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1 はじめに

筆者らは前稿で、福島原発事故のコスト（社会的出費）が少なくとも約11兆円にのぼるこ

とを明らかにし、賠償や事故炉の廃止措置の費用が、電気料金などを通じて、国民・電力消費

者に転嫁されつつあることを指摘した。他方、東日本大震災後に加速された電力システム改革

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できるかについては見通しがた

い、という展望も同時に述べた（大島・除本，2014a）。

電力システム改革とは、小売り・発電の全面自由化（電力自由化）による競争的な電力市場

形成、発送電分離と広域的な系統運用を進めることである。これは当然、従来の総括原価主義

に基づく規制料金を撤廃することも含んでいる。2016年以降、電力の小売りと発電が完全に

自由化され、2018～20年をめどに規制料金が撤廃される。これにより、日本の電力供給体制

は大きく変化する。

前稿で検討した原発事故コストの国民への転嫁の仕組みは、これまでの規制料金を前提とし

てつくられたものである。規制料金が撤廃されると、原子力にかかわる事業リスクを、事業者

たる電力会社自身が引き受けることが困難になる。

政府内でもこの問題について議論がはじまり、①原子力発電の事業リスクを軽減するための

政策的措置を整備する、②再処理事業のリスクを国が分担する措置をとる、③原子力損害賠償

制度の見直し等を通じ原発事故費用の負担リスクを減じる、という3本柱の原子力事業救済策

が明らかになりつつある。本稿ではこれらを一体の「事業環境整備論」と捉え、全体像を素描
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するとともに、その問題点を検討する1）。

2 福島原発事故後のエネルギー政策と電力システム改革 事業環境整備論の登場

2011～14年は、エネルギー政策が大きく揺れ動いた時期であった。福島原発事故後、民主

党政権下で原発ゼロの方針が示され、エネルギー政策が転換するかにみえたが、2012年暮れ

の政権交代によってこれが頓挫し、原子力重視のエネルギー政策へと逆コースをたどった。こ

れとともに、政権交代後、電力システム改革と原子力との間の関係も大きく変わり、その結果、

電力システム改革が実施された後でも原子力を延命させることを目的とした事業環境整備論が

生まれた。

本節では、原子力と電力システム改革の関係がどのように変わり、なぜ事業環境整備論が登

場したのか、政策形成過程から述べることにする（表1）。

2.1 民主党政権下における電力システム改革と原子力の位置づけ

エネルギー政策における原子力の位置づけは、福島原発事故後、大きく動くことになる。ま

ず、2011年5月に「新成長戦略実現会議」のもとに関係閣僚からなる「エネルギー・環境会

議」が組織された。同年7月に同会議が決定した「『革新的エネルギー・環境戦略』に向けた

中間的な整理」では、「原子力政策の徹底検証を行い、新たな姿を追及する」ことが「新たな

ベストミックス（新エネルギー基本計画）」をつくるうえでの原則の1つとされた。また、「エ

ネルギーシステムの歪み・脆弱性を是正し、安全・安定供給・効率・環境の要請に応える短期・

中期・長期からなる革新的エネルギー・環境戦略」をとりまとめることも決められた（エネル

ギー・環境会議，2011）。

エネルギー・ミックスについては、経済産業省（以下、経産省）のもとに総合資源エネルギー

調査会 基本問題委員会（以下、基本問題委員会）が設置され、検討が行われた。基本問題委

員会で検討された論点は多岐にわたるが、とくに論争点となったのは、供給電力にしめる原子

力の割合（以下、原子力比率）を2030年時点でどの程度にするかであった。基本問題委員会

では、原子力比率が0％、15％、20～25％という3つの選択肢のそれぞれについて、長所と短

所が整理された。この3つの選択肢は、エネルギー・環境会議により、「エネルギー・環境に

関する選択肢」として2012年6月29日に決定され、2012年夏に行われたエネルギー・環境

の選択肢に関する「国民的議論」にかけられた。国民的議論は、討論型世論調査、地域説明会、

パブリックコメントからなっていた。これらの結果は「国民的議論に関する検証会合」によっ

て分析が行われ、少なくとも過半の国民が「原発に依存しない社会」を望んでいることが政府

によって確認された（国民的議論に関する検証会合事務局，2012）。

当時の民主党・野田政権は、関西電力大飯原発3、4号機を2012年6月に政治的判断で再稼

働させたことにみられるように、原発ゼロの方針をもった政権ではなかった。だが、国民的議
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表1 福島原発事故後のエネルギー政策と電力システム改革をめぐる議論の経緯

出所：筆者作成。



論で明らかになった国民多数の意思を無視できず、2012年9月のエネルギー・環境会議が決

定した「革新的エネルギー・環境戦略」では、「2030年代に原発稼働ゼロを可能とするよう、

あらゆる政策資源を投入する」ことが明記された（エネルギー・環境会議，2012）。ここに、

日本で原子力開発が開始されて50年余りにして、はじめて原子力依存度をゼロにすることが

政策文書のなかで記載された。この点で、「革新的エネルギー・環境戦略」は、原子力の位置

づけという点に関して従来のエネルギー政策とはまったく異なる内容を含んでいた。

「革新的エネルギー・環境戦略」のなかで、電力システム改革は、「原発に依存しない社会の

一日も早い実現」「グリーンエネルギー革命の実現」「エネルギーの安定供給」を実現させるた

めの手段として位置づけられ、「エネルギー需給の仕組みを抜本的に改め、国民が主役となる

システムを構築する。具体的には、市場の独占を解き競争を促すことや、発送電を分離するこ

となどにより、分散ネットワーク型システムを確立し、グリーンエネルギーを拡大しつつ低廉

で安定的な電力供給を実現する」（エネルギー・環境会議，2012，2頁）とされた。つまり、

民主党政権における電力システム改革は、あくまで原発ゼロを目指すうえでの政策手段として

位置づけられていた。

2.2 自公政権下における原子力の位置づけ

エネルギー政策の見直しのスケジュールでいけば、「革新的エネルギー・環境戦略」に続い

てエネルギー基本計画が策定され、原発ゼロ社会に向けた政策がつくりあげられるはずであっ

た。しかしながら、基本問題委員会では、「エネルギー基本計画」の原案を策定するプロセス

が開始されなかった。この背景には、原発ゼロの方針に対して、経団連・日本商工会議所・経

済同友会を中心とする経済界が猛反発したことがあると考えられる2）。この反発に野田政権は

抗することができなかった。

そうしたなかで、2012年暮れに衆議院総選挙で自民党が大勝し、自公両党が政権に復帰し

た。その影響は大きく、政権交代後、「革新的エネルギー・環境戦略」に記載された政策は白

紙に戻された。基本問題委員会は政権交代とともに事実上廃止され（正式には同年6月に廃止）、

エネルギー基本計画の原案策定作業は2013年3月から総合資源エネルギー調査会 総合部会

（2013年6月より総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会に改組、以下、基本政策分科会）

で行われた。2013年暮れには、基本政策分科会によって「エネルギー基本計画に対する意見」

が取りまとめられ、これが「エネルギー基本計画」の原案となった。2014年4月2日に閣議

決定された「エネルギー基本計画」で、原子力は「低炭素の準国産エネルギー源として、優れ

た安定供給性と効率性を有しており、運転コストが低廉で変動も少なく、運転時には温室効果

ガスの排出もない」「エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源」と位

置づけられた。

この位置づけは、震災以前の2010年のエネルギー基本計画における原子力の位置づけと内
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容的にまったく同じである。一方で、「原発依存度については、省エネルギー・再生可能エネ

ルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる」とも述べられ、相矛

盾する内容となっている。ただし、どの程度原子力依存度を「低減」させるかはまったく示さ

れていないことから、「エネルギー基本計画」全体としては、原子力比率の具体的数値を曖昧

にしながら、これまでと同じように原子力を維持することを明確にしたものと考えてよいだろ

う。

他方で、電力システム改革のもとで原子力を維持するための施策の検討が必要であることは、

2013年10月16日に開催された基本政策分科会第7回会合で資源エネルギー庁によって示さ

れていた。これと呼応するように、電気事業連合会（以下、電事連）は、基本政策分科会で原

子力政策と電力システム改革との間に整合性がとられることが重要であるとして、「国策民営

の方針で進められてきた原子力を引き続き活用していくためには、電力システム改革の検討に

遅滞なく、官民の役割分担を再整理しつつ、民間が原子力を担うための事業環境整備が必要で

あることを明確にしていただきたい」（電気事業連合会，2013b，7頁）というプレゼンテーショ

ンを、2013年11月12日の第8回会合で行っている。

これらを全面的に引き継ぐかたちで、「エネルギー基本計画」では、原子力事業の継続に関

して次のように述べられている。「国は、電力システム改革によって競争が進展した環境下に

おいても、原子力事業者がこうした課題に対応できるよう、海外の事例も参考にしつつ、事業

環境の在り方について検討を行う」。

「エネルギー基本計画」におけるこの文言は、その後の政策形成に大きな影響を及ぼすこと

になるが、エネルギー基本計画策定過程においては、電力システム改革が議論の焦点になるこ

とはなく、国民の関心も原子力の位置づけに注がれていた。

2.3 電力システム改革をめぐる議論の進展と原子力

2.3.1 政権交代前後の連続性

電力システム改革に関する具体的検討は、「エネルギー基本計画」をめぐる政策論議が進む

のと並行して政府内部で進められた。直接のきっかけとなったのは東日本大震災であった。こ

のとき原子力発電所とともに火力発電所の多くが止まり、東京電力管内で電力不足が生じた。

震災以前には、電気事業法で地域独占が認められ3）、総括原価方式によって電気料金が定め

られていた。震災までは、このシステムこそが電力の安定供給を保障するものと考えられてき

た。だが、従来の電力供給体制では震災直後の電力不足が解消できず、首都圏を中心に大規模

な「計画停電」が実施された。大規模火力発電所の脱落などとともに、電力会社間で電力の融

通がほとんど行われなかったことがその要因の1つだと、政府内部でも捉えられるようになっ

た。

そのような認識にたって、日本の電力供給体制を大きく見直すことを目的に、電力システム
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改革の方針の策定と具体化が急速に進められていった。まず2011年10月には「電力システム

