
玄海原発
（佐賀県）

稼働中
再稼働審査済み
および審査中
建設中、建設準備中

川内原発
（鹿児島県）

伊方原発
（愛媛県）

高浜原発
（福井県）

大飯原発
（福井県）
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「見えないコスト」
は膨大！

原発事故への賠償額は
国の試算では
22.6兆円とも

再生可能エネルギー

Radioactivit y  repor t
2019年1月1回

ご希望の方は毎月1回 
「パルシステム放射能レポート」を配付いたします

左記の6ケタ注文番号で
お申し込みください。190888

経済的にもまったく
見合わない原発

 「福島第一原発事故は、海外のエネルギー政策にも大きな影響を与えました」
と話すのは、国内外のエネルギー事情に詳しい、ISEP所長の飯田哲也さんです。

事故後、原発推進派だったドイツのメルケル首相は、2022年までに脱原発
を実現することを宣言。イタリアでも国民投票で原発再稼働が再否決され、ス
イス、スウェーデン、台湾や韓国なども原発廃止や縮小の方向で動いています。
原子力大国と言われるフランスでさえ、原発依存度を引き下げていく法案が成
立しました。
「安全性や持続可能性といった観点だけでなく、そもそも原発の建設は、もう

経済的にまったく見合わないというのが世界的な認識です。メルトダウンのよう
な大事故に備えるために安全機能を強化せざるを得なくなり、設備が巨大・複
雑化しているので工事にかかる期間もコストも増大するためです」

工期の長期化の一例が、13年前に着工したフィンランドのオルキルオト原発
3号機です。フランス・アレバ社とドイツ・シーメンス社が請け負い、2009年完
成予定でしたが、建設は大幅に遅れ、現在も工事が続いています。遅れに対
しアレバ社にはペナルティの支払いが課せられましたが、アレバ社の原子炉部
門は実質的に倒産し、その部門だけが大手電力会社EDFに吸収されました。

かつては数千億円といわれていた原発新設の事業費ですが、費用の増大も
顕著です。「イギリスでは約20年ぶりに新設の原発を造ろうとしていますが、現
時点で事業費は約2兆6,600億円とされています。おそらく実際には工期が延
びて、さらに費用は増えていくのではないでしょうか」

これに対して、イギリス会計検査院も「最終的に、その負担を納税者が負うリ
スクが高い」と批判しています。しかも、イギリスの最新の洋上風力発電は従来
の原発と同じまでに発電コストが下がっているので、新しい原発が完成する頃
には風力発電のほうが安くなっているはずです。

私たちに負担がまわってくる？
原発の「見えないコスト」

日本でも、原発を海外に輸出しようという動きがあります。トルコでは日本企業
が新型原発建設計画を進めていますが、総事業費が当初計画の２倍を超えるこ
とがわかり交渉が難航中です。日本と原子力協定を結んだインドでは、事故が起
きたときの責任を、発電事業者だけでなく原子炉設備企業にも負わせるという法
律があるため、受注すれば日本は大きな賠償のリスクを抱えることになるでしょう。

 「冷静に現実を見ることなく『原発こそがエネルギー政策の基本だ』という古い
考えから抜け出せない人たちが政策の中心にいるために、日本でもイギリスでもメ
リットのない原発を進めようとする動きがあるのです」と指摘します。

飯田さんによれば、多くの国が再生可能エネルギーへとかじをきる中で、「市民
の意見がエネルギー政策に反映されづらい国」、「核武装の潜在的能力を持って
おきたい国」ほど、原発推進の姿勢を変えない傾向があるといいます。
「世論調査（※1）では、日本で原発を増やすべきという人はわずか1%で、廃止

していくべきという意見が60%を超えます。でも、『即時廃止』ではなく、『いまある
原発をしばらく利用』という意見も多いです。それは原発の本当のコストが見えな
い仕組みになっているからでしょう」

福島での原発事故処理にかかるお金は20兆円以上ともいわれますが、経産省
は賠償費用の一部を、2020年以降に国民の負担で電気料金に上乗せして回収
していく方針を決めています（※2）。「本来は電力会社が負担するはずの費用が、
私たちにかかってくるのです。電力会社は事故を起こしても倒産せず、負担は利
用者に押しつけるしくみのまま、再稼働が進んでいるのが現状です。より安全で
持続可能な再生可能エネルギーが安くなっているなか、新規建設はもちろん、リ
スクを負って原発を維持することはナンセンス。事故の対応や核廃棄物の処理な
ど、原発の本当のコストが『見える形』で示されれば、経済界も世論も、原発はや
めたほうが合理的だとわかるはずです」

2011年の東京電力福島第一原発での事故で、一度はすべての原発を停止した日本。
しかし現在、5原発9基が再び稼働しています（2018年11月時点）。
再生可能エネルギーの普及が進むなか、この先私たちが使うエネルギーはどうあるべきかを
考えるため、世界に目を向けてみたいと思います。
海外の原発事情について、認定NPO法人環境エネルギー政策研究所
（以下、ISEP）・所長の飯田哲也さんに伺いました。 伊方原子力発電所（愛媛県）。

