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原発とコスト 

                             金子 勝 

（１）老朽原発と安全投資 

表１は、「原発ゼロの会」が出した即時廃炉リスト 28 基であるが、これらが主として安

全面から作った即時廃炉リストであるのに対して、拙著『原発は火力より高い』（岩波ブッ

クレット）で、コスト面から見た廃炉リストの作成を試みた。 

まず老朽原発に安全投資をしてコスト的に意味があるかどうか、を考えてみよう。すで

に 17基の原発が安全審査を申請しており、そのコストは 1.6～1.7兆円かかり、想定の倍に

なっている。ここでは、電力会社の当初の想定に基づき、50 基全体で約 2 兆円とかなり低

めに見積もっていることをあらかじめことわっておきたい。一般的に考えれば、40 年で廃

炉した場合、老朽原発は運転できる期間が短いので、比較的新しい原発に同じ安全投資を

した場合よりコストがつく。その点で一番わかりやすい基準は、安全投資額が、原子力発

電設備や装荷核燃料の残存簿価（減価償却が済んでいない分）を上回るがどうか、である。 

企業会計上、原発は設備や核燃料に関して毎年減価償却をし、廃炉引当金を積んでいく。

一方、電力料金は総括原価主義に基づいており、減価償却も廃炉引当金もコストに算入さ

れている。こうした仕組みのもとでは、安全投資が原子力発電設備や装荷核燃料の残存簿

価を上回る原発は、当初（原発を再稼働する前）から、通常の減価償却を行っていても、

追加安全投資を行えば 40年時点で原子力発電設備の減価償却は終わらない。もし安全投資

の減価償却を行おうとすれば、電力料金を値上げして上乗せするか、40 年廃炉原則を破っ

て長期間運転して安全投資のコストを吸収していかなければならない。少なくとも電力会

社は、そのことを利用者に対して説明すべきだが、その義務を怠っている。 

しかも政府は世界一の安全基準を謳っているが、新しい安全基準と安全投資必要額では、

「世界一の安全基準」にするためには不可欠なコアキャッチャーや 2 重の格納容器などが

含まれていない。コアキャッチャーや 2 重の格納容器を既存原発に組み込むことはコスト

的に非常に高くつくからである。 

 

＊原発の即時廃炉リストと危険度ランキング 

（出所）原発ゼロの会のホームページ 

http://saito-san.sakura.ne.jp/sblo_files/genpatsuzero/image/1)20E7B78FE59088E383

A9E383B3E382ADE383B3E382B0.pdf 

 

とりあえずコアキャッチャーを入れない新安全基準を前提にして、全国の 50基の原発に

ついて、どの原発が、安全投資が残存簿価を上回るのかを示した表がある。これによれば、

基準をクリアできる原発は、柏崎刈羽原発 3～7 号機、浜岡原発 5 号機、志賀原発 1、2 号

機、女川原発 3号機、東通原発 1号機、伊方原発 3号機、玄海原発 3、4号機、泊原発 3号

機､東海第二の 15基である。 

http://saito-san.sakura.ne.jp/sblo_files/genpatsuzero/image/1)20E7B78FE59088E383A9E383B3E382ADE383B3E382B0.pdf
http://saito-san.sakura.ne.jp/sblo_files/genpatsuzero/image/1)20E7B78FE59088E383A9E383B3E382ADE383B3E382B0.pdf
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しかし、この 15基についても、「原発ゼロの会」が出した即時廃炉リスト 28基の中に含

まれている原発がある。柏崎刈羽原発 3～7 号機、浜岡原発 5 号機、志賀原発 1、2 号機、

女川原発 3号機、東通原発 1号機、東海第二の 10基である。これらは追加安全投資のコス

ト上の最低基準をクリアするけれども、安全性という観点から非常に問題が多く、再稼働

すべきではないということになる。たとえば、柏崎刈羽原発 3号機は、2002 年の定期点検

の際にシュラウドにひび割れが発見されており、浜岡原発 5 号機は東海大地震源地域に立

地し、停止中に海水が原子炉に逆流するトラブルを起こしており、東通原発一号機は敷地

内の破砕帯が活断層である可能性が極めて高いなど、危険要因を抱えている。 

このように見てくると、再稼働すべきかどうか検討するに値するのは、伊方原発 3号機、

玄海原発 3、4号機、泊原発 3号機の 4基ということになる。仮に東日本大震災で被災して

問題の多い女川原発 3号機を含めたとしても 5基にすぎない。 

 

