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おわりに

はじめに

福島原発事故 1）の発生から4年目に入った。政権は原発回帰を進める一方、原発事故のコ

ストを国民にしわ寄せし、東京電力（以下、東電）を救済する動きを強めている。昨年来、国

費投入を拡大し、あるいは事故炉廃止費用（1.4で後述）を電気料金の原価に算入する仕組み

が強化されている。2014年5月14日、原子力損害賠償支援機構法（以下、支援機構法）の改

正法が成立したのも、その一環である。本稿では、これらの現状と問題点を明らかにする。

原発事故を起こしたことで、東電は実質的に債務超過に陥り、法的整理が避けられないはず

であった。にもかかわらず存続しているのは、2011年5月の関係閣僚会合で、東電の債務超過

を回避することが確認され、支援機構法がつくられたためである（大島・除本，2012，127頁）。

これにより、東電の株主と債権者は、法的整理にともなう減資と債権カットを免れた。東電

は被害者に賠償を支払っているが、支援機構法に基づき、その全額について資金交付を受けて

いるため、実質的な負担はない。そして国は、賠償責任を東電だけに負わせ、追及の矛先をか

わしている。支援機構法によって、東電と国の責任逃れがコインの表と裏のように一体化した

仕組みがつくりだされているのである（除本，2013，11頁）。

この弊害は、東電だけでなく他の原子力事業にも及ぶ。このような仕組みがあれば、原子力

事業者は、事故のコストを等閑視して、経営判断を行うようになるだろう。国の政策転換を阻

む作用もある。
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本稿の構成は以下のとおりである。第1節では、福島原発事故によって生じる「社会的出費」

（福島原発事故のコスト）について、入手しえた資料に基づき、積み上げ方式でその額を試算

する。第2節では、このコストの負担を国民および電力消費者に転嫁し、東電を救済しようと

する国の動きについて、その中身を具体的に明らかにする。最後に第3節では、補論として、

本稿で推計した原発事故のコストを考慮した場合、原発のkWhあたりの発電コストがいくら

になるか、簡単な試算を示す。

なお筆者らは、今回の支援機構法改正にあたり、衆参両院の経済産業委員会で、参考人とし

て法案の問題点を指摘した2）。本稿は、その論旨をさらに展開したものである。

1 福島原発事故のコストに関する暫定的な見積もり

1.1 本稿の考察対象

環境経済学における社会的費用論では、①使用価値レベルの「社会的損失」、②その「貨幣

評価額」、および③「社会的出費」という3つの概念が区別される（寺西，1984；除本，2007，

2630頁）。②と③はともに交換価値レベルの概念だが、公害健康被害を経済的に評価する場

合を考えると、たとえば慰謝料として評価するのが②、治療費として把握するのが③にあたる。

②は社会的損失に対する何らかの価値判断をあらわすのに対し、③は実際の貨幣支出を意味す

る。両者のうち、負担転嫁の問題と最も関連するのは③である。

したがって本稿では、福島原発事故によって生じる「社会的出費」を考察対象とし、これを

福島原発事故のコストと定義する3）。以下では、福島原発事故のコストを、損害賠償費用、原

状回復費用、事故収束・廃止費用、行政による事故対応費用に分けて考える。

入手しえた資料により、これらの額を積み上げていくと、合計で少なくとも約11兆円にの

ぼる（表 1）。この合計額は、東電と国の資料から明らかになったもの（すべてを網羅するも

のではない）に限られ、たとえば賠償の対象外となっている被害者の出費等は、十分な資料が
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表1 本稿で検討する福島原発事故のコスト

出所：東京電力株式会社（2011a，2012a，2012b，2013）、原子力損害賠償支援機
構・東京電力株式会社（2013）、会計検査院（2013a）、財務省（2011a，
2011b，2012，2013）などより作成。

単位：億円



ないためここでは扱っていない。本表は今後の見込み額を含んでいるが、将来的にはさらに増

加すると考えられる。したがって、この金額は現時点での最低限の見積もりである。

1.2 損害賠償費用

事故被害の賠償は、国の原子力損害賠償紛争審査会（以下、原賠審）が定める指針によって、

骨子が決められる。東電は指針を受けて、自ら賠償基準を作成し、被害者に賠償を行う。

2013年12月26日、原賠審は最新の指針（第4次追補）を決定した。その翌日に出された

「新・総合特別事業計画」（以下、新・総特）（原子力損害賠償支援機構・東京電力株式会社，

2013）は、第4次追補の内容を踏まえて、賠償の見積額（「要賠償額」）を4兆9088億円と示

した（表 2）。ただし、具体的な算定方法等は明らかではない。なお2014年6月末までの賠償

合意額は、4兆449億円である。

東電の賠償基準は加害者が作成するものであり、被害の全体をカバーしていない（除本，

2013）。しかも、原発事故と被害は継続中であり、被害の全体像は今もって明らかにされてい

ない。東電の示す「要賠償額」は、こうした限界をもつことに注意が必要である。また、ここ

には東電が賠償すべき除染の費用が含まれていない。これについては、1.3で述べる。

なお、東電の賠償対応業務（受付業務など）により、各種の「賠償対応費用」（委託費、賃

借料、通信運搬費など）が発生している。その額は2012～14年の3カ年で777億円にのぼる
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表2 東電による「要賠償額」の内訳

注：合意額は2014年6月末現在。
出所：原子力損害賠償支援機構・東京電力株式会社（2013）32頁、およ

び東電ウェブサイト（「賠償項目別の合意金額の状況」）より作成。
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とされる（東京電力株式会社，2012b，29頁）。

1.3 原状回復費用

原状回復費用とは、ここでは除染およびそれにともなう中間貯蔵施設の費用を指す。この額

について国は、2013年12月20日に決定した「原子力災害からの福島復興加速に向けて」（以

下、福島復興指針）のなかで、見込額を示している。それによると、実施済みまたは計画され

ている除染（汚染廃棄物処理を含む）の費用が2.5兆円程度、中間貯蔵施設（建設・管理運営

等）の費用が1.1兆円程度である（原子力災害対策本部，2013，4頁，注1）。ただし詳細が明

らかではなく、「環境省の試算等」によるとだけ説明されている。そこで環境省に照会したと

ころ、表3の内訳が示された。

原状回復費用に関するその他の試算として、第1に、産業技術総合研究所の研究グループに

よるものがある（保高・内藤，2013）。これによれば、福島県内の除染費用（県外は含まない）

は、採用した単価や除染のシナリオにより幅があるが、2兆5300億～5兆1300億円にのぼる

（表4）。対象となった費用は、「除去費用」「一時保管容器費用」「仮置き場費用」「減容化費用」

「中間貯蔵施設費用」であり、最終処分費用は含まれていない。除染の「基本単価」を採用し

た場合（試算1）の額は最大3兆9600億円で、前掲の原子力災害対策本部（2013）の数値
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表3 除染、中間貯蔵施設の費用内訳

