報へのリンクを掲載することができる。 

• 加盟学会は、ウェブサイトを通じて、一般公衆の会員のために質問と回答（Q&A）サ

ービスを提供することができる。 

• よくある質問（FAQ）リストを、回答とともに、ウェブサイトに掲載することができ

る。 

• 放射線に関連した特定の話題がニュースとして報道される価値をもつ場合がある。加

盟学会は、タイムリーにウェブサイトに関連情報を投稿することによって、このよう

な状況に対応することができる。誤った情報が流布している場合には、加盟学会は、

よりバランスのとれた視点を提供することにより、支援することができる。 

• 加盟学会は、より広く関心を持たれる可能性のある放射線防護に関連する重要な問題

に関して、ポジションペーパーを作成し、ウェブサイト上で公表することができる。 

 

8.2 具体的なトピックに関する一般公衆との関わり合い 

上記のセクション 7 は、加盟学会が一般公衆とのコミュニケーション活動に関与する

ことを検討すべき具体的な状況をいくつか挙げている。一般公衆が放射線に関する情報に

より多くの関心を持ち、より受け入れられるようにする「教えを受けることができる瞬間」

を探すことは助けとなり得る。最近のテレビ番組、ニュースでの出来事あるいは地域の活動

などからのものがそうなるかもしれない。 

 

例えば、加盟学会は放射線の緊急時や事故において役割を果たすべきである。加盟学会

は、緊急時には賛同者（対応当局の支援者）として非常に強い発言力を持ち、（すべての対

応決定が放射線に特化しているわけではないことを理解している）対応者の指示に従うよ

うに人々を励ますことで支援することができる。ニュースメディアは、放射線の問題につい
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て説明する人々を探すだろう。加盟学会は、信頼性の高い、支持する情報をもって、その空

白を埋める手助けをすることができるのである。 

 

8.3 従来のメディア 

従来のメディア、すなわちテレビ、ラジオ、新聞は、一般公衆にとって重要な情報源で

ある。加盟学会を通じて権威ある専門知識が入手できることをジャーナリストが認識でき

るように、学会は主要なメディア関係者や専門記者との長期的な関係の構築を目指すべき

である。 

 

特定の加盟学会員は、特定のトピックに関してメディアに対応するために割り当てら

れる可能性がある。ここでの重要な問題は、適時性である。つまり、多くの場合、ジャーナ

リストは間に合わせるべき非常に短い締切日を抱えている。したがって、このニーズに支援

できることが重要である。緊急時や緊急の問題が発生した場合にジャーナリストが迅速か

つ容易にアクセスできる、連絡先やその他の情報源のリストを作成し継続的に更新する。 

 

伝統的なメディアコミュニケーションへのヒント 

• 加盟学会マネージメント部門と専任の専門家を対象としたメディアトレーニングを実

施する。 

• 医療・保健問題、環境問題、原子力に関連したトピックおよび一般的な科学ジャーナリ

ストを担当する地域のジャーナリストを特定する。危機的状況ではない時期に、これら

ジャーナリストと関係を築く。 

• 異なる放射線防護のトピックに関する特別号を発行する可能性のある公共科学雑誌を

特定する。 

• 例えば、建築業者、建築家あるいは住宅購入者向けの専門誌でのラドンに関するトピッ

クのように、放射線防護のトピックへの関心を高めるために専門誌に関与する。 

• 連絡先のリストを作成し、定期的に更新する。 

• 資料を準備する。つまり、ジャーナリストとの最初のコミュニケーションを通して、関

係を構築しようとしている場合は、スライドやレポート、情報リーフレットに頼りすぎ

ないようする。しかし、のちに、資料が入手できるようにしておくかあるいは提供する。 

 

8.4 ウィキペディア 

この「情報化時代」において、オンラインのウィキペディアが重要な役割を果たしてい

ることは、周知の事実である。専門家ではない人々が放射線について知りたいと思ったとき、

ウィキペディアが最初の窓口になることがよくあり、ニュースに影響を与えるような事象

が起きた時のジャーナリストにとっても同様である。したがって、ウィキペディアに書かれ

ていることが正確で信頼できるものであることが非常に重要であり、そうであることを確
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実にする手助けのために、放射線防護学会は自分たちのあらゆる役割を果たすことができ

る。 

 