改革に関するタスクフォース」が経産省に設置され、同年12月27日に「電力システム改革に

関するタスクフォース論点整理」が公表された。次に、この論点整理を受け、2012年1月に

電力システム改革専門委員会（以下、専門委員会）が総合資源エネルギー調査会に置かれた。

専門委員会は、2012年7月に「電力システム改革の基本方針」を策定し、政権交代後もその

まま継続して審議を進めて、2013年2月15日に「電力システム改革専門委員会報告書」を取

りまとめた（総合資源エネルギー調査会 総合部会 電力システム改革専門委員会,2013）。そ

の後、2013年4月11日に具体的スケジュール（工程、手順）を含む「電力システムに関する

改革方針」が閣議決定された。これに沿った具体的な制度設計を行うために、総合資源エネル

ギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革小委員会 制度設計ワーキンググループ（以下、

電力システム改革小委）が設置され、2016年の小売り全面自由化、2018～2020年をめどに実

施される発送電分離と規制料金の撤廃に向けた作業が進められている。

この経過からわかるように、電力システム改革は、政権交代後も議論や検討内容がそのまま

連続して引き継がれ、電気事業法改正などを通じて、具体的制度が整備されてきた。電力シス

テム改革は、原子力政策とは別系統で進んできたといってよいだろう。

2.3.2 原子力の位置づけの変化による影響

ただし、民主党政権と自公政権との間で、原子力の位置づけには大きな違いがある。民主党

政権のもとでは、電力システム改革は原子力依存度を低減するための手段であるという前提で

各種の委員会で議論が行われてきた。自公政権では原子力の位置づけが変わったから、それに

応じて電力システム改革の議論においても考慮すべき点があったはずである。しかしこれに関

して、事務局サイドや委員から論点が提起されることはなかった。

とはいえ、経産省内部では電力システム改革が原子力事業に重大な影響をもたらすと認識さ

れていたようである。政権交代後の2013年2月にとりまとめられた「電力システム改革専門

委員会報告書」では、次のような文言が突如として挿入されていた。

「電力システムが直面する構造的な変化の下で電力供給の効率性・安定性を確保するには、

電力システム改革以外の他の政策的措置が必要となる可能性がある。こうした中、自由化後の

電力市場において活発な競争を促す観点から、原子力安全政策や、原子力政策をはじめとする

エネルギー政策を含め、何らかの政策変更等に伴い競争条件に著しい不利益が生じる場合には、

これを緩和するための別途の政策的措置の必要性や内容を検討する」（総合資源エネルギー調

査会 総合部会 電力システム改革専門委員会，2013，49頁）。

専門委員会で、原子力に関する政策的措置の検討がまったく行われていなかったにもかかわ

らず、こうした文言が含まれるようになったのは、電力会社が対策を求めていたからではない

かと考えられる。実際、報告書をとりまとめる直前の専門委員会第11回会合（2013年1月21
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日）にオブザーバーで参加していた中部電力取締役専務執行役員の勝野哲氏が、電事連として

次のような意見を述べ、配慮を求めている。

「原子力事業リスク（不稼働、無限責任、バックエンド、ストランテ
ママ

ッドコスト化等）が今

後、どのようになるのかが判然としない中、さらに経営の不透明さを増すような分離形態の是

非を今判断することは、経営として極めて困難であることをご理解いただきたい」「電源投資

にあたっても、原子力の新増設やリプレースが可能なのか……、供給力確保の仕組みが不確実

な中で供給システムの変更をはかることは、電気の安定的な需給への懸念が増大する」（電気

事業連合会，2013a）。

ここで電事連は、電力システム改革下でも原発の新増設やリプレースを可能にするための政

策を形成するよう、政府に対して要求していたのだと解釈できる。2013年1月はすでに政権

交代後であったから、電力会社の影響力は民主党政権時代以上に増していたと考えてよい。

2013年4月の閣議決定「電力システムに関する改革方針」には、「電力システム改革専門委員

会報告書」で挿入された文言とまったく同じものが含まれている。こうして、電力システム改

革によって原子力の競争条件が不利になると考えられるような政策変更が生じた場合、別途必

要な政策をとるということが政府の方針として定められた。

原子力と電力供給体制の関係についてここで改めて考察すると、原子力開発は従来の電力供

給体制のもとで進められてきたのだから、電力供給体制に大きな変更があれば、原子力に大き

な影響が及ぶことはたしかである。政策的措置をとるかどうかはともかくとしても、原子力政

策を考える場合、この点を考慮しなければならない。

逆に、原子力の今後のあり方によって、電力システム改革そのものに影響が及ぶこともまた

事実である。さらにいえば、原子力に対して特別な政策的措置を講じられれば、電力システム

改革の本質がゆがめられることも十分にありうる。例えば、後述する差額決済契約（Contracts

forDifference:CFD）のような経済的措置がとられれば、原子力発電施設を多くもつ電力会

社であればあるほど当該電力会社の経営が安定し、逆に、原子力発電施設をもたない事業者が

競争上不利益になる。これは、本来、自由な競争を目指す電力システム改革の根本を崩すこと

になる。

原子力は、歴史的経緯からすれば、国家の関与があってはじめて発展しえた電源である4）。

電力システム改革は、本来、国家からの介入をできるだけ排除することを含んでいるから、原

子力の維持と電力システム改革は本来矛盾する関係にある。地域独占と料金規制が撤廃されれ

ば、原子力は競争環境のなかで生き残れず、淘汰されてしまう可能性がある。逆に、原子力を

維持しようとすればこれまでの電力供給体制に似た政策的措置が必要となり、公正な競争市場

の形成を阻害する。経産省は、相矛盾する両者を統合するための制度的基盤をつくらなければ

ならなくなった。
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2.4 エネルギー基本計画の具体化

2014年4月に閣議決定された「エネルギー基本計画」は、供給電力における原子力比率や

再生可能エネルギー（以下、再エネ）の比率をはじめとした具体的な数値や具体的政策が曖昧

なままになっていた。このことは、それ以前のエネルギー基本計画のなかでも異例である。そ

の原因は、原子力の位置づけをめぐって与党内部でも見解が分かれ5）、具体的数値目標や施策

を書き込みえなかったことにあると考えられる。

そのため、この「エネルギー基本計画」をより具体的な政策に落とし込む作業が、2014年4

月以降、政府で行われることになり、そのための場として、総合資源エネルギー調査会に新エ

ネルギー小委員会、省エネルギー小委員会、原子力小委員会（以下、原子力小委）が立ち上げ

られた。第1回原子力小委で論点として提示されたのは、（1）福島の再生・復興に向けた取組、

（2）原子力依存度低減に向けた課題、（3）不断の安全性向上の追求、（4）技術・人材の維持・

発展、（5）競争環境下における原子力事業のあり方、（6）使用済燃料問題の解決に向けた取組

と核燃料サイクル政策の推進、（7）国民、自治体との信頼関係構築、（8）世界の原子力平和利

用と核不拡散への貢献である。これらのなかで、電力システム改革と原子力の双方が関連する

論点は（5）である（総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会，

2014a，1頁）。2014年時点で、（5）はもっぱら原子力小委で議論されることとされ、電力シ

ステム改革小委の論点からは外されている。

3 規制料金撤廃後の原子力事業救済策

3.1 規制料金と原子力

上記（5）の論点である「競争環境下における原子力事業のあり方」とは、電力システム改

革における小売り・発電の全面自由化のなかで、原子力に対して特別な政策的措置をとること

を意味している。そのような措置が必要とされる最大の理由は、総括原価主義に基づいて定め

られる規制料金が撤廃されることにある。

総括原価主義とは、電気を供給するのに必要な全ての費用に事業報酬を加えた総括原価と電

気料金収入とが釣り合うようにするという考え方である（電気事業講座編集委員会編，2008，

16頁）。日本の電力市場は、2000年3月以来段階的に施行されてきた小売りの自由化により、

料金規制を受けない自由化部門と、料金規制を受ける規制部門とに分かれている。総括原価主

義は、後者の規制部門の電気料金原価の算定にあたっての原則となっている。

規制部門の電気料金の総原価は、「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）で、営業費に事業報酬を加え、控除収益を控除した額であると規定されて

