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一般論文

環境科学会誌26(5)・413-420(2013) 

高レベル放射性廃棄物処分場立地の

受容に関する心理的要因の検討

-福島第一原子力発電事故前データの分析と考察ー

高浦佑介ιT・高木大資吋・池田謙一村

摘要

現行の行政法では高レベル放射性廃棄物 (HLW)処分場は，国内候補地を Iつ選定す

る予定だが，候補地選定問題は一向に進展していない。本研究の目的は. HLW処分場立

地の受け入れ態度の規定因を検討することである。社会的受容やリスク研究における先行

研究を参照し信頼，リスク認知，ベネフィット認知といった要因がそれぞれHLW処

分場立地の受け入れ態度に及ぼす効果を計量的に検討した。さらに，それぞれの効果が原

発既設置地域・非設置地域の違いによりどのように異なっているのか検討した。具体的に

は，以下の 4つの仮説を検討した。

仮説 1・HLW処分場立地の受容に，リスク認知は負の効果，ベネフィット認知，行政

への信頼は正の効果を及ぼす

仮説2:行政への信頼はリスク認知に負の効果を及ぼす

仮説3・原子力発電施設既設置地域の回答者は，非設置地域の回答者と比べて，原子力

問題への関心が高い

仮説4・原子力発電施設既設置地域の回答者は，非設置地域の回答者と比べて. HLW 

処分場立地の受容にリスク認知・ベネフィット認知の効果が大きく，信頼の効

果が小さい

2011年 2月23日-3月8日にかけて全国の 20-69歳の男女を対象としたオンライン

調査を行った (N= 1120. 既設置地域，非設置地域の回答者数はそれぞれ 560)。多変量

解析による分析の結果. HLW処分場立地の受容の規定因として，リスク認知の負の効果，

ベネフィット認知，行政への信頼の正の効果が示された(仮説 l支持)。加えて，行政へ

の信頼はリスク認知に負の効果を示すことも確認された(仮説2支持)。また，原子力発

電施設の既設置地域と非設置地域の回答データを比較した結果，既設置地域のほうが，非

設置地域よりも原子力発電への関心が高く，リスク認知の及ぼす効果が大きいことが示さ

れたが，ベネフィット認知，信頼の効果に有意な差は見られなかった(仮説3支持，仮説

4部分支持)。

キーワード:高レベル放射性廃棄物処分場.NIMBY.信頼，リスク認知
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1.問題と目的

1.1 高レベル放射性廃棄物処分場の立地問題

原子力発電には放射性廃棄物の処理問題が伴う。

福島第一原子力発電事故以後，世界の原子力政策は

揺れているが，今後の原子力発電に関する施策の如

何に関わらず，現在すでに発生している放射性廃棄

物は処分が必要で，処分場の場所の選定が大きな社

会問題となっている。なかでも，高レベル放射性廃

棄物(以下. HLW)は放射能レベルが高く，地層

2012年 11月7日受付.2013年 5月23日受理
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処分が想定されており，少なくとも 10万年以上生