ある言語でウィキペディアのエントリを変更しても、自動的に他の言語に反映される

わけではないということは広くは理解されておらず、つまり、翻訳システムもないというこ

とである。例えば、英語の'Sievert'のエントリを変更しても、ドイツ語、日本語あるいは中

国語などの'Sievert'のエントリには影響しない。それぞれの言語のエントリは独立している

のである。 

 

ウィキペディア上での作業やエントリの修正方法は、一見すると難しいように見える

が、実際には非常に合理的である。したがって、IRPA は、加盟学会が、現在、放射線に関す

るトピックについて、彼らの国の言語で書かれている内容を見直し、それが適切かどうか、

あるいは修正が有益かどうかを検討することを推奨している。ウィキペディアとの関わり

方に関するガイダンスについての問い合わせは、IRPA執行理事 [ exec.off@irpa.net ] まで。 

 

8.5 政府と政治のリエゾン 14 

加盟学会は「専門家の声」として活動することができ、関連する政府部門や政治指導者

との関係を構築し、放射線防護専門職の認定プロセス、教育とトレーニングの要件、専門家

の任務と責任など、専門家に影響を与えるものに特に注意を払いながら、政策提案の策定に

コメントするためのあらゆる機会を活かすべきである。 

 

8.6 他の専門機関とのリエゾン  

通常、特に医療分野では、放射線に関する問題に関心を持ち、関与している他の専門機

関がいくつか存在する。これらの組織と緊密な協力関係を築くことは有益である。これによ

り、一般公衆との対面による組み合わされた成果が揃えられ、相互に支援し合うことができ

る。 

 

8.7 スクールプログラム 

学校との繋がりを築き、若者の教育と啓発のためのパイプを開くことは、放射線とその

安全な利用に関連したトピックについて一般公衆と関わり合うための重要なルートである。

一部の地域では、科学教師コーディネーターを通じて連絡を取り合うことが可能であり、彼

らは教師のための継続的な教育を手配し、グッドプラクティスを共有する。それぞれの加盟

学会は、「未来の大人」が放射線のリスクとベネフィットについての健全でバランスのとれ

た情報を、積極的で双方向性の、かつ、刺激的な方法で確実に受け取ることができるように、

できる限りのことを行うことが推奨されている。このようにして、我々は次世代の「公衆」

                                                             
14 リエゾン：仲介、つなぎ、橋渡しの意 
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-偏りのない方法で十分な情報を得ることにより、医療被ばくや原子力などのトピックにつ

いて、十分な情報に基づいたより良い意思決定を行うことができる人々-の育成を目指すこ

とができる。 

 

放射線防護の専門家は、以下のような多くの方法で学校と協力することができる。 

• 学校のカリキュラムに結びついた、放射線防護に関する啓発デーを企画する。  

• 博物館の展示物や「サイエンスクラブ」の考案や展開に貢献する。 

• 学校で最優秀放射線ポスターや歌または作文のコンクールを企画する。 

• 専門家を学校に1日派遣する。実験や放射線防護関連の活動または「ゲーム」を企画

したり、GMカウンターなどの放射線測定機器のデモンストレーションを行ったりす

ることができるだろう。 

• 地域の教育当局へ関与し、カリキュラムに貢献する。 

• 講演やデモンストレーションの提供を手助けするボランティア（若い加盟学会員や、

もしくは地域の理系大学生）を募る。 

 

学校へ関与するどのような活動も、ニュースレターや加盟学会のインターネットペー

ジに掲載すべきである（注意：子供たちが写る写真を撮る場合は許可を得なければならな

い）。子供向けの教育テレビ番組へ関与し、放射線防護に関するトピックスを提案すること

を試みることもできるだろう。 

 

英国 SRP のプロジェクト、ポスター、講義の DVD など、学校でのイベントの後に残る

資源の有用性を強調する価値がある（ケーススタディ参照）。これらは他のイベントで再び

使用することができ、キャリア情報や一般公衆への情報提供のためのより幅広い策定につ

ながる可能性がある。また、学校で子供たちと関わり合うことは、その親にも影響を与える

ことつながることを心に留めておく。 

 

学校における関わり合いのヒント： 

・ 年齢やカリキュラムに適切なものにする： 

- 講義や活動の内容が現在の学校のカリキュラムに関連したものであることを確認す

るために、教師と相談する。最近メディアの注目を集めているトピックスを取り入れる。 

- イベント終了後にフィードバックを集め、今後の関与への取り組み計画と改善に役

立てる。 

 

