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１章 原子の構造と原子核

１．原子と原子の構造

Ａ．原子

① 私たちのまわりにある物質はすべて、水素，酸素，炭素などおよそ【 １００ 】

種類の【 原 子 】からできている。

② 原子の性質

【 化学変化 】では、原子は次のような性質がある。

ⅰ．原子は、【 それ以上分けられない。 】

ⅱ．原子は、【 なくなったり，新しくできたり，他の種類の原子に

変 わ っ た り し な

い。 】

ⅲ．原子は、【 その種類ごとに質量が決まっている。 】

Ｂ．原子の構造

原子は非常に小さい粒だが、ただの球ではなく内部に

構造を持っている。図１は酸素原子の構造を模式的に表

したものである。

① 原子の構造は，中心に【 原子核 】があり、

その周りをマイナスの電気を持つ【 電子 】が高速

で回転している。 図１．酸素原子の構造

② 中心の原子核は、プラスの電気を持つ【 陽子 】と電気を持たない【 中性子 】

とでできている。

（課題１）水素の原子核を１円玉の大きさに拡大したら、水素原子の大きさはどれ

くらいになるだろうか。次のア～エから最も近いものを１つ選べ。 【 エ 】

ア．机 イ．教室 ウ．校舎 エ．野球場

③ 原子はとても小さく【 1 億分の１ 】cm の大きさしかなく、原子核はさらに

原子の 10 万分の１の大きさでしかない。

２．原子の種類と質量数

原子核の中の陽子 1 個が持つ電気の大きさは、まわりにある電子 1 個が持つ電気の大

きさと同じで符号だけが反対である。すべての原子は必ず、陽子と電子を同じ数だけ持

つので、原子は電気的に【 中性 】の状態にある。

① 原子の種類は、原子核にある【 陽子 】の個数で決まり、この個数を表す数字が
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【 原子番号 】である。

② 原子の質量をあらわすときは【 陽子 】の個数と【 中性子 】の個数とを足し

た【 質量数 】がもちいられる。

（課題２）酸素は原子番号８，質量数 16 の原子であることが分かっ

ている。酸素原子が持つ、陽子・中性子・電子の個数はそれぞれい

くらか。

・陽子【 ８ 個】 ・中性子【 ８ 個】 ・電子【 ８ 個】

③ 【 メンデレーエフ 】が発見した周期表は、現在では原子の構造に基づいて

作られている。

注；教科書の周期表には原子量が書いてある。質量数とは異なるので注意！

３．原子の質量数と同位体

（課題３）陽子だけが 1 個の原子核をもつ原子は存在するか。

【答． 存在する 】 原子番号１，質量数１の水素になる

（課題４）陽子だけが 2 個の原子核を持つ原子は存在するか。

【答． 存在しない 】 ＋と＋が反発して維持できない

（課題５）陽子が 1 個，中性子が 1 個の原子核をもつ原子は存在するか。

【答． 存在する 】

陽子と中性子とはとても強い力で引き合い、電子 1 個を引きつけて原子を

つくる。水素原子と性質は全く同じで重水素と呼ばれる。

■原子番号が同じであっても【 質量数 】が違う、すなわち【 中性子 】の個

数が異なっている原子を【 同位体 】という。

■陽子が多くなる（原子番号が大きくなる）と同じ電気同士は【 反発 】するので、

【 原子核 】を維持できない。【 中性子 】がこれらの仲立ちをして【 原

子核 】がばらばらになるのを防いでいる。

《キーワード》電子 原子核 陽子 中性子 質量数 同位体
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２章 原子核と放射線

１．放射線の発見

【 レントゲン 】（ドイツの物理学者）

1895 年，クルックス管(真空放電管)の実験中に、分厚い本や人間の体も突き抜け

写真フィルムを感光させる【 エックス線 】を発見した。

【 ベクレル 】（フランスの物理学者）

1896 年，ウラン化合物からエックス線とは異なるが、やはり写真フィルムを感

光させる放射線を発見した。

【 マリー・キュリー 】（ポーランド生まれの物理学者）

1898 年，ウラン化合物から出てくる放射線がウラン原子から出ていることを発

見した。さらに放射線を出す２種類の原子を発見し、それぞれラジウム，ポロニウ

ムと名付けた。【 放射能 】という言葉は、彼女が使った言葉の日本語訳である。

２．放射線の正体と性質

イギリスのラザフォードなど多くの科学者の研究により、放射線は【 原子核 】

から出てくること、また性質の異なる【 アルファ線 】【 ベータ線 】【 ガ

ンマ線 】の 3 種類であることが分かった。

① 原子核から出る放射線の種類

・【 アルファ線 】

高速のヘリウム原子核（陽子 2 個と

中性子 2 個）の流れで、プラスの電気

を持つ。

・【 ベータ線 】

高速の電子の流れで、マイナスの電

気を持つ。

・【 ガンマ線 】

きわめて波長の短い電磁波（光のな

かま）。

図２．放射線の種類

■ 放射線には、上の 3 種類以外にも中性子線やエックス線などがある。

・中性子線 … 原子核が分裂するときに発生する中性子の流れ。安定した原子が中

性子を吸収すると不安定な原子に変わる。

・エックス線 … ガンマ線よりも波長の長い電磁波で、原子核から出てくるもので
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はない。