いる。営業費のうち、原子力発電費は、給料手当、退職給与金、厚生費、雑給、燃料費、使用

済燃料再処理等発電費、廃棄物処分費（放射性廃棄物を除く）、特定放射性廃棄物処分費、消

耗品費、修繕費、補償費、賃借料、委託費、損害保険料、原子力損害賠償支援機構一般負担金、
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諸費、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、原子力発電施設解体費からなる。賠

償責任保険の保険料と原子力損害賠償補償契約のための補償料は、損害保険料の項目のなかに

含まれている。

このうち、原子力にかかわるバックエンド費用（使用済燃料再処理等発電費、特定放射性廃

棄物処分費、原子力発電施設解体費）は、政策的課題が表面化するたびに電気料金の原価に追

加されてきた。福島原発事故後の2011年10月には、原子力損害賠償支援機構に対する一般負

担金（注16参照）も加えられた。これらのバックエンド費用と原発事故に関連した費用が追

加的に必要になるのは、放射性物質が大量に用いられるからであり、原子力に特有の性質であ

る。

総括原価主義に基づく規制料金によって、電力会社の経営は安定し、経営リスクの大きい原

子力事業を進めることができ、バックエンド費用や事故費用の回収も可能であった。規制料金

の撤廃は、この前提を取り払うことになる。それゆえ規制料金に代わる事業環境整備が経産省

によって進められようとしている。

3.2 事業環境整備論の3つの柱

原子力に関する事業環境整備の必要性は、電力システム改革とエネルギー基本計画をめぐる

審議のなかで、電事連が主張したことである。具体的な場面は、前述のとおり2013年1月21日

の専門委員会、および2013年11月12日の基本政策分科会であった。いずれの審議会におい

ても、電事連関係者は正式の委員ではなかったが、「電力システム改革に関する改革方針」お

よび「エネルギー基本計画」（ともに閣議決定）の記述は、これらの審議会で電事連が求めて

いたことと内容的に同じである。

電力システム改革下における原子力事業の具体的課題は、原子力小委第1回会合の資料5で

「競争環境下における原子力事業のあり方」と題してまとめられている。具体的には、「エネル

ギー基本計画」の記述に沿って、「競争環境下における原子力事業環境のあり方の検討」とと

もに、「原子力損害賠償制度の見直し等」の2つが挙げられている（総合資源エネルギー調査

会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会，2014a，24頁）。

前者は、電力システム改革が進展した後の原子力事業の安定化、後者は、「原子力損害の賠

償に関する法律」（以下、原賠法）を含む、原子力損害賠償制度の改定等に関するものである。

この2つの課題の共通点は、事業者にとってのリスクを軽減させ、原子力事業を維持、安定化

させることである。

このうち前者の課題をより具体的に示したのが、原子力小委第5回会合の資料4である。同

資料の「環境変化等を踏まえた官民の役割分担・政策措置（論点）」で、次の点が挙げられて

いる（資源エネルギー庁，2014，21頁）。

「A）……事業者に財務・会計面に発生する過度なリスクに対して一定の制度的な措置を講
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じ、民間事業者が負う財務・会計面でのリスクを合理的な範囲とする措置」

「B）自由化・原発依存度低減の中において、民間事業者における取組をベースとしつつ、

安定的・効率的な事業実施を確保する措置（国の関与の強化）」）

このうちA）が、規制料金撤廃後のリスクを回避するための措置を講じることを意味する

ことは明白である。

一方、B）はわかりにくい表現になっているが、同資料の20頁において「自由化・原発依

存度低減の中で安定的に実施する観点から見直すべき点はあるか」との論点について挙げられ

ている事業が「再処理等の核燃料サイクル事業」であることから、B）は主に再処理に事業主

体として国が関与することを念頭においていると考えられる6）。

使用済核燃料の再処理と最終処分 7）、廃炉からなるバックエンド事業は、発電が終わった後

に長期間にわたって実施される。それゆえ、事業を継続するための手段を確保することは、再

処理を推進する前提にたてば重要論点になる。バックエンド事業のうち、廃炉と最終処分は国

内ではこれまで本格的には実施されていない。したがって、電力システム改革をにらんだ事業

環境整備論においては、残る「再処理等の核燃料サイクル事業」、とくにその中心である再処

理のための事業環境整備が課題である。

以上のことから、事業環境整備論は具体的には、①規制料金撤廃後にも原子力発電事業を維

持するために、電力会社にとっての事業リスクを回避しうる政策的措置を整備する、②再処理

事業のリスクを国に分担させる措置をとる、③原子力損害賠償制度の見直し等を通じ事業者に

とっての費用を減じる、という3つの柱によって構成されているのだといえる。

次節以降では、以上3つの柱について順に検討を進める。なお、このうち①②の柱は原子力

小委、③の柱は「原子力損害賠償制度の見直しに関する副大臣等会議」（以下、副大臣等会議）

で議論されている。これは、原子力事業を経産省が所管し、損害賠償は文部科学省が所管して

いることによるものである。

4 原子力発電の事業リスク軽減策 第1の柱

4.1 背景

4.1.1 計画外廃炉にともなう発電用設備と核燃料資産の一括償却

原子力発電の事業リスク軽減に関する政策的措置に関する重要論点は、資源エネルギー庁と

電事連の資料から判断すると、原子力発電所の廃止決定にともなう発電設備および核燃料の一

括償却を、どのように扱うかということである（電気事業連合会，2014，6頁；資源エネルギー

庁，2014，1819頁）。これは、計画より早く原子力発電所を廃止する場合にとくに問題にな

る。

このことは、原子力小委第3回会合（2014年7月23日）で、関西電力副社長・原子力事業

本部長の豊松秀巳氏が、電事連を代表して行った次の発言に示されている。
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「発電に使われた資産とか、核燃料資産が仮に計画外に急に廃止になりますと、一括して計

上しなければならない。これは財務的に大きな影響を与えるわけであります。これにつきまし

て、投資の回収が中断され、一括費用認識をする課題を解決していく必要があると考えており

ます」（総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会，2014b，10頁）。

そもそも、ある施設が生産に用いられなくなれば資産性はなくなるから、会計上、一括償却

されるのは当然である8）。だが原子力については、2013年10月に電気事業会計制度が改変さ

れ、例外的に、「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

必要な資産」（以下、廃止措置資産）は一括償却せず、廃止決定後も資産として扱い、減価償

却してよいことになっていた（大島・除本，2014a，15頁）。

原子力発電設備資産のうち廃止措置資産を除く部分（以下、発電用資産）と核燃料資産は、

廃止の際に一括償却しなければならない。資産とは収益性をもつものであるから、収益性をも

たない核燃料や廃止決定後の発電設備は資産計上できなくて当然である。だが、電事連は、こ

の点について何らかの措置が必要であると要望しているのである。

どのようなことを経産省・電事連が想定しているのかを正確に読み取るために、次に、発電

用資産と核燃料資産とを分けて考えてみる。

まず発電用資産についてみると、すでに述べたように、廃止措置資産は廃止決定後も資産と

して扱い減価償却される。原子力発電設備にしめる廃止措置資産の割合は公表されていないが、

会計制度の変更直後に廃止を決定した福島第一原発5、6号機のケースでは、原子力発電設備

の残存簿価1564億円のうち1368億円が廃止措置資産、残りの196億円が発電用資産であった

と推測される。つまり、発電用資産は残存簿価の12.5％しかなかった（金森・大島,2014,

17頁）。

加えて、原子力発電設備の主な設備は15年で減価償却される（総合資源エネルギー調査会

電力・ガス事業分科会 電気料金審査専門小委員会 廃炉に係る会計制度検証ワーキンググルー

プ，2013，11頁）。2014年9月現在、運転開始後15年に満たない原発は北海道電力泊3号

（運転開始2009年）東北電力女川3号機（同2002年）、同東通1号（同2005年）、中部電力浜

岡5号（同2005年）、北陸電力志賀2号（同2006年）の5基しかなく、2018～20年の規制料

金撤廃時には、これらもほとんどが減価償却されてしまう。

以上により、個々の原発の残存簿価および発電用資産の割合が公表されていないことから定

量的な評価はできないが、発電用資産が一括償却されることによる影響は小さいと考えられる。

問題は核燃料資産である。表2に示すように、原子力事業者の核燃料資産額合計は、2014

年3月末現在、2兆6627億円にのぼっており、原子力発電設備の資産額2兆3972億円よりも

多い。したがって、核燃料資産の影響は発電用資産よりもはるかに大きいと考えられる。

核燃料資産は使用されてはじめて減損し、費用化されるものであって、原子力発電設備のよ

うには減価償却されない。それゆえ、計画外に原発廃止が決定されると、転売などを行わない
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限り、その時点での核燃料資産が全て損失になる。

