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原子力と放射線の防護対策 99問(抄) 
中国環境保護省 国家核安全局編纂 

 
 
56．原子力発電所と火力発電所の環境に対する影響はどう違うのでしょうか？ 
 同一出力の原子力発電所が環境中に排出する有害物質は火力発電所によるものより

ずっと少ない。原子力発電所の周辺住民に対する放射線の影響も、石炭火力発電所から

の放射線によるものより遥かに低く、原子力発電は、ずっと安全で清潔なエネルギーで

ある。 
 

原子力発電所と火力発電所の環境に対する影響の比較 

内  容 
100万 kW石炭燃焼

発電所 
100万 kW原子力

発電所  
周辺の住民が受ける放射線量/(ミリシーベルト/年) 0.048 0.018 
燃料需要量/年 300万トン石炭 30トン核燃料 
採鉱面積/(畝/年)  1210 30～42 
二酸化硫黄の排出量/(万トン/年) 2.6 0 
窒素酸化物の排出量/(万トン/年) 1.4 0 
煙灰/(トン/年) 3500 0 
二酸化炭素の排出量/(万トン/年) 600 0 

 
 
 
66．私たちの生活の中で放射線の害を防止する食物とは、どういういう物があ
るのでしょうか？ 
 放射線の害防止の武器その一：リコビン 
その代表：トマト、スイカなど赤色の果物。 
リコビンは赤色の果物に沢山あり、トマトに最も多く含まれる。リコビンはこれまで

に発見された酸化防止能力の中で最も強いカロチノイドで、その酸化防止能力はビタ

ミン E の 100倍で、遊離基(フリーラジカル)を取り除く能力が極めて強く、放射線の
害を防止し、心悩血管疾病の予防、免疫力の向上、老衰遅延などの効力があり、植物

の黄金と呼ばれる。 
 放射線の害防止の武器その二：ビタミン E、ビタミン C 
 その代表：各種の豆類、オリーブ油、向日葵（ひまわり）のたね油。芥子菜（からし

な）、キャベツ、大根などアブラナ科の野菜。新鮮な棗（なつめ）、ミカン、キウイフ
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ルーツなどの新鮮な果物。 
 各種豆類、オリーブ油、向日葵のたね油とアブラナ科の野菜には豊富なビタミン E
が含まれ、新鮮な棗、ミカン、キウイフルーツなどの果物には豊富なビタミン C が
含まれる。ビタミン Eとビタミン Cは、酸化防止のビタミンであり、酸化防止活性
を含み、パソコンからの放射線による過酸化反応を軽減し、｢放射線防護服｣を着るの

と同じで、皮膚に対する損傷を軽減する。 
 このほか新鮮な果物は放射線の害を防止する作用を持ち、血液をアルカリ性にし、沈

殿する細胞内の毒素を溶解し、尿液として体外に排出する。 
 放射線の害防止の武器その三：ビタミン B、βカロチン 
 その代表：肝油、動物の肝臓、鶏肉、卵の黄身、ブロッコリー、ニンジン、ホーレン

ソウなど 
 これらの食品は豊富なビタミン A とβカロチンを含み、目を守ってくれる。天然の
カロチンは一種の酸化防止剤で、人体細胞の損失を効果的に保護し、細胞の発ガン変

化を避ける。長期にカロチンを食用すれば、人体が受ける放射線と過量な紫外線照射

による損失を削減できる。現在、国外では天然のカロチンを化粧品に使い、放射線の

害を防止し、皮膚を潤おして保護し、老化を防止する役割を発揮させている。 
 放射線の害防止の武器その四：セレニウム 

 その代表：ゴマ、麦芽とキバナオウギ；酵母、卵類、ビール、イセエビ、マグロなど

の海産物とニンニク、キノコ。 
 微量元素セレニウムは酸化防止作用があり、セレニウムは体内の過酸化反応を阻止す

ることを通じて放射線の害を防止し、老化遅延の役割を果たす。セレニウムを豊富に

含む食物はゴマ、麦芽とキバナオウギである。 
 放射線の害防止の武器その五：リボ多糖体、プロビタミン A 

 その代表：緑茶、緑豆など 
 緑茶に慣れなければ、菊の花茶でも同等の効果を発する。現代医学の研究によれば、

緑豆、緑茶の中にリボ多糖体、プロビタミン A が含まれ、体内の毒物を排泄し、新
陳代謝を加速し、各種の汚染を効果的に防止する。 
 放射線の害防止の武器その六：胶原質弾力性物質 
その代表：昆布、海苔、動物の皮、骨髄。 
昆布は放射性物質の強敵で、同位体元素、放射線の機能免疫機能に対する損失を軽減

し、かつ免疫細胞の衰えを抑制する放射線の害を防止する作用を擁する。その他、昆

布は人体内の｢洗剤｣でもあり、アルカリ性の食物で、体の弱アルカリ性環境の維持を

有利にする。昆布にはコロイドが含まれ、動物の皮や骨髄の胶原質物質は粘着作用が

あり、体内の放射性物質を粘着して体外に排泄し、しかも、動物の皮に存在する弾力

性物質は、傷ついた筋肉と皮膚を修復する機能を持っている。 
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 「福島原子力事故後の原子力発電所改善行動の通用技術要求(試行)」の目次 
 
