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第１ 自然再生可能エネルギー利用で脱原発は可能であり、危険な原発は子孫に残

すべきでない 

以下の第１の主張は、主として、甲第３０１号証《和田武・木村啓二著 「拡

大する世界の再生可能エネルギー」（２０１１年１０月３０日世界思想社）に依拠

している。和田武氏は、日本環境学会会長、地球環境保全研究所主宰である。同

著から引用する場合は、「甲第○○号証 ○○頁  表○―○、図○―○」という

ように記載する。 

 

１ 原発稼働ゼロの状態でも十分に電力は足りていたこと 

福島原発事故の後、福島原発のみならず、定期検査等で、日本の全ての原発が

停止していた期間が長期にわたったが、この間、多くの国民の節電努力もあり、

原発稼働ゼロであっても、何ら「電力不足」が生じなかったことは、客観的事実

である。 

ましてや、本準備書面で明らかにしているような世界的な脱原発の流れに、日

本も謙虚に学んで自然再生可能エネルギーの普及に国をあげて真剣に努力すれば、

原発に依存しない日本を実現することは十分に可能である。 

 

２ 原発の根本的な問題 

原発のかかえる本質的な危険性と問題点については、既に訴状や原告準備書面

で述べたとおりであるが、再度、要点を確認する。 

① 万一の事故の場合の被害の甚大性は、チェルノブイリ事故や福島原発事故

で、十分に実証されている。福島原発事故については、未だに事故原因の

解明すら十分にできておらず、事故をおこした原子炉の内部調査すらでき

ていない状態である。いつ安全に廃炉処理できるか目途すら立たない状況

である。 

② 原子炉本体だけでなく、各地の原子炉に併設されている「使用済み核燃料



3 

プール」が、大地震や津波に対して、極めて脆弱であることが、指摘され

ている。 

③ また、万一、重大事故が発生した場合、広範な近隣住民が、速やかに且つ

安全に避難することが事実上不可能であることは、原告準備書面等で主張

し、多くの原告が弁論で意見陳述したとおりである。 

④ 使用済核燃料の処分問題の解決については、日本は勿論、世界的にも見通

しが立っていないことは周知のとおりである。 

⑤ こうした多くの問題をかかえる原発は、人類と共存できず、廃止するしか

ない。 

 

３ 脱原発への世界的な流れの現状 

（１） 再生可能エネルギーの設備容量の増加、原子力発電・石炭火力の設備容量の

減少 

新設発電所、廃棄発電所の調査結果に基づいて算出した発電設備容量の「増

減設備容量」《増減設備容量＝（新設発電所の設備容量―廃棄発電所の設備容

量）》は、甲第３０１号証２３頁図２－２が示すように、風力発電、天然ガス

火力発電、太陽光発電の設備容量が大きく増加しているのに対して、原子力発

電及び石炭火力発電の設備容量は、逆にマイナスになっている。 
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（２） アジア 

アジアの脱原発の状況は第３で詳述する。日本が原発輸出の交渉を進めてい

たベトナムは、福島事故を踏まえ、脱原発に踏み切った。日本はトルコに対し

ても原発輸出を計画しているが、現実には採算性の問題も出てきており進捗し

ていない。また台湾等も政権交代後、脱原発を決断した。 

 

４ 拡大する世界の再生可能エネルギー 

（１） 自然再生可能エネルギーと、原発・石炭火力等の再生不能エネルギーとの特

徴の対比 

以下の通りである。 

自然再生可能エネルギー 再生不能エネルギー 

① 資源の種類 
・ 太陽光・太陽熱、風力、水力、バイオ

マス、地熱、海洋エネルギー等があり、
太陽光・熱をはじめとして地球上に暮
らす人類にとっては無尽蔵ともいえる
資源である。 

② 資源の枯渇性の有無 
・ 自然が常に再生し、自然環境保護につ

とめれば、ほぼ無限に存在するので、
利用しても枯渇しない。 

③ 資源の存在形態 
・ どこにでも、広く分散的に存在するの

で利用しやすい。 
④ エネルギーの生産方法 

・ ドイツ等で既に実現しているように、
あらゆる地域での小規模分散型生産が
可能。 

⑤ 生産手段の所有形態 
・ 住民、自治体などの地域主体の所有に

適する。ドイツの例について後述する
とおりである。 

⑥ 生産が及ぼす環境への影響 
・ 地域的で小規模 
・ 大規模水力の場合は、地域環境破壊も

あり。 
・ 大型風力発電の場合、騒音・低周波・

バードストライキング等。但し、原告
第１３準備書面「第７、二」で紹介し
ているように、九州大学の大屋教授等
が開発した「風レンズ風車」は、こう
した欠陥は基本的に克服されており、
逆に、海上に設置した「六角形の浮き」

