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FUKUSHIMA



“FUKUSHIMA”



震災前 PRE-MARCH 11TH
外国人に対する先入観
を無くしてください！

Let’s lose our stereotypes 

against foreigners!

世界 ⇒ 福島へ
The World to Fukushima



震災後 POST-MARCH 11TH
福島に対する先入観を
無くしてください！
Let’s lose our stereotypes 

against Fukushima!

福島 ⇒ 世界へ
Fukushima to the World



THE FUKUSHIMA AMBASSADORS PROGRAM



FAP II – JAN., 2013FAP I – JUNE, 2012 FAP III – JUNE, 2013

FAP IV – JAN., 2014 FAP V – JUNE, 2014 FAP VI – AUG., 2014

FAP VII – AUG., 2015 FAP VIII – JAN., 2016 FAP IX – AUG., 2016



F.A.P X– JAN., 2017



テーマ：３つの難問 PROGRAM THEME: THREE CHALLENGES

福島の過去
Fukushima’s Past

福島の現在
Fukushima’s Present

福島の未来
Fukushima’s Future

１）「3.11以前に存在していた難問」
Challenges that existed prior the March 11th disasters
（人口減少、高齢化、少子化等）
(Population Decreasing, Low birthrates, Aging Demographics, etc)

２）「3.11によって発生した難問」
Challenges that were created by the March 11th disasters
（放射線被ばくへの健康不安、震災関連死、避難・帰還、廃炉、除染、賠償・補償等）
(Health concerns due to Radiation Exposure, Indirect casualties, Evacuation and Re-population, 
Decommissioning, Compensation, etc.)

３）「3.11後に深刻化した難問」
Challenges that were escalated by the March 11th disasters
（地域の過疎化、産業の停滞、偏見、家族やコミュニティの信頼関係や絆の分断等）
(Depopulation of rural areas, Economic Revitalization, Discrimination, Breakages in community and 
family ties)
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Fukushima
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2011年にアメリカ海洋大気庁（Ｎ
ＯＡＡ）が作成した東日本大震災
時の津波の高さを表す図。

Chart created by the NOAA 
(National Oceanic Atmospheric 
Association) showing the height of 
Tsunami waves following the 
March 11th Earthquake

東京電力が廃炉作業の過程で汚染
水タンクの水漏れを公表した2013年
8月ごろ、インターネットで「津波の水

位」ではなく、「汚染水の汚染範囲」
を表す図として広く拡散。
Same graph spread online as map 

showing radioactive contamination 

around the time of TEPCO 

announcing water leaks in August 

2013.

Source: Eddie Bernard, and Vasily Titov Phil. Trans. R. 
Soc. A 2015;373:20140371
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帯化
（Fascination)

Island Park, Idaho,USABaden-Wuerttemberg,Germany







>20%

More than 40%

福島第一原子力発電所近辺の状況を表すとは言い切れません。ただの突然変
異かもしれませんし、そもそもこの写真が第一原子力発電所近辺で撮られた
ものかもわかりません。

この写真は強い根拠資料とは言えません。なぜなら、原子力災害のほんの一
部の被害しか表していないからです。

回答者の４０％以上が、マーガレットの写真を原子力災害をよく表す根拠資
料であると回答（全ての設問中、最大値）



過去5年の検索GOOGLEトレンド
GOOGLE SEARCH TRENDS 2012-2017

赤線＝「福島」のグーグル検索トレンド Red Line = Google Trend for search term 福島
青線＝Fukushimaの「福島」のグーグル検索トレンド Blue Line= Google Trend for search term Fukushima

2013.8 汚染水タンク漏れ
2013.8 Leakages in Tanks

2013.12 3号機から謎の水蒸気
2013.12 Mysterious steam observed at Reactor 3

2016.9 福島沖で大規模な地震
2016.9 Large earthquake off the coast of 

Fukushima



福島の事がニュース
になる Fukushima 

becomes news

福島への関心が高ま
り、ネットなどで検
索される Interest for 
Fukushima rises, and 

people search for 
information online

多くのデマやクリッ
クベイトが流れる
False information and 

clickbait is spread

福島に対するバイア
スのかかった情報の

選択が行われる
A biased selection of 

information is made on 
Fukushima



最近の事例 Recent Example







福島の事がニュース
になる Fukushima 

becomes news

福島への関心が高ま
り、ネットなどで検
索される Interest for 
Fukushima rises, and 

people search for 
information online

多くのデマやクリッ
クベイトが流れる
False information and 

clickbait is spread

福島に対するバイア
スのかかった情報の

選択が行われる
A biased selection of 

information is made on 
Fukushima

STIGMA



STIGMAの要因（私見）
THE SOURCE OF THE STIGMA (OBSERVATION)