その影響は、原子力依存度が高い電力会社は、相対的に大きい。例えば、九州電力では純資

産4842億円に対し核燃料資産が2812億円、東京電力では純資産1兆5774億円に対し核燃料

資産が7853億円に達しており、核燃料資産が一括償却されれば、その影響だけで純資産が半

分ないし半分以下に減少する。つまり、原子力発電設備が計画外に廃止されれば、これらの電

力会社は、原子力関連資産の一括償却で大きな影響を受け、他の要因が加われば債務超過に陥

る可能性すらある。原子力発電事業のリスク回避策は、核燃料資産の一括償却による影響を緩

和し、これらの電力会社を保護することを狙っているといってよいだろう。

4.1.2 資産の一括償却を問題視する理由

発電用資産と核燃料資産は、規制料金下であっても、廃止の際に一括して費用認識され特別

損失になる。すでに注記したように、中部電力浜岡原発1、2号機、東京電力福島第一原発

1～4号機の廃止の際は、発電用資産を含めた原子力発電設備は全て一括償却された。東京電

力の場合は原発事故を起こしたので通常の廃止措置とは異なるが、中部電力は、特別損失が出

ても危機的状況には陥らなかった。規制料金が撤廃されたからといって、特別損失が発生する

という事情は同じなのだから、規制料金撤廃を新たな制度構築の直接的理由にすることはでき

ない。

むしろ、電力システム改革が進展すると、これまでの経営的安定性をもたらしてきた経営基

盤がなくなることのほうが、電力会社にとって問題になっていると考えられる。電力システム

改革が進み、競争が激しくなれば、規制料金下のような安定的経営が可能かどうかはわからな
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い。このようなときに、廃止決定にともない、とくに核燃料資産に関する特別損失が一度に発

生すれば、電力経営に大きな影響が及ぶ可能性がある。巨額の資産が用いられることからくる

原子力発電事業のリスクを回避しようというのが、一括償却を問題視する理由となっている。

4.1.3 規制の変更等による費用の増加について

規制基準が強化され追加的安全対策が必要になったり、廃止措置に関する規制が整備・強化

されたりすることで、予想外に費用が上昇する可能性がある。この費用についても、電事連は、

「費用の上振れや新たな費用項目が発生する虞があります」（電気事業連合会，2014，6頁）と

している。また経産省も、これを受けるかたちで「安全規制の変更等に伴って、一括で、多額

の財務的な損失が発生。場合によっては、事業者の財務状況が著しく悪化し、電力の安定供給

の確保に支障を来たす可能性」（資源エネルギー庁，2014，19頁）があるとしている。

しかし、これらの費用増加が経営上どのような影響を及ぼすのか、明確な説明はない。仮に

安全対策や廃止措置に関連して投資が行われた場合、減価償却の対象となる廃止措置資産とな

れば、重大な経営的問題を引き起こさないし、逆に減価償却の対象とならない発電用資産の場

合は上記の4.1.2の問題に収斂する。したがって、ここでは、4.1.2で述べた課題の派生的な問

題であると考えることができる。

4.2 想定される政策的措置

原子力発電の事業リスクを回避するための政策的措置としては、原子力発電にかかわる費用

を全て保証することで損失計上の問題を回避する方法と、ケースごとに対応策を講じる方法と

の2つを経産省は検討しようとしているようである。

前者は、原子力発電事業および再処理事業に関するリスクを一括して回避しようというもの

で、総括原価主義を原子力に対してのみ復活させるといってもよい。これは、リスクを全てま

とめて回避するもので、「かなりジョーカーに近いカード」（総合資源エネルギー調査会 電力・

ガス事業分科会 原子力小委員会，2014d，31頁）である。

後者（ケースごとに対応策を講じる方法）については、経産省は、例として「関連施設・設

備への更新投資が発生した場合」「安全規制の変更に伴って追加の安全対策投資が発生した場

合」「安全規制の変更に伴って計画外の廃炉に伴う損失が発生した場合」「安全規制の変更・原

発依存度の低減に伴って再処理費用が上昇した場合」「計画外の廃炉によって逸失利益が発生

した場合」の5つを挙げている（資源エネルギー庁，2014，23頁）。

規制強化に対応するための投資費用や設備廃止費用の回収方法、さらに逸失利益にいたるま

で政策的措置を検討しようとしていることがうかがわれる。ここに、国家による支援なしには

原子力事業が成立しえないことがはっきりと現れているが、個別のケースごとに措置を用意し

ようというのが、第2の方法である。ここで挙げられているケースは例示にすぎないので、こ
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の方法をとれば、必要なときに必要なだけ政策的措置を付け加えるということになる。

今後、いずれの方法をとるにせよ、リスク回避のための政策手段のあり方が詳細に検討され

ることになると思われるが、本稿執筆時点ではその内容が公表されていない。そのため、ここ

では詳しく論じることができない。そこで、原子力発電にかかわる全ての費用を一括して保証

する政策的措置として、原子力小委第5回会合で詳細に紹介されたCFDの仕組みと問題点を

次に述べる。

4.3 イギリスのCFDの仕組みと問題点

4.3.1 CFDの概要

資源エネルギー庁は、CFDについて「マーケット価格を元に算定される市場価格と、廃炉

費用や使用済燃料の処分費用も含めた原子力のコスト回収のための基準価格の差額について、

全需要家から回収し、原子力事業者に対して補填することにより、一般的に事業者の損益の平

準化を目指す制度」（資源エネルギー庁，2014，22頁）と説明しており、バックエンド費用を

含めた原子力のコスト全てを回収する仕組みとして積極的に評価している。では、CFDとは

どのような制度なのか。

CFDは、もともとイギリスの白書（DepartmentofEnergyandClimateChange,2011）

で提起されたイギリスの電力市場改革（ElectricityMarketReform:EMR）のなかの中心的

メカニズムの1つとして位置づけられたものである。イギリスではすでに電力自由化がはじまっ

て20年以上経過し、そのなかで発電施設の多くが老朽化し更新時期を迎えている。加えて、

EUにおける法的拘束力をもつ温室効果ガス排出削減および再エネ目標を満たす必要がある。

そのため、自由化された電力市場において非化石燃料の発電所建設のための投資を呼び込む必

要性があるとされ、これを実現するための手段として新たにCFDが考案された9）。

CFDの概略は次のようなものである。すなわち、発電所を新規に建設する発電事業者は、

政府所有の企業（LowCarbonContractsCompany:LCCC）との間で契約を結ぶことができ

る。その契約とは、対象となる発電所でつくられた電気の買取価格（行使価格：strikeprice）

を長期間保証するというものである。CFDを結ぼうとする発電事業者はオークションに参加

し、落札しなければならない。

CFDを結んだ発電事業者は電力市場で電気を売る。CFDでは、当該電気の電力市場での価

格（参照価格：referenceprice）と契約で定められた行使価格との間の差額が発電事業者と

LCCCとの間で決済されることになっている。仮に参照価格が行使価格よりも低くなれば、発

電事業者はLCCCからその分の資金を得る。逆に参照価格が行使価格よりも高い場合は、契

約事業者からLCCCへ払い戻しが行われる。

CFDの対象となるエネルギー源は、非化石エネルギー、すなわち再エネと原子力である。

LCCCという企業との間での契約を媒介するとはいえ、電気の買取価格が保証され、市場にお
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ける価格変動リスクを発電事業者が回避できるという点で固定価格買取制と同じであり、いず

れも市場で特定技術を優遇するものである10）。

CFDと固定価格買取制とには違いもある。それは、CFDにおいてはあらかじめ買い取りに

使われる予算枠が定められていること、また再エネについては行使価格がオークションで決め

られるということである。これによって、固定価格買取制よりも費用効率的であるという。

原子力を対象としたCFDで合意されている発電所は1つだけで、EDFEnergy（フランス

EDF傘下のイギリス国内の発電事業者）が建設するヒンクリーポイントC原子力発電所であ

る。原子力発電所を新規に建設しようという事業者が1社しかなかったため、行使価格の決定

にあたってオークションは実施されなかった。代わりに政府と事業者との間で非公開の個別交

渉が行われ、8.95ペンス/kWh（1ポンド＝170円とすると日本円で15円/kWh程度）、買取

期間は35年間と決まった11）。

4.3.2 原子力と再エネの違い

特定技術で得られた電気の買取価格を保証するという点で、原子力を対象とするCFDも、

再エネを対象とする固定価格買取制・CFDも同じである。だが両者には決定的に違うところ

がある。それは、対象となる技術の歴史的背景や成熟度、発電コストのトレンド12）である。

再エネは環境保全上、優れた特性をもっており、純国産エネルギーとしてエネルギー安全保

障に貢献するため普及する必要性があるが、本格的利用がはじまったばかりで価格競争力がな

い。だが、発電コストの低下が見込まれるようになってきている。そのため、市場で技術がテ

イクオフすることを後押しするために期間を区切って補助政策をとる。このことが、固定価格

買取制や再エネCFDといった政策的措置をとるうえでの共通認識となっている。実際、価格

のトレンドを反映して、固定価格買取制における買取価格はどの国も年々低下している。何よ

り、再エネという技術を市場に統合させることが再エネ支援の目的となっているのである。

これに対して、原子力は、商業運転開始以来およそ50年を経過し、技術的に成熟し、これ

以上の発電コスト低下は見込めない。むしろ、原発事故が現実になり、安全対策が強化され建

設コストが上昇した結果、発電コストが上昇する可能性すらある13）。今後、廃炉や使用済核燃

料の処分が本格化すれば、これまで隠れていたコストが表面化し、さらに発電コストが上がる

かもしれない。

自由化された市場においては、他電源に比べて価格が高ければ原子力は長期的に淘汰されて

しまう。このトレンドに抗し、国家が原子力を特別に支え市場から隔離することがCFDの目

的となっているといえる。

4.3.3 イギリスのCFDの問題点

イギリスのCFDでは、行使価格は事業者との非公開の交渉で設定され、契約時に長期にわ
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たる買い取りと行使価格が決められた。原子力は、再エネのように同時に多数の建設プロジェ