① 資源の種類 
・ 化石資源（石炭、石油、天然ガス等）、

ウラン 
 
 
 

② 資源の枯渇性 
・ 自然による再生はないか、あっても極め

て遅いので資源量は有限であり、いいず
れ枯渇する。 

③ 資源の存在形態 
・ 偏在しており、特定場所に集中的に存在

する。 
④ エネルギーの生産方法 
・ 特定の場所での大規模集中型生産 

 
 
⑤ 生産手段の所有形態 
・ 大企業、国などの所有に適している。 

 
 
⑥ 生産が及ぼす環境への影響 
・ 化石資源による大気汚染、酸性雨、地球

温暖化。 
・ 原発による放射能汚染、過酷事故が発生

すれば破滅的被害。 
・ いずれの場合も、影響は広範囲で大規

模。 
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の下に漁礁をつくり漁業資源の育成に
貢献する研究もなされている。 

（２） 世界的には、再生可能エネルギーが大きく伸長していること 

一次エネルギー中の再生可能エネルギーの占める割合について、１９９０年

と２００９年との対比で、主要１０カ国及び OECD加盟国の中で日本以外は全て

再生可能エネルギーの比率を伸ばしている。とりわけイギリスは６．３１倍、

ドイツが６倍、デンマークが２．８７倍、イタリアが２．１０倍と大きく伸ば

している。（甲第３０１号証の１８頁 表２－１） 

 

これに対して日本は、同表が示すように、再生可能エネルギーについて、０．

９３倍と逆に比率を下げている。 

（３） 再生可能エネルギーの各分野の伸び率（甲第３０１号証２１頁 表２－３） 

再生可能エネルギーのうち、１９９０年と２００８年の対比で、伸び率の大

きい分野は次の通りである。 
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世界全体の伸び率 OECD加盟国 

・ 太陽光発電  ４２．３％ 

・ 風力発電   ２５．１％ 

・ バイオガス  １５．４％ 

・ 液体バイオマス１２．１％ 

・ 太陽熱    １０．１％ 

・ 地熱      ３．１％ 

・ 太陽光発電   ４３．８％ 

・ 風力発電    ２３．６％ 

・ バイオガス   １２．８％ 

・ 液体バイオマス ５８．０％ 

・ 太陽熱      ５．５％ 

・ 地熱       ０．８％ 

OECD加盟国は、世界全体の傾向と比較して、太陽光発電、風力発電、バイオ

ガスが上位にある点は共通であるが、液体バイオマスの伸び率が非常に大きい。 

（４） 太陽光発電設備容量の世界の動向 

太陽光発電の累積設備容量と年間導入量の推移は、甲第３０１号証３０頁 

図２－７の通りであり、やはり急速にひろがりつつあることが明らかである。 

 

 

太陽光発電の上位９カ国及びルクセンブルクの、累積設備容量及び人口１人

あたりの設備容量を比較したのが甲第３０１号証３１頁 図２－８である。累

積設備容量でも、人口当たりでも、ドイツが圧倒的に１位である。累積設備容
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量では日本は３位であるが、人口比ではルクセンブルク・チェコ・ベルギーよ

りもずっと低い。 

 

２００８年度における、太陽光発電の既存設備容量でも、２００８年度にお

ける年間導入量でも、中国が圧倒的割合を占めている（甲第３０１号証３６頁 

図２－１１）（但し、中国は人口が大きいので人口比では、順位は下位である。） 

 

（５） 風力発電設備容量の世界の動向 
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風力発電の年間導入量と「累積設備容量」の動きは、甲第３０１号証２４頁 

図２－３が示すとおりである。 

 

主要国の国別の対比で比較すると甲第３０１号証２５頁 図２－４のとお

りである。累積設備容量では、アメリカ・中国・ドイツ・スペイン・インド等

が大きい。 

 

