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原発事故を語り継ぐために
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「どう伝える？ 原発事故のこと」

於 聖心グローバルプラザ・ブリット記念ホール
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チェルノブイリとの比較より



本日の内容

1. 人災に関する教訓を伝える施設の役割

2. 福島原発事故の教訓を伝える施設の
展示

3. チェルノブイリ博物館の展示

4. コミュタン福島とチェルノブイリ博物館
の展示説明文の内容分析

5. 今後の課題とまとめ
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－George Santayana, 

The Life of Reason, Volume 1, 1905

“過去から学ぶことができない者は，
それを繰り返す運命にある”

“Those who cannot remember the past are 

condemned to repeat it.” 
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ジョージ・サンタヤーナ，1905



 メモリアル博物館（memorial museum）とは

悲惨な事件の事実と教訓を伝える活動
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公共に対する犯罪犠牲者追悼のためのメモリアル博物館国際委員会
（IC-MEMO: International Committee of Memorial Museums for the 

Remembrance of Victims of Public Crimes ）：
「メモリアル博物館の目的は，国家の犠牲者と，社会的に決定され，イデ
オロギー的に動機づけられた犯罪を記念することである」

Williams （2007）：「多くの市民が犠牲になった悲惨な歴史的事件を記録し
未来に伝えることを目的とする博物館」

アメリカ国立9/11メモリアル&博物館 ：「記念的な環境の文脈の中で教育的
展示や一般向けプログラムが行われる博物館であり，典型的には悲劇的で
世界的あるいは国家的に重要な出来事を記念するものである」

 悲惨な事件の事実と教訓を伝えるための教育・学習
学校教育：教科書や副読本等を用いた学校での教育実践

学校外教育：メモリアル博物館等を活用した記録，展示，社会教育

今回は特にメモリアル博物館の展示に注目



 メモリアル博物館の目的の具体例

メモリアル博物館の目的と教訓の継承
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 教訓とは
原田正純（2011）：「教訓っていうのは，そもそも何を失敗したのかということを
発信することです。反省なしに発信は無理だ。」

ウクライナ国立チェルノブイリ博物館 ：
「20世紀最悪の原子力災害であるチェルノブイリ原発事故の歴史を保管，記
録し，人々に伝えることを目的とした，科学的・文化的啓発活動を行う多機能
型の歴史文化施設です。（中略）博物館は，事故処理作業員や事故の証人た
ち，犠牲者といった何千もの人々の運命を通して，この事故がどれほど大きな
ものだったかを理解してもらうため，人々の役に立つことが使命だと考えてい
ます。そして，文明と地球を危機にさらした科学技術と人間との共存はかけが
えのないものであるということへの理解を促し，世界がチェルノブイリの教訓を
忘れないよう，生活のあらゆる場面で事故の教訓を活かせるよう次世代に警
告していきます。
「悲しみには限界があるが，心配には限界がない」 これが当博物館のモットー
です。この言葉を展示の始まりに掲げ，来館者を出迎えています。」



人災に関する教訓を伝える施設に
おける整備主体の違いによる特徴

公的な施設 市民による施設

展示
内容

 科学的事実が中心で，受
動態が多用される。

 行政の加害責任について
の説明がない。

 回復，復興の成果が強調
される。

 被害者の立場からの教訓
として，原因企業や行政の
加害責任についての説明
がある。

 人権問題としての説明が強
調される。

教育
効果

 公的な言説を再生産する。
 行政の責任が伝承されな
い。

 「公害からの脱却」を促す
可能性がある。

 被害者の立場からの言説
を生み出す。

 行政の責任が伝承される。
 「公害の再認識」を促す可
能性がある。

 水俣病など公害の教訓に関する施設においても，整備主体の違い
による同様の特徴が指摘されている（例：平井京之介 2012，金子淳 2011）

6



本日の内容

1. 人災に関する教訓を伝える施設の役割

2. 福島原発事故の教訓を伝える施設の
展示

3. チェルノブイリ博物館の展示

4. コミュタン福島とチェルノブイリ博物館
の展示説明文の内容分析

5. 今後の課題とまとめ
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【原発災害情報センター】
 設立主体：アウシュヴィッツ
平和博物館および市民有志