・ 聴衆の心に響くようなプレゼンターを選ぶ： 

- 経験上、学齢期の生徒を対象としたイベントでは、「エンゲージャー15」の役割を参

                                                             
15 エンゲージャー：何かに携わる人。ここでは、生徒と直接やり取りを行う人の意。 
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加する生徒の年齢により近い放射線防護の専門家のチームが担うことの有益性がわか

っている。このことから、IRPA の Young Generation Network のメンバーには、この種の

「アウトリーチ」活動に参加する機会が提供されている。このような若いコミュニティ

は、若い生徒との良好なつながりを提供し、また、これらの取り組みを推進するための

人材を提供する上で重要となるだろう。また、性別や人種に関してもミックスを確保す

るよう努めること。 

- エンゲージメントチームを、科学「オタク」という固定観念を避け、たまたま放射線

に関わる仕事をしている普通の人として紹介する。エンゲージャーは「ロールモデル」

であるべきである。 

- エンゲージャーは、必要に応じて、自信を持ってアドリブをする心構えができている

良い「演者」であるべきである。 

 

•  リハーサルをする! 

- すべてのサポートスタッフは関わり合いにおける実習の内容と彼らに何を期待され

ているか、確実に良く知っておくようにする。 

- 会場で、会場スタッフと一緒に、特殊効果を含めた活動/講義全体のリハーサルを行

う。これには、活動やプレゼンテーションに不可欠な、視聴覚を請け負う業者も含まれ

る。 

- 使用するコンピュータシステムがいずれも正しく機能し、オペレーターのリハーサ

ルが行われていることを確実にする。メディア表示の失敗は気を散らせ、取り組み全体

に対する聴衆の信頼が築かれない。 

- 展示会で生徒の動きを管理するボランティアすべてに簡潔な指示を与える。 

 

・ 生徒の注目を引きつけ、キープする： 

- 講義や活動には、連続的な筋書きを持たせる。 

- 特殊効果と印象的なイメージ、発言で最初から聴衆の注目を引くように計画し、印象

的な内容を終始使い続ける。 

- 生徒をステージや活動に参加させ、例えばディベートなどで聴衆やグループとの交

流を促進することを計画する。 

- 視覚的で実践的なデモンストレーションを含める。 

- 可能であれば、関連する展示に紐付け、活動や講義で取り上げられている事の例を見

ることができるようにする。 

- 急に話題が切り替わるのを避ける。 

- 重要な事実とメッセージをまとめて終わりにする。 
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ケーススタディ：英国の SRP スクールプログラム 

英国放射線防護学会（SRP）では、通常は 14歳から 15歳の主に生徒を対象とするが、

その教師や、もしくは親も対象とする学校（および一般公衆）へのアウトリーチプログラム

に多大な努力を払っている。長年にわたり、SRP の専門のアウトリーチ委員会は、学校への

アウトリーチのコンテンツを築き上げてきた。これらには、“strategies for engaging with 

future radiation protection professionals（将来の放射線防護の専門家と関わり合うための方

策）” (Cole et al, 2015)という論文も含まれており、ウェブサイトから無料でダウンロード

することができる。 

https://srp-uk.org/public-and-schools/resources-for-schools (2022/01/05 時点で閲覧不可) 

 

このコンテンツには、放射線と放射線防護に関連する 6 つの授業・デモンストレーショ

ン計画が含まれている。例えば、あるデモンストレーションでは、生徒たちは、通常 5～6

人のグループとなって、いくつかの「家庭用」のものを最も放射能が大きいものから最も小

さいものまで、順位を付けるゲームをする。対象物は、典型的には、順に、煙探知機、文字

盤が光る腕時計、溶接棒、減塩食品、ブラジルナッツ、バナナである。生徒たちは、順位を

決めるのに役立つ GM カウンターとシンチレーションカウンターの両方を使用することが

でき、それらの試みの後、彼らはそれぞれの対象物に存在する放射性物質の放射能につい

て、SRP のボランティアとの議論に加わることができる。このことは、低濃度の放射性物質

が世界中で私たちの身の回りにあることにハイライトを当てる。 

 

デモンストレーションを通して得られる交流に加え、30 枚以上のカラフルな放射線防

護情報のポスター集が作られており、その中から選択されたものがデモンストレーション

エリアの周囲の壁に展示される。生徒たちにポスターを読ませるために 10 問の簡単なクイ

ズが作成されており、それぞれの生徒にはクイズシートと SRP のペンが渡され、クイズに答

えるよう励まされる。クイズの答えは全て、展示されているポスターのテキストのどこかに

含まれている。追加のインセンティブとして、「10 問正解」クイズシートの「ポット」から

抽選された勝者が賞品を獲得する。 
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SRP のスクールエンゲージメント活動の「インパクト」を評価する試みが行われている。

