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ファクトシートNo.1「福島第一原発の電気はどこへ送られたか」

1.日本の電力会社体制
福島第一原発で発電された電気はどこで使われていたのでしょうか。
日本では、1950年代に東北電力・東京電力・北陸電力・関西電力
というように地域別に電力会社が設立され、現在のような形に再編
成されました。各電力会社は、発電及び送電事業をほぼ地域独占し
ています。
1995年には発電及び電気販売事業への新規参入が認められるよう
になりましたが、電気を販売するための送電網は、上記電力会社に
独占されており、送電料金を各電力会社に支払う必要があります。
これは、再生可能エネルギーなどを推進する上での課題となってい
ます。

2.福島第一原発の電気は？
福島県は東北電力の管内ですが、福島第一原発は、東京電力の発電
所です。福島第一原発で発電された電気は、一切福島県では使われ
ず、首都圏へと送られてきました。東京電力管内とする首都圏、特
に東京へは、福島第一原発1号機から6号機までの合計で年間約
32,949,000,000kWh（2009年度）が発電されています。一月あ
たりの一般家庭平均電力消費量283.6kWh（2009年度）から計算
すると約968万戸をまかなえることとなり、ほぼ東京都全ての家庭
をまかなうことができます（2011年度契約戸数）。

福島第1原子力発電所福島第1原子力発電所

福島第2原子力発電所

東京電力管内

東通原子力発電所
（建設・計画中）

柏崎刈羽原子力発電所柏崎刈羽原子力発電所

：休　止

：建設中

：計画中

：閉　鎖

海辺村に立った原発とは？
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ファクトシートNo.2「地域への経済効果と電源三法交付金」

電源三法とは、1974年にできた「電源開発促進税法」「電源開発促進対策特別会計法」「発電用施設周辺地域整備法」の三
法を指します。この電源三法に基づき、原発建設準備中・工事中・運転中の地域には交付金が支給されます。

【原発の建設に賛成する主張】
原発の建設準備をしている、また工事・運転中の発電所所在地とその周辺市町村には「電源地区」（全国約710カ所、市町
村の約4割：2011年4月現在）として、交付が交付されます。2004年度交付金は約824億円であり、このお金を地域活性
化に活用することができます。交付金を使って、公民館などの公共施設建設を行い、住みやすい地域に生まれ変わります。
さらに、地場産業振興や人材育成などにも利用可能ですから、働く場を生みだし、若者が働き続けられる地域にかえること
ができます。発電所で働く人々も必要ですから、地域雇用も拡大します。発電所からの税収だけでなく、人や物、そして電
力会社からのお金も落ちることでしょう。人口も増加、産業も栄え、住み続けられる街に生まれ変わるために、原発を建設
するべきです。

【原発の建設に反対する主張】
電源三法に伴う交付金の主な目的は、原子力発電所の建設地を確保することです。この交付金を目当てにして、人口減や地
域経済が衰退した地域が飛びつくこともあるようですが、実際には建設反対住民を黙らせるためのお金としかいえません。
交付金を元手に新事業に乗り出して、失敗している例は多くあります。交付金で造られる大規模公共施設は、人口が減少し
ている地域には不釣り合いで、建設費は建設業など一部の人しか潤しません。さらに、過剰施設の維持費はかえって財政を
圧迫し、二号機・三号機とさらなる原発建設と依存を深めるだけです。働く人は増えたとしても、原発に深く依存した地域
経済になってしまいます。過疎問題につけ込み、地域を破壊、豊かな自然も売り渡すことにも成りかねない原発建設には反
対です。

海辺村に立った原発とは？
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ファクトシートNo.3「原発がないと電気料金は高くなる？」

2012年6月に内閣の大臣等でつくる「エネルギー・環境会議」が「エ
ネルギー・環境に関する選択肢」という文書を公表しました。その
中には、2030年における原発の比率を、0％、15％、20～ 25％
とする3つのシナリオが書かれていました。そこに書かれていた発
電コストと電気料金の予想が右の表です。
また、2011年12月に「エネルギー・環境会議」の下に設置された
「コスト等検証委員会」は将来の電源別の発電コストの予想を公表し
ました。その結果が右のグラフです。