注：1.「除染関連（環境省分）」のうち「技術開発その他」は、「技術開
発費」「マスメディア広報費」「モデル事業」「子ども環境再生事業」
「事後モニタリング」「調査費」「事務経費」である。
2.「汚染廃棄物処理関連（環境省）」の内訳は、「指定廃棄物処理」
「農林業系廃棄物（8,000Bq/kg以下）」「廃棄物処理施設モニタリ
ング補助」「対策地域内廃棄物処理」である。
3.中間貯蔵施設、除染本体（直轄・非直轄）、汚染廃棄物処理関連
に関しては、作業終了までの見込み額（最終処分費用は含まない）。
また、その他の区分（内閣府分を除く）については、2011～13年
度の環境省の予算額に2015年度までの見込みを加えた額で概算。

出所：環境省資料（「除染・汚染廃棄物処理・中間貯蔵施設に係る費用の
見通しについて」）より作成。
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（合計3.6兆円）とほぼ同じ規模になる。

第2に、環境放射能除染学会のワーキンググループによる試算では、「除染費用の総額は

5兆円を超え10兆円に近付くと推測される」との見通しが示されている（森田，2013，83頁）。

推計の方法が必ずしも明らかでないが、産業技術総合研究所との違いは、採用している単価の

差や、再除染、および福島県外の除染を考慮していることなどによるものと考えられる。

1.4 事故収束・廃止費用

1.4.1 定義

まず事故収束・廃止費用について定義する。

事故収束・廃止費用は、次の2つからなる。第1は、事故後の緊急時対応のための費用（事

故収束費用）である。具体的には、過酷事故が起きた第一原発1～4号機の冷温停止状態への

移行までの措置と、同5、6号機および第二原発の冷温停止状態の維持費用である。

第2は、事故炉の廃止措置のための費用である4）。第一原発1～4号機は、原子炉の冷温停

止状態を確立した後、放射性物質の漏洩リスクと事故リスクとを大きく低下させ、廃止する必

要がある。今回の規模の原発事故は、チェルノブイリ原発事故に続き世界でも第2例目で、メ

ルトダウン型事故では最大規模である。このような事故を引き起こした原子炉の廃止作業には

未知の課題が多く、技術開発からはじめなければならない。そのため、技術開発にも多額の費

用が必要と考えられている。本稿では、これらを含めて事故炉廃止費用とする。
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表4 福島県内の除染費用（産業技術総合研究所の試算）

注：1.「除染特別地域」「汚染状況重点調査地域」については本文
2.1.2参照。後者は、福島県内のみが対象とされている（40市
町村）。
2.除染の単価として、試算1は「基本単価」（通常単価）を、
試算2は「最大単価」を採用している。試算1、2とも「保管
容器」「仮置き場」「輸送・貯蔵」の額は同一であるため、試
算2では記載を略した。
3.汚染状況重点調査地域の試算値の幅は、除染のシナリオによ
るものである。

出所：保高・内藤（2013）8頁、表6より抜粋。

単位：兆円



1.4.2 内訳

表1に示した事故収束・廃止費用2兆1675億円の内訳は以下の通りである。

まず第1は、東電の財務諸表に記載されている事故収束・廃止費用1兆259億円である。東

電は、事故収束費用と事故炉廃止費用を事故直後から推計可能な範囲内で見積もっている。東

日本大震災により被災した発電施設の復旧や損失は、東電の損益計算書の災害特別損失に計上

されている。原発事故関連の災害特別損失の、2010～12年度の合計額は、1兆2118億円にな

る。これには、「原子力発電設備に関する減損損失」「核燃料の損失」「福島第一原子力発電書

7・8号機の増設計画の中止に伴う損失」が含まれているので、これらを除くと1兆259億円

になる5）。

第2は、新・総特で、今後10年間で措置するとされている1兆円である。

第3は、2012年の電気料金値上げ申請時に、災害特別損失で計上された費用とは別に、安

定化維持費用として電気料金の原価への算入を認められた費用（2.2.1で後述）で、2012～14

年度の合計額で1416億円である（東京電力株式会社，2012b，28頁）。

以上の3つの項目の合計が、表1の事故収束・廃止費用2兆1675億円である。

1.4.3 中長期ロードマップとの対応

1.4.3.1 事故炉の廃止措置のスケジュール

福島原発事故の収束と廃止措置については、東電と原子力災害対策本部が、作業内容と大ま

かなスケジュールを定めてきた（東京電力株式会社，2011b；原子力災害対策本部・東京電力

福島第一原子力発電所廃炉対策推進会議，2013）。その概要をまとめたのが表 5である。事故

直後の緊急時の取り組み、つまり事故収束作業は、表の「当面の取り組みのロードマップ」の

ステップ2をもって完了したことが政府によって宣言されている6）。ステップ2の完了以降は、

中長期的に第一原発を廃止するプロセスに入り、2013年11月に第一原発4号機の燃料プール

からの使用済燃料の取り出し開始をもって、中長期ロードマップの第2期に入ったとされてい

る。

中長期ロードマップによれば、第2期においては、燃料デブリを取り出すための技術開発を

行い、燃料デブリの取り出し開始時期をステップ2終了後10年程度ではじめるとされている。

第3期においては、技術的にも最も困難であろうと考えられる燃料デブリの取り出し作業が行

われ、このために20～30年の期間を要するという。したがって廃止措置終了は2041～51年頃

と見込んでいると考えられる。一方、新・総特では、全号機の燃料取り出し終了時期を2031

～36年と見込んでいる。これは、中長期ロードマップに比べて10年以上前倒しする内容であ

る（原子力損害賠償支援機構・東京電力株式会社，2013）。

経営研究 第65巻 第2号6



1.4.3.2 東電が計上した費用に関する検討

次に、この中長期ロードマップと、東電がすでに計上した費用との間の対応関係をみる。

まず、前記1兆259億円の内容を吟味しても、中長期ロードマップに記された対策との関連

がはっきりしない。また、新・総特で記載された、これまで「計上済み」とされている9694

億円（原子力損害賠償支援機構・東京電力株式会社，2013，48頁）との間の関係も正確に読

み解くことができない7）。東電に9694億円の内訳を問い合わせたところ、表6の回答が得ら

れた。そこで、この回答と中長期ロードマップの対応関係を検討する。
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表5 第一原発1～4号機の事故収束と廃止措置のスケジュール

