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第 1 章 原子と核分裂エネルギー

第 1 節 原子核は何でできているか（原子核の構造）

すべての物質は原子という小さな粒子

からできており、一つ一つは、目に見え

・ 原子核 ないほど小さいが、ビー玉のような単純な
げ ん しか く

構造ではなく、中心に原子核があり、そのま

・ 電子 わりを電子という粒子が運動している。
で ん し

原子の構造

原子核はさらに陽子、中性子という粒子からできている。

原子をつくっている粒子

(1 陽子 )…＋ 1 の電気をおびている

原子核

原子 (2 中性子 )… 電気的に中性の粒子。

陽子 1 個とほぼ等しい質量をもつ。

(3 電子 )… － 1 の電気をおびている。

質量は陽子の約 1/1840

原子核に含まれている陽子の数Ｚと中性子の数Ｎとの和、Ｚ＋Ｎをその原子の

（4 質量数 ）という。 陽子の数Ｚを、その原子の（5 原子番号）とする。

陽子の数 Ｚ 個

原子核の電荷＋Ｚ

原子番号Ｚの原子 中性子の数 Ｎ 個

電子の数 Ｚ 個

同位体

原子番号が同じであって（1 中性子 ) の数が違うもの、すなわち質量数

が違う原子を互いに(2 同位体 )(アイソトープ) であるという。

同位体の表し方

質量数 Ｃ 元素記号

( 陽子の数＋中性子の数)

原子番号（= 陽子の数）

同位体は化学的には全く同じ性質なので、放射線を出す同位体（放射性同位体）

を化学的に処理しても、放射線を出さない原子には変えられない。
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第 2 節 質量がエネルギーに変わる（核分裂反応とエネルギー）

（問い１）

広島に落とされた原子爆弾は、わずか６０㎏のウランで作られていた。しか

も、あの膨大なエネルギーは、６０㎏のうちのわずか１％あまりのウランの核

分裂によって生み出されたものである。 ウラン１㎏が核分裂するときのエネル

ギーは、ＴＮＴ火薬にして何トン分に相当するだろうか。（広島原爆では爆心地

から半径２㎞の木造家屋が爆風によって全壊している。通常の２５０㎏爆弾で

は半径５ｍの木造家屋が全壊すると言われている。２５０㎏爆弾の爆薬の量は

およそ１００㎏である。）

１５０００トン分に相当する （ρ＝１８．９５、１㎏は５２．８㎤）

ミカン１個より小さい

（問い２）

このすさまじいエネルギーはどうして生ずるのだろうか。

普通の火薬では、火薬が一瞬に燃えることが爆発である。火薬を作っている原

子がバラバラになって酸素原子と結合することが一瞬に起こるのが爆発である。

火薬の中での、結合エネルギーの大きな不安定な状態から、エネルギーの小さな

安定した状態に変わる。このエネルギーの差が、爆発のときに生じるエネルギー

の源である。原子の結びつきがかわることによって取り出されるエネルギーなの

で、このエネルギーを「化学エネルギー」とよんでいる。

核分裂の場合も基本的には原子と同じで、エネルギー状態が高い、不安定な大

きな原子核から、エネルギー状態の低い、安定した小さな原子核へと分裂して、

そのエネルギーの差が、「核エネルギー」として放出される。化学反応との大き

な違いは、原子核そのものが変わってしまうことである。

（問い３）

どんなふうにして、原子に核分裂をおこさせるのだろうか。

原子核よりも小さなもので、陽子や電子の電気的な反発を受けない、電気を

持たない粒子を（1 ぶつける ）。 （2 中性子 ） がよい。

ウラン２３５は、不安定な大きな原子核の１つだが、これに（3 中性子 ）

を当てると、原子核の中に（３）が取り込まれて、いっそう不安定になり、全体

が激しく振動し始める。振動しているうちに細長い形になるときがあると、陽子
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同士の反発力のために、ますます引き離され、２つに分かれてしまう。このとき

２～３個の中性子が飛び出てくるので、別のウラン原子核があれば、また核分裂

がおこる可能性がある。

分裂してできた原子核と中性子を全部集めたら、もとの原子核と中性子を合

わせた質量と比べて、質量は少なくなっている。この少なくなった質量が、アイ

ンシュタインの特殊相対性理論で表される関係式（Ｅ＝ｍｃ２）で、膨大な量の

エネルギーに変わっている。

第 3 節 広島・長崎の悲劇を繰り返さないために（原子爆弾の原理）

ウラン２３５という原子核に中性子を当てると

２つの小さい原子核に分裂する。そのとき２個から

３個の中性子が飛び出す。このうち１個でも、また

別のウラン原子核にぶつかれば、核分裂がまた起こ

る。このように核分裂が続けて起こることを「連鎖

反応」という。

核分裂がゆっくり起こるように、中性子の数を

減らしているのが、原子力発電を行う「原子炉」である。一方、中性子の数を増

えるにまかせて、核分裂が次々と起こるようにしていくと、一瞬のうちに、巨大

なエネルギーが生まれてくる。これが「原爆」である。

（問い）

連鎖反応はどんな小さいかたまりでも起きるのだろうか。それとも、ある一

定以上の量がないとだめなのだろうか。

かたまりが（1 小さい ）と、分裂して出てきた中性子が別の原子核にぶ

つからないうちに、かたまりの外に出てしまい、続けて核分裂が起こらなくなっ

てしまう。だから、連鎖反応を持続させるには、かたまりの大きさは（2 ある程
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度以上 ）必要である。この必要最小限の質量を「3 臨界量 」とい