2018年10月に3号機が再稼働した

認定NPO法人
環境エネルギー
政策研究所（ISEP）所長

1959年生まれ。原子力産業や原子力安全規制などに従
事後、北欧での研究や非営利活動を経てISEPを設立。3・
11後にいち早く「戦略的エネルギーシフト」を掲げ、持続
可能なエネルギー政策の実現を目指して、提言・活動を
行っている。全国ご当地エネルギー協会事務総長。著書
に『エネルギー進化論』（ちくま新書）、共著に『今こそ、エ
ネルギーシフト』（岩波ブックレット）ほか多数。

※1　世論調査：日本原子力文化財団「原子力に関する世論調査2017」（調査対象者：全国の15～79
歳男女1,200人／2017年10月4日（水）～16日（月）実施）
※2　電気を送る際に必要な電線などの費用「託送料金」として、電気料金に上乗せして徴収する方針

再生可能エネルギーによる発電コスト（1kWhあたり）は、燃料費がかからない
という大きなメリットがあります。発電コストに占める資本費（建設費、工事費な
ど）は高くなっていますが、技術革新で低下傾向です。
※資源エネルギー庁「発電コスト検証ワーキンググループ」による数値。
　（原子力については追記）

再生可能エネルギーは経済的
—発電コストの比較（円／1kWh）—

全国の原発で
再稼働の動き

再稼働に進む日本

飯
いい だ てつ なり

田哲也さん

  脱原発に向かう世界



自然のエネルギーから
生まれた電気
再生可能エネルギーでの発電を推
進する『パルシステムでんき』は、発
電量に占めるFIT電気（再生可能エネ
ルギー）の比率が、他社と比べて高い
85.0%。太陽光発電や小水力発電を
行う「発電産地」が発電しています。

  子や孫の代まで
  この豊かな土地を守る
　福島第一原子力発電所での事故後、千葉で農業
を営む私たちも、放射能問題の対応に追われました。
私は代 こ々こに土とともに生きてきた生粋の"農民"で
す。 この後朽ちることがあっても、子や孫の代まで
この豊かな土地を守り、おいしさの詰まった野菜をつ
くり続けてほしいと願っています。
　だからこそ、あの経験は忘れてはいけない。未だ
に故郷に帰れない方がいる事実に向き合いながら、

「信頼」とは何か？「育てる」とは何か？ということを問
い続ける責任が、私たちにはあります。畑の上で太陽
を浴びるパネルは、その決意の象徴なんです。 

パルシステムでんきの電源構成（2018年度計画値） 全国の発電産地の「想い」をのせた電気です
再生可能エネルギー発電による発電産地との連携は、2015年度の14カ所から2018年度は46カ所に
増え、着実に広がっています。パルシステムでんきは、全国の発電産地の想いに支えられています。

※1 この電気を調達する費用の一部は、当社以外の
お客さまも含めて電気の利用者が負担する賦課
金によって賄われており、CO2が排出されないこ
とを始めとする再生可能エネルギーとしての価
値を訴求するにあたっては、国の制度上、非化石
証書の使用が必要とされています。当社が販売
するFIT電気は、CO2排出量について火力発電な
ども含めた全国平均の電気のCO2排出量を持っ
た電気として扱われます。

※2 この電気には、水力、火力、原子力、FIT電気、
再生可能エネルギーなどが含まれます。当社の
2017年度のCO2排出係数は、0.105kg- CO2/
kWh（基 礎 排 出 係 数）、0.582 kg- CO2/kWh

（調整後排出係数）です。
パルシステムでんき

日本の再生可能エネルギーを

応援するなら！ 『パルシステムでんき』

放射能検査状況について
パルシステム自主検査の報告　

パルシステムの 
自主基準

（独自ガイドライン）と
検出限界について

パルシステムでは食品の残留放射能について自主基準
(独自ガイドライン)を設定しています。放射線にはこれ
以下なら安全という「しきい値」がないので、基準以下で
あっても、放射能低減を追求します。検査の結果、自主基
準を超えるものについては供給いたしません。また、自主
基準（独自ガイドライン）は継続的に見直しを行います。

●�青果は、北海道を除く東日本（新潟県・長野県・静岡県以東
の本州17都県）のカタログ掲載産地において、分類ごとに
一品目以上検査をしています。注文時にあわせて公開して
いるオンラインの自主検査結果に検査が間に合わない品目
については、供給前までには放射能検査を実施します。

