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僕、寒いの
大嫌いだから、
地球が
暖かいほうが
いいなあ。

そんなことになったら
大変なことになるんじゃぞ!!

南極の氷がとけると
海面が上がって、
陸地が水没するって
聞いたことがあるわ。

二酸化炭素などが増え続けると、
地球の平均気温が上がり、
いろいろな影響が出てくるんじゃ。

異常気象や気候の変動が起きたり、
砂漠化が進んで
農耕地が減ったりする。
人の健康にも悪い影響がでるんじゃ。

二酸化炭素などを減
らすためには化石燃
料だけに頼らないで、
電気をつくる必要が
あるんじゃよ。

熱（赤外線）

熱
（赤外線）

化石燃料を燃やすと、
二酸化炭素などが出て
地球が暖かくなるってことは
聞いたことがあるかい。

これを「地球温暖化」って
言うんじゃよ。

太陽の光で暖められた地
球からの熱は、水蒸気や
二酸化炭素などのガスが
吸収して、大気を適温に保
っているんじゃ。
ところが最近、このガスが
大量に出されるため、熱の
吸収が増えすぎて、気温
が上昇しているんじゃよ。

二酸化炭素が
出ると
どうして地球が
暖かくなるの？

地球温暖化が心配なら
化石燃料を燃やさずに、
太陽や風などの自然のエネルギーを
利用した発電を
もっと増やせば
いいんじゃないの？

そのとおりじゃ！
ただ、太陽光や風力発電は、
太陽が出ていないときや
風がないときには使えないから、
安定して発電できないんじゃよ。
その点、ウランを燃やす原子力発電は、
二酸化炭素をほとんど出さずに、
安定してたくさんの電気をつくることが
できるんじゃ。
これからは、いろいろな発電を
組み合わせて、バランスよく電気を
     つくっていくことが必要なんじゃよ。

日本でつくられている
電気の割合   

火力
約65％

天然ガス
28.3％

石炭
25.2％

石油他
10.3％

原子力
26.0％

水力
7.8％

総発電電力量9,915億キロワット時
出典：電源開発の概要

新エネルギー等
1.0％

運転中の原子力発電所は、
現在54基あるんだよ。
それに建設を進めているものが
15基あるんじゃよ。日本には

原子力発電所が
どのくらいあるの？

北海道電力㈱　泊発電所

電源開発㈱　大間原子力発電所

東北電力㈱　
東通原子力発電所

東北電力㈱
女川原子力発電所

東京電力㈱　福島第一原子力発電所

東京電力㈱　福島第二原子力発電所

日本原子力発電㈱　東海第二発電所

中部電力㈱　浜岡原子力発電所四国電力㈱　伊方発電所

東京電力㈱　
柏崎刈羽原子力発電所

北陸電力㈱
志賀原子力発電所

日本原子力発電㈱　敦賀発電所

(独)日本原子力研究開発機構
原子炉廃止措置研究開発センター（ふげん）

(独)日本原子力研究開発機構
高速増殖炉研究開発センター（高速増殖原型炉もんじゅ）

関西電力㈱　美浜発電所

関西電力㈱　大飯発電所

関西電力㈱　高浜発電所

中国電力㈱　島根原子力発電所

中国電力㈱　上関原子力発電所

九州電力㈱　玄海原子力発電所

九州電力㈱　川内原子力発電所

運転中

建設中

建設準備中

地球
二酸化炭素
などのガス

※日本原子力発電㈱　東海発電所は1998年3月に運転終了
※中部電力㈱　浜岡原子力発電所1・2号機は2009年1月に運転終了
※(独)日本原子力研究開発機構　ふげんは2003年3月に運転終了

（2008年度）

東北電力㈱
浪江・小高原子力発電所

その他
1.4％
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東京電力㈱　
東通原子力発電所
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