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大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
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ところで、あなたは誰ですか？

・大田区民である。	

・２児の父である。 
・子どもが大切！ 
・専門家というわけではない。 
 
 
 
 
	

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
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ところで、あなたは誰ですか？

・大田区民である。	

・２児の父である。 
・子どもが好き！ 
・専門家というわけではない。 

そして・・・ 
　　　　 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
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ところで、あなたは誰ですか？

・大田区民である。	

・２児の父である。 
・子どもが好き！ 
・専門家というわけではない。 

誰よりも 
　　　　　心配性である。 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
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では、なぜここにいる？

2011年3月11日14時46分 
東日本大震災が発生 

 
 
 
 
 

・巨大地震が日本を襲い、 
　　　　　　　福島第一原子力発電所で全電源喪失事故が発生。 
 

[時事通信]	
経済産業省原子力安全・保安院による
と、11日午後の地震の影響で、福島第
一原発の原子炉を冷却するための機
能が作動していないという。	
 
 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
当時のメディアが伝えたこと→ 
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では、なぜここにいる？

当時のメディアが伝えたこと 
 
半径3km以内の住民に「避難命令」 
半径3〜10km圏内の住民に対し「屋内待避の指示」 
 

「放射能は現在炉の外に漏れていない」(政府)	
	

「万が一の措置だ。万全を期している」(政府)	
	
しかし、23:00頃には1号タービン建屋外で毎時１.２ミリシーベルト	
	
格納容器の外に放射性物質が漏れていることは明らかだった。 
 
・テレビやインターネットで情報収集するが、 
　　一体事実はどうなっているのか？何が何だか解らず右往左往した。	
	

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
緊急災害対策本部→ 
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では、なぜここにいる？
大田区の子どもの健康を放射能から守る会 

　	

ただちに→ 
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では、なぜここにいる？

でも。。。 

「直ちに影響はない・・・」 
ん？ 

 
ん？？？ 

なんか、おかしい。。。 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
専門用語を調べてみた→ 
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では、なぜここにいる？

まずは放射能の害についてインターネットで調べた。	
	
マイクロシーベルトという単位と意味を初めて知った。	
人体に対する害の単位。多くなればなるほど危険。	
	
	

悪、原発から放出される放射性物質が何かも調べた。	
	
プルトニウムくらいしか知らなかったが、フクイチではヨウ素やセシウム、
ストロンチウムなどが放出されるかもしれないと知る。 
	

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
避難→ 
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では、なぜここにいる？

っで、 
直ちに家族を名古屋に疎開させた。 

（ToT）/~~~ 
 
自分は仕事があるため、 
　　　　　　　とんぼ返りで大田区に戻った。 

 
 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
どうしよう？→ 
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では、なぜここにいる？

でも。。。 
 
１）　自分は大田区にいて大丈夫？ 
　　　→大丈夫じゃないとしたら自分も地方に移住？ 
　　　　　→仕事はどうする？　それと、住宅ローンがぁーーー！ 
 
２）　いつまで疎開させていれば良い？ 
　　　→安心できるまで。 
 
３）　だったら、自分で納得がいくまで情報収集！ 
　　　→　当時、テレビを疑っていたので、主にインターネットから。 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
様々な意見→ 
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では、なぜここにいる？

しかし、インターネット上でも、 
　　　様々な意見が飛び交っていた。	

	

これらの中から、 
　　何が真実かを探ることに苦労する。 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
１次情報→ 

12 



情報元の整理から始めよう

◆１次情報を収集。 
 
　　・東京電力 
　　・環境省　　　　　（報道発表資料のページなど） 
　　・文部科学省　　（リアルタイム放射線モニタリング情報ページなど） 
　　・国土交通省　　（災害・防災情報ページなど） 
　　・経済産業省　　（原子力関連 緊急情報ページなど） 
　　・大田区　　　　　（東日本大震災に関するお知らせページなど） 
…etc、 
官庁や当事者のホームページにある、 
　　　　　　　　　　関係するページのリンクを自分で整えてみた。 
 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
２次情報→ 
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情報元の整理から始めよう

◆２次情報を収集。 
 
　　・各紙新聞 
　　　　どうも、新聞社によって情報量や説明の仕方に開きがあるようだ… 

　　・各局テレビ 
　　　　どうも、テレビ局は概ね同じように報道しているようだけど、、、 
 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
３次情報→ 
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情報元の整理から始めよう