１．原子力発電所の水防能力改善の技術要求 

２．緊急水補給と関連設備の技術要求 

３．移動電源及びその設置の技術要求 

４．使用済み燃料貯臓プールモニタリングの技術要求 

５．水素モニタリングと制御系統改善の技術要求 

６．応急制御センターの居留可能性及びその機能の技術要求 

７．環境放射線モニタリング及び応急改善の技術要求 

８．外部自然災害に対応する技術要求 
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原子力安全及び放射性汚染対策 

「十二・五」及び 2020年長期目標(抄) 

 
 

運転中の原子力発電所の安全水準の向上について 
短期的対策 
1. 扉や窓、換気口、ケーブル貫通部、配管貫通部などの浸水防止能力を逐一検査し、必要
に応じて防水遮蔽施工を実施する。 
2. 原子力発電所の全電源喪失時における炉心冷却、使用済み燃料プールの冷却、一次冷却
材ポンプ軸封部小漏洩事故防止及び事故後に必要な監視手段の維持、これらの要求を総合

的に考慮し、移動式電源や移動式ポンプの設置、コネクタの増設などの措置を講じる。 
3.  原子力発電所における地震観測記録システムの有効性を確保し、原子力発電所の地震
対応能力を高める。 
2013年末までに行う対策 
4. 各原子力発電所が浸水被害に遭遇する状況の評価結果を踏まえ、浸水防止措置を講じ、
秦山Ⅰ期の洪水防止改造工事を実施完了する。 
5. 海沿いの原子力発電所への地震・津波による影響の再確認・評価を行い、必要な改造を
実施する。 
6. 過酷事故管理ガイドラインを整備、実施する。 
7. 過酷事故時の影響緩和に使われる設備・系統の使用性及び発生する水素の爆発について
評価を実施し、評価結果に基づき、必要な改善を行う。 
8. 外部事象への安全余裕を解析評価する。 
9. 原子力発電基地における複数号機が同時に緊急事態になった場合の緊急時対応案を検
討作成する。 
2015年末までに行う対策 
10. 外部事象に対する確率論的安全解析を実施する。 
 
 
 
 
 
 

目 次 
序 文 
一、 現状及び情勢 

(一) 原子力安全及び放射性汚染対策は成果を上げている 
(二) 原子力安全及び放射性汚染対策はチャレンジに直面している 

二、 指導理念、原則と目標 
(一) 指導思想   (二)基本原則  (三)計画目標 

三、 重点任務 
(一) 深層防護を強化し、原子力発電所の安全運転を確保する 
(二) 改善を強化し、研究炉及び核燃料サイクル施設の潜在的な危険要素を取り除く 
(三) 安全管理を厳格に行い、原子力技術利用の規範化を図る 
(四) ウラン採掘・製錬管理を強化し、環境安全を確保する 
(五) 初期施設の廃止及び廃棄物対策を加速し、リスクを低減させる 
(六) 品質保証を強化し、設備の信頼性を高める 
(七) 科学技術の進歩を促進し、継続的に安全水準を高める 
(八) 原子力防災体制を整備し、突発的な事故に効果的に対応する 
(九) 基礎能力を強化し、規制水準を高める 

四、 重点業務 
(一) 原子力安全改善業務   (二)放射性汚染対策業務  (三)研究開発、イノベーション業務 
(四)事故時の緊急対応業務  (五)規制能力の形成業務 

五、 保障措置 
(一) 法規基準を整備し、安全の基礎を充実させる 
(二) 管理体制の最適化を図り、管理効率を高める 
(三) 政策制度を整備し、弱い部分を補う 
(四) 安全文化を醸成し、責任意識を高める 
(五) 人材育成を加速し、バランスのとれた人材交流を促進する 
(六) 国際協力を強化し、先進的な経験を学ぶ 
(七) PA（Public Acceptance）活動を強化し、社会からの信頼をさらに高める 
(八) 予算を増やし、資金を確保する 



5 
 

運転中の原子力発電所の安全水準の向上について 
短期的対策 
1. 扉や窓、換気口、ケーブル貫通部、配管貫通部などの浸水防止能力を逐一検査し、必要
に応じて防水遮蔽施工を実施する。 
2. 原子力発電所の全電源喪失時における炉心冷却、使用済み燃料プールの冷却、一次冷却
材ポンプ軸封部小漏洩事故防止及び事故後に必要な監視手段の維持、これらの要求を総合

