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安全と安心の齟
そ ご

齬（豊洲市場と原発）
̶リスクへの対応と補償の明示が安心を広める1̶

Point
❶  安全学や失敗学で安全をいくら追究しても必ずしも安心につながらない。安全と安心は混同して議
論され、時に政治とメディアが話を混乱させる。

❷  安全は科学の原理原則に基づいて合理的に経営（manage）すべきものであるが、それでもリスク
はゼロにならず、絶対安全はない。安全の強弁で安心は保証できない。事業者や為政者が覚悟をもっ
てリスクへの対応を準備しそれを説明することの方が重要だ。

❸  安心は個人や集団の心理である。「残余リスク」を明示して真剣に準備していることの認識や、「安
全の破綻」が起きた時にどう対処されるかの予見で安心は左右される。リスク管理への信頼性と想
定被害への補償が安心を広める基礎となる。

❹  事故の補償は従来、無過失責任も含め損害賠償責任として処理されてきた。わが国に必要な原発に
ついては被害に対して損害保険的な無条件補償とし、補償内容と額を事前契約することが安心と社
会認容につながるだろう。それは同時に事業者・国による原発の安全確保強化への強制力になる。

安全と安心
　豊洲市場問題は一応の決着を見たとはいえ、そ
の過程で安全と安心で大騒ぎとなった。似てはい
ながらかけ離れた概念の安全と安心という言葉が
混乱して使われてきた。原発や豊洲市場のような
社会的な安全の問題では、主管者の説明に少しで

も不整合があると、安心できないから受け入れな
いと主張する人々が出てくる。豊洲市場のように
科学的に安全は確保できるのに話をややこしくし
てしまった例もあり、逆に過去の原発のように絶
対安全を強弁して安心を強要しリスクマネジメン
トをおろそかにしてしまった例もある。本稿では
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豊洲市場と原発を例にとり安全学や失敗学でなく、
その先の課題である安心と社会の受容性について
論じ、リスクへの対応と補償の明確化が重要であ
ることを述べる。

絶対はない：安全は科学的に合理的に経営
（manage）する
　安全は科学的な原則に従い、客観的な事実の積
み重ねに基づいて合理的に検討し、どこまで安全
かの度合いがある程度評価できる。ただし、科学
的に安全は確認できても絶対安全とは言えない。
リスクは常にゼロにはならず確率の要素を入れて
議論されるべきだ。
　合理的に議論するには絶対という言葉は使うべ
きでないのだが、人々の安心を得たり、上位者の
歓心を得たりするために絶対安全に近い表現を使
うことが散見される。誰かが絶対安全と言えばそ
こには虚飾や嘘が生じやすく、後に安全でない事
象が起これば大騒ぎになる。安全についてはまず
広範囲の事実を明らかにし、専門家を交えての結
論を基に合理的に判断して、その結果をオープン
に説明することが重要だ。
　
安心は心理であり保証はできない
　安心は心理的要素が強い。安全がある程度以上
確認できれば安心する人から、絶対に安全と言わ
れなければ安心できない人、絶対安全と言われて
もなお心情的に安心できない人までいる。
　安心は必ずしも個人だけの問題でない。人々の
生活に影響する社会事象の安全について関係者の
考え方や安心をそろえるのはかなり難しい。一つ
には関係者の背景に政治的立場や考え方の違いが
あり、別の側面では科学の議論と言いながらそれ
ぞれに都合のよい事実は見るが、都合の悪い事実
は見ないこと、あるいは細部の違いの議論に終始
して全体の意味付けに戻って議論しないことなど
によるようだ。
　安心は為政者や事業主管者が事実に基づいて安
全の説明をし、納得してもらって得られるもので