簡単な測定基準は、エンゲージメントイベントでの SRP ブースへの「訪問者」の数をこれま

で算入していて、これは次の方法で推定されている：その日の様々な時間帯にブースにいた

人の「頭数」を数える、完成したクイズシートの数を数える、「より詳しい情報」のリクエ

スト票の数を数える、イベント後のツイッターの「いいね」@SRP_UK の数を数える。 

 

8.8 生徒と STEM（科学、技術、工学、数学）の関わり合い 

多くの点で、これは上述したスクールプログラムの延長である。放射線に関連したテー

マを刺激的でやりがいのある方法で紹介することで、若者に STEM 科目をキャリアの選択肢

として考えるよう奨励することを目的としている。大学のイベントを含め、キャリアフェア、

サイエンスフェアまたは同等のイベントに参加する機会がある。また、STEM トピックスの

全般的な促進とともに、放射線防護のキャリアに関する情報を提供し、ひいては私たちの職

種の将来を支援する機会となる。 

 

8.9 サイエンスアウトリーチ 

放射線防護における話題性のある研究活動に対する、より広い公衆の関心を刺激する

ことは有益である可能性がある。さらなる提案は付録 3 に示されている。 

 

8.10 一般公衆との関わり合いについての放射線防護専門家の研修 

上述のように、多くの放射線防護の専門家は、放射線とリスクについて一般の人々と効

果的に関わり合うための準備が足りていないと感じている。加盟学会は、我々がこの重要な

役割をより快く、より効果的に、より熱心に引き受けることができるように、我々の専門性

を支援し、育成することを目的としたトレーニングコースや会議セッションの提供を検討

すべきである。 

 

9. 放射線防護の専門家個々の役割 

このガイダンス文書は、恐怖心ではなく理解に基づいて意思決定が行われ、放射線技術

の安全な利用による利益を社会が得ることができるように、放射線とリスクに関する一般

公衆との関わり合いの重要性を強調している。 

 

この活動（放射線とリスクに関して一般市民に関わり合い）においてその役割を果たす

ことは、放射線防護の専門家個々の義務である。この活動は、自ら進んで、あるいは雇用主

のプログラムや放射線防護加盟学会の活動との連携により、展開することができる。専門家

は、本ガイダンスで概説されているものを含め、リスクコミュニケーションおよび一般公衆

との関わり合いにおける根本原則、科学、経験を熟知することで、この役割に対応できるよ

う備えるべきである。 
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このようなコミュニケーションを「広報」担当者や非専門家に任せるよりも、熟練した

放射線防護の専門家が個人として、あるいは組織の代表者として、一般公衆との関わり合い

を持つ方がはるかに良い。当然の結果として、放射線防護の専門家は、エンゲージメントに

関する科学と技術において、有能であり自信をもっていなければならない。 

 

一般公衆との関わり合いに関する放射線防護の専門家のための行動規範 

1. 放射線防護の専門家として、社会の利益のために公衆と関わり合う義務がある。 

2. 効果的に公衆とコミュニケーションをとり、関わり合うための主要な原則と経験を熟知

していることを確認する。 

3. 常に誠実で良いバランスがとれていること。 

4. 自分自身の知識や経験の範囲を超えない。 

5. 他者の見解に常に敬意を払う。 

6. 雇用主や当局が提示した見解に公然と異議を唱えない-しかし、必要があれば内々に異

議を唱える。 

7. 放射線防護の専門家の視点を代表して話す場合、特定の技術（原子力や携帯電話技術な

ど）を支持しているとみなされる可能性のある発言は避ける。 

 

10. サポート情報および一般参考資料 

一般公衆とのコミュニケーションと関わり合いは非常に幅広いトピックであり、利用可

能な文献やガイダンスが非常に多く存在するため、このガイダンス文書には十分に反映さ

れていない。関連する経験や情報は、IRPA のウェブサイト（http://www.irpa.net/index.asp）

に掲載されている。 

 

「社会との関わり合い」は、2012 年にグラスゴーで開催された、IRPA13 国際会議の特

別なテーマであった。このトピックに関するキーセッションのポッドキャストを視聴する

ことを強く推奨する。それには、V Covello 氏による主要な講演:  

https://www.irpa.net/page.asp?id=54544 (2022/01/05 時点で閲覧可)が含まれている。 

パブリックエンゲージメントに関するその他の有用な一般的な参考文献は、以下の通り

である。： 

• 放射線：影響と発生源（UNEP 2016）: 
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7790(2022/01/05時点で閲覧可) 