◆３次情報を収集。 
 
　　・某巨大掲示板 
　　　　　→　使い方次第。デタラメなデマもあるが、意外と信用できる情報も。 
　　 
　　・Twitter Facebook 
　　　　　→　使い方次第。もしかしたら、某巨大掲示板よりもデタラメ情報も。 
　　 
　　・知り合いからの口コミ　(メールなど) 
　　　　　→　使い方次第。もしかしたら、以下省略； 
 
 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
バラバラ→ 
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情報元の整理から始めよう

ところが、発表内容が 
　　　　　バラバラで。。。 
 
 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
A社とB社の比較→ 
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新聞社による報道の違いを比べてみた。

2013年５月の記事。 
 
【A社】 
　東京電力は９日、福島第一原子力発電所１号機の原子炉建屋を覆っているカバー（縦４７メートル、
横４２メートル、高さ５４メートル）を今冬から解体すると発表した。	
　カバーは放射性物質の飛散防止で設置したが、使用済み核燃料プールから燃料を取り出すため。
格納容器の空気を浄化するフィルター設備は稼働を続け、外部への飛散はないため、東電は大気
中の放射線量に大きな影響は出ないとしている。	
　１号機では、カバーやフィルターを設置したことで、放射性物質の推計放出量は約１００分の１以下
になった。	
　カバー解体後は、建屋５階（ 上階）に残っているがれきを撤去し燃料を取り出すためのクレーンな
どを設置。その後、再びカバーを付けるまで約４年かかるという。 
 
 
【B社】 
東京電力は９日、使用済み核燃料を取り出す設備を設置するため、水素爆発で損壊した福島第１原
発１号機の原子炉建屋を覆うカバーを解体し、一時撤去すると発表した。関連作業を今秋から始める。	
	
　カバーは放射性物質の飛散を抑制する狙いで、１１年１０月に設置。東電は解体に関し「放出され
る放射線量はわずかに上がるが、影響はほぼない」としている。	
	
　秋ごろにカバー内の排気設備を止め、重機を搬入した上で解体作業を始める。解体後は建屋上部
のがれきを撤去し、燃料プールから使用済み核燃料を取り出すためのクレーンなどを設置、再びカ
バーを設置する。作業が終わるには４年かかる見通し。	
 

ん？	

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
違い→ 

17 



新聞社による報道の違いを比べてみた。

【A社】 
　東京電力は９日、福島第一原子力発電所１号機の原子炉建屋を覆っているカバー（縦４７メートル、横４２メートル、高さ５４メートル）を今冬から解体すると発表した。	

　カバーは放射性物質の飛散防止で設置したが、使用済み核燃料プールから燃料を取り出すため。格納容器の空気を浄化するフィルター設備は稼働を続け、外部への飛散
はないため、東電は大気中の放射線量に大きな影響は出ないとしている。	
　１号機では、カバーやフィルターを設置したことで、放射性物質の推計放出量は約１００分の１以下になった。	
　カバー解体後は、建屋５階（ 上階）に残っているがれきを撤去し燃料を取り出すためのクレーンなどを設置。その後、再びカバーを付けるまで約４年かかるという。 
 
A社の新聞だけを読んだ人は… 
１）　カバーやフィルターを設置したことで、放射性物質の推計放出量は、約１００分の１以下になって 
　　　いる。	
２）　今年の冬にはカバーを外す。	
３）　カバーは外すがフィルターは稼働するので、放射性物質の外部への飛散はない。 
　　＝今までカバーよりもフィルターがほとんど効果的に効いていたんだ！（安全と思い込みたいタイプの人）	

４）　大気中の放射線量に大きな影響は出ない。（安全と思い込みたいタイプの人） 
 
 
【B社】 
東京電力は９日、使用済み核燃料を取り出す設備を設置するため、水素爆発で損壊した福島第１原発１号機の原子炉建屋を覆うカバーを解体し、一時撤去すると発表した。関
連作業を今秋から始める。	
	