 所在地：白河市
 開館時期：2013年5月

【福島県環境創造センター
交流棟「コミュタン福島」】
 設立主体：福島県
 所在地：三春町
 開館時期：2016年7月

東京電力福島第一
原子力発電所

【原発事故資料館（感がえる
知ろう館）】（※現在，閉館）
 設立主体：西巻裕氏
 所在地：川内村
 開館時期：2012年8月

震災・原発事故の教訓を伝える施設（例）

【東京電力廃炉資料館】
 設立主体：東京電力
 所在地：富岡町
 開館時期：2018年11月30日

【相馬市伝承鎮魂祈念館】
 設立主体：相馬市
 所在地：相馬市
 開館時期：2015年4月

【東日本大震災・原子力災害
アーカイブ拠点施設（仮称）】
 設立主体：福島県
 所在地：双葉町
 開館時期：2020年を目標

【富岡町アーカイブ施設
（仮称）】
 設立主体：富岡町
 所在地：富岡町
 開館時期：2020年を目標
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【いわき市震災メモリアル
中核拠点施設】
 設立主体：いわき市
 所在地：いわき市
 開館時期：2020年を目標

凡例

公共施設

民間施設

既設 未設



「教訓の継承」に関する観点の枠組み

政府事故調（2012）の報告書

① 初期モニタリング態勢の不備
② 避難指示の混乱
③ SPEEDI情報の未活用

④ 安定ヨウ素剤の服用に関する
不適切な指示

⑤ スクリーニングレベルの
引き上げ

国会事故調（2012）の報告書

① 初動対応における機能不全

② 福島県独自の判断による避難
指示

③ 緊急時モニタリング態勢の不備

④ 安定ヨウ素剤の服用に関する
不適切な指示

 福島第一原発事故に関する主な調査報告書での指摘
原発事故への対応における福島県の問題点・教訓の主な指摘

⇒これらが公的な教材や施設の展示内容に取り上げられて
いるかどうかが分析の視点となる。

 その他の問題点・教訓の例
不適切な対応（例：米の安全宣言（2011年10月12日））

震災（原発事故）関連死

原発事故前まで福島県自体が原発を推進してきた経緯
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 2020年に双葉町に整備予定の東日本大震災・原子力災害アーカイブ拠点施設は，
建物の基本設計・実施設計，展示の基本設計・実施設計の業者は選定済み。
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東日本大震災・原子力災害アーカイブ拠点施設のイメージ
（出典：福島県(2017)「東日本大震災・原子力災害アーカイブ拠点施設整備事業の概要について」）

アーカイブ拠点施設（仮称）



 原発災害情報センターの概要

 福島第一原発の事故について，市
民の力で記録し，風化させないこと
を目的に設立された施設。

 白河市にあるアウシュヴィッツ平和
博物館や市民有志（フクシマ・アク
ション・プロジェクトなど）が主体とな
り，世界から広く資金を募って設立さ
れ，2013年5月に開館した。

 建物は展示棟（144㎡），図書サロン
棟（50㎡）から構成されている。

 現在，運営はすべてボランティアの
方々が担っている。

 来館者は年間1700人程度である。

 センター独自の展示物の作成につい
て，福島大学後藤研究室との共同研
究等を実施予定であったが，様々な
課題もあり，現在は中断している。

原発災害情報センターの取り組み

原発災害情報センターの概観

原発事故の影響で自殺に追い込まれた
酪農家の最期の言葉

（現物を所蔵しているが，未展示） 11



 建物は事故前に原発のPRを行っていた「旧エネ
ルギー館」（福島県双葉郡富岡町）。

 「福島原子力事故の記憶と記録を残し，二度とこ
のような事故を起こさないための反省と教訓を社
内外に伝承する」ことを掲げる。

 しかし，重要な情報が漏れ落ちている点を指摘
できる（例：元の地表高さ，津波高さの試算結果
の扱い，旧展示を含む安全神話の流布の事例，
炉心溶融，震災（原発事故）関連死）。