② 放射性物質と放射能

原子のなかまには、放射線を出さない安定な原子と放射線を出して安定な原子に変

わる不安定な原子とがある。この放射線を出す不安定な原子を【 放射性同位体

】と呼ぶ。たとえば、炭素 12 は安定な原子で、炭素 14 は放射線（ベータ線）を

出すので放射性同位体ということになる。放射性同位体を含む物質で、放射線を出す

性質をもつものを【 放射性物質 】という。また、放射性物質が持つ放射線を出

す能力（性質）を【 放射能 】という。

３．放射線の特徴

① 目に見えず、においもなく、【 感覚器官 】で感じることができない。

② 物質を突き抜ける【 透過力 】がある。

③ 原子の周りの電子をはじき飛ばし、原子を【 イオン 】にする作用がある。

【 電離作用 】

④ 原子同士の結びつきを【 切断 】し、DNA などの分子を破壊する。

⑤ まわりの物質に作用し、その【 温度 】をあげる（崩壊熱）はたらきがある。

４．放射線による透過力の違いと遮蔽

① アルファ線 … 【 紙１枚で止まる 】

もっとも透過力が弱く、空気中を 2～3cm 進む。皮ふに当たると細胞 2～3 個分を

進んで止まる。透過力が小さいのは、物質に当たってエネルギーを失うのが早いか

らで、当たった物質が受ける影響は大きい。

② ベータ線 … 【 うすい金属や木材で止まる 】

空気中を数 10cm～数 m 進む。皮ふに当たると数 mm の深さまで進んで止まる。

③ ガンマ線 … 【 厚い鉛や鉄板で止まる 】

空気中でも影響を受けずにエネルギーがなくなるまで直線的に進む。人体に深く

放射性物質が粒子の流れであるアルファ線やベータ線を放出して違う原子に

変わることを放射性壊変（崩壊）という。アルファ線を放出した原子は、ヘリウ

ム原子核（陽子２個，中性子２個）を放出するので、質量数は 4 減り、原子番号

が 2 少ない原子に変わる。電子の流れであるベータ線を放出した原子は、中性子

が陽子に変わるので、質量数は変わらないが原子番号が 1 大きい原子に変わる。

ガンマ線は電磁波（光のなかま）なので、質量数も原子番号も変わらない。
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入り込み、突き抜けるものもある。

④ 中性子線 …【 大量の水や厚いコンクリートで止まる 】

電気を持たないので透過力が大きく、遮蔽するのは難しい。軽い原子核との衝突

でエネルギーが失われる。また、中性子を吸収するのにホウ素が使われる。

図３．放射線による透過力の違いと遮蔽

５．放射能の減り方と半減期

放射性物質から放射線を出す性質(放射能)を人工的になくす方法は今のところない。

放射性物質は放射線を出して別の安定した物質に変わって（崩壊）いくので、もとの放

射性物質は放射線を出して時間がたてば減っていく。

【 半減期 】… 放射性物質が崩壊して別の原子に変わるとき、元の放射性物質の

半分が崩壊する時間。

（課題６）セシウム 137 の半減期は 30 年である。では 60 年後にセシウム 137

の量はどうなっているか。次のア～ウから 1 つ選べ。 【 イ 】

ア．0 になる イ．全体の 4 分の 1 になる ウ．決められない

■放射性物質の半減期は、放射性物質の種類によって大きく異なる。
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図４．放射性物質の半減期

３章 放射線と放射線障害

１．放射線による人体への影響

放射線が体に当たると放射線の【 電離作用 】

によって原子同士の結びつきがこわされ、私たちの

体をつくっている 【 細胞 】や【 遺伝子 】

に傷をつける。放射線の影響を強く受ける細胞は、

【 受精卵 】や【 胎児 】の細胞、骨髄や小

腸上皮など【 細胞分裂 】の活発な細胞である。 図５．放射線の電離作用

細胞が分裂するときには【 ＤＮＡ 】が複製されて 2 倍になり、【 染色体 】と

いうひも状のかたまりになるので放射線が当たりやすくなる。細胞や遺伝子は傷つけら

れても修復する能力をもっているが、修復できないほどの強い放射線を浴びると細胞が

死んでしまう。また、二重らせん構造をもつＤＮＡが複製する途中の 1 本鎖が傷つくと

修復が困難になる。細胞分裂が活発な細胞のＤＮＡが傷つけられると、異常の頻度も高

くなるので、放射線の影響は成長期にある乳幼児ほど受けやすい。

２．放射線の単位

・【 ベクレル 】（Bq）…【 放射性物質のもつ放射能の強さ 】

１秒間に原子核が放射線を出して変化する数を表す。ベクレルは個数/秒である。

放射性物質がどのくらい物質の中に含まれているかを表す表記は Bq/kg である。

・【 グレイ 】（Gy）… 【 放射線により物質のや人体の組織に吸収された

エネルギーの量 】

1 グレイ(Gy)は、1kg 当たり 1 ジュール(J)のエネルギーの吸収があったときの

線量を表す。表記はジュール/キログラム(J/kg)。

・【 シーベルト 】（ Sv）… 【 放射線による人体への影響の度合

い 】

放射線の種類やエネルギーの違い、ま

た人体の組織や臓器の種類によって現れ

る影響の程度の差を考慮して算定する。

■人が１ミリシーベルトのガンマ線を吸

収したら、細胞１個当たりおよそ 500

か所の電離作用を受ける。
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1(Sv) ＝【 1000 】 (mSv)

＝【 1000000 】 (μSv)

《マイクロシーベルト》

図６．放射線の単位

■グレイとシーベルトの関係は放射線によって異なる。

・ベータ線とガンマ線は 1 グレイ＝1 シーベルト

・アルファ線は 1 グレイ＝20 シーベルト

３．放射線被曝と健康障害

①【 急性障害 】

被曝後２～３か月以内に症

状があらわれる。【 100 】

ミリシーベルトを超えると一

定の線量で【 脱毛，下痢，

嘔吐，皮下出血 】な

どの症状が現れる。

②【 晩発性障害 】

放射線を被曝してから長い

期間ののちに症状が現れる障

害で、【 がん，白血病，白内

障 】などの症状が現れる。

③ 確定的影響と確率的影響

■放射線を受けたときに症状

が現れる最小の放射線量の

ことを【 しきい値 】

といい、急性障害や白内障

などその値を超えると確実

に現れるような影響を【

確定的影響 】という。 図７．放射線の被ばく線量と健康被害

■白血病やがんなど、受け

た放射線量が増えるに従って発症する確率が高くなるような影響を【 確率的影

響 】といい、【 しきい値 】はないと考えるべきである。

４．外部被曝と内部被曝
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①【 外部被曝 】 … 【 からだの外から放射線を浴びること 】