出所：東京電力株式会社（2011b）、原子力災害対策本部・東京電力福島第一原子力発電所廃炉
対策推進会議（2013）より作成。

表6 東電が計上した事故収束・廃止費用の内訳

注：数値はすべて出所のママ。2）の内訳（a.～d.）は概数。
出所：東電への照会に対する回答（2014年5月23日）。

単位：億円



表6の1）をみればわかるように、ステップ2完了までに1824億円の資金が使われている。

これは事故収束費用である。

次に、2）の中長期ロードマップ対応費用をみると、「プラントの安定状態維持・継続」と

「発電所自体の放射線量低減・汚染拡大防止」といった措置に合計1630億円があてられている。

使用済燃料プールからの燃料取り出しには1720億円を見込んでいる。これらa.～c.の対策は、

中長期ロードマップ第2期の初期段階のものである。他方、技術的に最も難しい燃料デブリ取

り出しその他の措置（d.）には、2630億円しか見込まれていない。

2630億円の根拠は新・総特や財務資料には示されていない。だが、2012年の電気料金値上

げ申請時の資料には、「燃料デブリの取出計画」のために2500億円が特別損失として計上され

たこと、そしてその額が「スリーマイル（TMI）事故相当」であることが示されている（総

合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会，2012，94頁）。会計検査院による

報告書では、スリーマイル島原発事故のkWあたりの単価を福島第一原発にあてはめた上で、

技術革新によるコスト削減見込みを30％とし、2500億円を算出したことが明らかにされてい

る（会計検査院，2013b，159頁）。金額がほとんど同じことから、スリーマイル島原発事故の

事例が2630億円の計算根拠になっていると考えてよいだろう。

ここで問題は、スリーマイル島原発事故を今回の費用見積もりに適用することができず、無

理に適用すれば過小評価につながることである。福島原発事故とスリーマイル島原発事故との

間には大きな違いがある。スリーマイル島原発事故の場合は、核燃料の一部が溶けたものの、

圧力容器の外に出てはいなかった。これに対し、福島原発事故の場合は、核燃料が溶け、圧力

容器を突き破り、格納容器をも破損させたとみられている。そのため、燃料デブリの取り出し

は技術的に非常に困難である。そもそも、福島原発事故の場合は、燃料デブリが原子炉のどこ

に存在するかすら分かっていない。また、どのような形状になっているのかも不明である。こ

れらを知るためだけのために技術開発が必要である。燃料デブリ自体が非常に高い放射線を発

し、人が近づけない。これらからすると、形状をとどめている使用済燃料を燃料プールから取

り出すのに比べ、技術的難易度が高く、かつ、長期的に取り組まなければならないのは間違い

ない。

課題や技術が異なるのだから、ましてや「技術革新によるコスト削減見込」が30％あると

は到底考えられない。「コスト削減見込」を含めるのは、「燃料デブリ取り出しなどその他の中

長期的課題」に要する費用を低く見せるためのではないかと考えることすらできる。

さらに、新・総特には、第3期に、「廃棄体〔放射性廃棄物を特定の容器に入れ、廃棄処分

ができるようにしたもの〕の製造設備を設置し、処分場への搬出を開始」すると書かれている

（原子力損害賠償支援機構・東京電力株式会社，2013，付表）。これは東電が計上した事故収束・

廃止費用には含まれていない。とすれば、現在計上されている2630億円では足りなくなるこ

とは明白で、早いうちに不足するようになると考えられる。
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また、表6の3）解体費用1890億円について、東電の廣瀬社長は、国会審議のなかで「最後

の解体のため」と説明しているが、これは「原子力発電施設解体引当金に関する省令」（平成

元年通商産業省令第30号）に準じて算出された費用である。事故炉は、通常炉以上に放射能

に汚染されており、解体作業自体もより困難であると考えられる。したがって、この金額で十

分とは思われない8）。

1.4.3.3 今後計上予定の費用に関する検討

すでに計上済みの1兆259億円の資金に加え、東電は、コストカットを一層進め、「2013年

度から10年間の総額として汚染水・安定化対策の投資・費用を中心に1兆円を超える資金を

確保」（原子力損害賠償支援機構・東京電力株式会社，2013，48頁）する計画を立てている9）。

使途の内訳は、国会質疑のなかで明らかになっている。それによると、7400億円は新事務

棟等の労働環境の改善、多核種除去設備の増強、フランジ式タンクのリプレースなどの汚染水

対策、3000億円は放射線管理業務委託費、汚染水処理装置運転委託費、汚染水処理装置の点

検・保守費用であるとされている。また、この1兆円は「今後10年間」の見通しに基づくも

のであり、10年を超えるものは基本的に含まれていない10）。つまり、この1兆円は、中長期

ロードマップに書かれた対策全体に要する費用ではなく、その大半が汚染水対策に用いられ、

カバーしている期間も10年にすぎない。したがって、この1兆円で中長期ロードマップの費

用を賄うことはできないと考えられる。

1.5 行政による事故対応費用（除染以外）

国は、事故が起きて以降、追加的対策を実施し、このための財政支出を行ってきた（表 7）。

2011年度補正予算以降、福島原発事故対応のための費用として予算化されたものは、1兆6753
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表7 行政による事故対応費用（除染を含む）

注：国については、二重計算を避けるため、東電と国との間の補償契約に
基づく補償金支払額と、原子力損害賠償仮払金を除いてある。

出所：国の予算額は、財務省（2011a，2011b，2012，2013）に記載された「原
子力損害賠償法等関係経費」「原子力災害復興関係経費」の合計。自治
体の除染費（自主財源）は会計検査院（2013a）による。



億円である。この中には除染に関連する費用が含まれている。会計検査院によれば、同時期の

除染に関する国の予算額は1兆2875億円（会計検査院，2013a，10頁）であるから、両者の

差額をとると、国の除染（中間貯蔵施設を含む）以外の予算額が推計できる。これにより得ら

れた額は3878億円で、内容は、福島避難解除地域生活環境整備事業、汚染廃棄物対策、長期

避難者の生活拠点形成や福島への定住促進等の原子力災害関連経費である。

2 国民・電力消費者への負担転嫁の諸形態

進行する東電救済と責任の曖昧化

前節でみた原発事故のコストのうち、損害賠償、原状回復、事故収束・廃止の各費用につい

て、表8に示したとおり、国民、電力消費者への負担転嫁が拡大しつつある（行政による事故

対応費用はそもそも国民負担）。以下では、その現状と問題点について述べる。

2.1 損害賠償と原状回復費用

2.1.1 支援機構法による東電救済の仕組み

支援機構法は、原子力損害賠償支援機構（以下、支援機構）を通じて、国が東電を資金面で
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援助する仕組みである。