っている。ウラン２３５では１５㎏、プルトニウムでは４．４㎏である。（臨界

量は状態・密度によって変わる）（ ＪＣＯ臨界事故の臨界量は３ｋｇであった。）

第 4 節 見えない恐怖・放射能（※放射線の種類と単位と許容量）

身近に利用している放射線というとＸ線（レントゲン線ともいう）だが、これ

は１８９５年にドイツのレントゲンが真空放電の研究中に、偶然発見した。正体

がつかめない光線であったことから、Ｘ線と名付けた。

放射線は、においも味もなく、人間の五感ではまったく感じられない、大変し

まつの悪いものである。広島や長崎に原爆が投下された直後、焼け野原と化した

爆心地近くに、救援活動や肉親探しに来た人々に対して、何年か何十年かの後に

放射線障害を起こしている。この見えない恐怖・放射線は、写真フィルムを感光

させたり、物を電離（イオン化）させたり、蛍光物質を発光させたりする性質を

持っているので、この性質を利用して、その存在を調べたり、利用したりしてい

る。Ｘ線は医療関係に大きな利益をもたらしたが、電離作用のために染色体中の

遺伝子を傷つけるため、多くの放射線障害をもたらした。最近では妊婦に対する

Ｘ線写真は、胎児の被曝による小児ガンの発生確率を上げることがわかり、妊婦

に対してはよほどでないとＸ線写真は撮らないようにしている。

放射性物質の発見

放射管以外からも放射線が出ていることを、フランスのベクレルが１８９６

年にウラン化合物と蛍光との関係を研究していて偶然発見した。その後、１８９

８年、フランスのキュリー夫妻によるラジウムの発見と放射能の研究によって、

「放射能」とは、フィルムの感光作用、蛍光作用、電離作用を示す能力を意味し、

放射能をもつ物質から出る電磁波や微粒子を「放射線」と呼ぶことになった。生

涯を放射能の研究にかけたキュリー夫人は、２つのノーベル賞を与えられたが、

白内障と白血病という、放射線障害に侵され、６６歳でこの世を去った。

放射線の正体と性質

イギリスのラザフォード等によって、天然物質から出る放射線は、α（アル

ファ）線、β（ベータ）線、γ（ガンマ）線の３種であることがわかった。この

他、中性子線、陽子線などがその後発見された。

（問い１）

放射線を、磁石の中を通してやると、曲がるものと、まっすぐ進むものとが

あることがわかる。曲がるのはなぜだろうか。
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（1 電気 ）を帯びた粒子（荷電粒子）

は磁場から力（ローレンツ力）を受けるか

らである。そこで、放射線は大きく分けて、

（2 電磁波 ）と（3 粒子の流れ ）

とに分けることができる。

α線：ヘリウム原子核

β線：電子線

γ線：電磁波

放射能・放射線の単位

〈放射能の強さの単位〉

１ベクレル〔Ｂｑ〕＝１秒間に１本の割合で出す放射能の

強さ。

１キュリー〔Ｃｉ〕＝１ｇのラジウム２２６が１秒間に出

す放射能の強さ＝１秒間に３７０億本の放射線（核崩壊数）

＝３．７×１０１０ベクレル

１ピコキュリー＝１分間に２．２本の割合で出す放射線

＝１×１０－１２キュリー

＝０．０３７ベクレル

〈γ線・Ｘ線の空気中の照射線量の単位〉

１レントゲン〔Ｒ〕＝１㎏の空気中に２．５８×１０－４クーロンのイオンを

発生させる線量＝１㎝２当たり約１０億本の放射線が通過する線量

（空気１㎏は約９００ℓ）

〈物質に吸収される放射線の吸収線量の単位〉

【参考】１グレイ〔Ｇｙ〕

吸収した放射線のエネルギーの総量（吸収線量）を表す SI 単位であ

る。表記は Gy である。単位質量当りの物質が放射線によって吸収した

エネルギーを表す。この単位はすべての物質、あらゆる放射線に適用さ

れる。1 グレイ＝ 1J/kg のエネルギー吸収と定義される。

〈生体への被曝の大きさの単位〉

１シーベルト〔Ｓｖ〕

生体（人体）が放射線を受けた場合の影響は、受けた放射線の種類（アルファ

線、ガンマ線など）によって異なるので、吸収線量値（グレイ）に放射線の種類
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ごとに定められた放射線荷重係数 WR を乗じて線量当量（シーベルト）を算出

する。

【参考】 Sv=放射線荷重係数× Gy

放射線荷重係数 WR は、放射線種によって値が異なり、X 線・ガンマ線・ベー

タ線では WR=1、陽子線では WR=5、アルファ線では WR=20、中性子線ではエネ

ルギーにより WR=5 - 20 の値をとる。（通常はグレイとシーベルトは同一と考え

てもかまわない）

１ラド〔ｒａｄ〕＝１㎏の物質が０．０１ジュールの放射線エネルギーを吸

収したときの吸収線量（吸収線量は物質により異なる）＝０．０１グレイ

１レム〔ｒｅｍ〕＝γ線（Ｘ線）やβ線を１ラド被爆したときを基準にした吸

収線量（線質係数１） 1 Sv = 100 rem = 100,000 mrem (ミリレム)