広島・長崎の原爆で爆心地にいた人たちが、核爆発で発生したガンマ線や中性子線

を大量に浴びて亡くなりました。また、爆発後に降下してきた放射性物質（【 死の

灰 】）による外部被曝で、多くの市民に急性障害の症状が現れた。その後の調査で、

白血病は 5 年後から，甲状腺がんは 20 年後から，その他のがんは 30 年後から増加し

ていることが確認された。後述の内部被曝も影響しているはずだが、政府は内部被曝

の影響を認めようとしていない。

チェルノブイリや福島の原発事故では、飛び散った放射性物質が雨や雪などで地上

に落ち、それらからたくさんの人や動物が外部被曝した。

放射性物質による外部被曝は、おもに透過力の強い【 ガンマ線 】を浴びること

による。外部被曝を避けるためには、放射線を遮る，放射性物質からできるだけ離れ

る，放射線を浴びる時間をできるだけ短くすることである。

②【 内部被曝 】 … 【 呼吸や飲食などで体内に取り込んだ放射性物質か

ら放射線を浴びること 】

放射性物質がついた土ぼこりを吸い

込んだり、放射性物質を含む飲料水や

食べ物を体内に取り込むことで内部被

曝が起こる。【 アルファ線 】や

【 ベータ線 】の透過力は小さいが、

体内にあるので近くの細胞に大きな影

響を与える。

放射性物質が体内に取り込まれると、

血液により体中に運ばれて特定の器官

にとどまる。(表１)

こうなると長期間、放射線を浴び続 図８．体のどこが被害を受けやすいか

けることになるのでがんなどの原因に

なる。チェルノブイリ原発事故では、多くの乳幼児が甲状腺がんにかかり治療を受け

た。成長期の子どもたちの甲状腺にはヨウ素が必要で、原発事故でばらまかれた【 ヨ

ウ素 131 】を摂取したのが原因だった。
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表１．原発事故で気をつけなければならない放射性物質

４章 原子核エネルギーと「原爆」・「原発」

１．仕事とエネルギー

①【 仕事 】… 物体に力を加えて物体を動かしたときの｢力の大きさ｣と「力の向きに

動いた距離」の積で表される。単位；【 Nm＝Ｊ(ジュール) 】

仕事（Ｊ）＝【 力の大きさ（Ｎ） 】×【 動いた距離（ｍ） 】

②【 エネルギー 】… 【 仕事をする能力（単位；Ｊ） 】

高いところにある物体は、落下すると杭を打つなどの仕事をすることができる。

つまり、高いところにある物体は他の物体に対して仕事ができる状態にある。物体

がこのような状態にあるとき、エネルギーを持っているという。

高いところにある物体は【 位置エネルギー 】，動いている物体は【 運動エネ

ルギー 】を持っている。エネルギーはほかに、熱エネルギー，光エネルギー，電気

エネルギー，化学エネルギーなどがある。私たちは生活の中でエネルギーをいろいろ

な形に変換しながら利用している。

２．原子核エネルギーと核分裂

① 核分裂の発見

自然界でもっとも大きな原子核を持つのは、原子番号 92 のウランで、これにはウ

ラン 238 とウラン 235 という【 同位体 】がある。どちらも不安定な原子核なので

放射線を出して、最後には鉛になって安定する。

1939 年ドイツの科学者ハーン

とシュトラスマンが、【 ウラン

235 】に【 中性子 】をぶつ

けると原子核が 2 つに割れる現

象を発見した。核分裂の発見であ

る。割れてできる新しい原子は、 図９．ウラン 235 の核分裂

ヨウ素 131 やストロンチウム 90

などすべて放射線を出す【 放射性物質 】である。また、ウラン１個の核分裂

で、中性子が２～３個飛び出す。1941 年には、ウランより陽子数の多い【 プルト

ニウム 239 】も核分裂することが発見された。

② 原子核エネルギーと連鎖反応

■原子核エネルギー

中性子をぶつけて原子核が２つに核分裂するとき、分裂前の総質量より分裂後の

総質量が小さくなる。この質量の小さくなった分（質量欠損）が大量の熱や光のエ
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ネルギーに変わる。原子核が「分裂」して別の原子に変わるとき放出されるエネル

ギーを【 原子核エネルギー 】といい、「原子力」や「原子力エネルギー」

は、「原子核エネルギー」（または単に【 核エネルギー 】）と呼ぶのが科学

的に正しい表現である。

１g のウラン 235 の核分裂で石油【 2000 】L(リットル)分ものエネルギーが発

生する。石油などの化石燃料が、酸素と化合(燃焼)する【 化学変化 】より

約【 100 万 】倍ものエネルギーを出すことができる。化学変化によって生じる

エネルギーは、原子核の周りにある電子によるものなので、原子核そのものがもつ

エネルギーとは比較にならないほど小さい。

■連鎖反応

どのようにしてウラン 235 の原子核

が核分裂を起こすのだろう。1 個のウ

ラン 235 の核分裂で中性子が 2～3 個

飛び出す。この中性子が、別のウラン

235 に当たって核分裂が起こり、また

中性子が２～３個飛び出す。この反応

が非常に短い時間に連続して起きる。

この連続して起きる反応を【 連鎖反 図 10．核分裂の連鎖反応

応 】という。ウラン 235 を一定量

以上集めるとそのまま核分裂の連鎖反応が進み巨大なエネルギーが生み出される。

２．原子爆弾（原爆）

第二次世界大戦末期の 1945 年８月 6 日【 広島 】と 8 月 9 日【 長崎 】に、ア

メリカ軍は【 原子爆弾 】を投下し未曾有(みぞう)の犠牲者をだした。爆発に伴う

熱線・放射線や爆風による被害と、爆発後に降った放射性物質（「黒い雨」など）から

の被曝による被害がさらに加わった。

① 広島型原爆

■広島に投下された原爆は、ウラン 235 を 60kg 使ったものでした。このときの爆発

で、実際に核分裂したウラン 235 の量はわずか 850ｇだった。

■天然ウランは，核分裂しないウラン 238 を 99.3％，核分裂するウラン 235 を 0.7％

含んでいるが、このままでは連鎖反応は起こらない。広島型原爆は、全ウランに対

するウラン 235 の割合が 100%近くに【 濃縮 】されたもの（高濃縮ウラン）を

使っていた。

■原爆投下後、その年の 12 月までに【 14 万 】人もの人が亡くなり、５年間で合
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計【 20 万 】人もの人が亡くなった。