その国の人口比で比較すると、デンマーク、スペイン、ポルトガル、オラン

ダ、カナダ等が圧倒的に高い。 

これに対して日本は、累積設備容量でも人口比でも最低レベルである。 

ヨーロッパでは、海上風力発電の導入が、デンマーク、イギリスを中心に大

きく伸びている。建設中、認可済も含めるとドイツの比率がヨーロッパ主要国

の４２％も占めている（甲第３０１号証２８頁 表２－４）。 
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（６） ドイツと日本の対比 

甲第３０１号証７８頁の表４－１によれば、温室効果ガスの排出量が、ドイ

ツはマイナス２３．３％と大幅なマイナスとなっているのに対して、日本はプ

ラス６．４％にもなっている。 

 

再生可能エネルギーに対するドイツにおける取組は次のとおりである（甲第

３０１号証７５頁）。 

再生可能エネルギーに関しては、長年、ドイツは風力発電の設備容量で世界

１を誇ってきた。アメリカのオバマ大統領の誕生の可能性が高まるなかで、２

００８年には国土の広いアメリカに追い越されて２位に後退したが、太陽光発
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電では２００５年に日本を抜きさって断然トップに躍り出た後、その地位を維

持している。その他の再生可能エネルギー発電についても、急速に設備容量を

増加させている。その伸び率の高さがドイツの特徴である。 

また、このような再生可能エネルギーの普及において、市民、地域住民が積

極的に参加、関与し、重要な役割をはたしているのが、デンマークとともにド

イツの大きな特徴である。そのことが再生可能エネルギー普及を促進すると同

時に、多くの社会的メリットをもたらしている。１億トン以上ものＣＯ２排出

回避、関連産業の発展や雇用の拡大、農村地域の活性化、国際貢献などである。

こういう変化こそ、持続可能な社会を実現するステップであり、そういう観点

からもドイツの再生可能エネルギー普及に注目を払う必要がある。 

ドイツと日本を対比させた、太陽光発電の年間導入量と累積設備容量の推移

は、甲第３０１号証８４頁の図４－５のとおりである。ドイツは、日本を大き

く引き離して伸びていることが明瞭である。 

 

ドイツと日本を対比させた、風力発電の年間導入量と累積設備容量の推移の

対比は、甲第３０１号証９１頁の図４－６のとおりである。 

風力発電でも、太陽光発電と同様に、ドイツは日本を大きく引き離して伸び

ている。 
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（７） 再生可能エネルギーへのデンマークの取り組み （甲第３０１号証４５頁

～） 

デンマークは、兵庫県よりやや少ない人口５４０万人、国土面積は九州程度

の４．３万 kｍ２ の小国でありながら、再生可能エネルギー普及で積極的な役

割を果たしてきた。風力発電を世界で最初に開発・導入し、風力発電の割合や

人口当たりの割合は世界最高である。また世界１の普及率の地域暖房を発達さ

せ、そのエネルギー源としてのバイオマス利用が進んでいる。 

デンマークの「エネルギー２１計画」の２０３０年までのエネルギーシナリ

オ（甲第３０１号証６９頁 図３－７）では、石炭が急減し、石油も当初に比

し大きく減少し、再生可能エネルギーと天然ガスが増大している。 
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デンマークは「地下資源小国」とされているもとで、再生可能エネルギー拡

大への積極的な努力は、日本が学ぶ点が大きいといえる。 

（８） 「国際再生可能エネルギー機関」の誕生（甲第３０１号証１７３頁～１７６

頁） 

「国際再生可能エネルギー機関」は、ドイツ・スペイン・デンマーク呼びか

けで発足した。 

２００９年１月設立時点で、７５カ国が参加。２０１１年５月時点で、１４

８カ国と EU（アジア３８カ国、欧州３８カ国、アフリカ４８カ国、米州１７カ

国、大洋州１０カ国）が参加し、開発途上国を含む多くの国・地域にまたがっ

ている。 

「国際エネルギー機関（IEA）」の加盟国が原発保有国中心の２８カ国先進国

だけであるのと対照的である。 

（９） 自然再生エネルギー普及で世界の流れから立ち遅れる日本 

日本は本来、自然環境に恵まれており、太陽光発電、風力発電、中小水力発

電、地熱発電等について大きな潜在的可能性を有していることは、環境省の報

告「平成２２年度 再生エネルギー導入ポテンシャル調査・概要」によっても

明らかであることは、２０１５年５月２７日付け原告第１３準備書面１８頁の

「第６」で既に主張した通りである。 

風力発電については、原告第１３準備書面１９頁「第７ 二」で指摘したよ

うに、北欧型大型風車と全く異なる「風レンズ風車」が既に開発されており、

四方を海に囲まれた日本には極めて大きな可能性を秘めており、既に世界から

注目されているにも関わらず、日本政府は冷遇し続けている。地熱についても、

EU諸国より日本は恵まれている。 

実は、日本は２００４年までは太陽光発電で世界１位であった（甲第 号証

８３頁「２、太陽光発電の爆発的普及」参照）。しかるに、上記のように日本は、

１９９０年と２００９年との対比で０．９３と逆に再生可能エネルギーの比率
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を下げているのである。 