12「東京電⼒廃炉資料館」の概観・イメージ（出典：「東京電力廃炉資料館」の概要）

東京電力廃炉資料館
 東京電力は，「福島原子力事故の事実と廃炉事業の現状等をご確認いただける
場」として，2018年11月30日に東京電力廃炉資料館を開館。



 福島県環境創造センターの
三春施設における交流棟で，
愛称が「コミュタン福島」。

 2011年3月の福島第一事故
から約5年4カ月後の2016年
7月21日に開館。

 震災と原発事故の発生当時
の様子や経過，放射線の科
学的知識，環境の回復，創
造の歩みなどの展示がある。

コミュタン福島の概要
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(元図: http://www.indymedia.ie/attachments/mar2014/ 
cesium_ contamination_around_fukushima.jpg)

コミュタン福島とアーカイブ拠点施設（仮称）の場所

【福島県環境創造センター
交流棟「コミュタン福島」】
 設立主体：福島県
 所在地：三春町
 開館時期：2016年7月

【アーカイブ拠点施設（仮称）】
 設立主体：福島県
 所在地：双葉町（予定）
 開館時期：2020年を目標

コミュタン福島の外観



コミュタン福島の展示エリア

コミュタン福島の展示エリアの構成
（元図の出典：コミュタン福島ウェブサイト） 14

展示エリア面積：1,052m2

展示説明文
の分析範囲

 展示エリアの概要
 大きく5つのエリアで構成。

 放射線ラボでは，「知る」
「測る」「ケア」「除染」「探
る」の5つのテーマで構成。

 全球型の環境創造シア
ターでは，オリジナル番組
として『放射線の話』や『福
島ルネッサンス』を上映。

 学校教育での位置づけ

 学校教育の一環として福
島県内の小学生を中心に
見学（福島県の補助あり）。

 2016年7月の開館から約2

年1カ月の2018年9月9日
に来館者20万人を達成
（1年当たり約10万人。うち
7～8割が小学生）。



15「2011.3.11 14時46分からのふくしまの歩み」 「事故後の福島第一原子力発電所」

「新聞報道で振り返るふくしまの歩み」「ふくしまの歩みシアター」
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3.11クロック

（出典：コミュタン福島ウェブサイト）
「環境創造シアター」

（出典：コミュタン福島ウェブサイト）
「子供たちのメッセージ」

「ふくしまの環境のいま」や「放射線ラボ」の様子



コミュタン福島における原発事故の教訓
 福島原発事故の教訓を伝える施設としての位置づけ

展示の一つ「ふくしまの3.11から」の「ねらい」にあるように，
福島原発事故は主要なテーマの一つである。
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政府や国会による事故調査委
員会の報告書をもとに事故原
因等を解説することとなってい
る。

⇒政府事故調や国会事故調
の報告書における「福島県
の教訓」を展示に反映する
ことは可能である。

（出典：福島県環境創造センター交流棟展示
等検討会(2015)，第4回検討会資料1，p.4）

「ふくしまの3.11から」の「ねらい」：3.11に始まる原子力発電所の事故からの
経過を伝える。そして，「原子力に依存しない福島」という福島県の強い意思
をメッセージするとともに，事故から回復への歩みの記録を後世に伝える。



コミュタン福島の展示（1）：3.11からの年表
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3.11からの年表。事故から1年間は固

定で，それ以降は更新可能なようにモニ
ターでの表示となっている。

更新可能な点は良いが，行政の責任や
教訓に関する内容は欠落しているものが
見られる（例：SPEEDIの情報の未活用
（2011年3月12～16日），米の安全宣言
（2011年10月12日））。