あるが、逆に政治やメディアが一面の事実だけを
掲げてかき回すこともある。安心という言葉を利
用して一種のプロパガンダとする場合もあるかも
しれない。不安感を自らあおっておいて、「絶対安
全でなければ大衆は安心できない」というような
発信や記事はレトリックで意図的になりやすい。
　
影響の度合いによって基準は変わる
　原発では一つの事故で甚大な損害を周辺に与え、
場合により爆発などで多量の放射性物質が拡散し
多数の傷害者、死者が出る恐れもある。したがっ
て安全の許容度がはるかに厳しくなるのは当然
だ。しかし原発以外では案件によってリスクの影
響の度合いがさまざまで、安全の全体的意味合い
は異なるはずだ。
　豊洲市場でいえば飲みもしない利用もしない、
単に隔離した地下に存在するだけの水として汚染
をどこまで許容できるかの議論をきちんと評価す
べきだった。水の汚染は、飲料水としての環境基
準や排水としての排出基準など複数の基準があ
る。コンクリートで隔離された状態での土壌の汚
染についても同じである。
　土壌や地下水から汚染物質が出てきたとしても、
豊洲市場での労働環境や大気の環境が基準以下で
あれば人や食物に影響を与える確率は非常に低
い。いやいや、過去の公害も後で問題になったの
だから豊洲も将来どうなるかわからない、まして
食に関わるから絶対安全とはいえないとの議論は
常に出てくる。公害の場合は排出元が継続して有
害物質を出し続けるが、豊洲市場の地下は蓄積量
がある値にとどまり、新たな汚染物の生成や増加
はない。
　生鮮市場の安全は全体の中での意味付けや相対
位置でも評価すべきだ。生鮮食品は、採取され、
加工され、運搬される中で、海、漁船、養殖場、
田畑、作業場、トラックなど、必ずしもきれいと
はいえないいくつかの環境にさらされる。これら
の環境に比べて、豊洲市場の隔離された地下の土
壌や地下水の影響（重み）はかなり小さい。
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　測定値が飲み水としての環境基準を大幅に上
回ったと騒がれたベンゼンについては、飲まない
としても揮発による環境汚染を心配する議論も
あった。ベンゼンが発がん物質であるのは事実だ
が、大気は既にベンゼンで汚染されている。主た
る源は自動車排ガスである 2。ガソリンのベンゼ
ン含有量は規制が強化されたとはいえ現在でも最
大1％の含有規制となっており 3、含有ベンゼンの
一部は燃焼されずにマフラーから排出される。自
動車の密集した場所の空気には環境基準を超える
高い濃度のベンゼンが存在することが観察されて
いる 4。豊洲市場での隔離された地下水から揮発
するベンゼンの量よりも、市場に集まってくる自
動車から排出されるベンゼンの方がはるかに多い
だろう。

豊洲市場の紛糾：もてあそばれた事実
　そもそも2010年に都議会で予算決定の付帯条
件に「土壌汚染対策について、効果確認実験結果
を科学的に検証し有効性を確認するとともに、継
続的にオープンな形で検証し、無害化された安全
な状態での開場を可能とすること」とされた。
　問題が紛糾した源は、翌年の都議会で当時の市
場長が「無害化の定義として、技術会議により有
効性が確認された土壌汚染対策を確実に行うこと
で、操業に由来する汚染物質がすべて除去、浄化
され、土壌はもちろん、地下水中の汚染も環境基
準以下になることであると考える」といわば過剰
に言明したことに始まる。さらに第1次の専門家
会議が盛り土をすることを推奨したのに、東京都
が独自に安全と考えた地下ピットで対応し、しか
もそれを隠していたことが重なった。また、建築
費や設計上の問題も騒がれ、多数の反対派を生ん
でしまったといえる。振り返れば都の進め方は手
続き上や透明性の点で多くの欠陥があった。

　2016年夏には地下水の測定値に加えて上記のま
ずい出来事を過大に取り上げられた。政治とメディ
アが大騒ぎして人々の不安をあおった結果ほぼ
1年間の空転を生じてしまうことになったのは残
念である。本来、都が約束したのは「無害化され
た安全な状態での開場を可能とすること」である。
土壌も地下水もコンクリートで隔離されてしまえ
ば豊洲市場は生鮮市場として「無害化された安全
な状態での開場が可能になる」はずだ。市場長が
説明した、土壌汚染物質のすべての除去・浄化と
地下水の環境基準以下は「絶対安全・リスクゼロ」
を宣言するようなもので実際には難しく、必要な
かったともいえる。もともと土壌や地下水の汚染
レベルの数値をもてあそんで問題視したことは過
剰な反応だった。メディアは得られた情報を報道
するのが使命で、通常はその役割を果たしている
が、少なくとも汚染度とその意味付けについては
広く調べ科学的にきちんと検討して報道すべき
だったろう。