• 行動におけるリスクコミュニケーション（US EPA 2007）: 
https://nepis.epa.gov/EPA/html/DLwait.htm?url=/Exe/ZyPDF.cgi/60000I2U.PDF?Dockey=60000I2U

.PDF(2022/01/05時点で閲覧可) 
• ICRPaedia: http://icrpaedia.org/Main_Page(2022/01/05時点で閲覧可) 
• 効果的なコミュニケーションのためのWHOによる戦略的コミュニケーションのフレー
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ムワーク: 

https://www.who.int/mediacentre/communication-framework.pdf(2022/01/05 時点で閲覧

可) 
• Joint European Project(欧州共同プロジェクト): EAGLE Recommendations 2016     

https://eagle.sckcen.be/(2022/01/05時点で閲覧可) 
• リスクコミュニケーション: EU Scientific Seminar 2015,Radiation Protection No 184(EC) 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/rp184.pdf(2022/01/05 時

点で閲覧可) 
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付録 1  IRPA のステークホルダー・エンゲージメントに関する指針 

放射線防護の専門家は、以下のような努力をすべきである。

1. エンゲージメントの機会を特定し、エンゲージメントの程度は放射線防護課題の性質

とその文脈に応じたものであることを確認する。

2. 可能な限り早期にプロセスを開始し、持続可能な実施計画を策定する。

3. 開かれた、包括的で透明性のあるステークホルダー・エンゲージメントのプロセスを

可能にする。

4. 関連するステークホルダーや専門家を探し、参加させる。

5. すべての参加者の役割と責任、および協力のためのルールが明確に定義されているこ

とを確認する。

6. 課題と限界の共通理解に基づいて、ステークホルダー・エンゲージメントのプロセス

の目的を共同で策定する。

7. 共通の言語と理解、共に学ぶことを大切にする文化を育てる。

8. 異なる視点からの表現を尊重し、大切にする。

9. 現在および将来のステークホルダー・エンゲージメントのプロセスに情報を提供し、

改善するための定期的なフィードバックの仕組みが整っていることを確認する。

10. これらのプロセス内での行動において、IRPA 倫理規定を知識の及ぶ限り適用する。

ステークホルダー・エンゲージメントに関する放射線防護専門家のための指針の全文は

下記に掲載されている。

http://www.irpa.net/docs/IRPA%20Stakeholder%20Engagement%20Guiding%20Principles%20(2008)

.pdf (2022/01/05 時点で閲覧可) 