１レム＝ 0.01 シーベルト＝１０ｍシーベルト

許容量の考え方

日本の法律では、１９９０年の国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）の勧告に

基づいて、放射線従事者は年間５０ｍシーベルト（継続する場合は１年当たり 20

ｍシーベルト），一般人は年間１ｍシーベルトを線量限度（もとは「許容量」と

いわれていた。）としている。この線量はどのように考えたらいいかというと、

実は、放射線の障害には、ある程度まとまった線量（限界線量）以上浴びないと

起こらないタイプのもの（非確率的影響）と、少ない被曝でもそれなりの割合で

障害が起こってくるタイプのもの（確率的影響）の２種類がある。もしも、放射

線障害が前のようなタイプだけなら、限界以下に被曝をおさえておけばよいのだ

が、実際には後のようなタイプ（その代表的例がガンとか遺伝的障害）もあるの

で、「放射線被曝は少ないに越したことはない」という原則に基づいて考えた方

がよい。

【参考】

放射能と放射線の電球と光による譬え

電球 ＝ 放射性物質

電球数 ＝ 放射性物質量 Bq (ベクレル)、Ci (キュリー)

光量 ＝ 放射線量

光 ＝ 放射線

影響 ＝ 被曝量 Sv (シーベルト)

光る能力＝ 放射能
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Gy (グレイ) は空間線量率

Sv (シーベルト) は等価線量(人体への影響)

【参考】

高線量放射線 （主に Wikipedia 「被曝」による）

2,000 Sv 垂れ流しの汚染水

1,750 Sv 高レベル放射性廃棄物ガラス固化体

1,250 Sv 象の脚（チェルノブイリの溶岩）

100 Sv 即死

. ～ 100 Sv がんの放射線治療を行なうときの局所的な照射(部位によって異なる)

. 50 Sv (局部照射)壊死

7 Sv 致死率 99%

4 Sv 致死率 50%

3 Sv 免疫不全、回復不能な脱毛症・不妊症、失明など

2 Sv 倦怠・疲労感、急性白血病、回復不能な無精子症

1 Sv (1,000mSv) 「重度放射線障害」

核焼け（皮膚が真っ黒になる）、嘔吐、出血、脱毛など 致死率 5%

500.0 mSv 急性放射線障害 皮膚の火傷、白内障、吐き気、嘔吐、頭痛、リ

ンパ球の減少など

250.0 mSv 胎児の奇形発生(妊娠 14 ～ 18 日) 一時的な白血球の減少

↑原発作業員新緊急基準

150.0 mSv 一時的な無精子症

－－－－－－－－－－－－－これ以下の被曝では放射線障害の臨床的知見はない

100.0 mSv 原発作業員緊急基準（5 年間） ，ガンの死亡率が 0.5 ％上昇

電離放射線障害防止規則による放射線業務従事者（妊娠可能な女

子を除く）が法定の 5 年間にさらされてよい放射線の限度。

50.0 mSv 原発作業員通常基準(年間)

20.0 mSv X 線 CT スキャン 1 回 ，（放射線業務従事者の被曝線量の上限（年

間））

10.0 mSv ガラパリ(ブラジル)の人が年間に受ける自然の放射線量

4.0 mSv 胃の X 線撮影(1 回)

2.4 mSv １年間に自然界から受ける放射線量の”世界平均”

2.0 mSv 原発作業員の被曝線量の上限（妊娠している女性）

（妊娠中の女子が妊娠を知ったときから出産までにさらされてよ



- 8 -

い腹部表面の放射線の限度。）

1.4 mSv 日本人が 1 年間に自然から受ける平均の放射線量

1.0 mSv 原子力施設から漏れる放射線の公衆への基準(年間)

0.6 mSv 胸部 X 線撮影(1 回)

0.2 mSv 東京－ NY の国際線の往復で受ける放射線量

一般公衆が 1 年間にさらされてよい人工放射線の限度（ICRP の勧告）。

0.05 mSv 原子力発電所（軽水炉）周辺の線量目標値（年間）

(1 Sv = 1,000 mSv)

安斎育郎『福島原発事故』（かもがわ出版 2011 年 5 月 13 日）より複写

第５節 被曝線量の計算練習

（演習１）

３月１８日，福島原子力発電所、２号機のタービン建屋地下１階で放射線量を測定

したところ、作業員の被曝線量の上限（２５０ｍＳｖ）を上回る毎時５００ｍＳｖだ

ったという。 原発作業員通 常基準(年間)50.0 mSv の値を守ろうと思うと，タービン
つうじょうきじゅん

建屋地下１階で作業できる時間はいくらになるだろうか。原発作業員新緊 急基準（年
げんぱつ きんきゅうきじゅん

間）250.0 mSv の値を守ろうと思うと，タービン建屋地下１階で作業できる時間はい

くらになるだろうか。

１時間＝６０分なので，

５００

５０
×６０分＝６分
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となり（1 ６分 ）以内に作業を終えないと基準値を超えてしまう。