モニター部分では，被災者にとって重要
な，いわゆる「原発事故・子ども被災者支
援法」（2012年6月公布・施行）について
も記載がない。



コミュタン福島の展示（2）：ふくしまの環境のいま

事故後4ヶ月間における外部被ばく実効線量
1mSv未満の割合
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年間追加被ばく線量が1mSv以下となる地点の割合

避難者数 廃炉作業従事者数

県産農林水産物の放射能検査 基準値超過数割合

福島の環境の現状に関する様々な数値について，更新可能な積み木を使って展示している。

避難者数などの展示はあるが，例えば「震災（原発事故）関連死」など，事故による影響の深刻さを表
す数値のなかで展示されていないものもある。

住宅除染進捗率



コミュタン福島の展示（3）：身の回りの放射線

「身の回りの放射線」の展示。身近なものの長さ・高さを例えにして分かりやすく説明している。

ただし，冒頭の画面に表示される数値を含めて，放射線管理区域や福島での避難指示区域の基準，
死亡するレベルは説明されていない。 20



コミュタン福島の展示（4）：放射線見える化ウォール

「放射線見える化ウォール」。子どもが楽しめる展示という点では優れている。
ただし，本質的な問題である「見えない放射線を防ぐことの難しさ」が伝わりにくい可能性がある。
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■意識させる問いの例：「今から○分間，実際の放射線を防いでみてください。」
■意識させる展示の例：実際に使われる鉛の防護服の試着。



コミュタン福島の展示（5）：被ばくを防ぐ方法

放射線の基礎的な内容に関する情報は多い。しかし，「ケアラボ」においても，国会事故調と政府
事故調の報告書で共に指摘していた「安定ヨウ素剤」については，説明していない。
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 「探るラボ」のクイズは，多くが放射線に関する基礎的な知識を問うものとなってい
るが，中には不適切な問いも含まれている。→後に後藤の意見を反映して修正

コミュタン福島の展示（6）：クイズ

クイズの例

天然の放射性物質は体内に蓄積
されないが，人工放射性物質は体
内に蓄積してがんの発生など悪影
響を及ぼします。○か×か？

正解：×
放射性物質は，人工によらず，体内に蓄積され
ます。蓄積される体内の場所や蓄積されている
期間は放射性物質の種類によって異なります。

天然の放射性物質はすでに私たちの体の中に
存在していますが，がん発生などの悪影響を与
えることはありません。厳密には○か×の判定が難しいクイズ。

ミスリードする可能性あり。
「天然の放射性物質は体内に蓄積され
ないが，人工放射性物質は体内に蓄積
されます。○か×か？」だけで成立する
が，「がんの発生など悪影響を及ぼしま
す」を加えた上で，正解を×にしている。

解説が不十分。天然の放射性物質でも，
量により悪影響を及ぼしうる。また，「人工
の放射性物質は，種類や蓄積する量に
よっては，がん発生などの悪影響を与える
ことがあります」等の文言を加えるべき。 23



コミュタン福島の展示（7）：未来へのメッセージ

「未来へのメッセージ」。映像が流れる現代的な展示で，前向きなメッセージが多く書かれている。
一方，原発事故の悲惨さや放射線の恐ろしさ，教訓に対する真摯な学び，二度と原発事故を起こ
さない決意等を感じさせるメッセージは少ない。（キーワードによる制限あり） 24



25（2018年8月4日筆者撮影）

「子どもたちのメッセージ」の例

 「放射線のこわさをあらためて
分かりました」と，放射線の否
定的側面を理解している。

 「環境創造シアター」への言及
がある。
→印象に残りやすい展示への
対応が必要

 事故後の放射線量の変化は理解しているが，
事故前からの変化には言及していない。

 「放射線のゲームもすごく楽しかった」と，「放
射線見える化ウォール」への言及がある。
→印象に残りやすい展示への対応が必要



本日の内容

1. 人災に関する教訓を伝える施設の役割

2. 福島原発事故の教訓を伝える施設の
展示

3. チェルノブイリ博物館の展示

4. コミュタン福島とチェルノブイリ博物館
の展示説明文の内容分析

5. 今後の課題とまとめ
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コミュタン福島とチェルノブイリ博物館の
展示の比較