一応の決着は見たが
　2017年 6月 20日に小池都知事は「築地は守る、
豊洲は生かす」宣言をした。
　事前に「豊洲市場における土壌汚染対策等に関
する専門家会議」は汚染物質の取り扱いを含めて
「安全な状態」にする対策を検討して提言した。一
方で東京都の都政改革本部「市場問題プロジェク
トチーム（市場PT）」は、築地改修案を誘導的に
提言した。市場PTはさかのぼる3月の会議で水
俣病や杉並病を例示して土壌汚染が大気中に拡散
する恐れを完全排除できないと示唆していること
からも豊洲は安心できないとの前提に立っていた
ように見える。
　豊洲の安全が絶対でないということを前提に、
築地の併存案があるとすれば、築地でもまた同様

2    環境省資料　有害大気汚染物質に係る環境基準（ベンゼン 3μg/m3）
3    環境省資料　自動車燃料品質規制値（ベンゼン 1体積%以下）
4    石世昆ら、環境科学会誌 19（2）:81-88（2006）
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の議論が生じる可能性は高くこちらも絶対安全と
はいえない。不安を力説しても建設的ではなく、
安全を力説するだけでは不安は消せない。片方が
絶対安全とはいえず、常に物事は相対的である。
専門家会議の意見のように通常に生鮮食品を取り
扱うのに豊洲市場は十分安全で、きちんと管理す
ればリスクが少なく、リスクが起こったとしても
影響は少ないはずだ。
　
安心は為政者が覚悟をもって説得するもの
　都知事は直前の6月 17日に築地市場関係者に
対して、「豊洲市場の無害化を達成できなかった」
ことを謝罪したが、本来は平成23年の市場長の
説明が過剰であったことを謝罪した上で、地下水
と土壌をきちんと遮断すれば豊洲市場は科学的に
「無害化された安全な状態での開場が可能になる」
ので理解いただきたいと説明すべきだった。賛成
派、反対派の両方に配慮して、豊洲に移転を先行
した上であらためて築地活用案を再考するとした
併存案は政治戦術かもしれないが、もっと早く事
実を検証し、覚悟をもって説明して人々の納得を
得るべきものであっただろう。
　必要な事業を進めるにあたって事実を基にして
安全を確認したら方針を決め、人々に安心を広げ
るのは為政者の努めである。安全を納得してもら
い安心を得るのに必要なのは「絶対安全」という
ような口上でなく、科学的に妥当な結論であるこ
との説明・説得と、それでも残る想定リスクに対
しては確かな対応を約束する為政者の覚悟である
といえよう。
　覚悟というのは言葉上でなく、安心のために事
あれば必要な補償をするということだが、安全の
度合いや補償の意味と大きさは案件によって極端
に異なる。原発の安全度を究極まで高めるべきこ
とは、豊洲市場の安全とはまた次元のちがう話と
なる。
　
安全を力説しても不安は消せない
　原発のように事故が起きれば巨大な被害をもた