国は、東電の支払う賠償の元手を調達し、支援機構を通じて東電に交付する（図1の①②）。

これにより、事故被害に対する賠償の全額が、支援機構から東電に交付されている。資金交付

の額は2014年4月までで3兆8788億円にのぼる。もちろん賠償額は今後も増加していく。そ

のため福島復興指針は、賠償原資の交付の上限（支援機構に交付する交付国債の発行限度額）

を、5兆円から9兆円に引き上げることとしている。

また、国は支援機構の借入れに関して、債務の保証を行うことができる。これにより支援機

構は、2012年7月、東電の発行する株式を1兆円で引き受けている（図1の③）。

支援機構法によって、賠償原資の全額が国から出されているにもかかわらず、国のこの関与

は、事故被害に関する法的責任に基づくものではない。同法第2条は「国は、これまで原子力

政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っている」としているが、これは法的責任を

意味しない（高橋，2012，42頁）。では国は、社会的責任を踏まえて何をするのかといえば、

東電の資金繰りを助けるにすぎない。東電は形のうえでは賠償責任を負っているが、賠償の原

資はすべて国から出ており、しかもその国の責任が曖昧になっているのである。

東電が交付を受ける賠償原資は、貸付でないため返済義務がないが、同社を含む原子力事業

者の負担金により、いずれ国庫に納付されることが期待されている（図1の④）。ただし、負

担金の額は、原子力事業者の財務状況などに配慮して、年度ごとに定められることになってい

るため、いつまでに全額返納されるか分からない。これまで支援機構に納付された負担金の総

額は、3年間で3953億円余りであり（表9）、東電に交付された額をはるかに下回る。しかも、

このうち大部分をしめる一般負担金は、電気料金を通じて国民に負担を転嫁することができる。
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図1 支援機構法による援助の仕組み

出所：『朝日新聞』2013年10月17日付の図をもとに加筆。



2.1.2 福島復興指針における東電救済策

福島復興指針は、国と東電の間の「負担の在り方」の見直しを打ち出した。これは、原状回

復費用（除染、中間貯蔵施設）について東電救済を手厚くすることを意味する。

2013年7月、東電が汚染水の海洋流出を認めて以来、政府が事故収束を東電任せにしてき

たことに、強い批判が集まった。メディアの論調をみると、国費投入に向けた動きが、事故収

束に国が本腰を入れつつあることのあらわれであるかのようにもいわれている。

国は2013年9月、オリンピック招致とも絡んで、汚染水対策に470億円の国費を投入する

方針を明らかにした11）。しかし、福島復興指針で打ち出された国費投入の規模は、それとは

桁が違っている。除染にともなう中間貯蔵施設の費用だけをとっても、その額は1.1兆円程度

とされている。

たしかに、対策を東電任せにするのではなく、国が前面に出て、国内外の英知を結集し事故

収束を進めることは必要である。しかしそれは、国費の無原則な投入とは異なる。対策の実施

主体と、費用を負担すべき主体とは区別しなければならない。

除染に関しては、現在の制度（2011年8月に成立した「放射性物質汚染対処特措法」）では、

実施主体は国や自治体だが、その費用は汚染を引き起こした東電に請求され、支払われること

になっている。同法によれば、除染特別地域（第一原発20km圏、旧計画的避難区域とほぼ重

なる）では国が、汚染状況重点調査地域（追加被曝年間1mSv以上の地域を含む8県の101

市町村、2012年度末現在）では市町村が、それぞれ除染の計画を立てる。同法に基づく措置
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表9 支援機構に納付された負担金額（2011～13年度）

出所：支援機構ウェブサイト（「負担金の収納業務」）より作成。

単位：万円



の費用は、「原子力損害の賠償に関する法律」にしたがって東電が賠償すべきものとされ、請

求があれば速やかに支払うよう努めなければならないとされている。中間貯蔵施設の費用もこ

こに入る。

これは東電が賠償すべきものであり、そこに国費を充てるのは、東電の賠償責任を免除する

ことに等しい。国が東電の賠償を肩代わりするのであれば、明確な理由がなくてはならない。

無原則な国費投入は、東電の資金繰りを助ける加害者救済でしかない。本稿冒頭で述べたよう

に、これは事故のコストを等閑視し、国の政策転換を阻むことにつながる。

前述のように、支援機構法自体がもともと東電救済の仕組みであるが、それは電力会社など

の原子力事業者による「相互扶助」という形をとっていた。しかし福島復興指針で、国による

東電救済という本質がより鮮明になってきたのである（除本，2014a，8284頁；除本，2014b）。

福島復興指針は、現時点での見込み額として、除染費用（実施済み、または現在計画されて

いるもの）が2.5兆円程度、それにともなう中間貯蔵施設の費用（建設・管理運営等）が1.1

兆円程度という数字を挙げている（1.3で前述）。

このうち除染費用2.5兆円に関して、福島復興指針は、支援機構が保有する東電の株式を中

長期的に売却し、その利益によって回収するとしている（余剰が出ればさらに中間貯蔵施設の

費用にも充てる）。支援機構が取得した時点の株価が1兆円だから、3.5兆円で売却しなけれ

ばならないが、実現するかどうかは不透明である。また、仮に2.5兆円の売却益を得たとして

も、除染費用に充てるのは問題である（『朝日新聞』2013年12月17日付）。

中間貯蔵施設の1.1兆円については、より明確に国費投入が打ち出されている。すなわち、

支援機構法第68条に基づいて、国が中間貯蔵施設の費用相当分を支援機構に交付するとした

のである（図1の⑤）。同条による資金交付には、返納の規定がない。したがって、これは原

子力事業者に対する「補助金」の意味をもつ（高橋，2012，135頁）。

支援機構法ができたのは、2012年12月の総選挙で自民・公明両党が政権に復帰する前の、

民主党政権時代である。当時、国会の政府答弁では、第68条による資金交付はきわめて例外

的な状況に限って行われ、福島原発事故での発動は想定していないという趣旨の説明がなされ

ていた（枝野幸男経済産業大臣、衆議院東日本大震災復興特別委員会、2011年10月24日）12）。

福島復興指針が同条に基づく資金交付を行うとしたことは、民主党政権時代の政府答弁をくつ

がえすものである。

支援機構法の建前は、賠償や除染の費用を国がいったん肩代わりするものの、東電などの原

子力事業者が支払う負担金でいずれ国庫に納付させ、また電気料金への転嫁は一部に限定させ

るので、国民負担が最小化されるということであった。しかし現実には、前述のように負担金

のうち電気料金に転嫁可能な一般負担金がほとんどであり、さらに昨年末、福島復興指針が策

定されたことで、この建前は崩れたといえる。

もともと自民党は、支援機構法の成立前から、国費投入に積極的であった。すなわち、東電
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の賠償負担に何らかの上限を設け、それ以外の部分には、国費を投入しようという潮流が党内