【原発推進側の主張】
原発を0％にすると、最大で電気料金が2倍になる。そうなると日本
の経済競争力がなくなって工場が海外へ移転し、雇用が悪化するな
ど、経済に大きな悪影響を与える。原発は安定した安い電力を供給
できる。原発ゼロは非現実的で無責任だ。

【原発反対側の主張】
電気料金が上がる理由は化石燃料の価格上昇と再生可能エネルギー
の開発コストなので、原発を続けても電気料金は上がる。それより
原発には放射性廃棄物の処理にいくらかかるかわからないという問
題がある。再生可能エネルギーの発電コストは大きく下がる見込み
があるので、原発は必要ない。

海辺村に立った原発とは？
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ファクトシートNo.4「マスコミの報道と科学者の姿勢」

1.マスコミの報道
新聞やテレビは購読料など以外に、CMなど企業からの広告料によってまかなわれています。この広告に、電力会社などは
莫大な資金を投じ、影響力を行使しようとしてきました。原発に批判的な報道をする会社からは広告を出さないなどの圧力
を行使して、原発に批判的な記事を徐々に減らすことに成功したのです。2012年3月11日、「報道STATION」のキャスター
は以下のように語りました。「私は日々の『報道STATION』の中でそれ（原発の問題）を追求していきます。もし圧力がかかって、
番組を切られても、私は、それはそれで本望です。また明日の夜、9時54分にみなさまにお会いしたいです。おやすみなさい。」
原発自体の広告そのものにも問題があります。「汗だけじゃない、放射線も出ています…私たちの身体」などのキャッチコピー。
コピー自体は事実ですが、電力会社の広告として捉えた場合はどうでしょうか。

2.科学者の姿勢
原発建設に莫大なお金がかかるのと同様、原子炉の研究には莫大な資金が必要であり、研究者1人では研究を維持できませ
ん。このため、原子力研究者たちは、研究資金や研究環境の提供を受けることが必要でした。その研究資金や場所を提供し
たのが、電力会社と国、大学です。この結果、原発に批判的な科学者は研究から徐々に排除され、推進派の科学者ほど研究
がはかどるようになり、多くが原発推進派で占められるようになりました。科学的事実は、実験に基づき明らかにされますが、
実験自体が不可能なものや科学者でも分からないことも多数存在します。もちろん原発の分野でも同様です。推進派の科学
者の多くは、分からない危険性を過小評価し、さらにその過小評価に基づきメディアで公言するなどの問題がありました。
一方で私たちはどうでしょう。原発の危険性を訴える人々は少数ながら存在していました。自ら原発に関する情報を収集せず、
権威に従い、メディアや科学者からの情報を鵜呑みにしてはいなかったでしょうか。

海辺村に立った原発とは？
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ファクトシートNo.6「原発とは」

1.原発のエネルギー源
○核燃料の原料はウラン235とプルトニウム239です。（数字は原
子核の中の粒子数を表します。）

○ウラン235とプルトニウム239は、中性子が当たると核分裂を起
こし、大きなエネルギーを発生します。（核兵器はこの大きなエネ
ルギーを一瞬にして放出します。）

○核分裂のあとに残った原子核の破片を「死の灰（核分裂生成物）」
といいます。これは何十万年も強力な放射線を出し続けるので、
どこかに隔離しておかなければなりません。

2.原発のしくみ
○ウラン235やプルトニウム239を濃縮して金属製のさや
に入れて、核燃料を作ります。
○核燃料を鋼鉄製の圧力容器に入れ、一定の割合でエネル
ギーが発生するようにしたものを原子炉と言います。

○原子炉で発生したエネルギーで水を沸騰させ、発生した蒸
気でタービンをまわして発電します。
 蒸気でタービンをまわすところは火力発電と同じです。

海辺村に立った原発とは？

原子力発電の原理（沸騰水型）
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ファクトシートNo.7「原発論争その1─安全性」

【原発は安全だとする立場】
異常な事態を未然に防止する対策として、激しい地震でも建物が壊れぬよう厳しい建築基準を設けており、原子炉が破損し
ないようにしています。万一、異常な事態が発生しても、その異常が拡大し事故に発展することを防止するため、異常時に
は制御棒が直ちに原子炉内に挿入され、核分裂反応が停止します。また、冷却水パイプが破断しても、自動で炉を冷却する
対策が施されています。それでも事故に至った場合、放射性物質の外部への放出防止のため、「五重の壁」といわれる障壁
を設け、放射性物質の飛散を閉じ込める対策をしています。そもそも、確率論的に事故は起こりえません（格納容器破損の確
率は、100万分の1）、万一の際も、上記から被害が外部に及ぶことは無いと考えます。今後は事故の教訓をふまえ、さらに
対策強化に努めます。