らすものでは、単に為政者が覚悟をもって安全を
力説し、口先での責任論を述べても話は進まない。
もともと事業者や国が原発は絶対安全、あるいは
リスクは数万年に一度といった説明や主張をして
きた。これは裏返すと、リスクを正確に評価して
説明すると、それへの対応策を講じるために時間
やコストが必要になることから、それを避けるた
めの強弁であったように見える。結果として東京
電力（東電）福島第一原発では、津波リスクの予
知や予防策を放置し、危機対応でも多くの欠陥が
あった。
　安全性とそれに伴うリスクについて事実に基づ
いてきちんと説明することは重要だが、それでは、
絶対安全を力説せずにあくまでもリスクは残るこ
とを前提にして納得と安心を得られる方策はある
のだろうか？　人々が不安を持ち、安心を得られ
ないのは、絶対安全と言われながら、リスクが現
実になった時に大きな損害を被り、責任の所在や
認識が不明確で、補償も十分でない実例が多く、
そのことを予見的に感じるからと思われる。
　
人は安心を保険で買う
　補償によってリスクを処理し安心を得ることは
保険の原理である。私たちはいつ病気にかかりけ
がをするかもしれず、命には限りがある。自分は
絶対病気やけがはしないと言う人は時々いるが、
絶対死なないという人はさすがにいない。老衰・
傷病・事故・事件合わせてわが国では昨年約130
万人が死亡、うち約4,000人が交通事故で命を落
としている。自動車事故を絶対起こさないと思っ
ても運転する限りは事故でいつか賠償責任の生じ
る可能性がある。
　いつか来る死や病気、損害に備えるために多く
の人々が生命保険、疾病保険（がん保険）、損害保
険（火災保険など）に入り、自動車事故には法律
で定められた自動車損害賠償責任保険（自賠責：
強制）と自動車保険（任意）に加入している。絶
対でない健康や安全への不安は保険での補償で代
償されることをほとんどの人が納得していると考
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えてよいだろう。保険は不安に対応する手段の一
つである。
　生命保険や疾病保険の補償額は個人の選択だが、
自賠責の補償額は標準化され、命や身体などの価
値が算出される。毎年約4,000人の死者と約 62万
人の負傷者を出す自動車の存在を人々が受け入れ
ているのはリスクとメリットのバランスからのみ
でなく、そのリスクに対しては納得できる補償シ
ステムがあることを認めているからだ。
　
補償が見えないと社会の納得と安心は得にくい
　多くの企業の製品や事業活動、政府の実施案件
のトラブルについては、通常は過失賠償責任で処
理されそれに伴う賠償責任保険もある。自動車事
故や製造物責任については法律で無過失賠償責任
が規定されている。ところが無過失賠償責任は成
り立ち上、過失責任原則の例外として立法化され
てきたために、自動車事故以外の多くは現実の裁
判実務でも過失責任による解決が優先されること
になっている。
　原発事故には、「原子力損害の賠償に関する法律
（原賠法）」（1961年制定）がある 5。事業会社（電
力会社）が名目上無限損害賠償責任を負い、無過
失賠償責任も規定されている（契約者：電力会社、
保険者：一般保険会社と国）。ただし賠償限度額は
1,200億円程度と少なく 6、異常に巨大な天災地変
または社会的動乱は除外されている 7。その範囲
を超えても電力会社が無限責任を負い、損害を賠
償しきれない場合は政府の措置となり、国が代わっ
て補償することになっており、東電福島第一原発
の事故もその枠組みで動いている（現時点で補償
総額は7兆 5,000 億円を超えているが原則東電が
負担する）。現実には、過失責任で告訴されている

東電は予見不可能を主張し責任を逃れようとし、
裁判で争ってもすぐには決着しない。上記の補償
も公正さや公平性を含めて十分議論されていない
実情を見ると国民には不安と不満が残る。原発反
対の意見は相変わらず大きいままだ。これはすべ
て賠償責任という枠組みの中で動いていることの
限界である。
　
原発を前向きに進めるには
　わが国に必要な原発を前向きに進めるには「賠
償責任の有無」とは独立に、生命・疾病保険や損
害保険の考え方で、事故があればすべてその損害
を無条件に事業者と国が「補償」する仕組みを事
前配慮してつくっておくのが解決策と考える。「天
災地変や社会的動乱」を除外しないことが重要だ。
人的被害、家屋・土地被害、業務被害、避難・転
居などについてそれぞれ金額や算出方式を定めて
おくのがポイントだ。何がきっかけであろうと原
発の事故である限りは目に見える十分な補償を前
もって約束し最終的に国が保障する。これを明確
に示すことは、わが国に必要な原発への人々の不
安を軽減し、社会に安心を与え原発を受け入れて
もらう一つの方策になるだろう。補償の契約的明
示はまた、国と事業者によるリスクの定量化、予
防安全、点検、対処などをより強化することにつ
ながり、原発の安全度をさらに高めるための強制
力にもなる。
　この考え方は不法行為法による過失賠償責任か
ら無過失賠償責任への流れをさらに進めて、無条
件損害補償の事前配慮・事前契約への転換であ
る。もちろんこのことが周辺住民の安心と受容度
を増すのに役立つとしても、補償は究極的には国
民の負担である。安全性（リスクの確率）と補償

5    「我が国の原子力損害賠償制度の概要」 － 原子力委員会　2015 年 5月 15日　http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/songai/
siryo01/siryo1-6.pdf

6    一般事故は民間保険契約、地震・噴火・津波は政府補償契約とされている。
7    諸外国にも原子力損害賠償制度があり一部は民間保険も組み入れているが、日本の制度と同レベルで限度額があり大規模事故に
は対応できない。「諸外国の原子力損害賠償制度の概要」原子力委員会、http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/songai/siryo01/
siryo1-7.pdf
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の関係を十分検討した上で、原発の必要性と、日
本が今後どのような原発を持ったらよいかについ
ては独立に合理的に議論されるべきであろう。
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