活圏から隔離しなければならず，恒久的貯蔵施設が

必要とされている1)0 HLW処分場の選定は世界各

国で難航している。日本の現行の行政法では，園

内に lか所の最終処分地を選定するように定めら

れている2)0 2000年に HLWの処分事業をになう組

織として，原子力発電環境整備機構 (NUMO)が

設立され. 2002年から現地調査の公募が行われて

おり，電気事業連合会は 2030年代に操業開始を目

指しているが，候補地の選定は一向に進んでいな

い3)0 HLW処分場の立地問題が進展しない理由の

ーっとして. HLW処分場の立地がNIMBY問題で

あるということが指摘されている4.5)0 NIMBYとは，

Not In My Back Yardの略で，社会的には必要であ

るが， 自分の裏庭(居住地域や生活圏内)には誘

致・設置してほしくないという認知である。具体的

には，ごみ処理施設などいわゆる「迷惑施設」の建

設の際などにおいて，行政と周辺住民の紛争などに

よって NIMBY問題が顕在化している。このよう

な立地問題解決に至りうる認識の構造を検討する

ため，社会心理学的アプローチの研究が望まれてお

り，実際に NIMBY問題を扱っている先行研究も

いくつかみられる(詳しくは後述)。しかし.HLW 

処分場の選定に関する研究は工学的研究，地質学的

研究などの分野では数多く行われているが，日本に

おいて心理的要因に注目した研究はほとんどみら

れない。そこで，本研究では. HI苅F処分場立地の

受け入れ態度にどのような心理的要因が効果を及

ぼすのか，実証的に検討した。

1.2 HLW処分場立地・原子力発電所の社会的受容

についての先行研究

HLW処分場立地の受け入れ態度に関する先行研

究は非常に少ないが，いくつか挙げられるト8)。また，

関連する研究として，原子力発電所立地などの迷惑

施設の社会的受容や NIMBY問題に対する研究が

いくつか挙げられるト16)。まず， これらの先行研究

を簡単にレピ、ユーする。

HLW処分場の社会的受容に影響を与える心理的

要因として. Flynn et al.7lは事業主体への信頼，リ

スク認知，ベネフィット認知を取り上げ，共分散構

造分析，パス解析によりモデル図を作成している

(図 1)。

また，他の関連した研究においても. HLW処分

場・原子力発電所の社会的受容に影響を与える心理

的要因として，リスク認知，ベネフィット認知，信

頼を取り上げている。それぞれの要因について説明

を加えると，まず，リスクとベネフィットの主観的

認知については，科学技術の社会的受容に関する先

行研究1l.17)によりその重要性は指摘されており，リ

スク認知が受容に負の効果，ベネフィット認知が正

の効果を及ぼすという現象が頑健であることが示

されている。田中 12)は，原子力発電所の社会的受

容に関しでも，リスク認知，ベネフィット認知が重

要な要因であることを確認している。また，信頼に

ついては，下岡9)や田中18)により，事業主体への信

頼が科学技術・原子力発電所立地の社会的受容の心

理的規定因となっていることが示されている。加え

て，渡部ら10) 角田13.16)は事業主体への信頼，行政

への信頼，一般的信頼についてそれぞれ検討してい

る。渡部ら10)は事業主体への信頼と行政への信頼は

一般の人々は区別せずにとらえていることを示唆

しており，角田聞は一般的信頼が原子力発電の事業

主体への信頼とは関連がないことを示している。さ

らに，角田13)は事業主体・行政への信頼とリスク認

知の負の相闘を見出している。

本研究では，日本のデータによって.Flynn et al. 7) 

と同様に，リスク認知，ベネフィット認知，信頼が

HLW処分場立地の受容に及ぼす効果について検討

した。信頼については渡部ら10) 角田15)の研究を踏

まえ，行政への信頼を取り上げた。そこで，

仮説 1:HI苅r処分場立地の受容に，リスク認知は

負の効果，ベネフィット認知，行政への信

頼は正の効果を及ぼす

仮説2:行政への信頼はリスク認知に負の効果を

及ぼす

を検討した。

信頼(事業主体)

リスク認知

+ 

図1 先行研究における HLW処分場の社会的受容のモデル
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1.3 原子力発電施設の既設置・非設置地域による