② 長崎型原爆

■長崎に投下された原爆は、天然には存在しない【 プルトニウム 239 】が 8kg

使われた。 天然には存在しないプルトニウム 239 がなぜ存在するのか？それは、

ウラン 238 が【 中性子 】を吸収してプルトニウム 239 に変わり、ウラン 235

より核分裂しやすい物質になるからである。このプルトニウム 239 を大量につくる

装置が【 原子炉 】である。原子炉の中でウラン燃料の核分裂が進むとプルトニ

ウム 239 がたまってくる。こ

のたまったプルトニウム 239

を選び出して取り出す作業が

【 再処理 】である。発電

に使う「原子炉」も使用済み

の核燃料を処理する「再処理

工場」も元々は【 原子爆弾

】製造のための装置だっ

た。

■原爆投下後、その年の 12 月

までに【 ７万 】人以上が、

5 年間では合計【 14 万 】人

もの人が亡くなった。 図 11．原子炉も再処理ももとは原爆製造のため

４．原子力発電（原発）



13

図 12．原子力発電（沸騰水型）のメカニズム

① 原子力発電の仕組み

図 12 は、福島第一原子力発電所の原

子炉と同じ【 沸騰水型軽水炉 】

の仕組みである。【 タービン 】(羽根

車)を回して発電する仕組みは水力発電，

火力発電，原子力発電ともに同じである。

火力発電は石油，石炭，天然ガスを燃や

して水を【 沸騰 】させ【 水蒸気 】

の力でタービンを回して発電する。原子

力発電はウラン 235 の【 核分裂 】で 図 13．原子炉内での連鎖反応

発生する大量の【 熱 】で水を【 沸

騰 】させている。ここで使うウラン燃料は天然ウランではなく、ウラン 235 の割合

を 3～5％にした【 濃縮ウラン 】である。このウランを円柱形に固めた【 ペレッ

ト 】と呼ばれるものをジルコニウム合金の管（被覆管）に密封したものが【 燃料

棒 】である。1 基の原子炉で使う燃料棒は 2 万本から 6 万本もの数になるので、核

分裂の連鎖反応が暴走しないよう【 制御棒 】を出し入れしてコントロールしてい

る。

タービンを回したあとの水蒸気は復水器で冷やされて水に戻る。復水器では水蒸気

を冷やすために大量の【 水 】が必要で、日本の原発は【 海水 】を大量に利用

するため海の近くに建てられている。

軽水炉の軽水とは普通の【 水 】のことである。この水は【 冷却材 】である

と同時に、核分裂を効率よく進めるための【 減速材 】としても使われている。日

本に建設されている原発はすべて軽水炉で、沸騰水型と【 加圧水型 】の 2 種類が

ある。

② 原子力発電に固有の問題

ⅰ．放射性廃棄物が大量にできる

核分裂によって新しくできる物質を【 核分裂生成物 】といい、すべてが

放射性物質である。原発を運転したあとに残る燃料棒が【 使用済み核燃料 】

で、大量の放射性物質を含むので【 放射性廃棄物 】といわれる。最初のウ

ラン燃料の持つ放射能に比べて、この使用済み核燃料のもつ放射能は数億倍の強さ

になる。
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（課題 8）100 万 kw の原発 1 基を 1 年間動かすと、使用済み核燃料（放射性廃

棄物）は広島型原爆でまき散らされた放射性物質（死の灰）のおよそ何発分に

なるか。次のア～エから 1 つ選べ。 【 エ 】

ア．1 発分 イ．10 発分 ウ．100 発分 エ．1000 発分

ⅱ．放射性廃棄物を最終処分する方法が確立していない

使用済み核燃料を処分するのに【 直接 】処分する方法と【 再処理 】して

処分する方法がある。高レベル放射

性廃棄物を【 ガラス固化体 】

にして地下 300m の深さに埋めるこ

とになっているが、日本学術会議は

「地中廃棄はやめいつでも廃棄物を

取り出せる施設に保管する」よう政

府に提言した。提言では、日本列島

は地震や火山活動が活発だと指摘。

廃棄物を安全にするために、万年単

位で安定した地層を見つけるのは「

現在の科学的知識と技術能力では限 図 14．地下の最終保管施設（候補地決まらず）

界がある」としている。使用済み核

燃料は、今のところ各原発内の燃料プールや六ヶ所村などの施設にある燃料プール

に保管されているが、その量は限界に近付いている。

ⅲ．使用済み核燃料の再処理には困難が多く危険性も極めて大きい

青森県の六ヶ所村に再処理工場ができたが、トラブル続きでいまだに完成してい

ない。使用済み核燃料の再処理は技術的に高度で危険性を伴い、事故を起こせば大

変なことになる。世界的に再処理工場の爆発事故は、報告されているだけで 28 回

も起きている。他にも、原爆の材料になるプルトニウムの管理の問題があり、コス

ト面で経済的に見合わないことも判明した（原子力委員会小委員会の計算）。

ⅳ．冷却材喪失で重大事故

原発の熱効率は【 30％ 】しかないので、1 基の発電量が 100 万 kw の原子炉

の総熱出力は約 300 万 kw にもなる。電力に変えることのできない約 200 万 kw の

熱は、冷却材を使って最終的に海へ捨てることになる。冷却に使用される海水の温

度は【 7℃ 】も高くなり、温排水として毎秒【 70 】トンもの量が海に出て

いくので、海洋の生態系に重大な影響を与えている。
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（課題 9）事故で、原子炉に冷却水を循環することができなくなったらどうなる