Nuclear Fear
原子力への不安

と恐怖

Indifference 

(Ignorance)
無頓着さ
(無知）

Language
言語





80年代以降 原子力産業＝隠蔽・脅威
Post-80‘s   Nuclear Industry= Concealment / threat

「（チェルノブイリは）繰り返される警鐘、人類への冷酷な警告」
ーゴルバチョフ、1986年5月 ニューヨーカー誌

“(the accidents were) Another sound of the tocsin, another grim warning to 

humanity”.                                       - Gorbachov, May 1986 New Yorker



既知からの恐怖
Fear of the Known



未知への恐怖
Fear of the Unknown



Source: CNN



2016.7.10 マレーシア人写真家Keow
Wee Loong氏によるSNS投稿事件

• Never seen before photo of the fukushima exclusion zone. When i enter the red 
zone, i can feel a burning sensation in my eyes and thick chemical smell in the 
air. Before i went there the authority told me that i need a special permit to visit 
this town and it take 3-4 weeks to get the approval from the local council,, well 
too much bureaucracy bullshit for me..so i just sneak in the forest to avoid 
cops on the road ...AND IT WAS AMAZING !!!!!... Have you ever wondered 
what it’s like in fukushima exclusion zone now ??? To feel what is like to be the 
only person walking in the town when you have 100% full access to every shop 
and explore?Everything is exactly where it is after the earthquake struck 
this town . Not many people have seen this town for the last 5 years...its 
like it vanished ... i can find food,money,gold,laptop and other valuables in the 
red zone.... 

• 誰も見たことがない福島の警戒区域の写真だ。レッドゾーンに入った瞬間、目が染み
るような感覚と濃い科学的な匂いが鼻に入る。ここに入る前に、自治体に立ち入りに
関する問い合わせをした時に、特別な許可が必要で、3－4週間の時間がかかると言
われた。そんなバカバカしい役所仕事に付き合う気はないので、森から入って警察
から隠れて侵入してみた。そして最高だった！！！今の、福島の警戒区域に入って
みるとどんな感じなのか、想像したことはないか？？町の中で、ただ一人だけ歩き回
れて、好きに建物に出入りできる感覚を味わったことはないか？？この町では、すべ
て震災後に取り残されたままの状態で残っている。私が今回入った町の現状を5年
間、ほとんど誰も見たことがない。まるで消されたかのように・・・。レッドゾーンには、
食べ物、お金、金、ノートパソコン・・・なんでも残されていた。

投降後、ＳＮＳで拡散





Source: Huffington Post Japan







日常 Ordinary

正常 Normal



日常 UnOrdinary非

異常 NOT Normal



言葉の壁
LANGUAGE BARRIERS

• 日本語での情報発信なら反論もすぐ上がるが、外国語の情報は放置され
がち In contrast to speedy rebuttals of misinformed reports written in Japanese, 
similar reports written in other languages are usually left unanswered

• 県内在住外国人らが団結してネットで反論をしているが、ネット上では福
島の現状を疑問視する声が大多数のため、かき消されてしまう Efforts 
made to rebut false claims online are dwarfed in number by comments/posters 
believing the contrary.

©小学館



“Exclusion Zone”
排除区域

言葉が生む偏見
MISUNDERSTANDINGS BRED BY TERMINOLOGY



“Contaminated Pater”
汚染水

言葉が生む偏見
MISUNDERSTANDINGS BRED BY TERMINOLOGY

汚染水 Contaminated Water 

建屋に残されている汚染水
Water still inside the reactor bldgs

放射性核種除去処理済みの
汚染水
Water that has been treated by 
radionuclide removal systems

サブドレインでの汲み上げら
れた地下水
Ground water pumped by Sub draining 
systems etc.



“Pro-Nuclear”
原子力肯定派

言葉が生む偏見
MISUNDERSTANDINGS BRED BY TERMINOLOGY

“Anti-Nuclear”
原子力反対派



Pro-Fukushima



これからの情報発信のポイント
Key Concepts Going Forward

福島の「人間化」
Putting a Face to Fukushima



どうして、数字的には低いトリチウムだ
けなのに海に流せないのか？If the 

radioactive levels aren’t so high, why 

can’t they just dump the Tritiated

water into the Ocean? 

何か本当は別の、隠された事情があ
るのではないか？Is there some 

hidden reason for them to not do so?





なぜ中間貯蔵施設を早く作らな
いんだ？本当は作る気がない
のでは。What’s taking them so 

long to build the interim storage 

site? Maybe they aren’t serious 

about building it?

土地の交渉が不成立って、結局
お金の問題なの？If it’s because 

of prolonged land purchase 

negotiations,  is it all about 

money, after all?
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確信を持って、核心を突く
Addressing the Heart of the Matter with Confidence





これからの情報発信のポイント
Key Concepts Going Forward

福島の「人間化」
Putting a Face to Fukushima

確信を持って、核心を突く
Addressing the Heart of the Matter with Confidence

視察受け入れの体制強化
Organization of Inbound Study Tours





国際的な理解の復興
Revitalization of International Understanding
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