新緊急基準でも

となり（2 ３０分 ）程度しか作業できない。

（演習２）

飯舘村周辺放射能汚染調査チームが，３月２８日，２９日に測定した値は，最大値

で３０μＳｖ／ｈ（畑地）であった（少ないところでも２～３μＳｖ／ｈ。大阪の値

は０．０６μＳｖ／ｈ。）。この放射線量が１年間続くとして，この畑で１日８時間作

業を行うとすると，一般公衆が 1 年間にさらされてよい人工放射線の限度（ICRP の

勧告）の１ｍＳｖを超えるのに何日かかるか。また，電離放射線障害防止規則による

放射線業務従事者（妊娠可能な女子を除く）が法定の 5 年間にさらされてよい放射

線の限度である１００ｍＳｖを超えるのに何年かかるか。

１μＳｖ＝０．００１ｍＳｖなので，事故以前とくらべた１日当たりの被曝線

量の増加は，

（30-0.04）μＳｖ／ｈ×８ｈ×０．００１ｍＳｖ／μＳｖ≒ ０．２４ ｍＳｖ

となり，およそ（3 ５日 ）で超えてしまう。

放射線業務従事者の被曝限度を超えるのは

１００ｍＳｖ÷０．２４ｍＳｖ／日≒ ４１７ 日

となり，（4 ２年 ）たらずで法定線量を超えてしまうことになる。

（放射性物質は３月１５日に飯舘村に降下しているので，９０日間の積算被曝線

量は、最大（5 ９０ｍＳｖ ）と計算されている。）

第６節 トイレなきマンション－原子力発電とその問題点

世界有数の地震国であるにも関わらず、米国，仏に次ぐ世界第３位の日本の原

発は、２０１２年現在、５０基存在し、内 2 基が運転中，計画中１４基という原

発国となっている。原発は、その運転にともなって生じる利益に比べ，多くの問

題点を持っている。原発の原理とそのおもな問題点について学習する。

（問）

原発では，原子炉の中で，ウラン 235 を燃料にして、原子核分裂を連鎖的に起さ

せ（連鎖反応），そのエネルギーで発電している。 では，核エネルギーをどのように

電気エネルギーに変えているか。 次のア～ウから選ぼう。

５００

２５０
×６０分＝３０分
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ア．核分裂で生じる多量のβ線は電子の流れだから，このβ線を補集して発電し

ている。

イ．核分裂によって生じる熱で，物質をイオン化して，そのイオンを電圧をかけ

て分離し，集めて発電する。

ウ．核分裂によって生じる熱で，水を沸騰させ，その水蒸気でタービンを回し発

電している。

正解（ ウ ）

原子炉の原理は，炭が燃え続けるように，燃料のウランの原子核分裂を徐々に

連鎖反応させるものである。原子炉の運転には（1 核燃料），核反応を制御する

ための（2 制御棒），核反応を進みやすくするため中性子を減速する（3 減速材）、

核反応によって生じる熱を取り出し，燃料などが溶けないようにする（4 冷却材）

の 4 つが最低必要なものである。もちろん実際には，この他に放射線防護の面か

ら，（5 格納容器）が必要となる。

日本の発電用原子炉は、減速材と冷却材に軽水（重水に対し普通の水のことをさ

す）を使った軽水炉で，米国から輸入したり，技術提携して国産化したものであ

る。軽水炉は、原子力潜水艦用に開発されたものを大型化して、発電用に転用し

たものだから、燃料は特別に加工し

た濃縮ウランを使用するなど、安全

よりも効率を追求した炉で，技術的

にまだ末解決な点が専門家によって

指摘されている。

［質問］ 日本の原子力発電所は、

どんな場所に建てられているか。

予想（ ）

原子力発電所のある 16 ヶ所すべて

が、（1 海岸）にある。
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その理由は，冷却水として大量の（2

海水）が必要だからだ。原発１基の発

電量は約 100 万 kw で、火力より大きく，

熱効率は火力より低い 30 ％なので，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 200 万

kW の熱は，冷却材を使って自然界に捨

てなくてはならない。この冷却材とし

て大量の海水を使うためだ。

しかし，いくらでもある海水だといっても，温度が（2 7 ℃）位高くなっ

た水が，毎秒 70 トン（約２教室分）と排水されるのだから，魚の住む環境は大

きく変化し，生態系は破壊され、すっかり変わった海になる。このため，漁業関

係者にとっては死活問題となり，原発に強く反対している。

【資料】 日本の原発で多発している，典型的事故例

・燃料棒の折損事故及び異常湾曲：1973 年福井県美浜原発で，定期点検の際発見

された事故で，軽水炉では，燃料棒集合体の狭いすき間を高速の水を通し，燃料棒

の表面温度を 340 ° C にしているが，中心部は 2600 ° C にもなっているため，燃

料棒の表面金属が減肉し，曲がり、折損し，ウランが炉の底に崩れ落ちていたのが

発見された。このため、外部に放射能もれも発生したが，電力会社は 3 年間もひ

た隠しにしていた。

・応力腐食割れ：原子炉の圧力容器やそれに直結する配管，蒸気発生器の細管など

に，応力腐食割れとよばれるひび割れ，ピンホール，減肉現象が多発し，原子炉を

たびたび停止する事故が起きている。この原因については不明な点もあるが，高温

の水中の不純物との化学作用と、配管材料にかかる応力との相乗効果によると推定

され，運転してから 5 ～ 10 年経過してから発生するので，実証試験もやりにく

く，やっかいな問題になっている。

【資料】 重大な死亡事故 （２００４年８月福井県美浜原発にて）

3 号機二次冷却系の復水配管（第 4 低圧給水加熱器～脱気器間）から蒸気漏れ。

事故当時、現場のタービン建屋内では、定期点検の準備の為、211 名が作業をして

おり、問題の配管室内には 11 名の作業員がいた。事故発生に伴い、11 名のうち 4
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人が死亡、7 人が重軽傷を負った。死亡した 4 名の死因は全身やけどおよび、ショ