 比較することの妥当性

国際原子力事象評価尺度（INES）で最悪のレベル7に該当す
る原子力災害に関する施設であること。

政府または自治体による公的な施設であること。

 比較する上での留意点

テーマ：チェルノブイリ博物館は原発事故に特化しているが，
コミュタン福島は福島原発事故だけでなく，環境全般に関する
情報や，環境の回復と創造に関する情報も柱となっている。

（2020年建設予定のアーカイブ拠点施設の方が位置づけは近い）

行政の責任：チェルノブイリ博物館は，犠牲となった消防士等
の視点や，原発事故後に旧ソ連から独立したウクライナ政府
の視点から，行政の責任を指摘しやすいことが考えられる。

時間：開館してからの期間が大きく異なる。
27



 1986年4月26日の原発事故から6

年後の1992年4月25日に開館。

 事故対応に当たった消防士の功績
をたたえるために，元消防署の建
物（1912年建設）を改装して展示。

 1996年にウクライナ大統領令に
よって国立となった。

 開館後20年間（当時）で95カ国
100万人以上の来館者。

チェルノブイリ博物館の概要

28

ウクライナ国立チェルノブイリ
博物館
所在地: キエフ市
開館時期: 1992年4月

(元図: https://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_Exclusion_ 
Zone#/media/File:Chernobyl_radiation_map_1996.svg

チェルノブイリ博物館の場所

チェルノブイリ博物館の外観



チェルノブイリ博物館の展示フロア

29

1階：企画展示

2階：常設展示

出入口

企画展示
エリア

福島原発事故
の企画展示

ホール１
（事故および事故対応）

ホール２
（事故の影響，
国際的対応）

ホール３
（メモリアルホール）

展示エリア面積：1,100㎡



 チェルノブイリ博物館の展示の一般的な特徴

資料はすべてオリジナルである。展示物は当初約200点
だったものが，現在は約7,000点以上に。

実物を中心としながら，写真や模型，作品も多く見られる。

展示には宗教的，芸術的要素が多く見られる。

（cf. museum）

被害者に関する個人情報も多いが，料金を払えば，写真，
動画の撮影ができる。

展示物の説明はほとんどロシア語で，説明パネルは少な
い。

 7カ国語での音声ガイド（有料）がある。36の説明ポイント
があり，合計約2時間の説明内容。

ファンドとして，特に日本からの支援が多いため，それを
示すものも多く見られる（音声ガイド，映像機器等）。

チェルノブイリ博物館の展示の主な特徴

30



31双葉町の原発推進看板の写真

チェルノブイリ博物館の企画展示エリアにおける
福島原発事故の特設展示

放射性廃棄物のフレコンバッグの写真

「震災（原発事故）関連死」や避難生活の写真
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ホール1の展示の様子 リクビダートルの写真

不完全に分離した一卵性双生児の子豚の標本住民への通知における教訓を伝える展示
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ホール3の展示の様子

事故直後の10日間の放射性物質を含んだ
雲の広がりを説明する情報端末例

ホール3（メモリアルホール）の入口の展示

「ホールの最も重要な展示」（1986年と1987年にリクビダートル

と避難者に生まれた子どもの写真）と子ども達の見学の様子



チェルノブイリ博物館の展示の目的

34

音声ガイドの最後の言葉

「チェルノブイリ博物館は，人類の過去と
未来を考えさせる場所です。賢明さ，熟知，
先見性を呼び起こし，我々と人類全体の家
である地球の存在がひどい脅威にさらされ，
それが我々の行動に関わっていると警告す
るねらいがあるのです。」



チェルノブイリ博物館の来館者の感想の例

35

We are very touched. 
Great but “sad” museum. 