で有力だったのである（大鹿，2012，155240頁）。福島復興指針は、このスタンスをあらた

めて明確に打ち出したものといえる。

2.2 事故炉廃止費用

事故収束・廃止費用は、表1で示した2兆1675億円の枠内に収まるとは考えられない。と

くに、事故炉の廃止措置は長期にわたる事業であり、かつ、現段階では不確定要素も多い。廃

止措置の技術的課題がはっきりしてくるにつれ、資金の確保は重大な課題になると考えられる。

すでに、東電救済策の一部として、事故炉廃止費用を電力消費者に転嫁する動きがみられる。

それは、事故炉廃止費用の経常的費用と設備投資費用の双方の、電気料金への転嫁である。こ

の2つをもって、事故炉廃止費用の電気料金への転嫁の仕組みはほぼ完成したといえる。

さらに、2014年には、支援機構に事故炉の廃止措置に関する業務（技術研究・開発、事故

を起こした事業者への助言・指導・勧告など）が追加された。支援機構の主な収入源は一般負

担金であり、一般負担金は電力各社の電気料金の原価に算入できるから、結果的に支援機構の

行う廃止措置関係の業務の費用は、電気料金に転嫁される。

以下、これら3つの仕組みについて説明する13）。

2.2.1 経常的費用の電気料金への転嫁

事故炉廃止費用のうち、経常的費用を電気料金の原価に算入することが認められたのは、東

電が行った2012年5月の電気料金値上げ申請に際してであった。自由化されていない規制部

門の電気料金（供給約款料金）は、「一般電気事業者供給約款料金算定規則」（平成11年通商

産業省令第105号）によって、原価に含めうる項目や算定方法が定められている。電力会社は、

これに基づき経済産業省に対して電気料金改定の認可申請を行う。原発事故前までは、同省に

よって認可申請の審査が行われていたが、震災後の2012年5月からは、外部の専門家によっ

て「一般電気事業者供給約款料金審査要領」（平成24年3月30日資源エネルギー庁第11号）

に照らして電力会社の申請が適切かどうか審査されるようになった。この審査の過程で、東電

は、第一原発1～4号機の「安定化維持費用」を電気料金の原価に含めることが認められた。

これは、省令変更をともなわない、省令の運用上の変更である。

「安定化維持費用」とは、「委託費」（放射線管理業務委託費、滞留水処理装置の運転委託費

等からなる）、「修繕費」（滞留水処理装置の点検・保守費用等からなる）、「消耗品費等」（保護

衣・防護具等の購入費用等からなる）によって構成される。これらは経常的費用であり、「資

産の取得に係る費用（資本的支出）」は含まれない（総合資源エネルギー調査会総合部会電気

料金審査専門委員会，2012，89頁）。

原価算入が認められた理由としては、原発の安定状態維持は原子力災害対策特別措置法や原
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子炉等規制法に基づく事業者の義務であること、この義務を履行できない場合に東電が事業を

継続できなくなるということが挙げられた（総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査

専門委員会，2012，9192頁）。これにより、2012～14年の3カ年平均で472億円が電気料金

の原価に組み込まれることになった（東京電力株式会社，2012b，28頁）。

運用上の変更とはいえ、この措置は、事故炉廃止費用の経常的費用を電気料金に転嫁するこ

とを認めるもので、基本的考え方の大きな変更である。この運用が続けば、廃止が完了するま

での経常的費用を、電気料金を通じて必要なだけ国民に転嫁できる。総額でどの程度になるの

かについての試算は示されていないが、廃止措置が長期間に及ぶことから、数千億円規模にな

る可能性がある。

なお、この審査の際、1.2で述べた「賠償対応費用」も原価に含めることが、あわせて認め

られた。その理由としては、損害賠償対応費用が「東電の責務として必要不可欠な費用」であ

り、「臨時的に発生するものではなく、被害者からの損害賠償請求に応じて経常的に発生する

費用」であること、「一般電気事業者供給約款料金算定規則」において、損害賠償を行うため

の費用は「補償費」として計上されること、が挙げられている。この費用は、損害賠償業務が

続く限り発生し、今後も計上し続けられると考えられる（総合資源エネルギー調査会総合部会

電気料金審査専門委員会，2012，93頁）。

2.2.2 設備投資費用の電気料金への転嫁

廃止費用は、福島原発事故以前は、発電期間中に積み立てられ、廃止期間中に必要な費用は

この積立金で賄われるはずであった14）。ところが、事故炉の廃止には、従来考えられてこら

れなかった課題が山積しており、事故前の積立金では対応できなくなるのは明白で、東電が事

故後に引き当てた資金を合わせても不足する可能性が出てきた。そのため、東電は、2012年

11月に発表した「再生への経営方針」のなかで、「現行の賠償機構法の枠組みによる対応可能

額を上回る巨額の財務リスクや廃炉費用の扱いについて、国による新たな支援の枠組みを早急

に検討することを要請」していた（東京電力株式会社，2012c）。

これに応える形になったのが、事故炉廃止費用の設備投資費用（資本的支出）を電気料金へ

転嫁することを可能にした制度改定である。具体的には、2013年10月に「電気事業会計規則」

（昭和40年通商産業省令第57号）の別表第一（1）が変更され、「廃止に必要な固定資産及び

原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産」が原子力発電設備に含まれ

るようになった。これにより、この設備投資費用を減価償却費用として営業費用に含め、電気

料金に転嫁しうることになった（総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業部会電気料金審査

専門委員会廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループ，2013，9頁）。

廃止措置にかかわる設備にどのようなものが該当するのかについて、「電気事業会計規則」

では規定されていない。国会審議においては、該当する設備が、使用済燃料プールからの燃
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料取り出しや燃料デブリ取り出しのための設備を含む広範囲なものにわたると政府は述べてい