 

５ 再生可能エネルギーによる発電の技術的問題は急速に克服されつつあること 

（１） はじめに 

再生可能エネルギーの技術的問題点としては、①急激な出力変動に対する 周

波数調整力の不足，②ベース供給力と再生可能エネルギーの合計発電量が需要

を上回ることによる余剰電力の発生・電力供給の不安定性，③家庭等の太陽光

発電から系統側への電気の流入が増加することによる系統電圧の上昇，④電力

需要がすくないエリアでの系統接続の増加による送電容量の不足等が指摘され

ている。 

（２） 「①急激な出力変動に対する 周波数調整力の不足」の問題点への対応につ

いて 

再生可能エネルギーが大量導入された場合，需要変動に加え，供給側も気象

条件により大きく変動することになるが，この変動分の調整を火力・水力発電

で行うということができる。 

また，大量導入時には，瞬時の調整力に加え，再生可能エネルギーが天候等

により発電しない場合に備えたバックアップ用の電源として，蓄電池を利用す

ることが可能である。蓄電池については，さまざまな地域で、蓄電器を利用し、

蓄電器の充放電によって平滑化することにより電力系統安定化対策が図られて

いる。 

以下、詳述する。 

ア 宮古島メガソーラー実証研究では、大量の太陽光発電を導入した場合の電

力系統安定化対策の有効性並びに太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで

安定電源として活用し離島におけるディーゼル発電機の発電量を低減できる

ことが確認されている（甲３０２）。 
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イ 東北電力の南相馬変電所では，平成２８年２月２６日，大容量蓄電池シス

テム（リチウムイオン電池，容量４０，０００kWh）の営業運転が開始されて

いる（甲３０３）。 

ウ 九州電力は，平成 28年 3月 3日，大容量の蓄電池システムを備えた豊前蓄

電池変電所の運用を開始している（甲３０４）。 

エ すでに東北電力の西仙台変電所では平成２７年２月２０日から大容量の蓄

電池が稼働しており、蓄電池の充放電を再生可能エネルギーの出力変動に対

する調整に活用している（甲３０５）。 

オ 蓄電池については、近年技術革新が進んでいる。「レドックスフロー電池」

については，電解液を、酸化した状態のものと、還元した状態のもので、別々

のタンクに蓄えて、充電時には還元し、放電時には酸化するという原理で、

基本的には何年でも電気をロスすることなく蓄電することができるものであ

り，１９７０年代に NASAが基本原理を発表して以来，国内外を問わず開発が

進められている。住友電気工業株式会社は，平成２４年７月から，横浜製作

所においてレドックスフロー電池と集光型太陽光発電装置などから構成され

る「メガワット級規模蓄発電システム」の実証運転を開始している（甲３０

６）。また，同社及び北海道電力は，経済産業省の平成２４年度大型蓄電池シ

ステム緊急実証事業において，平成２７年１２月２５日，南早来変電所に建

設していた大型蓄電池システムの実証試験を開始している（甲３０７）。 

（３） 「②ベース供給力と再生可能エネルギーの合計発電量が需要を上回ること

による余剰電力の発生・電力供給の不安定性」の問題点への対応 

ア まず、昼間帯の余剰電力を用いて揚水をし、その他の時間帯で発電する

ことで揚水発電を活用することにより対応できる。 

イ 次に、取引所取引により、余力のある地域へ余剰分を送電することによ

り対応できる。送電網について、再生可能エネルギーの発電設備が多い北

海道や九州などと、大消費地の首都圏や関西を結ぶ送電容量を増やすこと
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で、日本全体で電力の変動を吸収するという取り組みも行われている。 