規定因の違いの検討

上記の検討に加え，居住地域の原子力発電施設の

有無によって'情報処理方略が異なり. HLW処分場

立地の受容の規定因が異なっているのではないか

と考えた。理論的根拠としては，認知心理学におけ

る精綴化見込みモデル19)を援用した。このモデルは，

心理学や意思決定論の分野で，広く引用されている

モデルで，人の態度の決定過程は2種類のルート(中

心ルート・周辺ルート)に分類することができるこ

とを示している。まず中心ルートは，メッセージの

内容をよく吟味し意思決定するプロセスであり，受

け手にとってテーマの重要性が高く，それについて

考える動機づけや能力が高い場合に人はこのルー

トで判断を行うとされる。もう一方の周辺ルート

は，人は認知的な負担の軽減のためにメッセージの

内容の吟味を避け，送り手の専門性や好感度などの

周辺的な手がかりをもとに判断を行うとされ，受け

手にとってテーマの重要性が低く，それについて考

える動機づけや能力が低い場合にこのルートで処

理される。原子力発電に関する心理学の先行研究に

おいても，精綴化見込みモデルを援用した検討が見

られる。大山初)と角田14)は原子力発電への態度の規

定因が関心や知識の高低によって異なることを示

しており，高関心層はリスク認知，経済性の認知の

効果が大きく，低関心層では，世間の意見認知や信

頼の効果が大きいことを示している。

本研究においても精綴化見込みモデルに基づき，

居住地域の原子力発電施設の有無によって HLW

処分場に関する態度決定過程が異なるのではない

かと考えた。まず，原子力発電施設が存在する地域

の人々にとって，原子力の問題は重要なテーマであ

るため，情報処理の動機づけが高いことが予想され

る。よって，中心的情報であるリスク認知やベネ

フィット認知の効果が大きいと思われる。一方，原

子力発電施設がない地域の人々にとっては，本テー

マは比較的関心が低い問題であり，そのため周辺的

手がかりを用いて判断するため，信頼などのリス

ク・ベネフィット以外の要因の影響の比重が大きく

表 1

男性
原子力関連施設 合計 20- 30- 40-

29歳 39歳 49歳

あり 560 32 75 125 

なし 560 45 54 62 

合計 1120 77 129 187 

なると予測した。そこで，

仮説3 原子力発電施設既設置地域の回答者は，非

設置地域の回答者と比べて，原子力問題へ

の関心が高い

仮説4・原子力発電施設既設置地域の回答者は，非

設置地域の回答者と比べて. HLW処分場

立地の受容にリスク認知・ベネフィット認

知の効果が大きく，信頼の効果が小さい

を干食言すした。

2.研究方法

2.1 調査期間・対象

2011 年 2 月 23 日 ~3 月 8 日にかけて，オンラ

インによる質問紙調査を行った。調査対象は 20~

69歳の男女で. 1120名のデータを取得した。抽出

方法は. (株)クロスマーケテイングの保有するモ

ニターからランダムサンプリングにより抽出した。

1120名の回答者は，原子力発電施設がある市区町

村，ない市区町村の人々を 560名ずつサンプリング

した。それぞれの群で計画サンプル数の 560名に達

した時点で調査を打ち切る方法でデータを取得し

た。原発施設の有無，性別，年齢層によるクロス集

計を表 Iに示した。

2.2 質問項目

IHLW処分場立地の受容J1行政への信頼J1リ
スク認知Hベネフィット認知H原発への関心Hデ

モグラフイツク変数」について尋ねた。

IHLW処分場立地の受容」について，社会的受

容の関する先行研究を参照し. 1仮に，あなたのお

住まいの自治体に処分施設が建設されると想定し

た場合，そのことについてどう思いますか。」とい

う質問について. 11.絶対に受け入れたくないJ~ 
15.受け入れてもよい」の 5件法で尋ねた。

「行政への信頼」に関する項目について，池

田21)に基づき. 1あなたは国の行政機関はどの程

度信頼できると思いますか。」という質問について，

11.全く信頼できないJ~ 14.信頼できる」の4
件法で尋ねた。

「リスク認知」として， リスク学における先行研

回答者の属性

女性

50- 60- 20- 30- 40- 50- 60-
59歳 69歳 29歳 39歳 49歳 59歳 69歳

53 17 37 101 79 34 7 

58 64 62 69 47 56 43 

III 81 99 170 126 90 50 



果

3.1 変数作成と記述統計

「行政への信頼J.1被害の大きさ認知J.1被害確

率認知J.1ベネフィット認知J.1原子力発電への関

心J.IHLW処分場立地の受容」の記述統計と相関

行列を表2に示した。

3.2 HLW処分場の受容に関するパス解析(仮説 1，

2の検証)

行政への信頼，リスク・ベネフィット認知がそれ

ぞれHLW処分場立地の受け入れにどのような効

果を及ぼすのかを検証するため，パス解析を行った

(表3)01被害の大きさ認知J.1被害確率認知」を

従属変数とした重回帰分析において. 1行政の信頼j

の有意な負の効果が認められた。また.IHLW処

分場立地の受容」を従属変数とした重回帰分析にお

いて. 1被害の大きさ認知J.1被害確率認知」の有

意な負の効果. 1ベネフィット認知J.1行政への信

頼」の有意な正の効果が認められた。この結果は仮

説 1.2を支持している。

3.3原発施設の有無による平均値の差の検定(仮

説 3の検証)

