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１章 原子の構造と原子核

１．原子と原子の構造

《原子については、２年理科「化学変化と原子・分子」のところで学習。原子の特徴を

化学変化の範囲内に限定し、原子の構造については「発展」で簡単に触れる程度。》

Ａ．原子

私たちのまわりにある物質はすべて、水素(H)，酸素(O)，炭素(C)などおよそ 100 種類

の原子からできています。原子は物質をつくる最小の粒子ですが、ただの球ではなく内

部に構造を持っ

ています。水

(H2O)は分子で

すが、水素原子

２個と酸素原子

1 個が結びつい

てできています。 水の分子モデルと酸素の原子・原子核

Ｂ．原子の構造

酸素原子を拡大すると中心に原子核のかたまりがあり、その

まわりをマイナスの電気を持つ電子が動いています。原子核を

更に拡大すると、プラスの電気を持つ陽子と陽子とほぼ同じ質

量で電気を持たない中性子がつまっています。

このように、すべての原子は中心に原子核をもち、そのまわり

を動く電子とで構成されています。原子はとても小さく１億分

の１cm の大きさしかなく、原子核はさらに原子の数万分の１の 酸素原子の構造

大きさしかありません。

（課題１）１円玉の直径は 2cm なので、原子の大きさはその 10 万倍（105）になります。

2cm × 105 ＝ 200000 cm ＝２km （野球場が数十個分）

核の大きさが原子の１万分の１とすると、200m になる。

※ 原子核の大きさを求める式

d = 1.2× 10 -15 × A 1/3 (m)

d : 原子核の半径

A : 原子の質量数（陽子数と中性子数の和）

この式で酸素の原子核の大きさを求めると、原子の約 3 万分の 1 になる。
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２．原子の種類と原子番号

《教科書に周期表は載っているが、紹介する程度で原子番号や質量数についてはほとん

ど触れない。放射線を理解してもらうためには、原子番号や質量数についての知識が

必要になる》

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す。すべての原子は必ず、陽子と電子を同じ数だけ持っ

ていますので、原子は電気的に中性の状態にあります。

陽子，中性子，電子でできている原子の違いはどこにあるのでしょうか。それは、陽

子の数です。酸素原子を原子の表記法で表すと右の図のようになります。

左下の 8 は原子番号を表す数字で、陽子の数を表しています。また、左

上の 16 は質量数を表す数字です。質量数は、陽子の個数と中性子の個

数を足した数字になります。

（課題２）酸素の原子番号は 8 なので、陽子の個数は 8 個になります。質量数が 16 な

ので中性子の個数は、16－8＝8 で 8 個ということになります。また、電子の個数

と陽子の個数は等しいので、電子も 8 個です。

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つくられています。

（下図）
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３．原子の質量数と同位体

《3 年理科の教科書に放射性同位体

原子を構成する陽子の質量は、電子のおよそ 1840 倍もあります。中性子は陽子とほ

ぼ同じ質量を持つので、原子の質量は陽子と中性子の数で決まります。

（課題３）最も簡単な構造を持つ水素原子は、陽子 1 個と電子 1 個でできています。原子

番号１、質量数１の元素は水素ということになります。

（課題４）陽子は＋の電気をもっているの

で、同じ電気どうしは反発して核を維

持することができません。

（課題５）原子番号１、質量数 2 の元素は

重水素と呼ばれます。

《中性子を 2 個もっている質量数 3 の 水素の同位体

水素原子は、三重水素(トリチウム)と呼ばれβ(ベーター)崩壊をします。》

原子番号 2 のヘリウムは質量数が 4 ですから、原

子核は陽子 2 個と中性子 2 個でできていることにな

ります。水素は陽子 1 個でできているのに、ヘリウ

ムの原子核に中性子があるのは何故でしょうか。

陽子はプラスの電気を持っているので、陽子が 2

個だけだと同じ電気同士は反発するので原子核を維 ヘリウムの原子構造

持できません。そこで、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

いでいます。

原子は、原子核という狭い空間に正電荷をもった陽子が複数存在するため、互いに大

きな斥力（電磁気力）を受けています。この斥力に打ち勝って原子核を安定に存在させ

ているのは、中性子の作用です。陽子、中性子の核子間には中間子を媒介した核力が引

力として働き、これが電磁気的反発力に打ち勝って原子核を安定化させているのです。

《核外での自由中性子の寿命は約 900 秒》

炭素は原子番号６で質量数は 12 なので、6 個の中性子を持っていることになります。

一方、木材など有機物の年代を測定するのに炭素 14 法というのがあります。炭素 14 の

14 という数字は、質量数を表しています。原子番号が原子の種類を決める陽子の数です

から、炭素 14 は陽子を 6 個と中性子を 8 個持っていることになります。

このように同じ原子(陽子の数が同じ)でも、中性子の数が異なる原子も存在します。

このような原子同士は同位体と呼ばれ、炭素 12 と炭素 14 は同位体になります。原子の

同位体は、その原子の名前のあとに数字を書いて表すことになります。
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２章 原子核と放射線