●�水産は、北海道から関東の沿岸近海のエリアを重点地域と
して、原料切り替わりをした月に検査を行っています。

●�検査は、ご注文にあわせて実施していますが、冷蔵・常温の
各加工品は年１回、冷凍食品は1年半に1回計測しています。

放射能検査の対象範囲について
農畜産物と
その加工品

北海道を除く東日本産
（新潟･ 長野･ 静岡以東の本州産）

水産物と
その加工品

日本沿岸･ 近海・一部の北太平洋・
淡水産水産物

検出限界値
検出限界（ヨウ素131、 

セシウム134､137それぞれ）
2016年4月1日から

新基準に変更（単位Bq/kg）

乳幼児用食品 1

水、飲 料、牛 乳、乳 製品、米、
青 果 類、肉 類、卵、魚 介 類、 
その他食品

3

●�フルーツyumyumセットにセットさ
れている果物は、検出下限値1Bq/kg
で検査を行っています。

※乾燥食品は生原料や摂食状態で検査します。　
※乳幼児用食品は「yumyum」掲載商品とインターネットの「赤ちゃん・キッズOK食材」掲載商品。

自主基準（独自ガイドライン）（セシウム134,137の合計）
2014年10月より現行基準（単位Bq/kg） 国の規格基準

水、飲料茶、牛乳、乳幼児用食品 10
水、飲料茶 10
乳児用食品､ 牛乳 50

飲料、乳製品、米

一般食品 100
青果類（きのこ類除く）、肉類、卵、魚介類、
その他食品、きのこ類（しいたけ除く） 25

しいたけ 100

パルシステムでは、検出数値が正確な「ゲルマニウム半導体検出器」2
台を使用しています。食べられる部分だけを取り出し、細かく切るなど
下処理をして、測定容器にできるだけ詰め込み、外部の放射線の影響
を受けないように厚い鉛の容器で遮断して、精密な測定を行います。

大豆の収穫（JAささかみ、新潟県）

測定方法について

●週次の「放射能関係のお知らせ」はホーム
ページで掲載しています。

●インターネットから見られない方はこちらに
お問い合わせをお願いします。

※センターによって、携帯電話からはご利用できない場合があります。

パルシステム
問合せセンター

※お問い合わせ内容の確認とサービス向上のために、通話の内容を録音しております。

FIT電気（再生可能エネルギー）比率：

85.0%（計画値）

FIT電気（小水力） （※1）  

8%

FIT電気
（バイオマス）（※1）   

71%

FIT電気（太陽光） （※1） 

3%

FIT電気（地熱）（※1） 

3%

卸電力取引所（※2） 
8%

インバランス補給（※2） 
7%

〈 検査結果：2018年11月23日現在 〉※乳幼児用食品のみ検出下限値1Bq/kg、その他は検出下限値3Bq/kg。

青果 れんこん（6.4Bq/kg）から放射能が自主基準内で検出されました。

しいたけ 生しいたけ（5.3～22Bq/kg）と岩手県産乾しいたけ（5.1Bq/kg）から放
射能が自主基準内で検出されました。

他のきのこ類 2018年度は放射能の検出はありません。

米
2018年産米の検査は、27産地29検体の玄米で検査し、栃木こしひかり
（4.4Bq/kg）から放射能が自主基準内で検出されました。白米で再検査
したところ不検出でした。
※放射能の多くはぬか部分に蓄積します。検出された栃木こしひかりは白米でのお届けとなります。

牛乳、肉、
卵

産地ごとに定期的に検査しており、今年度放射能は検出されていませ
ん。卵は今年度の検査をまだ行っていません。

魚介類 2018年度は放射能の検出はありません。

乳幼児用
食品

2018年度、検出下限値1Bq/kgで検査を行い、冷凍さつまいもス
ティック（1.2Bq/kg）から自主基準内で検出されました。2017年度産
直野菜チップス（さつまいも・にんじん）（1.2Bq/kg）から自主基準内
で検出されました。

その他食品 
〈お料理
セット〉

菌茸類については定期的に検査を行っており、しいたけ2件（4.3、
8.2Bq/kg）から自主基準内で検出されています。その他のお料理セッ
トで使用されています菌茸類（えのき茸、マッシュルーム、ぶなしめ
じ、まいたけ、きくらげ）からの検出はありません。

その他食品 
〈大豆
加工品〉

豆腐、納豆、味噌、醤油など大豆加工品は、原料で検査を行っているも
のと、製品で検査を行っているものとがありますが、放射能は検出さ
れていません。

その他
食品

2017年度、サプリメントのブルーベリー＆ルテイン（8.2Bq/kg）から自
主基準内で検出されました。

〈 2018年度の検査数（カッコ内は検出件数） 〉 2018年11月23日現在　不検出率：98.7%

牛乳・乳製品 34

肉類・卵 12

魚介類 203

乳幼児用食品 209

青果 408

しいたけ 39

きのこ類 
（しいたけ除く） 45

米 30

（29）

飲料水・飲料 64

その他（加工）食品 1607

総計 2652
（34）

（2）

（1）

（1） （1）

切り替えの詳しい案内はこちら！

Radioactivit y repor t

パルシステムのおひさまシェアリング
（産直産地・佐原農産物供給センター）

香取政典さん