（３）本当に原発はコストが安いのか                

つぎに、現状で原発の発電単価がどのようになるかを見てみよう。周知のように、すで

に大島堅一氏が政府のシミュレーション方式に対して、有価証券報告書の実績値を用いて

電源別の発電単価を算出し、原発はコストが高いことを明らかにしている。大島氏が批判

の対象としたのは、資源エネルギー庁が 2004 年に出した電源別発電単価である。そこでは､

一般水力は 8～13円／kWh、ＬＮＧ火力が 7～8円／kWhに対して、原発は 5～6円／kW

で一番安いとされていた。これに対して大島氏は、1970～2007年における実績値から、原

発が 10.68円／kWh、火力発電が 9.9円／kWh、水力発電は 7.26円／kWh、一般水力 3.98

円／kWh、原子力＋揚水発電は 12.23円／kWhとなり、原発が最も高いことを示した。も

ちろん大島氏は、バックエンド費用（核燃料サイクルのコスト）や立地自治体への補助金

が入っていないので原発の発電単価はこれでも過小評価されていると断っている。 

その後、福島第 1原発事故が起きてから、民主党政権時代の 2011 年 12月 19日にエネル

ギー・環境会議のコスト等検証委員会が提出した「コスト等検証委員会報告書」では、事

故費用が一部考慮されたことで、原子力発電は 8.9円／kWh以上、石炭火力は 9.4円／kWh、

LNG（ガス）発電は 10.7円／kWh、石油火力は 34.6円／kWhとの見積もりを出した。 

大島堅一氏も、この試算方式を使って、福島原発の事故対策費用が現状で１１．１兆円

に増加したことを踏まえ、原発の発電単価を計算し直している。結果は、原発の発電単価

は 11.4 円/kWh になり、石炭火力の 10.3 円/kWh、ガスの 10.9 円/kWh を上回っている。

その際、実際に生じている福島原発の事故対策費用 11.1 兆円を「事故リスク対応費用」と

してカウントし、停止中の原発のうち 40年の「寿命」を迎える 5基を除く 43基が 15年に

再稼働し、他の原発も 40年で廃炉になるという前提条件で計算が行われている。 

これに対して、筆者も拙著『原発は火力より高い』において、コスト等検証委員会が公

表した発電コスト試算シート 27)を使って、つまり政府と同じシミュレーション方式を使っ

て原発の発電単価が高いことを示した。改めて、この方式における原発の発電単価を簡潔
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に示すと、以下の式になる。 

 

原発の発電単価（円／kWh）＝｛資本費（原子力発電設備の残存簿価に基づく減価償却費、廃炉関連費

用､固定資産税）＋運転維持費（人件費、修繕費､業務分担費など）＋燃料費（燃料費単価、核燃料サイク

ル費用など）+社会的費用（事故リスク対応費用、政策経費など）｝÷送電端電力量 

 