涙が止まりません。

二度とこのような事故
が起こりませんように。

…日本でもこのような展示をできる

日が来るのだろうか。福島第一原
発事故から5年を経て，改めて感じ
ています。…



本日の内容

1. 人災に関する教訓を伝える施設の役割

2. 福島原発事故の教訓を伝える施設の
展示

3. チェルノブイリ博物館の展示

4. コミュタン福島とチェルノブイリ博物館
の展示説明文の内容分析

5. 今後の課題とまとめ
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研究方法

37

KH-Coder を用いて，前処理や複合語の設定等をした上で，
頻出キーワードを抽出。また，共起ネットワーク図を作成して，
全体の構造を把握。

IBM SPSS Text Analytics for Surveysを用いて，頻出キー
ワードにおける感性語を抽出（放射線に関する肯定語の「利用」と
否定語の「影響」の2単語は，独自に設定）。

コミュタン福島の展示説明文を
写真撮影等により持ち帰って
入力し，テキスト・データ化。

チェルノブイリ博物館の日本語の
音声ガイドを録音して持ち帰って
入力し，テキスト・データ化。

コミュタン福島とチェルノブイリ博物館の展示説明文の双方
における頻出キーワードと共起ネットワーク図を比較して，
特性を把握。



テキスト・マイニングの結果

 どちらの展示説明文でも，最も多く出現したのは「放射線」だった。 38

コミュタン福島 チェルノブイリ博物館

調査日 2016年7月13日，7月23日，12月1日 2016年9月24日，9月25日

調査対象 日本語の展示説明文 日本語の音声ガイド

分析対象の
エリア

「ふくしまの3.11から」
（※「災害の状況，国・県の対応など」のみ）

「ふくしまの環境のいま」
（※「環境“回復” のいま」のみ）

「放射線ラボ」
（※「探るラボ」を除く）

全エリア

単語数(A) 12,299 14,191

最頻出語 放射線 放射線

出現回数
(B)

151 86

出現率
(B/A)

1.2 % 0.6 %



コミュタン福島の展示説明文を対象とした
テキスト・マイニングと感性解析の結果

コミュタン福島の展示説明文における頻出キーワード（表，上位20位）と共起ネット
ワーク（図，媒介中心性によるサブグラフ検出）

圏内

半径

原子

電子

食品

検査

線量
被ばく

確認

地域

指定

出荷

土壌

輸送

流通

安全

米

単位

ベクレル

μ

福島県

放射性物質

放射能

事故

福島第一原子力発電所

測定
空間線量率

マイクロシーベルト

年間
追加被ばく線量

基準値

1ミリシーベルト

農林水産物

モニタリング

設置

中間貯蔵施設

避難指示

出す

含む

影響

受ける

検出
超える

呼ぶ

出る

強い

放射線

量

開始

県

取り除く

水

年

月

土

順位 キーワード
1 放射線
2 放射性物質
3 検査
4 測定
5 国
6 除染
7 年
8 量
9 線量，被ばく
10 福島県
11 行う
12 原子
13 県，実施，放射能
14 水
15 年間
16 時間
17 X線，安全，単位
18 利用
19 性質
20 汚染，県内，事故，出す，地域

：肯定語 ：否定語
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チェルノブイリ博物館の音声ガイドを対象とした
テキスト・マイニングと感性解析の結果

チェルノブイリ博物館の音声ガイドにおける頻出キーワード（表，上位20位）と共起
ネットワーク（図，媒介中心性によるサブグラフ検出）

順位 キーワード
1 放射線
2 事故
3 月
4 1986年
5 ウクライナ
6 年
7 原子炉
8 チェルノブイリ原発
9 チェルノブイリ
10 行う
11 汚染
12 子ども，展示ケース
13 影響
14 プチピャチ，高い，人々
15 多く
16 4号炉，最初，時間，避難，放射能
17 作業
18 4月26日，死亡，除染，博物館，量
19 キエフ，受ける，情報
20 ソ連，核燃料，消防士，前，直後，