１．放射線の発見

・1895 年ドイツの物理学者レントゲンが、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ました。

・1896 年フランスの物理学者ベクレルが、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ました。

・ポーランド生まれの物理学者マリー・キュリーは、1898 年に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ました。彼女はさらに研究を重ね

て放射線を出す２種類の原子、ポロニウムとラジウムを発見しました。また、放射線

を出す物質が持つ、放射線を出す性質(能力)のことを「放射能」と名付けました。

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、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りま

した。また、原子の同位体の中には放射線を出さない

安定な原子と放射線を出す不安定な原子が存在するこ

とも分かりました。この放射線を出す不安定な原子を

放射性同位体と呼びます。炭素 12 は安定な原子です

が、炭素 14 は放射線を出すので放射性同位体という

ことになります。放射線を出す物質を放射性物質とい

います。放射性物質から出てくる放射線には、アルフ

ァ線，ベータ線，ガンマ線の 3 種類と中性子線があり

ます。

・アルファ線

高速のヘリウムの原子核(陽子 2 個と中性子 2 個)

の流れで、プラスの電気を持つ粒子。【質量数の大

きい（重い）原子が崩壊するとき】

・ベータ線

高速の電子の流れで、マイナスの電気を持つ粒子。

【中性子の個数が大きい原子が崩壊するとき】

・ガンマ線

きわめて波長の短い電磁波(光のなかま)。【原子核

に過剰なエネルギーが残っているとき、ガンマ線

をだして崩壊】
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・中性子線

ウラン 235 などの原子核が核分裂を

起こしたときに発生する中性子の流

れ。安定した原子がこの中性子を吸

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、

原子核からは出てこない。図のよう

なエックス線発生装置で発生させる。

※ 放射性崩壊(壊変)

・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。

※ 放射能と放射線，放射性物質

右の図は、透過力の高いガンマ線を発する場

合の放射性物質，放射能，放射線の説明図。

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います。また、

放射性物質がもつ放射線を出す能力を放射能

といいます。

３．放射線の特徴

放射線には次の特徴があります。

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(電離作用)がある。

④ 原子同士の結合を切断し、ＤＮＡなどの分子を破壊する。

放射性同位体が粒子の流れであるアルファ線やベータ線を

放出して異なる原子に変わることを放射性崩壊という。

・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。
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⑤ まわりの物質に作用しその温度をあげるはたらきがある。（崩壊熱）

・放射線による原子結合の切断

生命体のＤＮＡを含め、すべての物質は原子によって構成されているが、原子が

集まって分子となる場合の結合エネルギーは、eV（エレクトロンボルト；エネル

ギーの単位）のオーダーでしかない。ところが、放射線のエネルギーは数十万 V

～数百万 eV に達する。生命体が放射線に被曝した場合には、DNA を含め多数の分

子の結合が破壊される。破壊の程度が激しければ、その細胞や組織は生き延びる

ことができないし、破壊の程度が低ければ、DNA に傷を負ったままの細胞が生き

延び、やがて癌などを引き起こす。放射線は生命体が依拠している物質とはかけ

離れたエネルギーを持っており、生命体に対して著しい危険を及ぼす。

４．放射線による透過力の違いと遮蔽

・アルファ線 … 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 1 個分を進み止まる。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、当たった物質の受ける影響は大きい。紙 1 枚で止まる。

・ベータ線 … 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。薄い金属や木材で止まる。

・ガンマ線 … 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

体に深く入り込み、突き抜けるものもある。強いガンマ線をコンクリートで止めるな

ら１m 以上の厚さが必要。

・中性子線 … 電気を持たないので透過力は大きい。軽い原子核との衝突でエネルギー

が失われる。軽い原子核でできている水を大量に用意するか、厚いコンクリートで止

める。ホウ素は中性子をよく吸収するので、原子炉の制御棒に利用されている。

放射線による透過力の違いと遮蔽の方法
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４．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ありません。放射性物