る15）。

「電気事業会計規則」の変更による設備投資費用の電気料金への転嫁がどの程度の規模にな

るかははっきりしていない。だが、これは費用負担のあり方としては重大な問題をはらんでい

る。これらの会計上の処理の変更を行うことで、本来的に事業者が負担すべき事故炉廃止費用

を、電力消費者に転嫁できるようになったのである。

そもそも電気料金制度は、電気事業に必要不可欠な費用を原価に適切に組み込むことに目的

があるのであって、事故炉廃止費用を電力消費者に転嫁するためのものではない。事故炉廃止

費用の負担責任は、あくまで事故を発生させた事業者（ここでは東電）にあるというべきであ

る。

2.2.3 支援機構に事故炉の廃止措置に関する業務を追加

本稿冒頭でふれた支援機構法改正の要点は、次の点にある。

第1に、支援機構の名称を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」に変更するとともに、「廃

炉等技術委員会」を設置し、同機構が技術研究・開発、事故を起こした事業者への助言・指導・

勧告などを行うとした。同法第1条では、廃止措置に汚染水対策が含まれることが明示された。

その理由は、「廃炉・汚染水対策への取組は、終了までに30～40年程度かかるものと見込まれ」

「特に汚染水問題については、東京電力任せにするのではなく、国が前面に出て、必要な施策

を実行していく」としているからと説明されている（参議院経済産業委員会調査室，2014，

13頁）。これにより、損害賠償だけでなく、汚染水対策を含む廃止措置についても支援機構が

業務を行うことになった。

支援機構に対する業務の追加にともない、業務に関連する費用が支援機構から支出されるこ

とになる。支援機構の収入源は積立金、負担金（一般負担金、特別負担金）、政府保証債発行

等であるが（参議院経済産業委員会調査室，2014，18頁）、その中心は一般負担金である。し

たがって、支援機構における廃止措置関連業務の費用は、一般負担金を通じて電気料金に転嫁

される。

第2に、支援機構法第41条3項が新設され、資金援助にかかわって東電が提出する書類に、

廃止措置の実施状況や必要経費の見通し等が含まれるようになった。同条1項2～5号には、

支援機構による資金援助の形態（株式引受け、資金貸付、社債・約束手形の取得、債務保証）

が定められている。同条1項1号の資金交付は賠償原資に使途が限られるが、2～5号の資金

援助は廃止措置に充てることもできる16）。これは今回の法改正以前から可能であったが、第41

条3項の新設によって、そのことがより明確になったとみることができる。

これらの変更により、今後、支援機構を通じた国民負担が増大する可能性がある。
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3 原子力発電のコスト再論

筆者のうち大島は、原子力発電のコスト計算を行っている（大島，2011）。本稿で推計した

原発事故のコストを考慮した場合、原発のkWhあたりの発電コストがいくらになるのか、論

旨から外れるが、補論としてごく簡単な試算を行うこととしたい。なお、以下はあくまで原発

に関する現時点の試算であり、他電源については考慮しない。電源別発電コストに関する本格

的検討は今後の課題である。

【計算1】

まず、エネルギー・環境会議 コスト等検証委員会（2011）と全く同じ前提と方法で計算す

る。具体的には次の方法による。

① コスト等検証委員会発電コスト計算シート（2012年2月10日公表の自由度向上版）17）を

そのまま使用する。

② エネルギー・環境会議 コスト等検証委員会（2011，44頁）に示されている発電施設の減

損（904億円＋142億円）部分には、変更を加えない。

③ 上記の減損に、本稿で推計した11兆819億円を加えた額を「損害額」として計算シート

に入力する。このとき、原子力委員会が行った「補正」は行っていない18）。

計算結果は、9.4円/kWhとなる。つまり、2011年の時点での評価値（8.9円/kWh）から

0.5円/kWh増えたことになる。この計算の意味は、2010年時点で原発を新設したとき、原発

事故後の原発の設備容量がその後40年間維持されると仮定した場合、原発事故のコストを考

慮すれば、原発の均等化発電コスト（LCOE:LevelizedCostofElectricity）は9.4円/kWh

になる、ということである。

【計算2】

計算1で用いたコスト等検証委員会の計算シートでは、今後40年間50基の原発が維持され

るという前提が置かれていた。しかしながら、50基の原発を維持するのは、政治的に困難で

ある。そこで次のように想定し、現実性をもたせる。なお、他の想定は、計算1と同じである。

・ケース1

① 福島第一原発（1～6号機）が廃止される。

② 原子炉等規制法の規定に従い、運転後40年を過ぎた原発は廃止する。

・ケース2

① 福島第一原発に加え、第二原発が即時廃止される。

② 原子炉等規制法の規定に従い、運転後40年を過ぎた原発は廃止する。
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・計算方法

具体的には次の式のように「事故リスク対応費用」を計算する。

d・
D

E

E・・
t
ct・365・24・r・・1・l・

d：事故リスク対応費用（円/kWh）

D：原発事故のコスト（11兆819億円）＋減損損失（904億円＋142億円）

E：残余の発電量（kWh）

ct：t年の原発の設備容量（kW）

r：設備利用率（ここでは70％）

l：所内ロス（ここでは5％）

「事故リスク対応費用」は、ケース1では3.0円/kWh、ケース2では3.2円/kWhとなる。

これに、エネルギー・環境会議 コスト等検証委員会（2011）の事故リスク対応費用以外の発

電コスト8.4円/kWhを足すと、ケース1では11.4円、ケース2では11.6円/kWhとなる。

この計算の意味は、2010年時点で原発を新設したとき、原発事故のコストをその時点の原

子力事業者が相互扶助方式によって負担するとすれば、原発の均等化発電コストはケース1で

は11.4円/kWh、ケース2では11.6円/kWhになる、ということである。

おわりに

本稿の考察をまとめると、次のとおりである。第1に、福島原発事故によって生じる「社会

的出費」という視点から、同事故のコストが少なくとも約11兆円にのぼることを明らかにし

た（損害賠償費用、事故収束・廃止費用、原状回復費用、行政による事故対応費用の合計）。

第2に、これらのコストの負担を国民、電力消費者に転嫁し、東電を救済しようとする国の動

向について、国会審議等で判明した内容を踏まえ具体的に解明した。第3に、本稿で積み上げ

た事故コスト約11兆円を考慮し、これを相互扶助方式で電力会社が負担するという想定のも

とで、原発のkWhあたりの発電コストを試算すると、11円台にのぼることが分かった（2011

年時点の評価値は8.9円/kWh）19）。

筆者らは、福島原発事故のコストに国費を投入する場合、2つの前提が不可欠だと考えてい

る。第1の前提は、実質的に経営破綻している東電の法的整理を行うことである。すなわち、

減資と債権カットにより株主と債権者に負担を求め、東電の資産をはき出させることが必要だ。

これによって、原発事故のコストを原因事業者に負わせ、国民負担を減らすとともに、他の事

業者にも事故によるリスクを明示することができる。

しかし東電の法的整理を行ったとしても、事故のコストを賄うことができず、国費投入が必

要となる可能性が高い（原発関連積立金の活用や、原発メーカーのような関連業界に負担を求
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めることも考えられるが、実施にあたっては検討すべき課題も少なくないため、さしあたり措