クトが立ち上がるわけではないので、次の建設プロジェクトも個別交渉によって行使価格が決

定される可能性が高い。

イギリスのCFDは、個別の原発の発電コストの回収を事前に保証するものであると同時に、

総括原価主義に基づく電気料金よりも情報の透明性が低くなっている。その意味で、CFDは

総括原価主義を別のかたちで復活させるものではあるが、より秘密主義的になっている。さら

に、規制料金認可の際におけるような審査がそのつど行われるわけでもないから、価格が適切

かどうか、事後的にチェックされることもない。したがって、イギリスのCFDは、原子力を

自由化された電力市場から完全に外に置き、原子力を保護して新規建設を促す制度であるとい

えよう。日本においてCFDに類似した制度を導入すれば、これまで以上に原子力が保護され、

結果的に既存の電力会社が特別に優遇される可能性がある。

ただしイギリスのCFDについては、実施に向けたハードルがまだ残されている。EUには

国家補助金（stateaid）に関する規制がある。このEU規制は、競争的市場をゆがめる国家

補助金を原則的に禁じている。そのためCFDのような補助を特定技術に対して行う場合、加

盟国は欧州委員会競争総局に通知し、その承認を受けなければならない。

EUの国家補助金規制では、環境保護的な観点からの例外が認められており、再エネへの補

助は禁じられていない。そのため、イギリス政府が2014年6月に欧州委員会に通知した再エ

ネに関するCFDは同年7月には承認されている（EuropeanCommission,2014）。

しかしながら、2013年10月にイギリス政府が通知した原子力を対象にしたCFDに対して

は、2012年12月に欧州委員会から否定的な見解が出され、2014年2月から詳細審査が開始さ

れた（EuropeanCommission,2013）。2014年8月末現在、結論は出ていないが、国家補助金

規制では、原子力に再エネのような特別な位置づけが与えられていないから、欧州委員会から

は否定的結論がでるか、承認されたとしても何らかの条件が課される可能性がある。

5 再処理の事業リスク軽減策 第2の柱

5.1 背景 日本の再処理事業と電力会社による日本原燃支援

日本政府は従来、使用済核燃料を全量再処理するという方針をもっており、エネルギー基本

計画でも推進すると記載されている。ところが、日本の再処理事業は失敗の連続であった。そ

のため、再処理事業に対する国の役割を強化するという点に関しては、日本原燃と既存の電力

会社に対する実質的な補助になる可能性が高い。というのは、日本の再処理事業は民間ベース

で行われてきたが、再処理工場の建設が当初の計画どおりにいかず、以下に述べるように、異

常な状況が続いているからである。

日本の再処理事業は、主に電力会社が出資する日本原燃によって担われている14）。六ヶ所再

処理工場の建設費は、1989年の事業指定申請時には7600億円とされていたところ、2014年
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4月時点で2兆1930億円へと3倍になっている。また、竣工時期も当初は1997年とされてい

たところ、これまで20回延期され、2014年10月とされており、当初の計画から17年遅れて

いる15）。

建設費が高騰するうえに、再処理事業が行われないため、日本原燃は資金不足に陥っている。

これを補うため、電力会社による日本原燃に対する異例の支援が続けられてきた（金子，2012）。

第1は、日本原燃の借り入れに対する電力会社の債務保証である（図1の①）。日本原燃は

六ヶ所再処理工場建設のために社債発行や銀行からの借り入れによって1兆円の資金調達を行っ

ているが、ほとんどの借り入れについて電力会社が債務保証を行っている。

第2は、再処理委託費の前払金を通じた支援である（図1の②）。電力会社は、日本原燃の

資金不足を補うため、1997～2005年の期間に再処理料金の前払金（日本原燃からみれば前受

金）1兆1000億円を支払っている。これは、日本原燃の会計上負債として扱われている。次

に、この前払金の扱いであるが、六ヶ所再処理工場のアクティブ試験開始（2006年3月）後、

日本原燃は現実には再処理を行っていないにもかかわらず、再処理料金を受け取っている。す

なわち、15年分割で前払金を取り崩して電力会社が再処理料金を支払うというかたちをとっ

ている（関西電力，2013，32頁）。これにより、日本原燃にとって、負債としての前受金は15

年でなくなる。日本原燃は、再処理を行っていなくても、電力会社から再処理料金という名目

で収入が入り、建設費その他の必要経費をまかなっているのである。

第3は、増資引き受けである（図1の③）。日本原燃は、建設費をまかなうためにしばしば

増資を行ってきたが、2011年3月期に行った日本原燃の大規模な増資（資本金2000億円を

6000億円に増資）についても、そのほとんど（3970億円）が電力会社によって引き受けられ

た。これによって原子力事業を行っている電力10社の出資比率は91.2％になっている（『日
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本経済新聞』2010年9月11日付）。

日本原燃は、電力会社とは別会社の形態をとってはいるが、八木誠会長以下の役員が電力会

社出身者によって占められていることからしても、電力会社の再処理部門といってよいであろ

う。そうであるがゆえに、電力会社からの支援が異例なかたちで進められてきたといえる。

5.2 再処理と事業環境整備論 論点と検討

これまで電力会社が日本原燃に支援を続けることを通じて、再処理事業に対して巨額の資金

を投入しえたのは、総括原価主義のもとで、再処理費用を積み立てる制度が構築されていたか

らであり、また同時に、既存の電力供給体制のもとで電力会社の経営が安定していたからであっ

た。電力システム改革が実施されても再処理費用の積立制度はなくならないが、電力会社その

ものが競争にさらされれば、稼働の見通しがたたない再処理事業に対して、これまで行ってき

た増資や債務保証を行う余裕はなくなる。

電力会社にとっての今後のリスクは、再処理事業がさらに遅延したときに支援を行わなけれ

ば、日本原燃が資金不足に陥り、破綻する可能性すらあるということである。こうなると再処

理計画は頓挫するうえに、電力会社にも影響が及ぶ。

日本原燃の破綻がもたらす電力会社への影響はきわめて大きい。電力各社の日本原燃に対す

る債務保証額は8575億円、出資額は5168億円にのぼっている。破綻した場合、最大でこれら

の合計額1兆3743億円が電力会社の負担になる可能性がある。また、これまで支払った前払

金もまったく無駄になってしまう。原子力発電所の再稼働が見通せないなかで、このようなこ

とになれば、電力会社自体の経営にも大きな影響がある。何より、これまで支援をもっとも多

く行ってきた東京電力は、福島原発事故を起こした後であるから、これらの負担に耐えられず、

連鎖的に破綻する可能性がないわけではない。

日本原燃が窮地に陥っているのは、直接的には再処理工場の竣工が遅れているからだが、根

本的には再処理が技術的に困難だからである。本来、再処理事業を進めるべきかどうか、経営

上の問題も含めて検討すべきところであろう。

仮に竣工したとしても、その後順調に運転できるとは限らない。もしそうなれば、日本原燃

の破綻は避けられなくなる。仮に再処理が順調に進んだとした場合であっても問題は残る。事

故の可能性が否定できないうえに、再処理設備の廃止（除染・解体）には多額の費用がかかる。

再処理費用の積立金に廃止費用も含まれているとされるが、再処理事業が遅れるなか、これま

での積立額で十分かどうかははっきりしないため、どのみち資金問題は表面化する。

にもかかわらず、国は「エネルギー基本計画」で再処理事業を推進することを決め、さらに

これに何らかの支援を行おうとしている。資源エネルギー庁資料に基づけば、高レベル放射性

廃棄物の最終処分事業の主体である原子力発電環境整備機構（NUMO）のような認可法人に

組み替え、法的に根拠のある恒久的な制度をつくり、国の関与を強めることを念頭においてい
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るようである（資源エネルギー庁，2014，68頁）。