だろうか。ただし、制御棒がはたらいて核分裂は止められている。

燃料棒にたまっている放射性物質からの膨大な熱で水がなくなり、

空だき状態になる。水素爆発の危険性や燃料棒の溶ける炉心溶融

（メルトダウン）が起こり、圧力容器や格納容器が破壊される。

ⅲ．「地震大国」日本

日本列島にはいたるところに【 活断層 】があり、いつ地震が起きてもおか

しくない。また、4 つの【 プレート 】の境界にあり、巨大地震や津波が多く

発生してきた。原子炉などの重要施設を活断層の真上に作ることは当然認められ

ていない。しかし、敦賀原発の直下に活断層がある可能性が指摘され、2012 年 7

月、全国の原発敷地内の再検証が行われた。その結果、動く可能性が否定できな

い断層が次々と浮上し、再調査が必要な原発は 6 か所にもなった。

ⅳ．事故がおきれば放射性物質による被曝や環境汚染という【 異質の危険性 】

がある。

③ 原発に関連する事故

ⅰ．スリーマイル島原発事故

1979 年 3 月 28 日、アメリカ合衆国東北部ペンシ

ルベニア州のスリーマイル島の原発が冷却水の給

水ポンプが停止し、操作ミスが続いて原子炉内の水

がなくなり、空だき状態となり水素爆発を起こした。

後の調査で、原子炉の核燃料の半分ほどが溶けてい

ることがわかった。この原子炉 1 基から核燃料を取

り出すのにおよそ 10 年かかり、原子炉など放射能

で汚染された廃棄物をなくすことは今でもできて

いない。この事故の調査委員会は「原発は安全だと

思いこんでいる安全神話を改める」と報告書に書いている。

ⅱ．チェルノブイリ原発事故

1986 年４月 26 日、旧ソ連(現在のウクライナ)でチェルノブイリ原発事故が起き

た。この原子炉の構造は軽水炉型とは違うが、操作ミスが重なり４基のうちの１基

が暴走し、水蒸気爆発を起こして放射性物質を全地球にばらまいた。原子炉に近づ

くことも核燃料を取り出すこともできなくなり、5000 トンもの大量の砂やコンク

リートと鉄板で囲われ「石棺」と呼ばれる状態で管理されている。汚染地域 チ

ェルノブイリの放射能汚染地図
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は 14 万５千 km2 で、日本の面積の 40％に相当する。強制移住地域の面積は１万

km2もあり、東京都の面積の 4.57 倍に相当する。

ⅲ．JCO の臨界事故

1999 年 9 月 30 日、東海村にある JCO の核燃料加工施設内で核燃料の加工中に、

ウラン溶液が臨界状態に達し核分裂連鎖反応が発生し、約 20 時間持続した。これ

により、至近距離で中性子線に被曝した作業員 3 名中 2 名が死亡、1 名が重症とな

った。他にも 667 名の被爆者を出した。

５章 福島原発事故とエネルギー問題

１．国の電力政策と原子力発電

① 日本の原子力発電の現状（福島原発事故前）

（課題 10）右のグラフは、世界の国別原発

数(運転中)を表したものです。Ａ～Ｄに

あてはまる国はどこか。

国名予想 国名正解

Ａ アメリカ

Ｂ フランス

Ｃ 日本

Ｄ ロシア
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（課題 11）下の図１，図２は、それぞれ「日本の発電設備容量と最大需要電力

量の推移」「発電設備の量と実績」を表している。①～③の問いに答えよ。

① 図１のＡ～Ｃは、火力・水力・原子力のいずれを表しているか。

【Ａ． 原子力 】【Ｂ． 火力 】【Ｃ． 水力 】

② 図１から考えると、1990 年代の一時期を除いて、【 火力 】発電と

【 水力 】発電だけでまかなえている。【 】に語句を入れよ。

③ 図２から考えると、原子力の発電量分は火力発電の設備利用率を約

【 70 】％にすればまかなえる。

② 「第五福竜丸事件」と原水爆禁止運動

ⅰ．1954 年３月１日の朝、【 アメリカ 】は太平洋沖の【 ビキニ 】環礁で【 水

爆 】実験を行った。この水爆は広島に落とされた原爆の【 千倍 】以上もの爆

発力を持っており、【 死の灰 】（放射線降下物）は指定された「危険区域」をは

るかに超えて広がった。その頃、遠洋マグロ漁船だった第五福竜丸は、ビキニ環礁

の東 160km の海域へ漁にでかけていた。船の乗務員は巨大な火の玉を目撃し、大き

な音を聞いた。そして、その３～４時間後に、放射能に汚染された白い雪のような

珊瑚礁の破片が降ってきて、それを浴びた乗務員全員がその直後から【 急性放射

線 】障害の症状となり、同年９月 23 日には、無線長だった久保山愛吉さん(当時

40 歳)が亡くなった。また、港へ帰りつく他の漁船のマグロからも放射能が検出され、

【 原爆マグロ 】 と呼ばれて 457 トンもの魚が廃棄処分になった。国内には放

射能の雨がふり、実験の被害は広がっていき、平和なくらしがおびやかされた。

ⅱ．1954 年５月、東京都杉並区の母親達が「核兵器をなくし核実験をやめさせよう」

と【 署名 】運動を始めた。この署名は、翌年の 8 月には【 3000 万 】人を突
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破した。これらの運動を背景に、原爆が投下されてから 10 周年を迎えた 1955 年８