【原発は危険だとする立場】
異常な事態を未然に阻止するため地震対策が施されているといわれます
が、想定されている以上の地震が来る可能性を否定できません。実際、
そのような巨大地震が起こってしまいました。異常な事態が発生しても、
その異常が拡大し事故に発展することを防止するといわれていますが、
パイプが破損した場合、冷却装置が機能せず、放射能漏れや最悪、発
電所が爆発する恐れがあります。福島第一原発の事故では、「五重の壁」
は役に立たず、事故を防ぐことができませんでしたし、そもそも、世界
では原子力発電の歴史が始まって以降、炉心損傷する程の大きな事故
が10年に一度程度起きています。すでに日本でも事故が起きましたが、
再び放射性物質が外部に漏れたら、その被害は莫大なものになります。

原子力発電所の5重の壁

燃料ベレット
第1の壁

燃料被覆管
第2の壁 原子炉格納容器

第4の壁

原子炉建屋第5の壁

原子炉圧力容器
第3の壁

原子力発電所は「多重防護」という考えに従い、放射性物質から安全確保の対策を取っています。

海辺村に立った原発とは？

放射性物質を閉じ込める5重の壁
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ファクトシートNo.8「原発論争その2─他の発電方法との比較」

原子力発電を推進する立場 原子力発電に反対する立場

水力

ダム建設時には莫大な建設費が必要で、
ダム予定地周辺では移住が必要となり
ます。安定した発電が可能ですが、渇
水時は発電できません。

今はダムをつくらなくても、小水力発電
という、小川程度の水流から電気を供給
する方法が生み出されつつあります。
また発電時CO2を排出しません。

火力

石油・石炭・天然ガス（化石燃料）を燃や
し発電するため、CO2を輩出、地球温
暖化をもたらします。化石燃料のほとん
どが輸入のため、価格が不安定で、枯
渇する恐れも指摘されています。

発電効率を上げることなど技術革新が進
み、CO2排出量が減少しています。燃料
枯渇が指摘されますが、これはウランも
同様です。技術革新の結果、天然ガス埋
蔵量が増加し、価格は低下傾向です。

原子力

24時間一定出力の安定した発電が可能
で、CO2を排出しません。発電時、ウラ
ンがプルトニウムに変化しますが、これ
も発電に再利用可能です。

放射性廃棄物が出ますが、その処理方
法は未確立です。プルトニウムはウラン
よりも毒性が強く、危険です。事故で汚
染されると取り返しできません。

再生可能エネルギー
（地熱・風力・太陽光・
バイオマス）

まだ開発途上の技術で、発電量も少な
く、高価格です。CO2は排出されませ
んが、風力の場合、風が止まれば発電
不能になるなど、安定供給できないた
め、他の発電方法の代替に過ぎません。

CO2や核廃棄物が一切出ません。今後
供給量が増大すれば価格は低下します。
地熱・風力・太陽光・バイオマスなどエ
ネルギー源が多様かつ枯渇しないため、
将来の可能性が高い発電方法です。

海辺村に立った原発とは？
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ファクトシートNo.9「原発論争その3─放射性廃棄物の処分」海辺村に立った原発とは？

【原発に賛成の立場】
原発作業時に使用した衣服などの低レベル放射性廃棄物は、セメントなど
と混ぜ、ドラム缶に封入・固化した後、青森県六ヶ所村のセンターで埋設
処分しています。高レベル放射性廃棄物である原発の使用済み核燃料は、
プルトニウムなどを含むことから高い放射線を発しますが、これを安全に処理するため、プルトニウムを取り出し、ガラス
固化体を作成しています。ガラス固化体は、核燃料などを再処理工場で溶かし、その溶かした液体をガラスと一緒に固めた後、
ステンレス製の容器に詰めたものです。ガラス固化体は、再処理後30年から50年間、冷めるまで一時貯蔵し、その後、地
中300mより深い安定した地層に埋め、処理されることが決められています。核廃棄物は安全に処理可能です。