質は放射線を出して別の安定した物質に変わ

っていくので、もとの放射性物質が持つ放射能

は時間がたてば減っていきます。放射性物質が

放射線を出して別の物質に変わるとき、もとの

放射性物質の半分に変わる時間を半減期とい

い、その減り方には規則性があります。半減期

は放射性物質の種類によって異なります。

放射性物質の半減期

（課題６）半減期が 30 年なので、次の 30 年でさらに半分になります。つまり、元の 2

分の 1 のその 2 分の 1 なので、結果は 4 分の 1 になります。

※ 炭素 14 年代測定法

自然の生物圏内では炭素 14（14Ｃ）の存在比率がほぼ一定であり、動植物の内

部における 14Ｃの存在比率は死ぬまで変わらないが、死後は新しい炭素が補給さ

れなくなるため、存在比率が下がり始める。この性質と 14Ｃの半減期が 5730 年

であることから年代測定が可能となる。植物が生きている間は、大気中の二酸化炭

素を使うので、植物体の有機物もそれを食べる動物体の有機物も、その中の 14Ｃの量（割

合）は大気の中の 14Ｃの割合と同じである。ところが生物が死んで地中に埋まってしま

うと、14Ｃだけが一方的に減っていくことになる。つまり生物の遺体中の 14Ｃが現在の

1/2 であればその生物は 5730 年前に、1/4 であれば 11460 年前に、1/8 であれば 17190

年前に､さらに 1/16 であれば 22920 年前に死んだことになる。

※ 主な放射性同位体と半減期，放射能の強さ

＊天然放射性同位

体は、自然界に

存在する放射性

同位体。

＊人工放射性同位

体は、原爆や原

子炉内で生成す

る核分裂生成物。
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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

傷をつけます。放射線の影響を強く受ける

細胞は、受精卵や胎児などの分化していな

い細胞、骨髄や小腸上皮など細胞分裂の活

発な細胞です。 放射線によるＤＮＡの切断

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ります。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

ますが、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います。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ります。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 ＤＮＡの再結合異常

なります。放射線の影響は成長期にある乳幼児ほど受けやすくなります。

２．放射線の単位

放射能の強さや放射線の量を表す単位には、ベクレル(Bq)やシーベルト(Sv)，グレイ

(Gy)などがあります。

① ベクレル … 放射性物質のもつ放射能の強さを表す。

１秒間に原子核が放射線を出して崩壊する個数を表す。ベクレルは個/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 です。

② シーベルト … 放射線による人体への影響の度合いを表す。

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

して算定されます。

1 Sv(シーベルト)＝1000 mSv(ミリシーベルト)

1 mSv ＝1000 μSv(マイクロシーベルト)

人が１ミリシーベルトのガンマ線を浴びると、細胞１

個当たりおよそ 500 か所の電離作用を受けます。
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③ グレイ … 放射線により物質のや人体の組織にど

れだけのエネルギーが吸収されたかを

表す。

1 Gy(グレイ)は、1kg 当たり 1 J(ジュール)のエ

ネルギーの吸収があったときの線量を表します。

1 Gy(グレイ) = 1 J/kg(ジュール/キログラム)です。

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

状があらわれる障害です。100

mSv 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。

3000mSvを全身に被爆する

と半数の人が死に至ります。

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います。

白血病やがんなど、受けた放 放射線の被ばく線量と健康被害

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」は無いと考えられています。

《文部科学省の新副読本に同じような図「身の回りの放射線被ばく」があります。し

かしここには、100 mSv の線に太い赤い線が引いてあり、（これ以下では）『がん死

亡が増えるという明確な証拠がない』と書かれています。》
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※ 低線量被曝による人体への影響

低線量被曝による健康障害の

「しきい値」はわかっていま

せん。低線量被曝とがんの発

生率の関係には諸説がありま

す。しかし、国際放射線防護

委員会（ICRP）は、『生体防

御機構は、低線量に置いてさ

え、完全には効果的でないよ

うなので線量反応関係にしき

い値を生じることはありそう

にない』と述べています。

「人体に影響しない被曝」などというものは存在しないと考えるべきです。

４．外部被曝と内部被曝

① 外部被曝 … からだの外から放射

線を浴びることです。

広島・長崎に投下された原爆により、

爆心地にいた人たちは発生したガン

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

きた放射性物質からの被曝により、多

くの市民に急性障害が現れました。そ

の後の調査によると、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

ることが確認されました。後述の内部

被曝も大きく影響しているはずですが、 被曝してから癌を発症するまで(広島・長崎)

政府は内部被曝の影響を認めようとしていません。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

動物が外部被曝しました。

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りま

す。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す。
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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