ックによる心臓停止とのこと。また、事故から 17 日目の 8 月 25 日には、全身や

けどを負っていた作業員が死亡し、この事故での死者は 5 人目となった。尚、美

浜発電所の加圧水型原子炉は、放射性物質を一次冷却系にとどめることが出来る設

計の為、この事故での被曝者はいない。事故の原因としては、配管の磨耗による破

損である可能性が高い。この配管は設置時は肉厚 10mm であったが、高温高圧の

冷却水によって磨耗し、事故当時は肉厚 1.4mm にまで磨耗していた。本来は肉厚

4.7mm まで磨耗してしまう前に予防措置をとるという内部規則があったにもかか

わらず、この個所は稼動以来一度も点検さえ行われておらず、管理体制の不備が指

摘されている｡運転中の原子力発電所における死亡事故としては国内初である。ま

た、原子力関係施設での死者は、東海村 JCO 臨界事故の被曝事故以来 7 人目とな

った。放射線被曝による死亡事故ではない為、ＩＮＥＳでの事故評価は「0+」と

なっている。しかし、この事故は労働災害としても極めて重大であり、国内の原発

事故史上初の「重大災害対策本部」が設置される事態となった。現在、原子力安全

・保安院、厚生労働省福井労働局、警察当局が原因究明や関西電力の安全管理体制

と責任について調査している。さらに、原子力安全・保安院は全国全ての原子力発

電所、火力発電所についても調査する事を決定。 （出典: フリー百科事典『ウィ

キペディア（Wikipedia）』）

原子力発電所を運転するための被曝

原発では，事故や故障で修理作業をしたり，定期点検をする際，放射線を浴び

ながら作業しなければならないという問題がある。この原発労働者の被曝の実態

は，堀江邦夫著「原発ジプシー」，森江信著「原子炉被曝日記」などで明らかに

され，下請労働者の非人道的扱いが知られるようになった。例えば，１日の被曝

線量は 1 ミリシーベルトとなっているから，1 時間で１０ミリシーベルトの場所

で作業すれば，1 人当たり 6 分間の作業時問しかなく，次々と別の人が続きの作

業をするという，いわば人海作戦の作業なのだ。しかし，実際には，放射線被曝

は特に多量でない限り，その場では痛みもなにも自覚症状がないのと，短時間労

働のため，ついつい被曝線量を偽って働くことになる。その結果，数年して放射

線障害で倒れるという悲劇が生まれる。
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原子力発電所を運転すると必ず生じる放射性廃棄物

（質問）

放射能の最も強い高レベル廃棄物は使用済核燃料で，100 万 kw の原発で毎年 30

トン位は出る。これは，広島型原爆１千発分にも相当する「死の灰」だ。この「死の

灰」はどう処理されるのだろうか。

（ ）

まず，原発内のプール内で，（1 半年間 ）以上，運搬可能な核反応熱に

おさまるまで冷却し続ける。その後，保管しやすいように処理する（2 再処理工

場 ）に運び，再利用できる部分とそうでない廃棄物に分ける。廃棄物は

（3 50 ）年位は冷却しながら保管した後，（4 永久 ）に地下貯蔵する。
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第２章 福島第一原子力発電所事故

第 1 節 絶対安全と説明されてきた原子力発電所

（問い）

日本国政府も電力会社も，日本の原子力発電所は，絶対安全で，重大事故はおこ

らない，と説明してきた。どのように安全であると説明されてきたのだろうか。今

回の福島第一原発事故で，それらの対策はどう効果がなかったのだろうか。

5 重の壁

5 重の壁とは、原子炉からの放射能漏洩を防ぐために設けられた 5 つの障壁の

ことで、原子炉の安全設計の「多重防護」のうちの一つである。

第１の壁 燃料ペレット…発生する放射性物質をペレット内部に保持する。

今回の事故で→冷却材の水が無くなって，２８００℃以上の高温になり（1 融

けて ）しまった。
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第２の壁 燃料被覆管…燃料ペレットから発生する放射能が外部に漏洩すること

を防ぐ。

今回の事故で→冷却材の水が無くなって，８００℃以上になり水蒸気と反応し

て水素を発生しながら（2 無くなって ）しまった。

第３の壁 原子炉圧力容器…冷却材に溶け込んだ放射能が外部に漏洩することを

防ぐ。

今回の事故で→融けた核燃料によって底に（3 穴 ）が開いてしまった。

第４の壁 原子炉格納容器…原子炉圧力容器が破損した際に、放射能および放射

線の漏洩を防ぐ。

今回の事故で→格納容器のふたのシリコンゴムが想定を越える高温のため劣

化して（4 縮んで）しまい，隙間ができ、その結果放射性の気体や水素ガスが，

原子炉建屋に吹き出した。（2011 年 9 月 3 日放送 NHKTV 番組「サイエンスゼロ」）

地震のために配管が（5 破損 ）し，汚染水が海まで漏れてしまった。

（どの部分が破損したのかは実際はまだ不明）

第５の壁 原子炉建屋…原子炉格納容器外部まで放射能が漏洩した場合に、外部

への漏洩を防止する。

今回の事故で→発生した水素によって水素爆発がおこり，壁が（5 吹き飛

んで ） しまった。

５重の壁というものは，通常運転をしている原子炉から，放射能が外部にもれ

ないようにしたもので，今回の事故で明らかなように，過酷事故が起これば，放

射能は外部に漏れてしまうようになっている※。

※出典 武田邦彦『原発事故 残留汚染の危険性』 2011 年 4 月 朝日新聞出版

『平成１８年（２００６）４月。内閣府原子力安全委員会の原発の耐震指針を

決める基準部会で「新しい耐震指針」が提案され、東大名誉教授によって説明が

なされた。その提案は次のような考え方からできていた。

1 原発の立地が決まったら、地震の専門家を呼んで将来どのくらいの大きさ

の地震が来るかを予測してもらう。

2 予測された地震の規模に応じて、その地震で倒れない原発を建設する。

3 それを電力会社が安全に運転する。

4 地震の専門家が将来の地震の大きさを間違うこともあるが、それは現在の

科学では仕方がないことであり、それによって発生するリスクを「残余のリスク」

という。
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これは、現在の日本の原発は「地震や津波で破壊されない」のではなく、「想