破壊，発生，発電所

：肯定語 ：否定語
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「放射線」と各単語との共起の回数

41

単語 共起の回数

肯定語 利用 12

安全 0

治療 0

否定語 影響 12

危険 3

汚染 0

事故 0

災害 0

単語 共起の回数
肯定語 安全 0

新しい 0

健康 0

利用 0

否定語 事故 22

汚染 12

影響 8

死亡 8

爆発 7

危険 7

破壊 6

火災 5

災害 5

チェルノブイリ博物館の音声ガイドにおける
「放射線」と各単語との共起の回数

コミュタン福島の展示説明文における
「放射線」と各単語との共起の回数

 共起の回数では，コミュタン福島はバラン
スがよく，チェルノブイリ博物館は否定的
側面に偏っているとも言える。

 しかし，原発事故の教訓を伝えるメモリア
ル博物館としての役割を考えれば，チェ
ルノブイリ博物館は放射線の否定的側面
をよく説明しているとも解釈できる。



展示説明文の特徴
 出現回数の上位20位の単語の特徴

コミュタン福島：「安全」，「利用」の肯定語の方が，「汚染」，
「事故」などの否定語よりも出現回数が多かった。

チェルノブイリ博物館：「事故」，「汚染」，「影響」，「死亡」，
「破壊」などの否定語が上位に多く出現したが，肯定語は
出現しなかった。

 「放射線」との共起関係
コミュタン福島：中立的な「量」とは強く共起したが，他の語とは
弱かった。

チェルノブイリ博物館：否定語の「事故」と強く共起した。また，
最も否定的な語の一つである「死亡」とも共起した。

 全体的特徴
コミュタン福島：放射線の否定的側面の説明が少ない。

チェルノブイリ博物館：放射線の否定的側面の説明が多い。

メモリアル博物館の役割の観点からは，コミュタン福島の展示
では，放射線の否定的側面の展示を増やすべきではないか。
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国会事故調報告書のテキスト・マイニング結果

国会事故調の報告書における福島県の原発事故対応に関する教訓についての
頻出キーワード（表）と共起ネットワーク（図，媒介中心性によるサブグラフ検出）

順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 福島県 72 スクリーニング 10
2 住民 38 モニタリングポスト 10
3 ヨウ素剤 29 緊急時モニタリング 10

事故 25 庁舎 10
対策 25 認識 10

5 行う 24 確認 9
6 服用 23 県災対本部 9
7 対応 22 災害 9

データ 21 事態 9
県 21 初動 9
実施 21 体制 9
情報 21 地域防災計画 9
避難 21 福島 9
検査 20 無線 9
原子力災害 20 予測 9
内部被ばく 20 オフサイトセンター 8
配布 20 決定 8
班 20 健康 8
原子力 19 県庁 8
線量 19 現地 8
市町村 18 定める 8
避難指示 18 得る 8
圏内 17 発出 8
原発 17 不足 8
指示 17 いわき 7
判断 17 影響 7
半径 17 回線 7
調査 16 活用 7
通信 16 関係 7
WBC 15 基準 7
機能 15 機関 7
国 15 緊急 7
モニタリング 14 計算 7
安全委員会 14 県民 7
出す 14 困難 7
政府 14 職員 7
設置 14 震災 7
発生 14 組織 7
服用指示 14 地域 7
本部 14 長期 7
状況 13 伝達 7
地震 13 届く 7
防災 13 必要 7
結果 12 放射線 7
災 12
助言 12
SPEEDI 11
月 11
津波 11
独自 11

18

4

8

9

10

11

12

19

20

21

22

13

14

15

16

17

これらのキー
ワードはコミュ
タン福島の展示
で記載がない。
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コミュタン福島とアーカイブ拠点施設の
検討会議で参照された施設の例