【原発に反対の立場】
原子力発電は、何十万年も管理が必要とされる、やっかいな廃棄物を作り出しますが、その廃棄物処理を考えずに推進され
てきたのが原発です。使用済み核燃料の再処理工場は青森県六ヶ所村に建設中ですが、そもそもガラス固化体自体、外装の
ステンレスの寿命は数百年と推定されており、放射線量が高く高温なガラス固化体の密閉に耐えられる保障がありません。
地層処分の場所も未だ決まっておらず、放射性物質を出さなくなるまで数万年、数十万年の保管が必要とされる代物で、地
震により放射能が漏れ出すかもしれません。廃棄物処理というツケを、何百年、いや何万年もの先を生きる未来の子孫に押
しつけるような、原子力発電を続けることは許されません。

〇放射性廃棄物とは？
原発は、「核のゴミ」とも呼ばれる放射性廃棄物を生み出します。この、放
射性廃棄物は、安全面から厳重な管理が必要とされ、放射能濃度から、原
子炉冷却水など低レベル放射性廃棄物と、使用済み核燃料など高レベル放
射性廃棄物に二分されます。

固化ガラス
ホウケイ酸ガラスを使用して
高レベル放射性廃液をガラス
状に固めたもの

寸法：外径／約40cm
 高さ／約1.3m
総重量：約500kg

キャニスター
ステンレススティール製容器

ガラス固化体
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ファクトシートNo.10「放射線の人体への影響」海辺村に立った原発とは？

1.放射線とは
○放射線とは「微小な粒子が超高速で飛んでくるもの」です。粒子の大きさは電子や光の粒子という目に見えない大きさで
すし、速さは光の速さ程度です。だから、自分の体を放射線が通過しても何も感じません。しかし、大きなエネルギーを持っ
ているので、物質に当たると物質を構成している分子をこわしてしまいます。
○放射線は自然界からも出ていて、私たちはいつも放射線を浴びています。この放射線を「自然放射線」といいます。
○ある物体が1秒間に1回放射線を出していたら、この物体の放射能は1Bq（ベクレル）だといいます。人間が放射線を浴び
て被ばくしたとき、人体に与える影響をSv（シーベルト）という単位で表します。日本では自然放射線によって1年間に
約1.4mSv（ミリシーベルト）被ばくします。また人工的な放射線によって
一般人が被ばくする限度は年間1mSvに制限されています。

2.放射線による細胞への影響
○放射線が生物を通過するとき、たまたま細胞中のDNA分子に当たってこわ
してしまうことがあります。すると、遺伝情報が狂ってしまって、正常な細
胞分裂ができなくなります。これが生物への影響の原因です。

○大量に放射線を浴びるとやけど、下痢、嘔吐、出血、脱毛などの「急性障害」
が現れます。致死線量は7,000mSvといわれています。また浴びた線量に
かかわらず、長い時間たってから発ガン、遺伝障害、寿命短縮、種々の病
気などの「晩発性障害」が現れることがあります。

○体の外から放射線を浴びることを「外部被ばく」、放射性物質を体内に取り
込んで、体の内側から放射線を浴びることを「内部被ばく」といいます。

放射線によるDNAの切断
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ファクトシートNo.11「低線量被ばくの影響」海辺村に立った原発とは？

どのくらいの被ばく量より少なければ健康に影響がないかということは、まだよくわかっていません。文部科学省が2011
年10月に作成した放射線に関する副読本では、100ミリシーベルト（mSv）以下の被ばく線量について「ガン死亡が増える
という明確な証拠がない」と記述しています。一般的に100ミリシーベルト（mSv）以下の被ばく線量について、影響がある
かないか論争になっています。

【低線量被ばくは心配ないと考える立場】
100mSv以下の被ばくでガン死亡が増えるという明確な証拠がない上、もしガン死亡が増えたとしても非常に低い確率です。
国際放射線防護委員会（ICRP）は、仮に100mSvを1000人が被ばくしたとすると、そのうち5人がガンで亡くなる可能性
があると計算しています。日本人では1000人の内、ガンで亡くなる人は300人程度なので、それが305人になるという計
算となります。これを心配するよりは、例えばタバコや食習慣に気をつけた方がよほどガンを予防する効果があります。科
学的に考えて心配しすぎないことが大切です。