いくつかの定性的な特徴 影響力の説明 説明の規模 
いくつかの比較可能なリ

スク

可能なコミュニケーショ

ンアプローチ

個人によるコントロール 
リスク許容度を増大させ

る 

コントロール可能 –

コントロール不可能

車の運転 対 飛行機で

の移動 

リスクガバナンスにおけ

る実践的かつ感情的な関

与。 

制度によるコントロール 制度のパフォーマンスに

おける信頼に依存 

制度に対する信頼、信用 

信頼度の高い会社での事

故 対 信頼度の低い会

社での事故 

リスク管理における社会

的・制度的信頼の構築。 

ばく露の数 
リスク許容度を低下させ

る 
壊滅的 - 慢性的 飛行機事故 – 交通事故 

予防措置（例えば、演習

や透明性のあるリスク管

理）。 

自発性 
リスク許容度を増大させ

る 
自発的 – 非自発的 喫煙 対 食中毒 

Stakeholder process 

ステークホルダーのプロ

セス 。

死亡数 
リスク許容度を低下させ

る 
致命的 – 致命的でない エイズ 対 狭心症

知識 
リスク許容度を増大させ

る 

新しいテクノロジー - 確

立されたテクノロジー 

遺伝子組み換え食品 対 

農薬の使用 

知識や経験を増やすコミ

ュニケーションプログラ

ム 。

親しみやすさ リスク許容度を増大させ

る 
身近 – 身近でない 

医療用 X線 対 核廃棄

物処理 

コミュニケーションキャ

ンペーンで身近にする。

付録2 リスク認知に影響を与えるファクタ

いくつかの定性的な特徴



恐怖/不安 
リスク許容度を低下させ

る 
不安 – 不安でない 

原発事故 対 携帯電話

の放射線 

どうすることもできない

と感じることが不安を誘

発するので何をすべきか

の指示を与える。 

リスク源の人工性

リスクへの注意を増幅さ

せる 

リスク許容度を低下させ

ることが多い 

自然 - 人 
原子力発電所の建設 対

ラドン

「自然」の意味を明確に

する（例えば、食品への

防腐剤使用や、自然放射

線について説明する）。 

非難 
社会的・政治的対応への

探求を増大させる 

法的または社会的責任の

程度 

核施設からの計画的放出 

対 事故による放出 

リスク以上のものは不公

平とみなされるため、そ

れ以上は深刻で容認でき

ないものと判断される。

責任とステークホルダー

のプロセスを共有するこ

とは良いコミュニケーシ

ョン・アプローチであ

る。 

ベネフィット 
リスク許容度を増大させ

る 

自分へのベネフィット 

対 不明確または不公平

なベネフィット 

労働者被ばく 対 公衆

被ばく 
地域社会との対話 

子どもへの影響 
リスク許容度を低下させ

る 

特にリスクのある子供た

ち 
より高いがんリスク 

発生したリスクの違いを

認識し、それに応じて政

策を変更する。 



付録 3 サイエンスアウトリーチ 

放射線防護の専門家は、放射線防護の科学、ニュース、専門家の仕事に関して、どのよう

に公衆に伝えているだろうか？ 

先進的な研究機関には科学報道担当者がいて、IRPA 加盟学会にはコミュニケーションや

サイエンスアウトリーチに関するワーキンググループがあるかもしれない。利用可能なリ

ソースがなんであれ、研究や放射線防護の発展を促進することは、加盟学会とその会員の便

益になる。 

サイエンスアウトリーチ活動では、活動に携わるエンゲージャー1はまず聴衆を決定すべき

である。 

• あるトピックに関連して、聴衆はどのようなことに興味を持ちそうか？

• エンゲージャーは聴衆とどのような共通点を持っているのか？

• 聴衆はどのような質問をするのだろうか？

研究や放射線防護進展の詳細で複雑な内容は、（一般公衆でも）話の流れが明瞭にわかるよ

うに言い換えられるべきである。このことは、以下の質問に答えることで可能になる。 

• エンゲージャーが聴衆に憶えてもらいたいこと、よく考えてもらいたい 3 つのことは何

か？例えば放射線防護研究の場合:放射線源やその応用されたものをどのように安全に使

用するか、どうすれば有害な影響をより良く理解できるか、社会における新たな放射線利用

や放射線による利益をどのように見つけていくか。 

• 研究と開発の 3つの焦点は何であるか？

• この研究が重要である 3つの理由は何であるか？

放射線防護の専門家は、ジャーナリストが科学的に正しく記事を執筆するように助力す

るべきである。加盟学会とその会員は、専門家ではない一般の人々に科学的な結果を報告す

る際に、以下のガイドラインを利用することが有用である。英国のサイエンス・メディア・

センターは、科学者、科学記者、編集者、編集補佐との協議のもと、科学や健康に関する記

事を偏りがなく正確に報道するためのガイドラインを作成した。今回の IRPA ガイドでは、

IRPA 加盟学会とその会員に役立つこのガイドラインを採用している。 

専門家ではない一般の人々に科学的な結果を報告する際には、次の 3 つの主要な質問に焦

1 エンゲージャー：何かに携わる人。ここではアウトリーチ活動を行う放射線防護の専門

家のこと。



点を当てる。 

• 結論は何だったのか？

• 何が新しいのか、何が違うのか？

• なぜ重要なのか？

これは科学者仲間への学術論文やプレゼンテーション用の通常の形式ではないことに注

意する。また、以下の点にも注意する必要がある。

• その研究が出版、発表、報告された場所（例えば、学会、雑誌記事、調査など）を記す。

理想的には、読者が調べられるように十分な情報を記載するか、ウェブリンクを貼ることが

望ましい。

• その研究調査の規模と性質を明記する。- 例えば、被験者は誰であったのか、何が主題

であったか、期間はどのくらいだったのか、何をテストし、何が観察されたのかなど。主な

制限事項も述べる。

• 二つの物事の間の関連を報告する際は、一方が他方を引き起こすという証拠があるかど

うかを示す。

• 研究の段階を示す。例えば、新しい線量計、除染の段階、研究施設での細胞実験なのか

人への臨床研究なのか、新技術が実を結ぶまでの現実的な期間。

• 健康リスクに関しては、プレスリリースや研究論文で絶対的なリスクが入手可能な場合

には、それを含める。つまり、「低線量被ばくががんのリスクを増加させる」場合は、特定

の被ばくがある場合とない場合、そのがんの明白なリスクを述べる。

• 特に公衆衛生に関連する話題に関しては、新しい発見をほかのエビデンスの文脈に組み

込んでみる。例えば、新しい結果は先行研究を補強するのか、それとも対立するのか。新し

い発見が深刻な科学的な懸念を呼び起こす場合、それらは無視されるべきではない。 

• スペースがあれば、研究者自身と適切な専門知識を持つ外部の情報源の両方を引用する。

科学者やプレスリリースが研究を過度に主張することに注意する。

• 研究結果と解釈または推定を区別し、何も提示されていない場合は健康に関するアドバ

イスを示唆しない。

• 見出しは、記事の内容について読者を誤解させてはならず、引用符を使って誇張してはい

けない。

完 全 な オ リ ジ ナ ル ガ イ ド は https://www.sciencemediacentre.org/wp- 
content/uploads/2012/09/10-best-practice-guidelines-for-science-and-health-reporting.pdf 
を参照のこと。(2022/01/05時点で閲覧不可) 

機会:

• 加盟学会員が著者または共著で最近発表した査読論文についてニュースを発信する。

• リンクを広めるために加盟学会のコミュニケーション・チャネルを利用して、会員がビ



ジュアルやグラフィックを公開することを奨励する。放射線防護専門家は、公表された研究

を共有し、「いいね！」し、コメントし、議論することができる。

• 加盟学会は、市民ジャーナリストや市民科学者のためのイベントを開催することで、彼

らを支援することができる。

• 加盟学会はオープンソースの論文を支援することができる。

• 加盟学会は、イベントでジャーナリスト対応を行う専門家を手配することができる。

• 加盟学会員に、自分の電子メール署名に IRPA や加盟学会の文書や出版物へのリンクを

含めるよう奨励する。 

• 放射線防護専門家は、講義やプレゼンテーションをより多くの聴衆と共有したり、その

イベントへの背景を説明（研究、研究室の映像やよくある質問をビデオにしてブログ記事投

稿）したり、記録やレビューをすることができる。例えば、あなたの研究についての視覚的

な情報を伝え、聴衆に特別な「舞台裏」を見せるために公開講演の記録、サイエンスカフェ

への出演、会議への参加やまたは現地への旅行をまとめる、など。 

• ビデオでプレゼンテーションを補足することで、特に、野外調査の場合なら背景を示し

たり、IRPA のメンバーなどからの声を加えたりすることで深みを加えることができる。人

物、研究、書籍、プロジェクトなどを紹介することで、ブログや Webサイトを充実し、個人

的なエピソードを紹介する。放射線防護の科学が実際に行われている様子をビデオで撮影

する。SNSサイトに動画を投稿する。 

• 他のステークホルダーと協力して、加盟学会は放射線防護研究所や会員組織の科学広報

担当者を対象とした研修会を立ち上げたり、加盟学会員向けのメディアセミナーの紹介を

行うことができる。

• IRPAおよび加盟学会が著者の科学論文や報告書を、ジャーナリストがより多く入手でき

るよう保証する。

• 放射線防護に関する仕事や研究を賞に推薦したり、国の主要な授賞式に含めたりするこ

とで、その業績を評価しその功績を称える。見出しが出る前にジャーナリストをサポートす

る専門家を任命する。



付録 4 市民科学 

「シチズンサイエンス（市民科学）」とは、市民ボランティアが様々なデータを収集・分

析し、市民によって発展、実践される科学の一形態である。福島第一原発事故後、市民が自

分たち自身の環境の放射能を測定し（例えば自作のガイガーカウンターを用いて）、放射線

やリスクについての彼らの考えを伝えたように、シチズンサイエンスは原子力や放射線の

緊急事態後の情報ギャップを埋めることに大きく貢献した。このアプローチは、「シチズン

サイエンスを中心とした放射線防護」と呼ぶことができる。

経験上、このような「シチズンサイエンス」プロジェクトは、当局あるいは放射線防護専

門家からのいかなる支援に関係なく、様々な状況下で展開されることが示されている。した

がって、放射線防護専門家はこのことを認識し、これらの活動を我々の科学コミュニティに

より密接にする手助けを行い、活動をより有用で科学的根拠に基づいたものにし、その成果

を一般市民にとってより意味のあるものにするために、我々ができる役割は何かを考える

ほうが良い。 

加盟学会は市民科学者を多くのやり方で手助けすることができる。特に、放射線防護に関

する基礎的な知識を提供することで、非専門家が自分たちの結果の意義や内容を理解でき

るように手助けすることができるかもしれない。- 例えば、測定に基づいた「線量」の理解

など -。「線量」に関連して、環境モニタリングの測定値（周辺線量当量）と個人線量計の

測定値（個人線量）は同じ単位（Sv）であり、誤解をしやすいかもしれない。しかし、一般

の人々がこれら 2 つの異なる線量を区別することは困難であり、一般の人々はその定義や