このような制度をつくるには、日本原燃のかかえる負債や電力会社の債務保証の状況、これ

までの経営のあり方をいったん精査する必要があるだろう。これを行わなければ、日本原燃と

電力会社との間の不透明な資金援助の実態を覆い隠し、事実上破綻している再処理事業をその

まま生きながらえさせることにつながる。結果的に、電力会社が負うべき負担を国民に転嫁す

ることになるだろう。

原子力委員会での検討結果が示すように、使用済核燃料を再処理するよりも、直接処分する

ほうが安価であり、再処理にはすでに経済的合理性がなくなっている（原子力発電・核燃料サ

イクル技術等検討小委員会，2012，別添1，23頁）。したがって事業環境整備を進めれば、経

済的にみても多額の費用を生じさせる。

事業環境整備に進む前に、日本原燃がどのような経営状態にあるのか、詳細に調査すること

がまず必要であり、事業環境整備を進めた場合の費用やその負担のあり方を国民に提示すべき

である。また、根本的には、国の支援なしに生き残れない再処理事業が本当に必要なのか、再

処理事業に踏み切った責任はどこにあるのかをはっきりさせなければならないであろう。

6 原子力損害賠償の見直し 第3の柱

6.1 背景

2011年3月に起きた福島原発事故は、原子力事業のリスクを顕在化させた。ひとたび原発

事故が起きると、損害賠償や事故対応などに巨額の費用を要することが、事実として突きつけ

られたのである。事故を起こした東京電力（以下、本節で東電と略）は、賠償や事故収束の費

用が膨れ上がったため、債務超過の危機に直面した。

原子力損害の賠償について定めた原賠法は、事業者の賠償に上限を設けていない（無限責任）。

他方、同法に基づいて定められた損害賠償措置額（保険などで確保すべき賠償原資の額）は、

福島第一原発の場合1200億円にすぎず、兆単位の賠償額に比してきわめて少額であった。

損害賠償措置額を超える原子力損害の賠償について、原賠法第16条は、国会の議決の範囲

内で、国が原子力事業者に対し必要な援助を行うこととしている。この規定に基づいて、原子

力損害賠償支援機構法（以下、支援機構法）がつくられた（2011年8月成立）。同法は、原子

力損害賠償支援機構（現、原子力損害賠償・廃炉等支援機構）を通じて、国が東電を資金面で

援助する仕組みである16）。これによって東電は債務超過と法的整理を免れた（大島・除本，

2012，126128頁）。

原子力損害賠償制度の見直しと関連するのは、支援機構法の附則第6条である。同条には

「できるだけ早期に……賠償法の改正等の抜本的な見直しをはじめとする必要な措置を講ずる」

との文言があり、日本政府が「原子力損害の補完的補償に関する条約」（CSC）加盟を検討し

ていることとも絡んで、原賠法改定の議論が開始されているのである17）。
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6.2 原賠法見直しの論点

これまでのところ、国が考える「原子力損害賠償制度の見直し等」の具体的な中身は、必ず

しも明らかではない。本稿を執筆している2014年9月までに、原子力小委では、この点に関

する具体的な議論は行われておらず、配布資料に前出の副大臣等会議が記載されているにとど

まる（総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会，2014e，73頁）。

そのため以下では、支援機構法の制定過程で出された論点を踏まえつつ、新聞報道などをもと

に今後議論されるであろう見直しの内容を想定し、検討を加えることにしたい。

手がかりになるのは、2014年6月12日に開催された第1回副大臣等会議に関する報道であ

る18）。同会議は、原子力損害賠償制度の見直しを目的としており、議長は内閣官房副長官、構

成員は内閣府、外務、文科、経産、環境の各副大臣である。原子力損害賠償制度の見直しとは、

支援機構法附則第6条に定められた内容を指し、原賠法の改定もそのなかに含まれる（高橋，

2012，221223頁）。

報道によれば、原賠法改定のポイントは次の3点とされる。第1は免責規定（後述）の明確

化、第2は、損害賠償措置額の引き上げ、第3は、無限責任の見直しである（『日本経済新聞』

2014年6月13日付）。このうち第2点は、原賠法を前提とした部分的な手直しにすぎないが、

その他のうちとくに第3点は、原賠法の根幹を揺るがす内容である。

原賠法は、原子力損害の賠償について、①原子力事業者の無過失責任（故意・過失の立証を

不要とする）、②責任の集中（原子炉メーカーなど、他の主体への求償を制限する）、③無限責

任（賠償額に上限を設けない）などの原則を定めている（科学技術庁原子力局監修，1991，51

69頁；高橋，2012，68頁）。原賠法見直しに関する上記第3点は、このうち③の原則を変

更することにほかならない。

無限責任の見直しとは、賠償額に上限を設け、原子力事業者の責任を制限することを意味す

る。これは、上記第1の免責規定の明確化とセットになっている。両者はともに、原子力事業

者による賠償を限定する内容をもつが、無限責任の見直しは、「量的」な側面からその総額を

抑え込み、他方、免責規定の明確化は、いわば「質的」な側面から、賠償責任を負うべき範囲

を絞り込む役割を果たすからである（図2）。
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以下では、これらの両側面において、原子力事業者の賠償責任を限定することが妥当かを検

討する。

6.3 無限責任の見直し 原子力損害賠償の「量的」限定

6.3.1 東電免責論との親和性

無限責任の見直しとは、賠償額に上限を設け、原子力事業者の責任を制限することである。

支援機構法制定に至るまでの時期、東電は、経営が存続可能な範囲内で賠償に上限を設ける案

を政府に提案していた（大鹿，2012，231頁）。しかしこれは、原賠法における無限責任の原

則と抵触する。したがって、東電の賠償額に上限を設ける案は採用されず、支援機構法による

資金交付という別のかたちで、破綻処理が回避されたのである。

東電は、賠償上限案とともに、免責規定の適用も主張していた。免責規定とは、原賠法第3

条1項のただし書きで、「損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたもので

あるとき」には、原子力事業者は賠償責任を負わないと定められていることを指す。

しかし東電は、免責を次第に主張しなくなっていった。勝俣会長はその理由について、被害

者を救済せず免責を主張し続ければ、社会的批判を浴びるためと説明している。また、多数の

損害賠償請求訴訟が提起され、東電の過失が認定される可能性も否定できない（遠藤，2013，

161頁）。逆に、東電が原賠法上の無過失責任を認めてしまえば、その限りで過失の有無は問

題とされずに済むのである（除本，2013，67頁）。

支援機構法案の審議に関連して、法学者の間では、原賠法の立法時の議論を根拠に、東電の

免責を肯定する見解がみられた19）。立法時の議論とは、当時中心的役割を果たした我妻栄の

見解である。我妻は、原子力事業者に無過失責任に負わせるのであれば、そこには自ずと制限

があるべきだとし、不可抗力の場合の免責とともに、事業者の賠償に上限を設けることを主張

した。また、国策で原子力事業を推進するのだから、被害者保護のために、事業者の責任が及

ばない範囲については国が補償すべきだとした（我妻，1961）。

森嶌昭夫は、我妻の議論を踏まえつつ、本件が免責規定に該当する可能性を述べ、国が被害

救済に責任を負う新たな制度の創設を提案した（森嶌，2011）。また、原賠法の改定をにらん

で、事業者の無過失責任のもとでの賠償額の制限も主張している（森嶌，2013）。このように、

東電の免責を肯定する議論と、無限責任の見直しは親和性がある。

6.3.2 想定される見直し論とその検討

以上の経緯を踏まえれば、今回の原賠法改定に関する議論でも、免責規定の明確化、原子力

事業者の責任制限、およびそれを超えた被害に対する国家補償の導入が、論点として予想され

る。これらの議論をどうみるか。免責の問題は次項に譲り、ここでは責任制限と国家補償につ

いて検討する。
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第1に、原賠法の立法時と現在では、原子力事業をとりまく情勢がまったく異なっているこ

とを考慮すべきである。原賠法の制定は1961年であり、吉岡（2011）の区分によれば、これ

は原子力発電事業の「テイクオフ」（1966年～）にも至らない、「制度化と試行錯誤の時代」

（1954～65年）に属する。

つまり我妻は、茨城県東海村で日本初の商業用原発の設置工事がやっとはじまった黎明期に

おいて、国策のもと私企業に原子力事業を担わせるための条件づくりを考えていたのである。

我妻は次のように述べている。「原子力の平和利用という事業は、歴史上前例のないものであ

る。その利益は大きいであろうが、同時に、万一の場合の損害は巨大なものとなる危険を孕む。

従って、政府がその利益を速
ママ

進する必要を認めてこれをやろうと決意する場合には、被害者の

一人をも泣きね入りさせない、という前提をとるべきである」（我妻，1961，8頁）。

我妻の恐れた「万一の場合の損害は巨大なものとなる危険」は、福島原発事故により現実化

した。他方、期待された原子力平和利用の「利益」はどうか。吉岡（2011）は、民生分野での

原子力開発利用の歴史を次のように総括している。「発電以外にこれといった用途をみいだす

ことができず、万能エネルギーである石油や、それにつぐ天然ガス……はもとより、石炭……

と比べても、一段と用途の狭いエネルギーにとどまった」「軽水炉発電についても、世界と日

本で一定程度の普及をみたが、その競争相手である化石燃料と比較して、総合的にみて劣った

発電手段としての地位を脱することができなかった」（4頁）。

原子力開発の黎明期においては、電力に限らず、多様な用途に原子力が用いられうるという、

現代からみれば、現実的な根拠に乏しい過剰な期待が原子力に寄せられていたといえる。だが

実際には、原子力は1次エネルギーの1割程度しか供給しえず、電力供給にしか用いることの

できないものにとどまっている。また、電力供給源としても、高速増殖炉を核とする核燃料サ

イクルの完成がほぼ不可能な状況に陥っているし、経済性も当初の期待からすればほど遠いパ

フォーマンスしか示しえていない（大島，2010，2011；エネルギー・環境会議 コスト等検証

委員会，2011）。つまり、原子力は発電手段の1つにすぎず、原子力開発を至上命題とし、原

子力に特別の地位を与える根拠は完全に消失している。

原賠法ができてから、すでに半世紀が過ぎている。もし今後、原子力事業者の責任制限や国

家補償の導入が検討されるとすれば、半世紀前の議論をそのまま前提とするのではなく、その

後の歴史的到達を踏まえて議論しなおすべきである20）。

第2に、以上の点を踏まえると、原子力事業者の責任を制限すべきだという主張は、立論の

余地がいっそう狭められるように思われる。

そもそも事業者の無過失責任と責任制限とは理論的に直結するものではない。森嶌（2013）

は、原子力損害賠償に限らず「ほとんどの無過失責任立法は有限責任〔責任制限〕と結びつい

ている」（114頁）と述べる。これに対して、卯辰（2012b）はその点を踏まえつつも、「無過

失責任の導入が責任制限に帰結するとの結論は、法原理的な推論としては成立しないと考えら
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れる」（290頁）と指摘する。