くこととする）。

その場合、第2の前提として、事故被害に関する国の責任を認め、それに基づく負担だとい

う点を明確にすべきである。福島の事故について、国が真摯に反省をするならば、拙速な原発

再稼働などはできないだろう。大飯原発3、4号機の運転差し止めを認めた福井地裁判決（2014

年5月21日）は、そのことを示している。

現在進行中の東電救済をやめさせるとともに、事故収束と事故炉の廃止、賠償と原状回復を

進めながら、原発ゼロ社会に向かってどのように歩んでいくべきか。そのあり方については、

別稿でさらに論じたい20）。

付記

本稿は、紙幅の制約により別稿（大島・除本，2014）で論じられなかった内容を補足し、加筆を施した

ものである。執筆にあたって、次の研究による知見の一部を利用した。科研費基盤研究（A）課題番号

24241016（研究代表者：大島）、科研費基盤研究（C）課題番号25516010（研究代表者：除本）、旭硝子財

団人文・社会科学系研究奨励（除本）。

本稿の草稿に対して、金森絵里・立命館大学経営学部教授より、会計学の観点から貴重なコメントをい

ただいた。記して感謝したい。

注

1）本稿で、福島原発とは、福島第一原発、第二原発を指す。

なお筆者らは、事故が今も完全には収束していないと考えているが、1.4.1で定義したように、事故

収束費用は、緊急時対応に限定した。

2）除本が衆議院経済産業委員会（2014年4月11日）で、大島が参議院経済産業委員会（同24日）で、

それぞれ意見陳述を行った。

3）「社会的損失の貨幣評価額」まで含めると、たとえば原発事故によって発電施設や核燃料の「価値」

が失われたことや、それによる東電の逸失利益なども考慮すべきである。国のコスト等検証委員会は、

発電施設と核燃料の「価値」喪失も原発事故の「損害費用」に含めている（エネルギー・環境会議 コ

スト等検証委員会，2011，44頁）。これらは東電の出費ではなく、利潤圧縮要因であるため、本稿では

さしあたり考察対象外とする。ただし、それが電気料金に転嫁され、電力消費者の出費としてあらわれ

る場合は、本稿でいう「社会的出費」として考慮すべきである。福島原発事故では、すでに第一原発

1～4号機については災害特別損失に計上されており、電気料金への転嫁はないが、第一原発5、6号機、

および第二原発（廃炉未定）については、後述（注14）の仕組みによって、転嫁される。

4）福島原発事故のような過酷事故を起こしていない一般の原発では、運転が終了すると、原子力発電施

設の解体と解体廃棄物の処分が行われる。この2つは、あわせて廃止措置とよばれている。事故炉の廃

止措置には、ガレキ撤去や汚染水対策のほか、形状をとどめていない燃料デブリの取り出しや処分等、

一般の原子炉とは異なる対策が必要になる。

5）これらの損失を除く理由については、注3参照。

6）ステップ 2完了をもって事故収束とするという点については、汚染水が海に漏れ出していたり、大気
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への放射性物質への排出が続いていたり、住民が避難生活を続けていたりすることから、事故収束には

至っていないという批判がある（日本科学者会議原子力問題研究委員会編，2013，105頁）。2012年

6月の国会事故調報告書で同様の認識が示されており（国会事故調，2012，10頁）、また、安倍首相自

身も、2013年2月19日の参議院予算委員会で次のように述べている。「収束ということで前政権がそう

判断をしたわけでありますが、とても収束と言える状況ではないというのが我々安倍政権の認識であり

ます」（「第183回国会参議院予算委員会会議録第3号」28頁）。

また、当初「冷温停止」をステップ2完了の基準にしていたにもかかわらず、「冷温停止状態」とい

う用語を新たにつくったこと、また、これに適合したとしてステップ2完了としたとしたことも疑問視

された。これについて、原子力安全委員会の斑目委員長（当時）は、「冷温停止状態なる言葉を原子力

安全委員会として使ったことはな」く、「これは原子力災害対策本部とか、保安院の方で使っている用

語です」、「冷温停止という言葉は、これは通常状態の原子炉については、非常にはっきりとした定義が

あって、冷却水の温度が100℃以下になることなのですね。我々としては、あのようにメルトダウンを

起こしてしまっているような炉心に対して、冷温停止を定義することは非常に難しいだろう」と述べ、

「冷温停止状態」は「冷温停止」と異なる概念であり、造語であることを明らかにしている（原子力安

全委員会記者ブリーフィング、2011年12月12日）。

7）筆者（大島）の照会に対して、東電は次のように回答し、財務諸表からは新・総特に記載された9694

億円を読み取ることができないと説明している。

福島第一原子力発電所1～4号機の廃炉迄の作業に要する費用9,694億円については、a.「ステップ2

完了迄の費用」、b.「中長期ロードマップ対応費用」及びc.「解体費用」で構成されており、平成22

年度以降の貸借対照表でaとbを「災害損失引当金」の、cを「資産除去債務」の内数としてその見

積額を計上しております（a.b.cの金額構成は後述〔本文表6、1）～3）〕）。

ただし、「災害損失引当金」には、東北地方太平洋沖地震によって被害を受けたその他の原子力発

電所や火力発電所の復旧費用等も含まれており、「資産除去債務」にはその他の原子力発電所の解体

費用も含まれております。

また、対策の実施等により発生した実績額は「災害損失引当金」より取り崩しておりますので、貸

借対照表の「災害損失引当金」、「資産除去債務」には取り崩しが行われるなどした後の残高が表示さ

れることから9,694億円を読み取ることはできません。

8）「第186回国会衆議院経済産業委員会議録第8号」（2014年4月9日）43頁。

9）リストラによる従業員の士気低下など、弊害が懸念される（大堀，2014）。

10）前掲「第186回国会衆議院経済産業委員会議録第8号」44頁。

11）この470億円は、表1の福島原発事故のコストに本来含めるべきであるが、2013年度予算予備費から

の支出となっており正確な金額が予算資料からは判断できない。また、会計検査院によると、経済産業

省と文部科学省が廃止措置に関連する研究開発に約 900億円の予算措置を講じている。これは廃止措置

に関する研究開発費を国が負担しているものであるが、「将来の原子力施設の廃止措置等にも広く役立

つと期待される研究開発」（会計検査院，2013b，159 160頁）と記載されており、福島原発の事故炉廃

止費用に限定されない可能性がある。以上の理由により、この2つの項目については本稿ではさしあたっ

て計上していない。

12）「第179回国会衆議院東日本大震災復興特別委員会議録第3号」（2011年10月24日）35頁。

13）2016年以降、電力小売りが完全に自由化される。そのもとで、原発事故のコストを電気料金に転嫁し

続けることが可能なのかは、不透明である。
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14）原子力発電所は、運転を停止した後、廃止措置が必要になる。廃止措置には、多額の費用がかかるこ