定している範囲なら破壊されない」ということを意味している。

一方、日本の地震を地震の専門家が正しく予想したことはほとんどない。地震

が起こる度に「予想もできない地震だ」といわれることが多い。

人間がすることだから、想定外のリスクが残ることは考えられるし、また当然

のように思う。しかし、この「残余のリスク」という言葉を認めてしまうと、原

発は、どのような条件下にでもつくれるようになってしまう。

いつ原発が倒壊しても、残余のリスクだから仕方がないといえば責任を逃れら

れることになる。「残余のリスク」がある限り、耐震指針がないようなものであ

る。

提案された指針の目的は、耐震指針をつくったという形式的な成果と、何が起

こっても実施側の責任にならないという抜け道をつくるためと考えられる。

そして原発が壊れたときの責任は「被ばく」という形で、全ては住民が背負うこ

とになる。』

第 2 節 大地震の活動期にはいった日本列島

（問い）

２００７年柏崎刈羽原発が新潟県中越沖地震によって，原子炉の一部に水漏れや

ひび割れがおこり，電気系統から火災が発生した。想定震度を超えた地震が実際に

起こって，その揺れに耐えられずに，原子力発電所の施設の一部が壊れた，という

ことが起こったわけである。原子炉圧力容器は，地震に耐えたわけだが，今回の福

島第一原発の事故で明らかなように，電気設備が地震で破壊されて停電になり，燃

料の冷却が不可能になれば，直ちにメルトダウンが起こってしまい，炉の型によっ

ては，簡単に圧力容器に穴が開いてしまうのである。日本は世界有数の地震国であ

るが，今後，想定を超えた大きな地震が起こる可能性はないのだろうか。

２００５年２月２３日衆議院予算委員会公聴会で神戸大学都市安全研究センタ

ーの石橋教授（当時）が原発震災を強く警告している。

『■地震の活動期に入った日本

日本列島の大地震の起こり方には、活動期と静穏期というのが認めらる。

現在、日本列島はほぼ全域で大地震の（1 活動期 ）に入りつつある、と

いうことは（2 ほとんど ）の地震学者が共通に考えている。ということは、

非常に複雑、高度に文明化された国土と社会が、（3 人類史上初めて ）大

地震に直撃されることになる。
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■最悪の災害としての原発震災

普通、原発の事故というのは単一要因故障といって、どこか一つが壊れる。

で、その場合は（4 多重防護 ）システム、あるいはバックアップシステ

ム、安全装置が働いて、大丈夫なようになるというふうに作られているが、地震

の場合は（5 複数 ）の要因の故障が同時に起こり、それらが複合して、多

重防護システムが働かなくなったり、安全装置が働かなくなるとかで、最悪の場

合、炉心溶融とか核暴走とかいうことにつながりかねない。

地震ではない時に、平常時に仮に万一、浜岡で大事故が起こった時に、近隣住

民が放射能で１０００人死ぬとする。一方地震で 1 万人の死者が出たとして、そ

れが同時に起こったら、死者は１１０００人かというと、決してそうではない。

放射能から避難しようと思っても、地震の被害で、逃げようにも（6 逃げられ

ない ）。浜岡のその原発事故に対処しようと思っても、（７対処できない

）。

一方、新幹線が脱線転覆して閉じこめられたり、家屋が倒壊してその中に閉じ
てんぷく

こめられている、そういう人たちを、普段であれば、救出するということができ

るが、非常に強い（8 放射能 ）がある。それが襲ってくる訳だからおそら

くそれは非常にやりにくい、できないんではないか、通常の震災による生き埋め

の人、救出できる人が（9 見殺し ）になるんではないか。そうすると死者

が数万人にも十万人にも及ぶ、ということが東海地方で起こりかねない。』

第 3 節 日本の電力構成

（問い１）

かって、日本の発電電力の約３割は原子力発電による電気であった。2012 年の 5

月 5 日から 7 月 5 日までは、日本のすべての原子力発電所は停止していた。原子力

発電所をすべて止めてしまっていたこの期間，電気は足りなくなったのだろうか。
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（図版は平成２１年度エネルギーに関する年次報告 第 2 部エネルギー動向より）

原子力による発電は，火力発電所や

水力発電所のように，出力を自由に増

やしたり減らしたりできない（急激な

温度変化を短期間に繰り返すと炉が痛

む）。ところが，電力需要は季節により，

１日の間で大きく変動する。最大必要

発電量というのは，真夏の数日間の午

後の（1 １，２ ）時間だけの電力需要を

指している。この時間帯の消費電力を

減らすことができれば，最大必要発電

量を減らすことができる。この時間帯

は家庭での電力消費は最低（深夜を除く）で，大半の電力は（2 事業所（会社）

）によって消費されている(ピーク時の家庭での消費電力の割合は約（3 １

割 ）である）。

（問い２）

2009 年度末における発電方式別の発電設備容量と実際の発電電力量は次の表の通

りである。この表を見ると石油火力と原子力の発電設備容量はほぼ同じ規模である。

しかし，石油火力による発電電力量は原子力に比べてうんと小さい。これはＣＯ２ 排
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出の問題もあって，石油火力発電所の稼働を抑えているためである。石油火力発電所