なぜ一般に、無過失責任と有限責任が結びつけられるのかといえば、事業者にコスト負担の

予測可能性を与えるためである。しかし論理的に考えて、責任を制限しなければ、事業者が自

らのコスト負担を予測しえないというのはおかしい。福島第一原発でも「想定外」の津波で事

故が起きたのではない。東電は、今回の事故を引き起こしうる程度の津波の高さを予見しえて

いた。原子力事業はきわめて深刻な被害をもたらす恐れがあるから、事業者は被害を防ぐため

の高度の注意義務を負っている。すなわち、最新の科学的知見に基づいて事故の可能性を予見

し、被害を防ぐために十分な対策を施す義務がある。原子力事業者の予測可能性とは、このよ

うなものとして理解されなくてならない（大坂，2014，105，107頁）。少なくとも、福島原発

事故を根拠に原子力事業者の責任制限を主張するのは、誤りであろう21）。

卯辰（2012a）が述べるように、「無過失責任は、被害者救済を特徴とするとはいえ、有限

責任制をとる場合、一定限度で不法行為者の責任が制限され、責任の加重ではなく責任軽減と

もいいうるのであり、無限責任を課すことは論理的には正しい選択となる」。にもかかわらず、

原子力事業者の有限責任制を導入するのは、「事業者を保護し、原子力事業の推進を重点とし

たものである」（31頁）。そこで「原子力事業の推進」に国民的支持があるかが問題となるが、

これは次の論点に関連する。

第3に、原子力事業者の有限責任制をとるならば、被害者救済のためには、事業者の賠償上

限を超える被害について、国が補償する必要がある。しかし福島原発事故を経た現在、原子力

事業に関するリスクを国が肩代わりするという構図に対して、国民的合意がとても得られそう

にない22）。

卯辰（2012b）は、事業者の引き起こした原子力損害を国が補償するのは補助金の交付と同

じであり、それが許されるには、原子力発電が社会的に望ましいものであって、国民の支持を

得ていることが要件だと述べている（291，295頁）。しかし現状で、この要件が満たされてい

るとは思われない。

震災直後から世論の動向を定期的に調査してきた広瀬弘忠の研究によれば、2013年8月の

時点で、「原子力発電は直ちにやめるべき」との回答は31.4％、「段階的に縮小すべき」との

回答51.9％と合わせると8割を超え、「日本人のほとんどが反原発だと言ってもよい」状況に

なっている。また、多くが「原発事故は再び起こると思っており、防災体制は不十分であり、

また、危険地域からの安全な避難は困難であると考え、しかも安全宣言が出され、帰宅を勧め

られても、多くの被災者は帰らないだろうと感じている」「国民の意識からすれば、原発は災

厄以外の何物でもない」状況である（広瀬，2013，1349，1351頁）。

国には原子力事業を推進してきた責任がある。国が被害補償を行うとすれば、従来の政策の

反省に基づくべきである。例えば原子力市民委員会が提案するように、国民的合意のもとに国

が原発ゼロを基本方針として定め、そのための手段として、全ての原子力発電関連施設を国有
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化すると想定する。その場合、今後発生しうる被害を補償すべき主体は、国に一元化されるこ

とになる（原子力市民委員会，2014，189200頁）。こうした前提のもとでの国家補償であれ

ば、本稿で述べたこととも整合的である。

6.4 原子力損害賠償の「質的」限定

6.4.1 免責規定の明確化について

前述のように東電は、当初、原賠法の免責規定の適用を主張していた。法学者をはじめ専門

家からも、東電免責の是非をめぐって両論が出された。焦点となったのは、「異常に巨大な天

災地変」とはいかなるものか、また、今回の震災の影響がそれにあてはまるのか、という点で

ある。これが争点になったのは、「異常に巨大な天災地変」とは具体的に何を指すのか、必ず

しも明確ではないためである。

そこで、「異常に巨大な天災地変」とは何かを、より詳細に規定するという改善案が考えら

れる。しかしながら、あらゆる場合を想定して、具体的な内容を定めるのは困難であるし、科

学的知見や技術水準の向上にともなって、予見しうる災害の規模なども変化する。そのため、

免責規定をあらかじめ詳細化するより、むしろ事後的な適用を判断する際の手続きを整備すべ

きだという案も出されている（田邉・丸山，2012，5657頁）。

なお、淡路（2012）は、免責規定における「異常に巨大な天災地変」の定義だけでなく、もっ

ぱら自然災害によって引き起こされた損害かという因果関係の問題に着目している。すなわち、

東日本大震災が「異常に巨大な天災地変」だとしても、それだけで東電が免責されるのでは

なく、東電の人為（作為・不作為）が損害の発生と無関係である場合に免責が適用されるとす

る。

免責規定の明確化については、どのような議論がなされていくか、現時点では見通しがたい。

そのため本稿では、以上の論点整理にとどめておく。

6.4.2 被害回復における損害賠償の役割の限定

免責規定の議論は、ある事故が起きた場合に、それによる損害について、全体として事業者

に賠償責任があるか否か、という問題だが、他方、当該事故に関する事業者の有責性を認めた

うえで、賠償の範囲を限定する議論がある23）。

現に発生しているが、これまでの枠組みでは損害賠償の対象となりにくい被害として、原発

避難にともなうコミュニティの崩壊など、地域レベルの被害が挙げられる。筆者のうち除本は、

これを「ふるさとの喪失」被害として論じてきた（除本，2014）。こうした被害を原子力損害

賠償から切り離し、「災害救助法的アプローチ」に基づく国のコミュニティの移転・再生措置

に回収しようという提案がある（田邉・丸山，2012）。

もちろんこうした類型の被害は、金銭賠償によってのみ回復できるわけではない。しかし、
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まったく賠償の対象から除外してしまうのも問題である。すでに、原発避難者による複数の集

団訴訟で、「ふるさとの喪失」被害が賠償請求の対象として取り上げられるようになっている

（米倉，2014）。この点についての司法の判断が待たれる。

7 おわりに

本稿では、福島原発事故後のエネルギー政策と電力システム改革をめぐる議論の過程を振り

返り、そのなかで、規制料金撤廃後の原子力事業救済策として事業環境整備論が登場してきた

経緯を明らかにした。そのうえで、事業環境整備論の内容を3つの柱に整理し、想定される政

策的措置や論点について検討を行った。

事業環境整備をめぐる政府内での議論は、原子力発電事業のリスク回避措置と再処理を中心

としたバックエンド事業の事業主体については経産省のもとに設置された原子力小委、原子力

損害賠償については副大臣等会議を舞台に行われている。また、今後、電力システム改革との

関係が強い部分については電力システム改革小委でも議論されるかもしれない。

これらの議論は一見バラバラに扱われており、論点が多岐にわたることもあって非常に複雑

である。だが、これらを統合してみると原子力延命の構図が体系的に理解できる。一貫してい

るのは、電力システム改革が完全に実施された後も原子力を維持するために、事業者のリスク

とコストを軽減するとともに、それらを国民・電力消費者（そして将来の事故被害者）に負担

させるための政策的措置を構築するところにある。

このことは、同時に、原子力が競争的市場では自立できず、国家の強力な支援抜きに存立し

えない電源であることをはっきりと表している。そうであるがゆえに、電力システム改革のス

ケジュールに間に合わせるため、「速やかに検討し、可及的速やかに施策を実行に移す必要が

ある」（総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会，2014c，2頁）課

題とされ、非常に速いスピードで政策形成がなされているのである。

事業者にとってのリスクとコストを国民・電力消費者に転嫁したとしても、原子力固有の危

険性や、放射性廃棄物を超長期間にわたって管理しなければならないというリスク、これにと

もなう莫大な費用は、現実になくなるわけではない。にもかかわらず、リスクとコストを引き

受けさせられる側の国民、電力消費者側の意思が反映させるような機会は設けられておらず、

むしろ逆に電力会社役員を含む利害関係者が委員会（原子力小委）に参加の機会を与えられ、

議論が行われている。吉岡（2012，9496頁）がいう「エネルギー一家の家族会議」的な場で

重要な政策決定が行われようとしているといってよいだろう。これは公共政策の決定方法とし

ては適切ではない。

福島原発事故を挙げるまでもなく、本来、原子力事業のリスクとコストはきわめて大きい。

このことを正しく認識しているのは政府と事業者であり、そうであるからこそ政策的措置の策

定を急いでいる。では、このような特別な政策的措置を重ねながら原子力事業を続けることに
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意味があるのか。リスクとコストを原子力事業者から切り離し、これらを国民・電力消費者に