問題は、これまでの政府のシミュレーション方式では、原発 50基（その後、福島第 1 原

発 5.6号機の廃炉が決定したので 48基）全てが 40年間稼働している（つまり 40年になる

前に廃炉にしない）ことを前提として原発の発電単価を出しているという点である。これ

は、廃炉になった分が絶えず新設増設で補充されていくことが前提になっている。安倍政

権でさえ、原発依存度を減らすと言っており、こうした前提は成り立たない。さらに、事

故対応費用や政策経費を含む「社会的費用」を一種の保険費用と考えるか、実際に発生し

た福島第一原発の事故処理費用と考えるかでも、計算は違ってくる。 

筆者は、現実に近い想定で原発のコストを考えることにした。具体的には、40 年廃炉原

則を前提にして残る運転期間をとって、原子力発電設備、核燃料の残存簿価（減価償却が

済んでいない分）、および廃炉引当不足額を「資本費」と考え、さらに現実に原発保険がな

い状況で、福島第一原発の事故処理費用を新たに発生したコストと考え、個別の原発毎の

発電単価を算出した。そのうえで、①電力会社が申請した安全投資を行った場合、②超党

派の国会議員が作る「原発ゼロの会」が出した即時廃炉リスト 28基の廃炉費用を他の原発

のコストに乗せた場合、③賠償費用・除染費用などを乗せた場合（4.1 兆円のケースと 10

兆円のケース）について、それぞれを反映させると、個別の原発の発電単価がどのように

変化するかを見たのである。 

＊安全性が担保できない原発の廃炉費用を入れるのは、原発＝不良債権ととらえ、不良

債権の処理費用と考えているからである。従来の経済学は不良債権問題には全く役に

立たない。 

 つぎに、先に述べたように、①電力会社が申請した安全投資を行った場合、②超党派の

国会議員が作る「原発ゼロの会」が出した即時廃炉リスト 28基の廃炉コストを他の原発に

乗せた場合、③賠償費用・除染費用などを乗せた場合（4.1 兆円のケースと 10 兆円のケー

ス）に、原発の発電単価はどのような水準になるのだろうか。 

 まずゾンビ企業化している日本原電と東京電力の原発から見ていこう。日本原電の原発

の発電単価を見ると、日本原電は原発 3 基だけの原子力発電専門会社であるだけに、問題

が先鋭に現れてくる。福島第 1 原発事故前の発電単価はおよそ 11 円／kWh だったが、追

加安全投資を行うと、東海第二原発の発電単価は 13.1円／kWhに上がる（しかも東海第二

原発は BWR型なので、安全投資の 5年間猶予は認められない）。この時点で、もはやガス

火力発電を上回ってしまう。そのうえ、活断層が発見された敦賀原発を廃炉にして、その

廃炉コストを上乗せすると、東海第二原発の発電単価は 21 円／kWh に跳ね上がってしま
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う。もはや日本原電には存続可能性がないと言ってよいだろう。 

  

では、東京電力の場合はどうだろうか。安全投資をし、福島原発をすべて廃炉にしたう

えで、賠償費用 4.1 兆円を柏﨑刈羽原発に乗せた場合、発電単価は 13～15 円／kWh にな

り、もはや効率的なガス火力発電を新たに建設した方が経済合理的だということになる。

しかも、現状では賠償支払いは遅れ、除染費用はほとんど支払われていないが、除染費用

を含めて賠償費用を 10兆円とした場合には、柏﨑刈羽原発の発電単価は 19～21円／kWh

になり、もはや再稼働する理由は全くないと言ってよい。福島への賠償・除染費用を削る

か、電力料金の値上げを繰り返さないかぎり、東京電力もすでに存続可能性を失っている。 

 

 それでは、日本原電と東京電力といった個別電力企業ではなく、社会全体で原発の発電

単価を見た場合はどうなるであろうか。まず安全投資を乗せた場合、残存運転期間が短い

原発ほど発電単価が高くなる。美浜原発一号機は 33.9 円／kWh、美浜原発二号機は 25.1

円／kWh、高浜原発一号機は 18.4 円／kWh、島根原発一号機は 26.4 円／kWh、玄海原発

一号機は 15.5円／kWhというように、老朽原発は再稼働してもコストに見合わない。 

つぎに、「原発ゼロの会」が出した即時廃炉リスト 28 基の廃炉コストを他の原発に乗せ

た場合に残る原発の発電単価を見ると、同じく高浜原発 1 号機の 27.3 円／kWh を筆頭に、

老朽原発の発電単価が高くなる。他方、玄海原発 3、4 号機が 10.7～10.8 円／kWh で最も

発電単価が低くなるが、それでもガス火力発電とほぼ同じ発電単価である。それ以外の原

発は、すべてガス火力発電の発電単価を上回ってしまう。 

さらに即時廃炉の原発リストを除いた原発 22 基で、福島原発事故の賠償費用 4.1兆円を

賄うとした場合、原発の発電単価は 13.8～31.5 円／kWhになり、さらに除染費用を含めて

10 兆円を賄うとした場合には、原発の発電単価は 17.3～35.4円／kWhになってしまう。 

もはや誰の目にも、原発は火力発電よりも高くつくことは明らかであろう。 

 