原子力発電施設の既設置・非設置地域の回答者

で「行政への信頼J.1原子力発電への関心J.IHLW 
処分場立地の受容J.1被害の大きさ認知J.1被害確

率認知J.1ベネフィット認知」について，それぞれ

平均値を算出した。加えて，それらの差に統計的な

意味があるかどうかを検討するため• t検定を行っ

た。結果，原子力発電施設の既設置地域の回答者

の方が非設置地域よりも. 1原子力の関心J.IHLW 
処分場立地の受容J.1ベネフィット認知」において

有意に高かった(表 4)。この結果は仮説3を支持

している。

3.4 仮説4の検証

HLW処分場立地の受容の規定因が原子力発電施

3.結

田木・池i甫・高

究ιmを参照し. 1被害の大きさ認知」と「被害確

率認知」について尋ねた。まず. 1被害の大きさ認

知」の項目として. 1高レベル放射性廃棄物の処分

場において事故が発生したとしたら，その際に直接

的・間接的に被害を受ける人は何人いると思います

か。」という質問について.Il. 0人J12. 1 ~ 9人J13.

10~ 99人J14. 100 ~ 1000人未満J15. 1000 ~ 1 

万人未満J16. 1 万~ 10万人未満J17. 10万人以

上」の 7件法で尋ねた。「被害確率認知」の項目と

して. 1高レベル放射性廃棄物処分場の建設から 20

年以内に，放射能漏れなどの事故が起きる確率は

何%ぐらいあると思いますか。」という質問につい

て.11.0.01 %J 12. 0.10%J 13. 1 %J 14. 10%J 15. 

20%J 16. 30%J 17. 40%J 18. 50%J 19. 60%J 110. 

70%J 11l. 80%J 112. 90%J 113. 100%Jの 13

件法で尋ねた。

「ベネフィット認知」の項目として. 1応募に伴う

交付金によって，自治体が発展するJ.1応募に伴う

交付金によって，住民一人ひとりの生活が向上す

るJ.1応募に伴う交付金は，地域発展のために適切

に利用される」の 3項目について. Il.全くそう思

わないJ~ 14. そう思う」の 4件法で、尋ねた。 3

項目の単純加算により変数を作成した。

「原子力発電への関心」の項目として. 1あなたは

ふだん，原子力発電に関する報道に注意を払ってい

ますか。」について. Il.全く注意を払っていない」

~ 14. いつも注意を払っている」の 4件法で尋ね

た。また. 1あなたはふだん友人，家族，同僚と原

子力発電について話すことがありますか。」につい

て. Il.ほとんどないJ~ 14. 頻繁にあるJの4

件法で尋ねた。 2項目の単純加算により変数を作成

した。

「デモグラフイツク変数」として.1年齢J.1性別J.
「居住年数」についてそれぞれ尋ねた。

高416 

記述統計と相関係数表 2

2 

1
i
η
L
q
u
必
斗

a
F
D
C
O
巧

t

。。

8 7 

ー.023

6 

.039 

.384 

一.216
-.012 

.380 

相関係数

4 5 

.245 

.187 

.018 
-.297 

3 

一.241
-.278 

.291 

.029 

.293 

.018 

.022 

.019 
一.004
002 

-.049 

一.016
.075 
.016 
-.021 
-.065 
203 

一.070

標準偏差

11.81 
11.45 
0.67 
1.52 
3.04 
2.17 
1.59 
1.11 

平均値

42.85 
19.23 
2.28 
2.23 
9.64 
7.14 
4.76 
2.43 

変数名

年齢

居住年数

行政への信頼

被害の大きさ認知

被害確率認知

ベネフィット認知

原子力への関心

受け入れ態度
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設の既設置地域の回答者と非設置地域の回答者で