転嫁してよいのか。事故後の原子力政策形成にあたっては、これらの点にたちかえる必要があ

るだろう。

付記

本稿は、別稿（大島・除本，2014b）で、紙幅の制約により述べられなかった内容を加筆したものであ

る。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貴重なコメントをいただいた。記して

感謝したい。

脱稿後の2014年10月8日、イギリスのCFDは、欧州市場における競争をゆがめるものではないとし

て欧州委員会によって承認された。EUにおいてエネルギー・ミックスを決定する権限は加盟各国にある

こと、欧州委員会の指摘に対してCFDが大幅に変更されたことが理由とされているが、承認されたCFD

の詳細は2014年10月時点では公表されていない。

注

1）ただし、本稿を執筆している2014年9月段階では、政府内の議論は進行中であり、事業環境整備論

の具体的な姿が十分明らかになっているわけではない。そうした制約のもとでの論点整理と検討にとど

まることをお断りしておきたい。

2）「経済団体共同記者会見における米倉会長発言要旨」2012年 9月 18日、日本経済団体連合会

（http://www.keidanren.or.jp/speech/kaiken/2012/0918.html）。

3）2000年3月の電力の部分自由化（特別高圧の電力供給の自由化）以降、自由化部門では地域独占が崩

れているが、依然として電力市場での支配力は強く、かつ低圧の需要家向けの電力は独占的に供給され

ている。

4）国家の関与は、立地対策、研究開発への財政資金の投入、電力料金への原子力の費用への追加などの

形態をとって行われてきた。これについては、大島（2010，2011）、吉岡（2011，2012）などを参照。

5）例えば、自民党エネルギー政策議員連盟は、従来の原子力開発のあり方を改めることを提案している。

「エネルギー基本計画」策定にあたって、同連盟の考え方の概要は、自民党の衆議院議員河野太郎氏の

ブログ（2014年1月7日付、http://www.taro.org/2014/01/post-1433.php）に掲載されている。

6）第5回会合を傍聴した日本経済新聞編集委員の滝順一氏は、「再処理事業などに伴うリスクを電力会

社から切り離し、国がかなりの部分を負うことを意味する」と指摘し、原子力事業の維持が既存の事業

者の温存策となってしまっているのではないかと問題視している（『日本経済新聞』2014年9月1日付）。

7）使用済核燃料の扱いは、再処理のほかに直接処分もありうる。日本においては、使用済核燃料を再処

理する方針でいるため、ここではバックエンド事業に再処理を含めているが、含めないという選択肢も

ありうる。

8）通常の会計処理は、中部電力浜岡原発1、2号機、東京電力福島第一原発1～4号機の廃止にあたって

行われてきた。

9）CFDは5MW以上の大規模の再エネ施設、原子力発電所のためのものである。小規模のものについ

ては固定価格買取制がある。また、固定価格買取制とは異なる再エネ普及政策の1つであるRPS（イ

ギリスではRenewableObligation:ROという名称になっている）も2017年3月末日までは継続され

る。

10）実際、DepartmentofEnergyandClimateChange（2011）では「CFDつきの固定価格買取制」
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（Feed-inTariffwithContractsforDifference:FiTCfD）と表現されている。

11）イギリス政府と EDFEnergyとの間の契約の概要は次の URLを参照。https://www.gov.uk/

government/news/initial-agreement-reached-on-new-nuclear-power-station-at-hinkley

12）例えば、アメリカのエネルギー情報局（EnergyInformationAdministration）が毎年発行している発

電コストに関する情報（LevelizedCostofNewGenerationResourcesintheAnnualEnergyOutlook）

によれば、風力発電、太陽光発電のコストは年々下がっている。なかでも風力発電は、近年、原子力に

比べて安価になりつつある。原子力は横ばいを続けている。

13）とくに日本の場合、福島原発事故後に策定された新規制基準に対応するため、電力会社は新たに2兆

2000億円の安全対策費を必要としている（『日本経済新聞電子版』2014年6月8日付）。これは結果的

に原子力の発電コストを上昇させている。また、原発事故の費用を含めたkWhあたりの発電コストが

高くなっていることは、大島・除本（2014a）で示した通りである。

14）日本原燃は、再処理のほかにウラン濃縮、低レベル放射性廃棄物埋設、恒例ベル放射性廃棄物一時貯

蔵を行っており、2017年以降は、MOX燃料加工も行うとしている。

15）ただし、原子力規制委員会の審査状況により、2014年10月竣工は非常に厳しいとの見方を日本原燃

社長・川井吉彦は示している（『朝日新聞』2014年6月28日付）。

16）東京電力に交付された賠償原資は、電力会社等の負担金により、国に「返納」されることになってい

る。負担金は一般負担金と特別負担金からなり、前者は東京電力を含む電力会社等が支払い、規制料金

のもとでは電気料金に転嫁することが可能である。後者は、東京電力が利益から支払うものとされ、電

気料金への転嫁は認められていない。前述のように、規制料金の撤廃後は、一般負担金を電気料金から

回収することは困難になるだろう。

17）原賠法の見直しは、日本のCSC加盟の動きと関連づけて報じられている。2014年6月12日、日米両

政府が開いた民生用原子力の安全に関する2国間委員会で、日本側はCSC加盟に向けて承認案を秋の

臨時国会に提出する方針を表明した。原賠法見直しは、CSC加盟に向けた議論と合わせて進んでいくと

される（『日本経済新聞』2014年6月13日付）。ただしCSCの規定は、原子力事業者の無限責任と矛盾

せず（日本エネルギー法研究所，2007，16頁）、本文で後述する3つのポイントにしたがった原賠法改

定が、CSC加盟に不可欠というわけではない。

18）副大臣等会議の開催状況などは、内閣官房のウェブサイト（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/

genshiryoku_songaibaisho/）で閲覧可能である。

19）免責規定に該当しないという議論も有力である。大塚（2011）、淡路（2012）など。

20）小柳（2013）も、原賠法改定を考える際に、我妻の議論をそのまま前提とせず、その後の歴史的経緯

を踏まえた検証が必要だとする。

21）いうまでもなく無過失責任とは「過失がない」のではなく、故意・過失の立証を要しないという意味

である。無過失責任のもとでも、事業者には高度の注意義務が課せられる。ただし、被害者救済のため

に、義務違反の立証を必要としないのである。

22）ここで述べているのは、今後の制度設計の選択肢として、原子力事業者の有限責任制を導入し、それ

を超える損害に対して国家補償を行うという構想の問題点である。福島原発事故への対応については、

東電の過失とともに、国家賠償責任の可能性が指摘されており、筆者らも、東電を破綻処理したうえで、

国が賠償を行う必要があると考えている。東電の破綻処理を重視するのは、第1に、東電の資産をはき

出させ、国民負担を軽減する効果が期待できるからである。また第2に、本文で述べたように半世紀に

及ぶ原子力開発利用の到達を踏まえれば、「原子力事業の健全な発達」という原賠法の目的が今となっ

ては削除されるべきだと考えるからである（除本，2011，228229頁）。今回の事故で東電の破綻処理
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が回避された背景に、原賠法のこの目的があることはすでに指摘されている（高橋，2012，6869頁）。

23）本文で述べた地域レベルの被害のほか、すでに東電による賠償の対象となっている被害類型のなかで

も、風評被害や除染費用について、「原子力損害賠償制度とは別のスキームで救済を図ることを検討す

べきである」という議論もある（21世紀政策研究所，2013，79頁）。
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ElectricitySystemReformandMeasuresforBailing

OuttheNuclearPowerBusiness:AnExaminationof

BusinessConditionsEnhancementDoctrine

KenichiOshimaandMasafumiYokemoto

Summary

Startingin2016,electricpowerretailandproductionweretotallyliberalized,

andregulatedratesaretobeabolishedbetween2018and2020.Regulatedrates

haveuntilnowstabilizedtheoperationsofelectricutilities,buttheirdisconti-

nuancewillprobablymakeitincreasinglydifficultfortheelectricutilities,which

operatenuclearplants,tothemselvesundertakethebusinessrisksassociated

withnuclearpower.Thegovernmenthasthereforedevelopedthefollowingthree

risk-mitigationmeasures:（1）Providepolicymeasureswhichmitigatethebusi-

nessrisksofnuclearpower,（2）takemeasuresbywhichthegovernmentshares

therisksofreprocessingoperations,and（3）reducetheriskofbearingnuclear

accidentscostsbyreviewingthesystemfornuclearpowerdamagecompensation.

Inthispaperweconceivethissuiteofmeasuresas・businessconditionsen-

hancementdoctrine,・andsketchanoverallpictureofit.Thepurposeofbusiness

conditionsenhancementdoctrineistocreatepolicymeasuresthatmitigatethe

risksandcostsofnuclearplantoperators,andmakethecitizensandelectric

powerconsumers（aswellasfutureaccidentvictims）shoulderthem,inorder

tomaintainnuclearpowerevenaftercompletelyreformingtheelectricpower

system.
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