（４）原発を廃炉にする道 

 では、このように高コストの原発をいかにして廃炉にできるのだろうか。 

問題の本質は、原発が経営上の“不良債権（不良資産）”化していることにある。原発に

依存する電力会社ほど、経営的に成り立たなくなってしまうために、安全性を無視しても

原発を動かしたくなるのである。したがって原発の廃炉には、かつての不良債権処理と同

様のプロセスが必要となってくる。 

具体的には、以下のプロセスが必要となる。 

 

① 各電力会社が持つ原子力発電設備および核燃料の残存簿価および廃炉引当金不足額に

相当する金額について新株を発行させ、国が引き受ける。国は株主として発送電分離を

行うとともに、原発を切り離す。国が引き受けた新株は、電力システム改革後に電力会
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社は買い戻すことができるとする。 

② 事実上「国有化」された原発は、廃炉引当金とともに日本原電に移す。事実上経営破綻

している日本原電は、その事業を継承するとともに、廃炉事業を担当する。また、その

際、電気事業法の改正を行い、電力債の「一般担保」規定を廃止し、原子力損害賠償法

の見直しなど、制度面でも、福島原発事故の教訓に従って、公正な市場ルールの導入を

目指すべきである。 

③原発ゼロとするためには、以下の手順にしたがって廃炉をしていく。 

 １．原子力規制委員会が決定する新安全基準に対して、原発に批判的な技術者・専門家

を加えて検討したうえで、新安全基準にしたがって危険な原発をただちに廃炉にする。 

 ２．必要な安全投資額が、原子力発電設備の残存簿価＋装荷核燃料の残存簿価＋廃炉引

当不足額を上回る原発はただちに廃炉の対象にする。と同時に、電力会社が自主的に

原発毎に正確な簿価と安全投資必要額を公表する。 

 ３．使用済み核燃料が貯蔵可能な上限から再稼働できる原発の数を限定する。 

 ４．原発の新規建設・増設を認めず、40 年廃炉原則を厳格に適用する。 

④電気料金上昇を回避する方策として、(1)ガス調達価格引き下げの努力、(2)各電力会社に

は効率的なガス発電などの建設のための低利融資制度の創設、(3)日本卸電力取引所と広

域系統運用機関の改革による系統接続の保証と新規参入の促進、(4)省エネを促進する電

力料金体系の見直しなどで負担の軽減を推進する。 

⑤また、現在省令で導入されたいわゆる「原子力燃調」と呼ばれる原発停止による再値上

げ制度や早期廃炉による損失の電力料金への転嫁を認める会計制度の変更など、この間、

矢継ぎ早に打ち出された、電力会社優遇政策も見直すべきである。 

 

以上のような措置によって、初めて電力会社の経営状況に左右されずに、厳格な安全基

準を設け、安全投資のコストを勘案して、どの原発を廃炉にするかを冷静に判断すること

ができるようになる。日本原電は（ごく少数の原発を動かす場合があるとしても）基本的

に廃炉専門会社になることで、経営破綻を免れる。そして国が株主になることで、発送電

分離を実施できる。同時に、電力会社は不良資産となっている原発を手放すことで経営を

健全化できる。ちなみに、金融機関が電力会社に融資（ないし電力債を購入）している資

金は 25兆円を上回っているが、こうした電力改革を実施することで、銀行も一気に不良債

権を処理できる。また、一般担保規定を見直す対価として、電力会社から原発を切り離す

ことができれば、電力会社の経営が健全化し、電力債や電力会社の株式も価値が下がらな

い。株を引き受ける政府は、それを売却すれば、国民負担も生じない。これが高コストの

原発から脱していくために、もっとも経済合理的な道と考えられる。 

 