 チェルノブイリ博物館は参照されているか
福島県環境創造センター交流棟展示等検討会の資料および
議事録からは，チェルノブイリ博物館を参照した形跡は確認で
きない。

 2015年度の東日本大震災・原子力害アーカイブ拠点施設有識
者会議の報告書および2016年度の基本構想策定に係る検討
会議の資料でも，チェルノブイリ博物館を参照した形跡は確認
できない。

 アーカイブ拠点施設の基本構想策定に係る検討会議
（第1回）の資料で参照されている施設
 「類似施設の特徴」

 雲仙岳災害記念館，人と防災みらいセンター

 「建築機能の特徴例」
 金沢21世紀美術館，今治市岩田健母と子のミュージアム，長岡リリック
ホール，那須歴史探訪館，あかがねミュージアム，アオーレ長岡 44



本日の内容

1. 人災に関する教訓を伝える施設の役割

2. 福島原発事故の教訓を伝える施設の
展示

3. チェルノブイリ博物館の展示

4. コミュタン福島とチェルノブイリ博物館
の展示説明文の内容分析

5. 今後の課題とまとめ
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原発事故の事実と教訓に関する様々な情報

公的な教材で扱われている情報

施設の展示で扱われている情報

施設の展示や公的な教材では扱われていないが，
教訓の記録・継承や人権問題の観点から重要な情報

“ある真実を教えることよりも，いつも
真実を見出すにはどうしなければなら
ないかを教えることが問題なのだ”

ジャン・ジャック・ルソー

原発事故の事実と教訓を伝えるには



市民による，原発事故の事実・教訓の継承（1）
 公的な施設への働きかけ

展示の改善

原発事故特有の遺構の保存・記録
 原発推進看板

 オフサイトセンター

 倒壊した送電鉄塔

 事故対応車両・機械

 除染廃棄物の仮置き場

 モニタリング・ポスト etc.

47

 市民による記録・継承
民間による施設の設置

 独自のアーカイブ，継承の活動

 公共施設とは異なる展示（例：サン・チャイルド）

街中での分散型の記念碑
 除染廃棄物の仮置き場

 モニタリング・ポスト（※30～40年後の廃炉完了ま
では設置継続を要望するのが妥当と考えられるが，
将来を見越して活動を始めることも考えられる）

福島市「こむこむ」に設置さ
れていたサン・チャイルド
（2018年9月16日筆者撮影）

福島市の信夫山にある仮置き場
（2019年2月24日筆者撮影）



○△仮置き場跡地
20▲▲年▲月～20■■年■月設置

敷地面積：○○㎡，最大保管量：▲▲トン

市民による，原発事故の事実・教訓の継承（2）

48

 民間の施設での展示の可能性
公的な施設では語られない，重要な教訓を伝える。

原発事故前

• 原発推進
の教育・広
報の事例

事故発生時

• 津波高の
立体展示

事故対応段階

• 安定ヨウ素
剤の配布
問題

復旧復興段階

• 裁判関係
の資料

時系列段階と主な展示の例

 街中での分散型記念碑の案
プレート等で原発事故の影響
を記録する。

cf. ドイツ・ベルリン市

「記憶の場所」

「つまずきの石」 etc.



まとめ
 コミュタン福島は，原発事故の悲惨さよりは，相対的に
環境回復や復興への歩みに重点をおいて展示が構成さ
れ，子ども達が楽しめるような展示の工夫，メッセージの
発信が行われている。

 チェルノブイリ博物館は，原発事故の被害者の視点から
事故の悲惨さや教訓を伝え，「二度と原発事故は起こし
てはならない」という思い（反省的考察）を強くするような
展示の工夫，メッセージの発信が行われている。

 今後，コミュタン福島の展示の発展やアーカイブ拠点施
設の整備を考える際は，チェルノブイリ博物館等の類似
施設の先行事例からも学ぶとともに，市民による記録・
継承の活動が重要と考えられる。

ご清聴ありがとうございました。
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