ことです。

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ります。アルフ

ァ線やベータ線は透過力は小さい

が、体内にあるときは近くの細胞に

大きな影響を与えます。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

どまります。こうなると長期間、放

射線を浴び続けることになるので

がんなどの原因になります。

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治

療を受けました。甲状腺ではヨウ素

（ワカメや昆布に多く含まれる）を

材料として甲状腺ホルモンを作り出 放射性物質がたまりやすい体の場所

しています。この甲状腺ホルモンは体の発育や成長、新陳代謝などに欠かせない働き

をしています。成長期にあるこどもたちの甲状腺は、特にヨウ素を吸収しやすいと言

われています。甲状腺がんが増えたのは原発事故でばらまかれたヨウ素 131 を子ども

たちが摂取したのが原因でした。《甲状腺の被爆を防ぐ目的でヨウ素剤を服用 (新生

児・乳幼児・妊婦を優先) する》

図はチェルノブイリ原発事故後の人口 100 万人当たりの甲状腺がんの発生件数を示

しています。一

般に小児の甲状

腺がんの発生は

100万人当たり1

～3 人といわれ

ていますが、原

発事故の2～3年

後から急な増加

が見られます。
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４章 原子核エネルギーと「原爆」・「原発」

１．仕事とエネルギー

《3 年生で、仕事とエネルギーを学習します。》

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)】

② エネルギー

高いところにある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ま

す。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ります。

このような状態にあるとき、物体はエネルギーを持つといいます。エネルギーは「仕

事をする能力」【単位；Ｊ(ジュール)】のことです。

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

ています。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ります。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ます。

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 のウランです。ウランに

はウラン 238 とウラン 235 という同位体があります。どちらも不安定な原子核なので

放射線を出し、最後には鉛になって安定します。

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ました。

核分裂の発見です。割れてできる

新しい原子核は、ヨウ素 131 やス ウラン 235 の核分裂

トロンチウム 90 などすべて放射線を出す放射性同位体です。また、この核分裂では

中性子も２，３個飛び出します。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ました。

※ ナチス政権下のドイツ

ナチスの中心理論の一つは人種論です。『強者であるドイツ民族はヨーロッパ各地

を征服して、広大な生存圏を獲得しなければならない。弱者であるスラブ民族はド

イツ民族に支配される運命にあり、ユダヤ人などの「劣等民族」は、隔離するか絶
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滅するほかない。優秀な民族は、劣等な民族と結婚して自分の優秀な血液を濁して

はならない。ドイツ民族は、民族共同体の一員として、一致団結して民族の発展に

努めなければならず、上部の命令に従い、下部に対しては責任をもつという「指導

者原理」による独裁政治がそのために必要となる』とナチスは説いた。

② 原子核エネルギーと連鎖反応

原子核が２つに核分裂するとき、元の原子核の質量より新しくできた２つの原子核

の質量をあわせたものが小さくなります。この質量の小さくなった分がエネルギーと

なり、熱や光のエネルギーに変わるのです。《アインシュタインの特殊相対性理論か

ら導かれた公式；Ｅ＝mｃ2 （Ｅ：エネルギー，ｍ：質量，ｃ：光速）》

１g のウラン 235 の核分裂で石油 2000L(リットル)分ものエネルギーを発生させる

のです。石油などの化石燃料が酸素と化合(燃焼)する「化学反応」より約 100 万倍も

のエネルギーを出すことができるのです。では、どのようにしてウラン 235 の原子核

がすべて核分裂を起こすのでしょうか。実は、ウラン 235 が核分裂するとき２，３個

の中性子が飛び出します。これが別のウラン

235 に当たって核分裂が起こり、また中性子

が２，３個飛び出します。この反応が非常に

短い時間に連続して起きるのです。この連続

して起きる反応を連鎖反応といいます。ウラ

ン 235 を一定量以上集めておくとそのまま

核分裂の連鎖反応が進み巨大なエネルギー

が生み出されるのです。 核分裂の連鎖反応

３．原子爆弾

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、アメリカは原子爆弾

(原爆)を投下し未曾有(みぞう)の犠牲者をだしました。爆発に伴う熱線と放射線や爆風

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

さらに加わりました。

① 広島型原爆

ウラン 235 を 60kg 使い、その中の

1.4％およそ 850g しか核分裂しなかっ

たのですが、12 月までに 14 万人もの

人が亡くなり、５年間で合計 20 万人もが

なくなったのです。 広島型原爆の模式図
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天然ウランには，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％