どのように異なるのか検討するため，多母集団同時

分析を行った(図 2，図 3)。この分析は，異なる回

答者のデータを同じモデルにより分析しモデルの

フィット(あてはまりにパスの係数を比較するこ

とができる分析である22)。パス図はFlynnet aJ.7)で

のモデル図，表3のパス解析を基に作成し原子力

発電施設の有無でパラメーターの一対比較 (2群聞

の係数の差を標準化し，それが統計的に有意かどう

かのチェック)を行ったO 結果，被害の大きさ認知

から HLW処分場立地の受容へのパスにおいての

み有意な差 (t= 2.l1， p < .05)が認められ，原子

力発電既設置条件のほうが非設置条件よりも被害

の大きさの影響を強く受けることが示された。この

結果は仮説4を一部のみ支持している。

4.考察

4.1 HLW処分場立地の受容の規定因

表 3，図 2，図 3は仮説 1，2を支持しており，リ

スク認知，ベネフィット認知が原子力発電や他の

科学技術の社会的受容だけでなく， HLW処分場立

地の受容においても大きな効果を及ぼす変数であ

ることが確認された。また，行政への信頼は HLW

処分場立地の受容に影響を及ぼすことが示され，信

頼は受容への直接効果だけでなく，リスク認知にも

強い効果を及ぼしていることから，間接的な効果も

示された。この結果は，渡部ら10)の「事業主体への

信頼と行政への信頼を一般の人々は区別せずにと

らえている」という主張とも矛盾していなしミ。

4.2原子力発電既設置・非設置条件による規定因

の違い

既設置地域と非設置地域の回答者を比較したも

のが表4で，仮説3で検証した原子力発電への関心

以外の項目でも有意な差が見られた。具体的には，

既設置地域の回答者のほうが HLW処分場の受け

入れによるベネフィットを高く認知しており，ま

た，受け入れに前向きであることが示された。この

ような結果が得られた解釈としては，以下のような

可能性が考えられる。既に原子力発電施設が存在し

ている地域の人々にとって， HLW処分場の立地は

たしかに大きなリスクではあるが，放射能汚染，事

故といったリスクは，原子燃料サイクルや原子力発

電施設の立地によって負っているリスクと類似点

が多いお， 24)。そのため，既設置地域の人々は HLW

処分場の立地を受け入れることによって新たにリ

スクが増大とはあまり認知せず，それゆえに受け入

れによるベネフィットを高く認知し， HLW処分場

立地の受け入れに前向きである，という可能性であ

る。本解釈については，今後実証的に検討する必要

がある。

表 3 HLWの受容に関するパス解析

従属変数:

変数群 独立変数

被害大きさ認知

リスク・ベネフィット変数 被害確率認知

信頼変数

デモグラフィック変数

決定係数

調整済み決定係数

N = 1120 

ベネフィット認知

行政への信頼

性別(男=0，女=1) 

年齢

居住年数

被害大きさ 被害確率 Hl苅rの受容

標準化偏回帰係数 (s)

-0.236水本本 0.266 .** 

0.074 t 0.140 * * * 

0.013 0.019 

0.026 -0.015 

0.064 ••• 0.097 *** 

0.061 0.094 

* * * p < .001 * * P < .01 * P < .05 

0.153 * * * 

-0.245 * * * 
0.263キキキ

O.lll噂噂*

-0.076' • 
一0.081キ事

0.052噂

0.291 .機構

0.2沼6

tp < .10 

表 4 原発施設の有無による平均値と差の検定

行政への信頼 原子力への関心被害大きさ認知 被害確率認知 ベネフィット認知 HLW処分場の受容

既設置地域 2.28 5.15 5.81 4.43 7.49 2.51 

未設置地域 2.29 4.33 5.73 4.30 6.80 2.34 

t値 0.04 9.02 0.9 0.72 5.32 2.5 

有意確率 n.S. p < .001 n，s n.s， p < .001 p < .05 
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原子力発電施設既設置地域と非設置地域で関心