【低線量被ばくでも危険と考える立場】
100mSv以下の被ばくでもガン死亡が増えるらしいという報告
はいくつかある上、1000人の内5人がガンで亡くなるという確
率は、ほかの発ガン物質だったら大問題になる確率です。それに、
被ばくによる影響はガン死亡だけではありません。例えば、ウク
ライナ政府緊急事態省が2011年に出した「チェルノブイリ事故
から25年」という報告書には「汚染地帯では健康な子どもが減
り、慢性疾患のある子供が増えた」と書かれています。予防原
則にしたがって、避けられる被ばくは避けるべきです。
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ファクトシートNo.12「原発ではたらく人の被ばく」海辺村に立った原発とは？

1.原子力発電所での仕事
原子力発電所での仕事は、制御室にすわって運転スイッチを操作するだけではありません。1年に一度「定期検査」と言って、
ほとんどの機械を分解して故障がないか調べたり、必要な部品を交換したり調整したり修理したり、たまった汚物を処理し
たりする作業があります。原発の中には高い放射線を出している場所がありますから、そういう場所では当然被ばくしなが
らの作業となります。放射能漏れの事故が起これば、高い放射線の中で修理したり、放射性物質を洗い流したり拭き取った
りする作業が必要です。福島第一原発で働く人は、当然高い放射線の中で後片付けの作業をおこなっています。

2.危険な作業は下請け作業員へ
作業を請け負った会社は下請け、孫請け…、というように作業をほかの会社に安
く請け負わせ、請け負った会社は作業員を安い賃金で雇います。このような構造
の中で、危険な作業や被ばくする作業はより立場の弱い下請け作業員がやること
になります。実際、2010年度の原発作業員の総被ばく線量の97％は下請け作業
員が受けた被ばくでした（「原子力資料情報室通信」2011年11月号のデータより
計算）。福島原発事故の処理作業でも同じ傾向が見られます。
その結果、被ばくが原因と思われる病気にかかった作業員が数多くいます。厚生
労働省が定めた基準に達していれば労働災害と認定され、補償が受けられること
になっており、2011年4月までに10名の原発作業員が白血病などで労災に認定
されました。しかし、労災認定を裁判で争って認められなかった人も多くいます。

3％

97％

電力会社の社員 下請け作業員

（2010年度）

原発作業員の総被ばく量の割合
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ファクトシートNo.13「ウランを輸入するまで」海辺村に立った原発とは？

1.ウランを掘り出す場所に残る廃棄物
ウラン鉱山から掘り出されるものはウラン鉱石だけではありません。ウランを含まない岩石や土砂もいっしょに掘り出され
ますから、その中から有用なウラン鉱石だけを選んで精錬所に送ります。その時に残った岩石や土砂が「ウラン残土」です。
この中にはウランやその他の放射性元素がたくさん含まれています。
精錬所に送られたウラン鉱石は薬品で溶かされ、その溶液からウラン化合物だけを抽出します。その過程で残ったものを「ウ
ラン鉱滓」と言います。これにはウラン残土より多くの放射性物質が含まれています。
ウラン鉱石中のウランの濃度は0.2～十数％なので、ウラン鉱山と精錬所では大量のウラン残土とウラン鉱滓が発生します。

2.ウラン鉱山の周辺では
ほとんどのウラン鉱山と精錬所の周辺では大量のウラン残土とウラン鉱滓が放置されたままになっています。そのために環
境は汚染され、ウラン鉱山の労働者はもちろん、周辺の住民にまで放射能による健康被害が生じています。
例えばアメリカのナバホ族居留地にあったウラン鉱山では、1950～ 78年
の間にウラン鉱山労働者3366人のうち205人が呼吸器系のガンで亡くなり
ました。鉱山や精錬所の周辺、及び残土や鉱滓捨て場の下流の住民の調査で
は、先天性異常の増加、心身障害児の増加、子どもの各種ガンの数倍の増加
などが報告されています。そのため、鉱山開発に反対する市民運動が起こっ
ています。例えば、オーストラリアのレンジャー鉱山、及びジャビルカ鉱山
の開発に対して周辺の先住民は反対しています。
日本はこのような場所で採掘されたウランを大量に輸入しています。環境汚
染や周辺の住民の健康被害に対して、私たちに責任はないのでしょうか。
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ファクトシートNo.14「過去に起こった原発事故」海辺村に立った原発とは？