　カバーは放射性物質の飛散を抑制する狙いで、１１年１０月に設置。東電は解体に関し「放出される放射線量はわずかに上がるが、影響はほぼない」としている。	

	
　秋ごろにカバー内の排気設備を止め、重機を搬入した上で解体作業を始める。解体後は建屋上部のがれきを撤去し、燃料プールから使用済み核燃料を取り出すためのク
レーンなどを設置、再びカバーを設置する。作業が終わるには４年かかる見通し。	

 
B社の新聞だけを読んだ人は… 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（安全と思い込みたいタイプの人）	

１）　秋ごろからカバーの解体作業を始めると思ってしまう。　　　　　　　　　（安全と思い込みたいタイプの人） 
２）　排気設備を止めて、カバーも外すが、東電が大丈夫と言っているから大丈夫だろう。 
３）　自分の記憶によると、カバーや排気設備って、そもそも外部に放射性物質が飛散しないように設 
　　　置したハズ。本当に大丈夫なのかな？（信用しきれていないタイプの人） 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
違いを整理→ 
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新聞社による報道の違いを比べてみた。

A社とB社の情報を整理してみると、、、	
	
・　秋には排気設備（フィルター？）を止める。（B社）	
・　冬にはカバーを解体する。(A社) 
・　元々、カバーとフィルターで放射性物質の 
　　　　　　　　　　　　　推計放出量は約１００分の１。（A社）	
・　4年後にカバーが完成。(A社、B社)	
	

【疑問】 
カバーとフィルターがなくなると、４年後まで１号機
からの放射性物質飛散量は今の１００倍？	
　→　自分の知識を総動員してみる。 
…「仮にそうだとしても、セシウム134の半減期が過ぎているので、そこまでの量ではない。」など。　　 
　　＋　『排気設備』と『フィルター』は同じことなのか？　　　Googleで検索！！	

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
辻褄→ 
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辻褄は合っているか？

辻褄とは？ 
『辻(つじ)』は縫い目が十字に合う所。	

『褄(つま)』は着物の裾(すそ)の左右が合う所。	

	

『辻』や『褄』をうまく縫い合わせないと仕上がりの悪い着物に
なった事から、物事の道理が合わない事を『辻褄が合わない』と
言うようになった。	

	

辻…現象	

褄…説明	
	

と、捉えて、納得できる情報か？を考えてみる。	

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
今年５月の例→ 
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辻褄は合っているか？

例 
msn産経ニュースより	

　東京電力福島第1原発で2013年3月18日午後7時ごろ停電が発生し、
１、３、４号機の燃料貯蔵プール代替冷却システムなどが停止した。	

19日午前1時時点で復旧のめどが立っていない。	

原子炉への注水に問題は生じておらず、大気中の放射線量に異常は
ない。	

	

燃料6377体を保管する共用プールの冷却も停止。	

放射性物質を含む汚染水を処理する装置や、3号機の格納容器ガス
管理システムの一部も停止した。	

	

1～4号機プールの水温は13.7～25度。このまま冷却できなければ も
水温が高い4号機では4～5日で、保安規定上の管理温度の上限であ
る65度に達する。	

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
ネットで流れたデマ１→ 
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辻褄は合っているか？

ネットで流れたデマ…その１ 
（自分で考えてみる系） 

 
フクイチで作業している義弟からの情報。	

南相馬で線量が急激に上がっている！	

３号機プールは冷却システムがまだ復旧してなく、爆発を恐れた
現場がベントしている。	

と知り合いから連絡が回ってきました！！	

気を付けてください。 
	

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
冷静に考えてみる→ 
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辻褄は合っているか？

ちょっと冷静に考えてみる。 
 
・電源復旧はいつになるかわからないが、４日後で６５度くらい。 
・ここ数日のフクイチ周辺の風向きは南相馬に向かっていたか？ 
・なんで３号機？ 
・そもそも３号機は事故当初の爆発で建屋はボロボロ。 

　ベントする必要もない。   というか、ダダ漏れ中(^_^; 

 
 

なんかそれっておかしいよ！ 
辻褄を合わせるために、後からもっともらしい理由をこじつける 

…場合もあるので注意 
	

	

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
デマ２　水温計→ 
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辻褄は合っているか？

ネットで流れたデマ…その２ 
（資料を探して判断してみる系） 

 
２号機の水温計で温度が急上昇している！	

TE-2-3-69K1で現在１９０度。	

東電は水温計の故障と言っているが、都合が悪いことになると
すぐに故障で片付ける。	

	

ヤバイ！！	

	