含んでいますが、このままでは連鎖反応は起こりません。広島型原爆は、ウラン 235

の割合を 100％近くまで濃縮したものが使われました。

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 が使われました。12 月ま

でに７万人以上が、5 年間では合計 14 万人の

人が亡くなりました。

《アメリカが最初に製造した原爆 3 個のうち

2 個が爆縮型プルトニウム原子爆弾でした。

1945 年 7 月 16 日、ニュウーメキシコ州アラ 長崎型原爆の模式図

モゴード爆縮型プルトニウム原子爆弾の

爆発実験で、同型の爆弾が後に日本の長崎県に投下された。この実験による

核爆発は約 20kt(キロトン)の TNT の爆発と同規模のものでした。アメリカは

原爆の破滅的な破壊力を知っていたにもかかわらず、日本に投下したのです。》

天然に存在しないプルトニウム 239 はどのようにしてつくられたのでしょうか。ウラ

ン 238 が中性子を吸収すると、中性子が 1 個増える

のでウラン 239 になります。このウラン 239 が２回

ベータ崩壊してプルトニウム 239 に変わり、ウラン

235 より核分裂しやすい物質になります。このプル

トニウムをつくりだすための装置が「原子炉」です。

原子炉の中でウラン燃料の核分裂が進むとプルトニ

ウムがたまってきます。原子炉の中にたまったプル

トニウムを選び出して取り出す作業を「再処理」と

いいます。

238Ｕから 239Ｐu ができる反応

「原子炉」も使用済み核燃料

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

ったのです。 原子炉も再処理ももとは原爆製造のため
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４．原子力発電

① 原子力発電の仕組み

原子力発電（沸騰水型）のメカニズム

上の図は、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

です。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す。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

発電します。原子力発電はウラン 235

の核分裂反応で発生する大量の熱で水 原子炉内での連鎖反応

を沸騰させています。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」です。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す。この燃料

棒を束ねたものを燃料集合体といいます。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、中性子を吸収する働き

を持つ制御棒を出し入れしてコントロールします。

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ります。復水器では水

蒸気を冷やすために大量の海水が必要なので、原発は海の近くに建てられています。

軽水炉の軽水とは普通の水のことです。この水は冷却用であると同時に、核分裂を効

率よくすするための減速材としても使われます。日本に建設されている原発はすべて

軽水炉ですが、沸騰水型と加圧水型の 2 種類があります。
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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。

（課題 8）100 万 kw の原発１基は、１日に 3kg の 235Ｕを利用します。つまり、1 日に

3kg の放射性廃棄物が生じます。１年間では 1095kg（ 3 × 365 ＝ 1095）にな

ります。広島型原爆で 850g が核分裂したとすると、広島型原爆の 1000 発分（1095

÷ 0.85 ＝ 約 1288）に相当します。

ⅱ．放射性廃棄物を最終処分する方法が確立していない

経済産業省は 2000 年に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」を制定し

ましたが、「核のごみ」の最終処分場は未だに決まっていません。日本の現行のエ

ネルギー政策では、原発で燃やしたウランなど使用済み核燃料は、全量を再処理し

てプルトニウムを取り出し、MOX 燃料（ウランとプルトニウムを混ぜた混合酸化

物燃料）に加工して、既存の原発でプルサーマル発電として再利用することになっ

ています。使用済み核燃料を再処理した後に残るのが、核のごみである高レベル放

射性廃棄物で、日本ではガラスと混ぜ固化体として金属製の容器に詰め、地下 300

メートルより深い地盤の安定した地層に最終処分することになっています。高レベ

ル放射性廃棄物の放射能はケタ違いに強く、「放射能が十分に減衰するまでに数万

年かかるため、人間の生活環境から厳重に隔離する必要がある」（経産省資源エネ
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ルギー庁）からです。海外ではスウェーデンとフィンランドが使用済み核燃料を地

下に埋める最終処分場を決定しましたが、先進国では例がありませ。

日本の電力会社が原発で利用した使用済み核燃料は、これまで英国とフランスに

依頼して再処理してきたが、今後は電力会社が出資する日本原燃が青森県六ヶ所村

で営業運転を目指す再処理工場で MOX 燃料を加工、高レベル放射性廃棄物をガラ

ス固化する方針です。既に海外で再処理された日本の高レベル放射性廃棄物（ガラ

ス固化体）は国内外に約 2500 本あり、「これまでに原発から出た使用済み核燃料を

再処理すると、約 2 万 5000 本のガラス固化体が生まれる」（資源エネルギー庁）と

いわれています。この計画は日本原燃の再処理工場のトラブル続発で遅れに遅れて

います。営業

運 転はこ れ

ま でに何 度

も 延期と な

り、実質的な

運 転開始 の

目 処はた っ

ていません。

そ の貯蔵 管

理 施 設 に

6075 本まで

一 時貯蔵 で

きるが、青森

県 は高レ ベ

ル 放射性 廃

棄 物の実 質

的 な最終 処

分 場とな る

こ とを拒 否

しており、将

来 的には 別

の 場所に 最

終 処分場 を

作 る約束 に

なっています。 たまり続ける使用済核燃料棒
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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。