を原子力発電並に稼働させれば，どれくらいの発電量になるか。それは実際の発電電

力量と比べていくら大きいか。また，その値は原子力による発電電力量の何％に相当

するか。

発電方式別 発電設備容量 （万ｋＷ）

発電方式 2009年度末 率 発電電力量 （億ｋＷｈ ）

一般水力 4638 19% 発電方式 2009年度 率

揚水水力 一般水力 769 8%

石炭火力 3795 16% 揚水水力

ＬＮＧ火力 6161 26% 石炭火力 2356 25%

石油火力 4617 19% ＬＮＧ火力 2808 30%

原子力 4885 20% 石油火力 727 8%

原子力を除く合計 19211 80% 原子力 2785 29%

合計 24096 100% 合計 9445 100%

数値は資源エネルギー庁

計算式

石油火力と原子力の発電設備容量比は

４６１７万ｋＷ：４８８５万ｋＷ＝（1 ０．９４：１ ）

２００９年度の原子力の発電電力量は２７８５億ｋＷｈであるから

同一稼働率で石油火力を稼働させたとすれば，設備容量比より

２７８５億ｋＷｈ×０．９４＝２６１７．９億ｋＷｈ≒（2 ２６１８）億

ｋＷｈ

実際の発電電力量と比べて

２６１８億ｋＷｈ－７２７億ｋＷｈ＝（3 １８９１ ）億ｋＷｈ 大きい

これは，原子力による発電電力量の

１８９１億ｋＷｈ÷２７８５億ｋＷｈ×１００＝６７．９≒（4 ６８）％

に相当する。
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第 4 節 いろいろな発電方式

（問い３）

原発は大きな事故が起これば被害が大きいけれども，日本には資源が少なく安定

的に電気を作るためには危険であっても原発を運転し続ける必要がある，という意

見があるがそれは事実だろうか。

【資料】

洋上風力発電・・・

東京大学の学者の研究によると，関東地方の海岸からの距離１０㎞までの海域

を対象とした場合，風力エネルギーの賦存量（発電可能量）は年間９４ＴＷｈ（テ

ラワットアワー）となり，２００５年の東京電力の年間電気販売量の３２％に相

当する。ただし賦存量の大部分は水深５００ｍを越える海域にあり，経済的に利

用が難しいと考えられる。」とされている。経済的に利用が難しいのは，直接海

底に風車を建てる場合で，海に浮かべる形式の風車なら経済的に利用できる可能

性がある。（建設費用は陸上に設置する場合の３倍と言われている。）

世界では風力発電は年々発電量の増加の著しい分野で，業界団体の「世界風力

会議（GWEC）」によると，次のような数字が発表されている。

2009 年の世界の風力発電容量：1,578 億 9,900 万 W（前年比 31 ％増）

・新しく稼働した施設：約 375 億 W 相当（平均的な原子力発電所約30基分

に相当）

・国別の発電容量では、

・1 位：米国（約 2,500 万 kW，2008 年）

・2 位：ドイツ（約 2,400 万 kW，2008 年）

・3 位：中国（2510 万 kW（前年の約 2 倍、世界の増加分の約 1/3 を占

める））

太陽電池発電・・・

関西電力と堺市とシャープは 2008 年 6 月に計 28MW（メガワット）（２万８

千ｋＷ（キロワット））発電施設、九州電力と福岡県大牟田市は同年 8 月に計 3MW

（３千ｋＷ）発電施設、そして東京電力と川崎市はこの 10 月に計 20MW（２万

ｋＷ）発電施設の計画を発表した。

太陽電池発電施設はこのように大規模なものでも，原子力発電や火力発電の５

０分の１の発電量しかない。
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家庭用に限れば，家庭の消費電力をまかなうのに必要な（出力３ｋＷ）太陽電