関東の人はいますぐに逃げたほうが良い。 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
配置図をみた→ 
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辻褄は合っているか？

 
 
	

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
本人降臨→ 
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辻褄は合っているか？

ネットで流れたデマ…その３ 
（ご本人光臨でデマと解った系） 

Twitterにて… 
農水省に非常事態通達が出た！ 

農水省は明日の出勤を禁じたようだ。 
 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
原田さん→ 
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ちょっと自慢？

ちょっと脱線 
農林水産省の原田英男さんといえば… 

農水省生産局畜産部畜産企画課長 
2012年1月15日に当会が主催したイベント「放射能情報とガイガーカウ
ンターのホント」にお越し頂き、お褒めの言葉を。 
 

 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
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情報収集の整理整頓

話は戻って… 
 
次の災害に対する情報収集の備えをどうするか、考えてみる。	

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
サイトの整理→ 
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情報収集の整理整頓

情報サイトを整理しておく。 
 
災害が起きてから、慌ててインターネットで情報発信元を探すより、事
前に整理しておくと良い。 
 
・１次情報：　当事者、官庁、地方自治体など 
　　　　　　　　　→ トップページからどこを辿れば良いのか、 
　　　　　　　　　　　　　　ごちゃごちゃしていて分かりにくい； 
・２次情報：　新聞社、テレビ局など 
　　　　　　　　　→ 特設ページが用意されることも。 
 
・３次情報：　Twitter、Facebook、掲示板、メールなど 
　　　　　　　　　→ 誰を信じる？ 
 
これらを効率よく巡回するには、、、	

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
bookmark→ 
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情報収集の整理整頓

Bookmarkで整理しておく。 
 
 
 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
リンク集作ってみた→ 
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情報収集の整理整頓

自分でリンク集を作っちゃう 
 
 
 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
Twitterリスト→ 
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情報収集の整理整頓

Twitterのリスト機能を充実させておく。 
 
 
 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
陥りやすいワナ→ 
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注意してね！

ただし… 
 
３次情報（Twitter、Facebook、掲示板、メール）には、大量の情
報があり、色々な意見や情報が溢れる。	

	

それをどう捉えて行くかということになると、ものすごく難しい。	

	

陥りやすいワナとしては、 
「自分の見たいものだけが見えてしまう。」 
「自分が信じている考えだけをクローズアップしてしまい、反対
意見を見ようともしない」 
 

いわゆる、危険厨や安全厨になってしまわないようにしよう！ 

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
バイアスなど→ 
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注意してね！

例えば、危険意識の高い属性。	
	
危険！危険！と言っている人の情報ばかりを見ていると、 
　　　　　　　間違いなく「今、もの凄くヤバイ状況」という結論に到ってしまう。	
	
その逆もある。 
 
正常性バイアスというものも。。。	
「バイアス」とは偏見、先入観という意味。 
人間は心を平静に保ちたいという気持ちが常にあり、異常事態が起こって
もそれを「正常な状況」だと、思い込みたい（無意識に考えてしまう）。	
	
この心理が働いて、「安全な状況」だと判断してしまわないように注意。	
	
また、中には利害関係が影響して本当は危険であっても「安全です」と言
わざるを得ない人や、「安全だ」と言わないと自分の商売が成り立たなく
なってしまう人もいるのでは？ 
	

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
哲学的なにか→ 

34 



注意してね！

哲学的ゾンビになる？ 
 
哲学的ゾンビとは… 
外面的には、普通の人間とまったく同じように振る舞いながら、
内面的には、意識を持たないこと。 
 
情報に対して感情をできる 
だけ捨てて、中立的に読み 
取ってみよう！	

	

大田区の子どもの健康を放射能から守る会 
もういちど辻褄→ 
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注意してね！

後に、辻褄合わせにもう一言… 
 
災害というのは、特に初期の段階では、どこで何が起こっている
のかよく分かっていないし、散発的に色々な情報が入ってくるの
で、時間が経たないと、それぞれの散発的な情報同士の辻褄が
合わない可能性があるので注意。 
 
時間が経つにつれて、徐々にそれぞれの情報が結びついてく
ることもある。 
 
これを繋ぎ合わせて、ジグソーパズルを完成させるためには、 
普段からトレーニングしておくことが大事。 
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おしまい。 
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