1.チェルノブイリ原発事故
1986年4月26日、ウクライナ（当時はソ連）のチェルノブイリ原発4号炉で核
分裂反応が暴走して大爆発を起こしました。爆発によって大量の放射性物質が
撒き散らされて周辺はたいへん高濃度に汚染されました。雨が降った地域では
放射性物質が地上に落ちるので、特に高濃度となります（ホットスポットと言
われます）。ホットスポットは200km以上離れた地域にも点在し、そこでも住
民は立ち退かされました。
放射能がそれ以上漏れ出さないために、チェルノブイリ原発4号炉は外側を「石
棺」と言われる建物でおおいましたが、それも老朽化したので新しいドームを
建設中です（写真）。
原発職員や消火作業などにあたった人のうち31名が死亡、209名が急性放射
線障害で入院しました。さらに、人海戦術で放射能を除去したため、数十万人
もの作業員が被ばくしました。それらの作業員や周辺住民の中には病気で亡くなった人が多くいます。汚染地域の子どもた
ちには甲状腺ガンが多発しました。ガンではなくても健康状態が思わしくない子どもたちがたいへん増加しました。

2.スリーマイル島原発事故
1979年3月28日、アメリカのスリーマイル島原発2号炉で燃料棒が溶け落ちるという事故が起こりました。幸いなことに
溶けた燃料棒は圧力容器の中にとどまりましたが、気体となった放射性物質が周辺を汚染しました。健康被害はなかったと
されていますが、事故後に家畜の死産、人間の乳児死亡率の増加などが報告されています。溶けた核燃料の取り出しが始まっ
たのが4年後、取り出しが終わったのは11年後でした。
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立場カード海辺村に立った原発とは？

電力会社や
原子力産業の
関係者

便利で豊かな
生活をしたいと
思う人

原発近くの
商工業関係者

自然や環境を
大切だと思う人

農業や
漁業関係者

数百年後の
未来の人
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ファクトシートNo.3「原発がないと電気料金は高くなる？」主張カード

次の主張に共感しやすいのはどんな立場の人でしょうか。立場カードを乗せて考えてみましょう。

原発は安い値段で安定
した電気を供給できるの
で、国民の生活と産業の
ために必要です。

原発の電気は、廃炉・廃
棄物処理・事故処理まで
考えれば、安いとは言え
ません。

海辺村に立った原発とは？
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ファクトシートNo.7「原発論争その1─安全性」主張カード海辺村に立った原発とは？

次の主張に共感しやすいのはどんな立場の人でしょうか。立場カードを乗せて考えてみましょう。

原発は以前よりずっと安
全になりました。津波・地
震対策を十分に施し、避
難計画も練り直しました。

原発は危険です。事故が
起きたら広大な地域が放
射能に汚染され、人々の
健康に被害が生じます。
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ファクトシートNo.8「原発論争その2─他の発電方法との比較」主張カード海辺村に立った原発とは？

次の主張に共感しやすいのはどんな立場の人でしょうか。立場カードを乗せて考えてみましょう。

自然エネルギーは不安定
で高くつきますが、原発
は安定した大量の電力を
安く供給できます。

自然エネルギーは将来の
エネルギーの主役です。
大量に存在する上、これ
から安くなります。
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ファクトシートNo.9「原発論争その3─放射性廃棄物の処分」主張カード海辺村に立った原発とは？

次の主張に共感しやすいのはどんな立場の人でしょうか。立場カードを乗せて考えてみましょう。

放射性廃棄物は深い地
層に安全に処分できるの
で、心配する必要はあり
ません。

放射性廃棄物は安全に処
分できません。それは未
来の人々に押しつけるこ
とになります。
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ファクトシートNo.11「低線量被ばくの影響」主張カード海辺村に立った原発とは？

次の主張に共感しやすいのはどんな立場の人でしょうか。立場カードを乗せて考えてみましょう。

低線量被ばくは、無視で
きるレベルのもので安全
です。

低線量被ばくでも人体に
影響があるので、危険で
す。