池は２００万円程度で設置が可能である。余った電気は定額で電力会社に売るこ

とが可能となったので，１０年くらいで初期費用が回収できると言われている。

ただし，太陽電池の発電量は天候に大きく左右されるので蓄電池の併用が欠かせ

ない。蓄電池については電気自動車のバッテリーが期待されている。

地熱発電・・・

フィリピンはアメリカについで世界第二位の地熱発電国で，約３０万ｋＷ（３

００ＭＷ）の発電所が３カ所，約１０万ｋＷ（１００ＭＷ）の発電所が２カ所あ

り，総発電量の１４％が地熱発電でまかなわれている。アメリカでは１４２万ｋ

Ｗ（１４２１ＭＷ）の地熱発電所がある。

また世界の地熱発電設備の７割は日本企業が占めている（富士電気４割，三菱

重工・東芝合計で３割）。

地熱発電は地中のマグマを熱源とするため太陽光や風力発電と違い安定的な発

電ができる。

日本は火山国なので，地熱発電が可能な地域は数多くあるが，その８割は国立

公園などの保護地域にあり，景観を損なわずに建設する必要があるためコスト高

となっている。また温泉関係者の反対も地熱発電所建設が困難な理由の一つであ

る。

コンバインドサイクル発電・・・

ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた発電方式で，最初に圧縮空気の

中で燃料を燃やしてガスを発生させ、その圧力でガスタービンを回して発電を行

う。ガスタービンを回し終えた排ガスは、まだ十分な余熱があるため、この余熱

を使って水を沸騰させ、蒸気タービンによる発電を行う。

この発電方法を使うと同じ量の燃料で、通常の火力発電より多くの電力をつく

ることができる。同じ量の電気をつくるのに、CO2 の排出量が少ないすぐれた発

電方法である。

構造は一般的な火力発電よりも複雑だが、小型の発電機をたくさん組み合わせ

て大きな電力を得ることができ、発電機の起動・停止も簡単で、電力需要に敏速

に対応できるというメリットがある（電源を入れてから 1 時間で起動できる）。

発電効率をより高めた改良型コンバインドサイクル発電（ACC ＝ Advanced

Combined Cycle 発電）も徐々に普及している。ACC 発電では約50%の熱効率（同

じ量の燃料で生み出せるエネルギー）を達成しているが、これは 1950 年代の火
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力発電の、約 2 倍〜 3 倍もの熱効率である。

この 50 年で、火力発電所は「1 の燃料」から「約 2 倍〜 3 倍」もの電力を生

み出せるように進化した。（電気事業連合会「電気の情報広場」より）

LNG 火力（ガスコンバインドサイクル発電）は最短で数か月あれば設置でき

る（「ガスエネルギー新聞」2011 年 4 月 6 日）。

東京ガス、「扇島パワーステーション」2

号機（出力 40.71 万 kW）

（最高効率約 58 ％（低位発熱量基準・

発電端））

四国電力坂出発電所

1 号機（出力 29.6 万 kW）平成 22 年 8 月

2 号機（出力 28 万 kW 級）平成 28 年度

東京電力(株) 千葉火力発電所（144 万 kW）（効率 49%）

実際、日本の電力会社もこの設備の導入を進めており、2010 年 9 月 14 日には、

中部電力が西名古屋火力発電所の石油火力を刷新してコンバインドサイクルを導

入する方針を打ち出した。これによって、この発電所の出力は 119 万 kW から 220

万 kW へ100万 kW ほど高まることになる。このことからも、原発を延命させる

よりもコンバインドを推進したほうがはるかに効率的であることがわかる。（ダ

イヤモンドオンライン「広瀬隆特別インタビュー」2011 年 5 月 11 日より)

第 3 章 福島原発事故における情報操作

情報Ａの授業において，情報操作の問題を学習した。そこでは「情報の内容や

伝える方法を意図的に操ることにより，その情報を受け取る人間の判断や印象に

影響を及ぼすことを情報操作という」と学習した。今回の福島原発事故において

も，政府・東京電力，マスコミによる情報操作が行われているとの批判がある。

それは事実だろうか。また事実とすればどのような情報操作が行われているのだ

ろうか。

１．情報の独占・隠蔽

（公開しなければならない情報を独占して，不当な利益をあげたり，不利になる

情報を隠したりする。）

・1 号機爆発の連絡が、すみやかに付近住民に知らされず、また放射能拡散予

測データも、何日も公開されず、住民の無用な被曝を招いた。
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（ＮＨＫスペシャル「原発危機 事故はなぜ深刻化したのか」2011.6.5 放送）

・3 号機の爆発前に爆発の予兆と思われる異常な放射線量が観測されたのに公表

されなかった。（asahi.com ニュース 2011 年 5 月 13 日 5 時 31 分）

・ 福島原発上空から撮影した情報収集衛星の画像が、緊急出動した東京消防庁
さつえい

ハイパーレスキュー隊に提供されなかった。（2011 年 3 月 25 日「しんぶん赤旗」）

・米軍無人偵察機グローバルホークが撮影した映像が公開されなかった。

（産経ニュース 2011.3.31 00:37 ）

・警戒区域内で高い放射線量が測定されていたのに公表が大幅に遅れた。

（産経ニュース 2011.4.21 16:39 ）

・東京電力の記者会見で、事故の状況を質問しても「調査中」の繰り返しで具体

的な回答がなかなかなされなかった。また、ある記者の質問に対して、東電をか

ばうような発言を（質問「妨害」）大手紙の記者が行った。（朝日ニュースター

2011.4.5 放送「ニュースの深層」）

・東京電力が、使用可能な発電設備があるのにそれを隠して、電気が足りなくな

ると発表した。（週刊ダイヤモンド編集部 【第 142 回】 2011 年 4 月 25 日）

（東京新聞「こちら特報部」2011.5.12）

２．情報の改ざん・過少評価 （事実とは違う情報に改変して流す。）

・政府記者会見で 、枝野幸男官房長官が、何度も、「直ちに健康への影響はな

い」という表現で現状が安全であるかのような説明をおこなった。

・ 政府は福島県内の幼稚園や学校などで、子供の屋外活動を１時間に制限する

か否かの基準放射線量を、放射線業務従事者の被曝線量の上限（年間）と同等の

毎時３・８マイクロシーベルト、年間では２０ミリシーベルトとした。

（毎日新聞 2011 年 5 月 16 日 東京夕刊）

・福島原発事故で放出された放射性ヨウ素の放射線量が 3 万から１１万テラベク

レルもあったのに、政府は事故評価を、事故後 1 カ月たってようやくレベル７と

発表した。 （読売ＴＶ番組「朝生ワイド す・またん！」2011 年 3 月 25 日放送）