ⅳ．冷却材喪失で重大事故

原発の熱効率は 30％しかありませんから、1 基の発電量が 100 万 kw の原子炉の

総熱出力は約 300 万 kw にもなります。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ります。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ことに

なりますので、海洋の生態系に重大な影響を与えています。

（課題 9）燃料棒にたまっている放射性物質からの膨大な熱(崩壊熱)で水がなくなり、

空だき状態になります。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ます。

ⅴ．「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あ

りません。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

ました。日本の面積は地球の表面積のわずか 0.3％、そこに世界の地震の 10％が集

中しています。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

いません。
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日本周辺の 4 つのプレートと活断層の分布・原発の位置

2012 年 7 月、全国の原発敷地内

の再検証が行われた結果、動く可能

性が否定できない断層が次々とと浮

上し、再調査が必要な原発は 6 か所

にもなりました。2013 年 5 月 15 日、

原子力規制委員会は有識者らの評価

会合を開き、本原電敦賀原発 2 号機

直下の断層は耐震設計上考慮する活

断層である」と断定する報告書をま

とめました。

敦賀原発直下の断層

ⅵ．原子力発電の異質の危険性

チェルノブイリや福島第一原発事故を見れば明らかです。他の事故にはない放射能

の影響で、広範囲の地域に数 10 年間も人が住めなくなるのです。
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③ 原発に関連する事故

ⅰ．スリーマイル島原発事故

1979 年、アメリカ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しました。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りました。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ません。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ます。

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

ました。この原子炉は「黒鉛減速軽水冷却沸騰水型炉」で福島の「沸騰水型軽水炉」

と構造は違いますが、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きました。原子炉に近づくことも核燃料を取

り出すこともできないので、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ます。

汚染地域は、14 万５千 km2で、日本面積の 40％に相当します。強制移住地域は

１万 km2もあり、東京都の 4.57 倍の面積と同じになります。

チェルノブイリ原発の模式図 チェルノブイリの放射性物質の汚染地図
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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を加工中に、

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 時間持続しました。

これにより、至近距離で中性子線を作業員 3 名中 2 名が死亡、1 名が重症となった

他 667 名の被爆者を出しました。この事故で亡くなった２名の被曝量は、推定で O

氏(当時 35 歳)が 16～20Sv 以上、S 氏が 6～10Sv でした。このときに核分裂したウ

ラン燃料はわずか 1mg とされています。図にあるように、O 氏の染色体は放射線

によってばらばら

に断ち切られてい

ました。O 氏の皮膚

はひどくただれて

しまい、皮膚の移植

手術も行はれたが、

治癒しませんでし

た。 左は正常な染色体の顕微鏡写真(順番に並べたもの)。右は高線量被曝

によりばらばらに破壊された O 氏の染色体の顕微鏡写真(被曝 4 日目)

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

（課題 10）日本の原発数は 2011 年時点で 54 基でした。2013 年 5 月現在、福島原発の

4 基が廃炉になり、稼働中の原発は大飯原発 3・４号機の 2 基のみになっています。

世界の原子力発電開発の動向(2011 年 1 月 1 日現在)
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日本の発電設備容量と最大需要電力量の推移

（課題 11）2000 年代の発電設備容量は、火

力が最も大きく次いで原子力と水力が

ほぼ等しくなっています。原発は 1960

年代後半から運転を開始し、徐々にそ

の数を増やしてきました。

原発は出力の調整が難しいので、そ

の稼働率を高めるために水力や火力の

稼働率が低く抑えられてきました。右

の図では原子力の設備利用率が 61％に

なっていますが、1990 年代後半には 80

％前後もありました。

上の図で最大需要電力量の推移をみ

てみると、1990年代の一時期を除いて、

原子力なしでも火力と水力でまかなえ

ています。

原子力の設備利用率から発電量は約

250 億 kwh になります。これを火力の

設備容量でみると約 20％ですから、火

力の設備利用率を 70％にすればよいのです。 日本の発電設備容量と設備利用率
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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いました。

この水爆の威力は、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りました。

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

でかけていました。船の乗務員は巨大な火の玉を目撃し、大きな音を聞きました。

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

ってきました。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)が亡くなりまし

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りました。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ました。