とから、原子力発電施設の解体費用（解体そのものに要する費用と解体廃棄物の処分費用の合計）を電

気料金から回収し、発電期間中に積み立てるために3つの制度がつくられていた。3つの制度とは、「電

気事業会計規則」、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」、「一般電気事業者供給約款料金算定規則」

である。

解体費用の積み立ては、大まかにいうと次のように行われてきた。まず、原発の解体・廃止にかかる

総費用・a・と当該原発で発電できる総発電電力量・b・を電力会社があらかじめ見積もる。総発電電力

量の見積もりに用いられる前提は、運転期間40年、設備利用率76％であった。当該年度の積立額・c・

は、累積発電電力量をd、前年度の積立残高をeとするとc・ a・
d

b
・eである。つまり、廃止費用を、

毎年の発電量に応じて積み立てていくというやり方である。

従来の制度であれば、廃止のための設備投資は、廃止に至るまでに積み立てられた解体引当金によっ

て賄われる。解体引当金の引き当ては、廃止と同時に終了し、未引当額があれば一括費用計上される。

同時に、原発が廃止されると、その未償却原価（＝残存簿価）は貸借対照表から除却され、その額に等

しい特別損失が損益計算書に計上される。

しかし、福島原発事故後、事故炉廃止費用が莫大であることが明らかとなった。さらに、福島第一原

発、第二原発以外の原発においても、多数の原発で解体引当金の未引当があること、また、原発を廃止

した場合の未償却原価の除却にともなう特別損失が莫大であることが明らかになった。

そこで、経済産業省は、解体引当金の未引当を避けるために、実際の発電量によって積み立てる方式

から、毎年度均等に積み立てる方式へ変更するとともに、運転期間に安全貯蔵期間（10年）を加えた期

間を引き当て期間とし、解体引当金の引き当てを廃止後も可能にした。

加えて、未償却原価の除却にともなう特別損失が生じないようにするために、廃止措置中も電気事業

の一環として事業の用に供される設備については、発電終了後もその減価償却費を電気料金の原価に含

めるようにした。さらに、同じ考えを、事故炉の廃止措置のために新たに取得された設備についても適

用し、その減価償却費を電気料金の原価に含めるようにした。これにより、従来の制度のもとであれば

特別損失として計上しなければならなかったものを、電気料金の原価に転嫁することが可能となった。

これらの措置については、企業会計原則からの逸脱ではないかという批判が出ている。つまり、すで

に発電という経済活動を止め、資産とはみなせないものを、あたかも資産であるかのようにみなすこと

は、粉飾決算を認めるのに等しいというものである（細野，2013）。

新しい制度は、2013年10月1日から施行された。これを福島原発事故についてみると、第一原発

1～4号機については制度変更前に廃止が決定されているので、新しい制度では措置されていない。だが、

2013年10月1日以降、災害特別損失で措置された対策以外の設備投資が行われるようなことがあれば、

新たな制度のもとで設備が減価償却され、その費用は電気料金によって回収されることになる。

第一原発5、6号機については、廃止の決定が2014年1月31日だったので、新たな制度のもとで措

置されることになる。福島第二原発は、廃止するか否か決まっていないが、廃止されるとなれば、新し

い制度のもとで措置される。

15）前掲「第186回国会衆議院経済産業委員会議録第8号」45頁。

なお、設備投資額は、電気料金の原価においては、営業費用のなかの減価償却費として扱われる。廃

止措置にかかわる設備の減価償却費が、他の減価償却費とともにまぎれこんでしまうと、その額を捕捉

できなくなる可能性がある。

16）「第186回国会衆議院経済産業委員会議録第10号」（2014年4月16日）10頁。
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17）http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/npu/policy09/archive02_shisan_sheet.html（2014年6月18日

閲覧）。

18）ここではさしあたってどの程度発電コストが上昇するのかをみるため、計算方法の吟味はせず、その

まま原発事故の費用を「損害額」に置き換えて計算を行った。なお、ここで「補正」の方法と妥当性に

ついて立ち入るものではないが、例えば、除染費用が放射性物質の量に比例するとは必ずしもいえない

のではないかと考えられ、再度見直しが必要である。むしろ、現実に発生した福島原発事故の費用を原

子力事業者間の相互扶助方式で負担するのであるから、「補正」するのはかえって不適切ではないかと

も思われる。

19）本稿の結論の一部は、『朝日新聞』2014年6月27日付、NHKニュース（同29日放送）で取り上げ

られた。

20）別稿では、筆者らが参加した原子力市民委員会（2014）の提言なども踏まえて論じたいと考えている。
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ThecostoftheFukushimaNuclearDisasterand

theincreaseintheshiftoftheburdentocitizens

andelectricityconsumers

KenichiOshimaandMasafumiYokemoto

Summary

Since2013,mechanismstoshifttheburdenofcostsoftheFukushimanuclear

disastertocitizensandelectricityconsumershavebeenstrengthened.Ifthecost

ofaccidentscanbeshiftedtocitizensandconsumers,nuclearoperatorscould

makebusinessdecisionswithreducedrisk.Thispaperclarifiesthedetailsof

thesemechanismsandpointstosomeoftheissuesinvolved.

Thefollowingisasummaryofthefindingsofthispaper.First,itclarifies

thatthecostoftheFukushimaNuclearDisasterisatleastaround11trillion

yen（includingthecostofcompensationfordamages,thecostofcontainingthe

accidentandshuttingdownreactors,restorationcosts,andthecostsofthe

responsesbytheauthorities）.Second,itrevealsthedetailsofthemechanisms

toshifttheburdenofthesecoststocitizensandelectricityconsumersandto

bailoutTokyoElectricPowerCompany.Third,basedonthecalculatedcostof

thedisasterof11trillionyen,itestablishesthatifpowercompaniesweretobear

thiscostthroughthemutualaidmethod,theestimatedcostofgeneratingnuclear

energywouldincreasetomorethan11yen/kWh（itwasestimatedat8.9yen/

kWhin2011）.
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