的に考慮し、移動式電源や移動式ポンプの設置、コネクタの増設などの措置を講じる。 
3.  原子力発電所における地震観測記録システムの有効性を確保し、原子力発電所の地震
対応能力を高める。 
2013年末までに行う対策 
4. 各原子力発電所が浸水被害に遭遇する状況の評価結果を踏まえ、浸水防止措置を講じ、
秦山Ⅰ期の洪水防止改造工事を実施完了する。 
5. 海沿いの原子力発電所への地震・津波による影響の再確認・評価を行い、必要な改造を
実施する。 
6. 過酷事故管理ガイドラインを整備、実施する。 
7. 過酷事故時の影響緩和に使われる設備・系統の使用性及び発生する水素の爆発について
評価を実施し、評価結果に基づき、必要な改善を行う。 
8. 外部事象への安全余裕を解析評価する。 
9. 原子力発電基地における複数号機が同時に緊急事態になった場合の緊急時対応案を検
討作成する。 
2015年末までに行う対策 
10. 外部事象に対する確率論的安全解析を実施する。 
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建設中の原子力プラントの安全水準の向上について 
核燃料装荷前までに行う対策 
1. 各原子力発電所が浸水被害に遭遇しうる状況の評価結果を踏まえ、ダクト、通路、扉や
窓、貫通部などの浸水防止能力を逐一検査し、必要に応じて防水遮蔽施工を実施する。 
2. 原子力発電所の全電源喪失時における炉心冷却、使用済み燃料プールの冷却、一次冷却
材ポンプ軸封部小漏洩の事故防止及び事故後に必要な監視手段の維持、これらの要求を総

合的に考慮し、移動式電源や移動式ポンプの設置、コネクタの増設などの措置を講じる。 
3. 使用済み燃料プールにおける冷却水補給及び監視能力を強化する。 
4. 過酷事故管理ガイドラインを整備、実施する。各種の事故状況及び共通要素による複数
号機の機能喪失状況を考慮し、過酷事故時における重要設備、監視計器の使用性及びアク

セス性について解析評価を実施する。 
5. 過酷事故時における格納容器あるいは他の建屋内の水素結合システムについて解析評
価を実施し、必要に応じて改善を行う。 
6. ツインユニット配置の原子力プラントの過酷事故時の影響緩和能力及び信頼性につい
て解析評価を実施する。 
7. 環境モニタリングポイント配置の合理性、適合性に対する解析評価を強化し、過酷事故
時の緊急モニタリング実施案を作成し、あらゆる事故状況における緊急モニタリング手段

を確保する。 
8. 緊急時対応センターの機能及び居住性について解析評価を行い必要に応じ改善を行う。
9. 外部事象への安全余裕を解析評価する。 
10. 気象、海洋部門とリアルタイムに連絡をとりあい、地震部門との情報交換を強化し、
災害防止計画及び関連する管理手順をさらに整備し、外部事象が起きた際の警報及び対応

能力を高める。 
11. 原子力発電基地における複数号機が同時に緊急事態になった場合の緊急時対応案を検
討し、緊急時対応の指揮能力及び緊急対応人員と資機材の配置・調達案を評価する。 
2015年末までに行う対策 
12. 設計、検証及び故障分析などの面から、安全レベルのデジタル化制御システムの信頼
性について解析評価を行い、脆弱な部分を見つけ、改善を行う。 
13. レベル 2の確率論的安全分析をさらに実施し、外部事象に対する確率論的安全解析を
実施する。 
14. 放射性廃棄物処理システムをさらに改善し、過酷事故時における廃棄物処理システム
の有効性を検討する。 
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 原子力発電に関する 100問から(中国電力報、2015年 4月 9日) 
41問 中国は知的財産権を有する自主的な原子力発電技術を持っていますか？ 
 
持っています。しかもとても多くの項目に及びます。 

 いわゆる自主的な知的財産権とは、一国の国民、法人企業あるいは団体が知的財産権

の権利主体となっているもので、自主研究で開発したり生み出した知的生産財（コンピ

ューターのソフト、インターネット情報製品等）、他国や他人から買い取った特許であ

り、専門技術、ラベル、ソフト等を独占的に所有する権利であって、国家の関係機関に

よる認定を得たものである。広い意味では、自分が費用を出す等して他人から買い取っ

た特許等の知的財産権とか、知的成果物を自由に扱ったり処分したりする権利を買い取

ったものとか、もとの知的財産者からの干渉も受けない新製品といったものも自主的な

財産権である。 
 華龍一号という 100万ｋＷ級の加圧水型原子炉は、中国が完璧な自主的知的財産権を
有するものとして誇るべきものである。現在、華龍一号は 743件の特許と 104項目のソ
フト著作権を持っており、設計技術、専用設計ソフト、燃料（製造）技術、運転保守技

術等中国の原子力発電を輸出することに必要な全てをかねそなえたものである。 
 高温ガス冷却炉とその発電装置および低温熱供炉も、多項目に及ぶ特許と著作権とを

具備した完璧な自主的知的財産権を持つ中国の技術である。 
 ＣＡＰ1400は、ＡＰ1000技術を導入、消化、吸収したうえで、国家科学技術重大研
究開発によって再度新たに造り出された大型の先進的な加圧水型の原子力発電プラン

トであり、その知的財産権は我が国に帰属している。ＡＰ1000 を導入する時に定めら
れた契約に従って、海外輸出をすることが出来るものである。 