■Ｗikipedia ビキニ環礁より

1954 年 3月 1日、ビキニ環礁で行われた水爆実験（キャッスル作戦）では、広島

型原子爆弾約 1000 個分の爆発力(15Mt)の水素爆弾（コード名ブラボー）が炸裂

し、海底に直径約 2 キロメートル、深さ 73メートルのクレーター(通称、ブラボ

ー・クレーター)が形成された。このとき、日本のマグロ漁船・第五福竜丸をは

じめ約 1000 隻以上の漁船が死の灰を浴びて被曝した。また、ビキニ環礁から約

240km 離れたロンゲラップ環礁にも死の灰が降り積もり、島民 64人が被曝して避

難することになった。

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」

と署名運動を始めました。この署名は、翌年の 8 月には 3000 万人を突破しました。

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」が開催されました。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ました。また、有名な「ラッ

セル＝アインシュタイン宣言」が 1955 年 7月 9日に決議されました。

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
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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 万人を超えました。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りました。

・1955 年 11 月 14 日ワシントンで、日米原子力協定が調印されました。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ま

した。

・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ました。

・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ました。この内容は、長く非公開だっ

たが、1998 年に正式に全文が公開されました。

・1961 年、「原子力損害賠償法」がアメリカにならって制定されました。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ます。

《プライス・アンダーソン法（1957 年制定）

原子力損害の賠償に関するアメリカの法律。原子力損害が起きたときの事業

者の責任は、賠償措置額に上限(約 126 億ドル)を設ける、いわゆる「有限責任

主義」をとっています。》

・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りました。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ました。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

設したものです。

《ターンキー契約

工場や発電所などのプラントの建設の請負契約において、全体を一括して請

け負って試運転を行い、スイッチを入れればすぐ運転を開始できる状態にして

引き渡すことを約束した契約のこと。》

・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まし

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

なりました。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

とができます。この交付金は、いったいどこから出てきたお金でしょうか。実は、



26

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

支給されています。「電源開発促進」とい

う名目にもかかわらず、この税収の 7 割

が原発関連に使われているのです。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、計画はなくなりました。

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

ら算出されています。事業報酬は、電力 自治体への原発交付金

会社が持っている「資産」に一定の報酬

率（約３％）を掛けたものです。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のです。

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。

・ 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
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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。』と書いているのです。

図 16．原子力発電所の五重の壁

《文部科学省が発行した旧副読本》

日本の原子力に関する国の旧副読本と特徴
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◎ 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

す。このグラフから、東京電力

の宣伝費は 1960 年代に比べ大

幅に増加しています。

・ 大手新聞社の紙面に、「安全」を

を訴える全面広告を出しました。

・ 原発招待旅行を実施し、原発内

部の見学会を催し「安全」をＰＲ

しました。 東京電力の広告費の推移

・ 右の図は、朝日新聞全国世論調査

における「原発利用の賛否」を表

したものです。1986 年までは､原

発利用に賛成する割合が高かった

のですが、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

逆転しました。しかし、福島原発

事故の直前では再び賛成する割合

が高くなっています。巨額の宣伝

費が効果をあらわしたといえます。 原発利用の賛否

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ります。しかし、ウラン

も鉱物なので当然限りがあります。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す。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で燃やすと、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ました。「もんじゅ」，「常陽」と名付けた高速増殖炉

がつくられましたが、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

いません。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てしまいました。

「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

ままでした。2010 年に 15 年ぶりに動かしたものの、事故でまたも停止しました。

この間に使われた税金は１兆円以上です。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のです。



29

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ます。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

保管されています。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

れました。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のです。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

門家からも出ています。しかも、大間に建設予定の原発は、フル MOX 燃料で運転

することになっています。記事は「もんじゅ」に関する朝日新聞掲載の記事です。
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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

られました。全国から使用済み核燃料を集めて処理しようとしましたが、ここで

もトラブル続きで完成が大幅に遅

れています。この再処理工場の建

設費は 7600 億円とされていまし

たが、現在すでに 2 兆 2000 億円も

の費用がつぎこまれています。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ます。

核燃料サイクルの破綻

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」といわれます。

正しくは、「原子力は発電時に二酸化炭素を出さない」です。ウラン山から採掘さ

れる天然ウランにはウラン 235 が 0.7％しか含まれていません。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います。こうしたそれぞれの工

程（図）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す。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す。

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

はとても言えません。 100 万 kw の原発に必要なウラン燃料の流れ

ⅳ．原発のコストは安い

次の図は政府による電源別の発電コストを示しています。この図によると、発電

コストが一番低いのは原子力です。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ます。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、図のようになります。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

ます。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きます。
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電源別発電コスト 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ました。（緊急停止）