意味を理解するのに苦労している。市民科学者がロバスト 1な個人線量測定値を取得し、そ

して周辺線量当量から外部被ばく線量を得るに当たり過大評価しないためには、放射線防

護専門家がこれらの線量の意味を説明した上で個人線量計を装着することが有用であろう。 

シチズンサイエンスが主体となって放射線測定を行うことは、専門家、政策立案者、そし

て一般公衆の間のコミュニケーションやエンゲージメントのツールとして有用であること

を示す研究がある。また、欧州の多くのプロジェクト（例： SHAMISEN-SINGS: ）

https://radiation.isglobal.org/shamisen- sings/）は、市民が測定を行うことができるようにする

ための措置を講じ、そして市民が当局と協力して測定データを収集し、共有するための支援

を行うべきであることを原子力緊急事態対応当局に推奨している。IRPA 加盟学会はこの活

1 ロバスト: ある手法が、必要としている条件または仮定を少々満たしていないような場合

においてもほぼ妥当な結果を与えるとき、この手法はロバストである、と言う。頑健性とも

言う。ここでは、測定方法が多少違っても同じ結論を与える測定値が得られること。



動に参加するよう呼びかけられている。 

シチズンサイエンスや市民科学者との連携にあたって、加盟学会へのヒント:

• どのシチズンサイエンスのプラットフォーム、グループ、そしてプロジェクトがあなた

の地域で活発に活動しているかをチェックする。

• 相互学習に向けてオープンであること。

• 市民が放射線測定を行い、結果を共有できるように支援する。

• 放射線に関する結果を収集し、市民のデータ解釈を助ける。

• 市民科学者のための自由参加型の催しを開催する：特定のプロジェクトのためのトレー

ニングを提供し、市民科学者を加盟学会の会合に招待する。

• 市民科学者のために加盟学会のコンタクト窓口を設け、シチズンサイエンスプロジェク

トのためのサポーターとして登録し、シチズンサイエンスのディスカッションフォーラム

に参加する。



対象集団の

多様性 
〈未来の世代と影響を受ける個人〉 〈政策決定に影響を与える集団〉 〈一般集団〉 

教師 生徒 親 原発近辺の住民 議員 公務員 労働者 
不安を感じている

女性 

特徴 〈客観的な情報を提供する〉 
〈公共エネルギー事業の使命についての認識を 

提供する〉 

〈原子力発電所の必要性についての

認識を促す〉 

近い将来、原子力政策の決定に適切な判断を下

すために、将来の世代が助力するべきである。 

原子力政策の実際の決定には、地域住民、意思決定

者、原子力発電所で働く公務員などが大きな影響を受

けるため、国家的使命感を持って臨む必要がある。 

原子力発電の公衆の受容性を高める

情報が提供されるべきである。 

資料や方法 様々なメディアと方法論の手段を提供 政策決定の参考と事例の提供 簡潔に伝える 

教科書、パンフ

レット、教材、

映像コンテン

ツ、通信教育

教師及び授業計画、ワークシ

ョップ、シンポジウム 

CD、パンフレット、国際報告書、ワークショップ、

国際会議 

YouTube、SNS、Facebookなどを

通じた簡潔なコンテンツ 

主な内容と

課題 
: エネルギーの将来 : 国によるエネルギー政策 : 賛成と反対 

: 科学者と歴史 : 原子力発電と放射線の実際の利用 : 人間とエネルギー 

: 放射線の基礎知識（理論） : 賛成と反対 : 真実と誤解 

: 誤解と真実 : 公衆の受容性と認識を高める方法 

この方策は、韓国放射線防護学会（KARP）が策定したものである。

付録5 加盟学会のコミュニケーションとエンゲージメント方策の一例
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