月に、広島で「第 1 回【 原水爆禁止 】世界大会」が開催された。アメリカ，

オーストラリア，中国など 11 カ国 50 人の代表を含め 5000 人が参加、原水爆禁止を

求める署名が、日本で 3238 万，世界で【 ６億 7000 万 】集まったと報告された。

③ 原発建設の流れ

・ 1955 年 12 月、「原子力基本法」成立

『第二条 原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、【 民主

的 】な運営の下に、【 自主的 】にこれを行うものとし、その成果を【 公

開 】し、進んで国際協力に資するものとする。』【 原子力三原則 】

・ 1955 年 11 月から 12 月にかけて、読売新聞とアメリカ政府(広報庁)の共催で、原

子力平和利用博覧会が日比谷公園で開催され、入場者が【 36 万人 】を超えた。

このあと、日本各地で朝日新聞や地元の新聞もアメリカ広報庁と共催して開き、

【 260 万 】人もの入場者があった。

・ 1955 年 11 月 14 日ワシントンで、【 日米原子力協定 】が調印された。アメ

リカから日本への【 濃縮ウラン 】貸与協定で、研究原子炉用に濃縮ウラン

235 を、6 キロを限度にアメリカから日本に貸与すること、使用済み燃料のアメリ

カへの返還、貸与燃料を目的どおり使用することを義務化し、その記録を毎年報

告することが協定された。

・ 1957 年、日本原子力発電株式会社が、民間８割・政府 2 割の出資でつくられた。

・ 1959 年「大型原子炉の事故の理論的可能性及び公衆損害額に関する試算」

福島で起きた原発事故の規模で試算すると、放出パターンと気象条件によって

は、数百名の致死者，数千人の障害，100 万人程度の要観察者が出る。物的損害

は、最悪の場合【 １兆 】円以上に達するとされた。この内容は、長く非公開

であったが、1998 年に正式に全文が公開された。

・ 1961 年、「原子力損害賠償法」がアメリカにならって制定された。これは、事故

の賠償責任を一定額に制限し、それ以上の被害が出たら国が国会の議決を経て援

助を行うこと、つまり【 国民の税金 】でまかなうことを決めたものとい

える。

・ 1965（昭和 40 年）5 月 4 日、茨城県東海村に【 イギリス 】製の原子炉を使っ

た発電所が、初めて臨界に到達し、日本初の商業用原子炉となった。その後 27 年

間の営業運転を経て、1998（平成 10）年３月 31 日に営業運転を停止した。この

最初の原子炉以外、日本にある原子炉は全て【 アメリカ 】の企業と【 ター

ンキー 】契約を結んで建設したものである。



19

・ 1974 年、田中角栄内閣のもとで、

電力に関する 3 つの法律【 電源

三法 】が成立した。これに基づ

いて、原発のある県や市町村は多

額の【 交付金 】を毎年もらえ

ることになった。最新型の原発を

誘致した町は 45 年間で【 2455

億 】円ものお金をもらうことが

できる。この交付金は、いったい

どこから出てきたお金だろうか。

実は【 電気料金 】の中に含

まれている「電源開発促進税」と

いう税金が元手になっていて、交

付金として姿を変え、原発のある

町に支給されている。「電源開発促

進」という名目にもかかわらず、こ 図 15．自治体への原発交付金

の税収の【 7 割 】が原発関連に

使われているのである。こうして、1970 年代から 1990 年代にかけて、過疎に悩

む町に原発が増えていった。しかし、交付金があっても、原発施設を拒否する市

町村も数多くあった。たとえば、新潟県巻町では、1996 年 8 月東北電力による

原発建設計画に【 61 】％の住民が反対して、計画はなくなった。

・ 電気料金は【 総括原価 】方式という、必要経費に事業報酬（利潤）を足し

たものから算出されている。事業報酬は、電力会社が持っている「資産」に一定

の報酬率（約３％）を掛けたものである。つまり、巨費を投じれば投じるほどそ

の分余計にもうかる仕組みになっている。

④ 原子力にまつわる四つの「神話」

ⅰ．安全神話

原発は安全と思わせるために、危険性を軽視または無視した非科学的な主張

◎【 確率的 】安全評価論 … 原子力事故の確率はきわめて低く、事実上起こら

ないという考え方。

・ 原発で起こる重大事故の確率は、10 億年に１回．（アメリカ原子力規制委員会）

→1979 年のスリーマイル島原発事故を受け、アメリカは「安全神話」と決別。
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・ 原発で大事故が起きる確率は 50 億分の１で、これは人が【 隕石 】にあたる

確率と同じくらいだ．（1977 年福島第 1 原発の関係者）

◎【 多重防護論 】 … 炉心溶融（メルトダウン）が起こっても、四重・五重

の防護壁に守られているため、放射能が外に漏れ出す

ことは絶対にないという考え方。

・ 文部科学省は小中学生向けの旧副読本で、『原子力発電所では、これらの放射

性物質を閉じこめるため【 五重の壁 】を設けています。万一、事故発

生という事態になっても周辺環境への放射性物質の放出を防止できるよう、

何重にもわたる安全設計を行っています。』と書いているのである。（図 16）

図 16．原子力発電所の五重の壁

◎ 宣伝効果

・ 図 17 のグラフは、東京電力の

広告費の推移を表したもので

ある。このグラフから、東京

電力の宣伝費は 1960 年代に比

べ【 大幅に増加 】した。

・ 大手新聞社の紙面に、「安全」

を訴える全面広告を出した。

・ 原発招待旅行を実施し、原発

内部の見学会を催し「安全」
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をＰＲした。 図 17．東京電力の広告費の推移