の程度が異なることは表4によって示されたが，そ

れによって HLW処分場の立地の受容の規定因がど

のように異なっているのかを検討したのが図 2，図

3の多母集団共分散構造分析である。仮説4の検証

結果から，既設置地域と非設置地域では HLW処分

場の立地の受容の態度決定過程がリスク認知の側

面のみで異なっていると考えられる。予測では，関

心・動機づけが十分な既設置地域では中心ルートに

よる処理であり，関心・動機づけが相対的に低い非

設置地域では周辺ルートによる処理で，既設置地域

.15 

の回答者のほうがリスク・ベネフィット認知の効果

は大きく，信頼の効果は小さいと想定した。リスク

認知に関しては，予測通り，既設置地域の回答者の

ほうが有意に大きな効果が示されたが，信頼，ベネ

フィット認知については有意な差が見られなかっ

た。では，既設置条件，非設置条件で信頼，ベネ

フィット認知の効果に有意な差が見られなかった

のはなぜだろうか。まず¥信頼について，その解釈

として，信頼が周辺的情報として機能しているわけ

ではないという可能性がある。角田14)などの先行研

究では，信頼は世間の意見認知などと同様に周辺的

26 

一一ー:因果関係

4→:相関関係

勺こ等値制約を

置いている

29* ベネフィット認知

GFI=.982 

AGFI=.932 

RMSEA=.073 

図2 多母集団同時分析(既設置地域，すべてのパスがp<.001水準で有意)

28 

31* ベネフィット認知

一+:因果関係

++・相関関係

*に等値制約を

置いている

GFI=.982 

AGFI=.932 

RMSEA=.073 

図3 多母集団同時分析(非設置地域，すべてのパスがp<.001水準で有意)
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情報としてとらえられているが，事業主体や政府の

対応は，放射能事故などに直結し，大きな影響力を

持っているため，事業主体や政府への信頼は中心的

情報の側面を持ち合わせている可能性がある。ベネ

フィット認知は関心の高低に関わらず， HLW処分

場の受容に大きな影響を与えていることが図 2，図

3から読みとれる。ベネフィット認知はリスク認知

と異なり，関心が高い層だけでなく，低い層にもア

クセスしやすい重要な心理的要因である可能性があ

る。既設置地域と非設置地域の態度決定過程の違い

については，今後さらなる検討が必要で、ある。

最後に，既設置地域と非設置地域でいくつかの差

が見られた要因として，都都の地域属性の影響につ

いても触れておく。原子力関連施設は地方部に偏在

している。そのため，既設置地域の回答者のほとん

どは地方在住である。たとえば，ベネフィット認知

に関連する自治体への交付金など，同じ金額であっ

ても，大都市と周縁地域ではその効用は異なってく

るだろう。このような回答者の地域属性によるバイ

アスが見られる可能性がある。

4.3 本研究の意義と今後の展望

本研究は日本のデータで HLW処分場受容の規定

因を示したことに加え，それが原発施設の既設置地

域，非設置地域で規定因が異なっていることを実証

的に示した点に意義があるといえる。

また，本研究は 3・11の事故直前のデータを分析

している。 3・11事故直前に人々が HLW処分場に

ついてどのように捉えているのかを示した貴重な

データであり，どのような要因が受け入れに影響を

及ぼすのかを検討した点で平常時のベースレート・

データとして意義のある研究である。今後， 3.11 

事故によって，事業主体・政府への信頼，リスク・

ベネフィット認知がどのように変化し， HLW処分

場立地の受容の規定因がどのように変化したのか検

討する必要がある。
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Abstract 

Construction of high level radioactive waste (HLW) disposal facilities is regulated 

by]apanese law; however， the candidate sites have not been decided. In this research， we 

examined how trust， risk perception and benefit perception a佐cts出eattitude toward the 

construct of HLW disposal facilities in quantitative approach. In addition， we examined 

the difference of determinants berween the areas whether there are facilities of nuclear 

power generation or not (NPG-area， No NPG-area). The hypotheses are below. 

l. Trust in government and benefit perception predict the attitude toward construction 

ofHLW disposal facilities positively， while risk perception negativel予

2. 百ustin government predicts risk perception negatively. 

3. The concern about nuclear power generation is higher in NPG-area than No NPG-

area. 

4. The effect of risk perception and benefit perception is larger in NPG-area than No 

NPG-乱rea，while the effect of trust in government is smaller. 

We conducted an online survey in 2011 (N=l120). The results showed that trust and 

benefit perception predicted the attitude positively， while risk perception predicted 

negatively. The results also showed that the concern about nuclear power generation is 

higher and the effect of risk perception is larger in NPG-area than No NPG-area. 

Key Words: High level radioactive waste disposal facilities， NIMBY， trust， risk perception 
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