政府が半径 3km 圏内に避難指示，10km 圏内に屋内退避を指示しました。

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、非常用ディーゼル発電機が起動しました。

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

全に失われました。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

機能も失われました。

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℃になりました。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）する操作によって、放射性物質が

拡散されました。

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(ジルコニウム合金)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）が起こりました。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ました。
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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

されました（海への放出分は含まれない）。こ

れは、チェルノブイリ原発事故 520 万テラベ

クレルの 16％に達する量です。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

れました。

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

備区域が定められました。2012 年 8 月 14 日

現在の避難者数は､約 16 万 2000 人です。 第１原発「警戒区域」
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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」

（課題 13）

・第 1 の壁（ペレット）…… 温度が 2400℃を超え、燃料そのものが溶融しました。

・第 2 の壁（燃料棒被覆管）…… 温度が 1800℃を超え、ジルコニウム合金ででき

た被覆管は溶融しました。

・第 3 の壁（原子炉圧力容器）…… 炉心溶融（メルトダウン）により圧力容器の

底が貫通しました。

・第 4 の壁（原子炉格納容器）…… 溶けた燃料で貫通した，水素爆発の影響で格

納容器が損傷しました。

・第 5 の壁（原子炉建屋）…… 水素爆発で建屋が損壊しました。

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）1980 年は、火力の中では石油火力の発

電量が最も多くて 46％、次に天然ガス 15%，、

石炭火力は 5％にすぎません。原子力は、石油

火力に次いで２番目、17％を占めています。

（
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（課題 15）前ページの図は「原子力・エネルギー」図面集 2011 より引用しています。

・アメリカの特徴は、石炭火力が半数近くを占め、原子力が 5 分の 1 を占めてい

ることです。

・ドイツの傾向はアメリカに似ていますが、その他が 1 割を超えています。これ

は、ドイツが自然エネルギーの普及に力を入れていることを示しています。原

子力がまだ 4 分の 1 ありますが、ドイツのメルケル政権が、昨年３月 11 日の

東日本大震災による原発事故を受け、シュレーダー政権時の「2022 年全停止」

（脱原発）へと政策スタンスを元に戻しました。二転三転したのち、「脱原発」

へと民意の合意形成がようやく整ったわけで、福島第一原発の放射能漏れ事故

が、ドイツ国民にも強い衝撃を与えたのでした。

・イタリアでは旧ソ連で起こったチェルノブイリ原発事故を受け、1987 年の国

民投票で原発廃止となっていました。ところが、これに対して原発推進派のベ

ルルスコーニ政権が台頭したことで、再び原発を新設するかどうかが問われて

いました。原子力発電所を再開するかどうかの国民投票が実施された結果、再

開への反対票が 94％となり、脱原発へと民意が傾いていることが確認されまし

た。

（課題 16）1980 年と 2011 年の日本の電源別発電量を比較すると、石油火力が大幅

に減って石炭火力と天然ガスが増えています。また、原子力 4 分の 1 近くを占め

るまでになっています。これらに対し、その他（自然エネルギーなど）はほとん

ど増えていません。

② 風力発電
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（課題 17）風力発電の設備容量は、2009 年までアメリカがトップでした。しかし中

国が急激に設備容量を伸ばし、現在では世界 1 位です。

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

んでいません。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ります。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ます。

③ 太陽光発電

（課題 18）太陽光発電の

設備容量はドイツが

断然トップです。日

本はスペインに次い

で 3 位になっていま

す。

日本の技術力は世

界一といわれますが、

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 位へ転落しました。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％を占めていましたが、

現在では、中国，アメリカについで 3 位です。2009 年のシェアは 14％にまで落

ち込んでいます。

④ 地熱発電

（課題 19）日本の地熱資源量は世界 3

位ですが、設備容量では 6 位にと

どまっています。世界では、2005

～2010 年の５年間に発電量が約

20％増加しました。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 にすぎません。一

方、日本の地熱発電に関する技術

は高く、2010 年時点で日本企業が

世界の地熱発電設備の 70％を供

給しています。今後が期待できる

発電方法です。
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（課題 20）再生可能エネルギーについての調べ学習なので、インターネットの活用な

ど生徒の自主的な取り組みを援助する。

《教師の課題》

日本で再生可能エネルギーがなかなか普及しない背景には、「国のエネルギー政策」

と「電力会社の独占体制」があります。

① 2013 年 2 月 8 日 経済産業省・電力シ

ステム改革専門委員会の報告書

② 固定価格全量買い取り法（FIT 法）と制

度上の課題

③ 電力自由化と

発送電分離