・ 右の図 18 は、朝日新聞全国世

論調査における「原発利用の

賛否」を表したものである。

1986 年までは､原発利用に賛

成する割合が高かったが、こ

の年に起きた【 チェルノブイ

リ原発事故 】の影響で

賛否が逆転した。しかし、福

島原発事故の直前では再び賛 図 18．原発利用の賛否

成する割合が高くなっている。巨額の宣伝費が効果をあらわしたといえる。

ⅱ．化石燃料には限りがある

Ａ．化石燃料が枯渇するので、原発は必要だという主張がある。しかし、ウランも鉱

物なので当然限りがある。そこで考え出されたのが、使用済み核燃料を再処理して

燃料にしようという計画である。プルトニウムとウランを混ぜた燃料を【 高速増

殖炉 】という特殊な原子炉を作って燃やすと、発電しながら使った以上のプル

トニウムを作ることができると期待された。「もんじゅ」，「常陽」と名付けた高速

増殖炉がつくられたが、２つとも事故やトラブルが続き、実用化のめどは全くたっ

ていない。欧米各国では、技術的に困難が多い高速増殖炉については、事故を起こ

しやすく多額の費用がかかるため開発をやめしまった。

「もんじゅ」は 1995 年、試験運転中にナトリウム漏れで火災が発生し止まった

ままだった。2010 年に 15 年ぶりに動かしたものの、事故でまたも停止した。この

間に使われた税金は【 １兆円 】以上である。また、「もんじゅ」は発電して

い

なくても安定した状態で管理するのに、１日【 5500 万円 】もの費用がかる。

Ｂ．プルトニウムは【 核兵器 】の材料になるので、日本は余分なプルトニウム

は持たないことを国際的に約束している。ところが、高速増殖炉が実現する前提

で使用済み核燃料の再処理をイギリスやフランスに頼み、45 トンのプルトニウム

を抽出、一部は日本に保管されている。このプルトニウムを消費するため、ウラ

ンとプルトニウムの混合燃料（MOX 燃料）をいまの原子炉で使う【 プルサーマ

ル計画 】が進み、一部実用化された。プルトニウムはウランより 20 万倍も放

射能毒性が強く、核分裂しやすい物質で扱いが難しい。ウランを燃料とする設計

の原子炉で、MOX 燃料を燃やすのは、「石油ストーブの灯油にガソリンを混ぜる

ようなもの」との不安が専門家から出されている。しかも、大間に建設予定の原
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発は、フル MOX 燃料で運転することになっている。

Ｃ．使用済み核燃料を処理・保管する

ために、青森県六ヶ所村に再処理工

場が建てられた。全国から使用済み

核燃料を集めて処理しようとしたが、

ここでもトラブル続きで完成が大幅

に遅れている。この再処理工場の建

設費は 7600 億円とされていたが、

現在すでに【 ２兆 2000 億 】円 図 19．核燃料サイクルの破綻

もの費用がつぎこまれている。以上のことから、国や電力会社が推し進めている

【 核燃料サイクル 】の計画は破綻しているといえる。

ⅲ．原発は CO2を出さない

「原子力は二酸化炭素を出さないから、環境に優しいエネルギー」といわれる。正

しくは「原子力は【 発電時 】に二酸化炭素を出さない」である。ウラン鉱山か

ら採掘される天然ウランにはウラン 235 が 0.7％しか含まれていない。これを数％に

【 濃縮 】して燃料ペレットにし、さらに燃料棒の形にして使う。こうしたそれぞ

れの工程（図 20）で、使われるエネルギー

はほとんどが石油などの化石燃料である。

また発電所建設にもたくさんのエネルギー

が使われていることから、原発が動くまで

に、多くの化石燃料を消費し大量の二酸化

炭素を放出しているのである。さらに、処

理方法が確立していない「使用済み核燃料」

の問題や「温排水」の問題などを考えると、

環境に優しいとはとても言えない。 図 20．100 万 kw の原発に必要な流れ

ⅳ．原発のコストは安い

下の図 21 は政府による電源別の発電コ
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ストを示している。この図によると、発電コストが一番低いのは【 原子力 】であ

る。ところがこの計算には、実態を反映していない部分があったり、必要な費用が含

まれていなかったりしている。そこで発電に直接必要な費用のほか、再処理の費用、

開発や立地に投入される国の財政支出などを組み込んで計算すると、図 22 のように

なる。この図で最もコストが低いのは【 一般水力 】ということになり、原子力は

水力や火力と比べると発電コストは【 高く 】なっている。揚水発電の分も考慮す

ると、コストはさらに高くなっていく。

図 21．電源別発電コスト 図 22．電源別発電総単価

２．福島原発事故と「安全神話」の崩壊

① 福島第一原発はどんな事故を起こしたか

ⅰ【 東北地方太平洋沖地震 】

2011 年３月 11 日 14 時 46 分、マグニチュード 9.0 の巨大地震が発生した。地震

センサーがはたらき、制御棒を燃料棒の間に押し込む装置が作動し、核分裂反応が

止まり原子炉は停止した。（緊急停止）

ⅱ【 外部電源喪失 】

発電所に送電する受電鉄塔が地震のために倒壊し、外部電源が断たれた。非常用

ディーゼル発電機が起動した。

ⅲ【 全電源喪失 】

巨大津波の影響で、非常用も含め全電力の供給が途絶え、ECCS（緊急炉心冷却

装置）も作動しなくなり、安全確保に必要な炉心の冷却機能が完全に失われた。同

時に、原子炉建屋内にあった使用済み核燃料プールの冷却機能も失われた。

ⅳ【 ベント 】

燃料棒被覆管の表面で 300℃であった燃料温度は、毎秒５～10℃の割合で上昇し、

1000～2000℃になった。圧力容器の圧力が上昇し、容器の保護のため、炉内の水蒸

気を外部に排出（ベント）した。この操作によって放射性物質が拡散された。

ⅴ【 メルトダウン 】

水が蒸発して水位はさらに下がり、燃料棒は水面上に露出した。燃料棒が露出す

ると、温度が急上昇し、1800℃を超えたところで燃料棒被覆管が融解、さらに

2400℃を超えると燃料本体も融解し、炉心溶融（メルトダウン）が起こった。溶け

た高温の燃料は、圧力容器の底を貫通し、一部は格納容器も貫通してコンクリート

まで達した。

ⅵ【 水素爆発 】

高温になった燃料棒被覆管のジルコニウム合金が水蒸気と反応して水素が発生
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した。発生した水素が蓄積し、火花などで爆発が起こった。１号機の建屋が損壊し、

格納容器が損傷した。2 号機の格納容器の下部にある圧力抑制室が損傷。このとき

ドライベントを実施した結果、大量の放射能を大気中に放出した。3 号機（MOX

燃料使用）の建屋損壊。4 号機の建屋損壊。

ⅶ【 放射能汚染 】

事故後 1 ヶ月の時点で、大気中に放出した放射

性物質(死の灰)の総量は、ヨウ素 131 換算で 85 万

テラベクレルと発表された（海への放出分は含ま

れていない）。これは、チェルノブイリ原発事故 520

万テラベクレルの 16％に達する量である。この結

果、原発を中心に広い範囲にわたって土壌が汚染

された。

ⅷ【 避難区域 】

2011 年 3 月 12 日、原子力災害特別法に基づき、

避難指示区域および屋内待避区域が設定された。

さらに、汚染の広がりが確認され、住民の健康の

ために、4 月 22 日に警戒区域・計画的避難区域・

緊急時避難準備区域が定められた。2012 年 8 月 14

日現在の避難者数は､約【 16 万 】2000 人。 図 23．第１原発「警戒区域」

② 「安全神話」の崩壊

原発を推進してきた勢力（国，電力会社，企業，研究者，メディア）がまき散らした

「安全神話」は、福島の原発事故により完全に崩壊した。

◆崩れた「五重の壁」（19 ページの図 16 を参照）

（課題 13）福島原発事故で「五重の壁」はどうなったか。

・第 1 の壁（ペレット）

【 温度が 2400℃を超えて、燃料は溶融した 】

・第 2 の壁（燃料棒被覆管）

【 温度が 1800℃を超えて溶融した 】

・第 3 の壁（原子炉圧力容器）

【 炉心溶融（メルトダウン）により容器の底が貫通した 】

・第 4 の壁（原子炉格納容器）

【 溶けた燃料で貫通した，水素爆発の影響で損傷した 】

・第 5 の壁（原子炉建屋）

【 水素爆発で建屋が損壊した 】
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３．日本の「自然エネルギー」

① 日本のエネルギーシフト

（課題 14）図は 1980 年の日本の電源別発電量の割合を表している。Ａ，Ｂ，Ｃ，

Ｄは、石炭，石油，天然ガス，原子力のどの電源か。

予想 正解

Ａ 石油

Ｂ 原子力

Ｃ 天然ガス

Ｄ 石炭

（課題 15）図は電源別発電量の構成比を示し

たものである。Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄは日本，

ドイツ，イタリア，アメリカのどの国か。

予想 正解

Ａ アメリカ

Ｂ 日本

Ｃ ドイツ

Ｄ イタリア

（課題 16）1980 年（課題 14）と 2011 年（課題 15）の日本の電源別発電量を比較

して気づいたことをあげよ。

・石油が減って、原子力，天然ガス，石炭が増えている。

・地熱および新エネルギーはほとんど増えていない。

② 風力発電
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（課題 17）図は世界の風力発電ベスト６である。

ⅰ．①～③の国はどこか。

予想 正解

① 中国

② アメリカ

③ ドイツ

ⅱ．日本の風力発電は、世界では第何位か。

次のア～ウから選び記号で書け。【 ウ 】

ア．6 位 イ．9 位 ウ．13 位

日本の風力発電設備の技術力は世界トップクラスだが、海外に比べて普及は進んで

いない。その要因は、原子力発電への依存度が高く、ドイツのような自然エネルギー

への手厚い普及政策がとられていないことにある。2011 年の環境省の試算では、国内

で 2400 万～1 億 4000 万 kw の潜在能力があるとしている。

③ 太陽光発電

（課題 18）図は太陽光発電の設備容量の国別割合を

示している。Ａ,Ｂ,Ｃにあてはまる国はどこか。

予想 正解

Ａ ドイツ

Ｂ スペイン

Ｃ 日本

日本の技術力は世界一といわれるが、2005 年の補助金打ち切りで伸び悩み、太陽

光発電の設備容量は世界 1 位から 3 位へ転落した。太陽電池生産量もかつては世界 1

位で、世界市場シェアの 50％を占めていた。現在では、中国，アメリカについで 3

位で、2009 年のシェアは 14％まで落ち込んでいる。

④ 地熱発電



27

（課題 19）図は国別の地熱資源量と発電量を示し

ている。上位Ａ，Ｂ，Ｃの国はどこか。

予想 正解

Ａ インドネシア

Ｂ アメリカ

Ｃ 日本

日本の地熱資源量は世界 3 位だが、設備容量では【 ６ 】位にとどまっている。世

界では、2005～2010 年の５年間に発電量が約 20％増加した。日本では 2000 年以降、

地熱発電所の新設はなく、発電量は総発電量のわずか 0.2％、およそ 53 万 kw にすぎ

ない。

４．これからの「エネルギー」を考える

（課題 20）次の各電源について、考えられる問題点をあげ、解決策があればそれも

書きなさい。

電 源 問 題 点 解 決 策

風力発電

太陽光発電

地熱発電

小水力発電

《参考にした主な図書》
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■フクシマから学ぶ原発・放射能 安斎育郎監修 市川章人 小野英喜

「かもがわ出版」

■原発・放射能図解データ 野口邦和監修 プロジェクトＦ 「大月書店」

■原発のコスト 大島堅一 「岩波新書」

■みんなで学ぶ放射線副読本 福島大学放射線副読本研究会・監修

後藤忍・編著 「合同出版」

■内部被曝の真実 児玉龍彦 「幻冬舎新書」

■原発のウソ 小出裕章 「扶桑社新書」

■この国は原発事故から何を学んだのか 小出裕章

「幻冬舎ルネッサンス新書」

■原発再稼働の深い闇 一ノ宮美成+小出裕章+鈴木智彦+広瀬隆ほか

「宝島社新書」

■原発の闇を暴く 広瀬隆・明石省二郎 「集英社新書」

■エネルギー進化論 飯田哲也 「ちくま新書」

■原発がなくても電力は足りる 監修 飯田哲也 「宝島社」

■グリーン・エコノミー 吉田文和 「中公新書」

■知ることから始めよう放射線のいろいろ（中学生のための放射線副読本）

解説編【教師用】 「文部科学省」

※以上のほか多くの図書を参考にしました。

尚、5 章の内容は、辻 健司先生（京都市内の中学校）の社会科教材をはじめ

他の多くの実践教材を参考にさせていただきました。