ウ さらに、自然変動電源（太陽光・風力）の出力を抑制する等により、対

応可能である。 

エ 最後に、蓄電池を利用することにより、余剰電力は蓄電可能である。 

（４） 「③家庭等の太陽光発電から系統側への電気の流入が増加することによる

系統電圧の上昇」の問題点への対応 

家庭などの太陽光発電の拡大に伴い，系統側への電力の流入が増加した場合

には配電系統の電圧が上昇し，一般的に太陽光発電システムでは，系統の電圧

が適正範囲を超えると発電を停止する。発電を停止することなく，電圧上昇を

抑制するため，電圧調整装置の設置，柱上変圧器の増設等により対応可能であ

る。 

（５） 「④電力需要がすくないエリアでの系統接続の増加による送電容量の不足」

の問題点への対応 

送電網について，再生可能エネルギーの発電設備が多い北海道や九州などと、

大消費地の首都圏や関西を結ぶ送電容量を増やすことで日本全体で電力の変動

を吸収するという取り組みも行われており，対応が図られている。 

 

６ 再生可能エネルギーの急激なコスト低下 

現在、発電効率の大幅な上昇と、製造コストの大幅な下落により、太陽光発 

電のコストは急激に下がっている。全世界規模でみても、原発の経済性を凌ぎ

つつある。原発の安全コストが高い先進国（特に原発事故を起こした日本）では、

両社の差は歴然とするであろう。一方、原発の発電コストは世界的にどんどん上

昇している（甲３０８）。原発に将来性がないことは、この一点からも明らかであ

る。 

 

第２ 原子力発電のコスト・非経済性について 
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１ はじめに 

本書面では、原子力発電（以下、「原発」という。）のコストの高さについて主

張する。（後記２） 

あわせて、原発事業者が、原子力損害の賠償に関する法律（以下、「原子力賠償

法」という。）により原子力損害について無過失の賠償責任を負担しているにもか

かわらず、もはやその賠償能力がないことが明らかとなっており、その事業リス

クの高さ、非経済性から、原発事業自体がいかなる経済体制・社会体制・法制の

もとにおいても成り立ち得ないことを主張する。（後記３） 

 

２ 原発のコストの高さについて 

（１） 被告関西電力の説明（同社ホームページより） 

「2014 年時点での、国の試算による発電コストは、太陽光発電が 1kWh あた

り約 30円、石油を使った火力発電が約 30円以上と高い傾向にあります。天然

ガスを使った火力発電は 13.7円程度、石炭を使った火力発電は 12.3円程度で

す。原子力の発電コストは、10.1円程度と他の発電方法と比較しても遜色ない

水準です。また、原子力発電は化石燃料に比べて発電コストに占める燃料費の

割合が小さいため、燃料価格の変動による影響を受けにくいという特徴があり

ます。」等と説明されている。 

（２） 被告関西電力の説明の欺瞞性 

ア 立命館大学国際環境学部大島堅一教授（環境経済学）の分析 

同教授は、ヤフーニュース２０１６（平成２８）年１２月９日（金）１３

時８分配信の「原発は高かった～実績でみた原発のコスト～」という記事（甲

３０９号証）の中で、最新の原発のコストに関する分析内容を記述している。 

（ア）分析内容の抜粋 

 経産省が 2016 年 12 月 9 日に示したところによると、福島原発事故の

コストが 21.5兆円になるという。すさまじい金額だ。さらに、それを
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国民負担にするという案を経産省は提示している。 にもかかわらず、

世耕・経産大臣は、原発は安いとの発言を 2016 年 12 月 7 日におこな

っている（テレビ朝日の報道による）。原発のコストは安いのか高いの

か。一体どのように理解したら良いのだろうか。 

 原発のコスト計算の方法には、１）実績コストを把握する方法と ２）

モデルプラントで計算する方法の２つがある。２）の方法で計算した

値は、政府のコスト検証ワーキンググループが 2015年に試算したもの

が最新だ。ここでは、原発のコストを 10.1 円/kW 時としている。おそ

らく世耕大臣は、この計算結果を言っているのだろうと思われる。政

府の計算には、いくつもの前提があって問題点もあるが、長くなるの

でここでは詳しくは述べない。さしあたってこの計算方法の特徴を一

言でいえば、想定や計算式で数値は変わってくる。 

 これに対して、実績コストは、想定も何もないので誰が計算しても同

じになる。過去の原発のパフォーマンスを知るのに最適だ。では、原

発の実績コストはどれくらいなのだろうか。 まず、発電コスト。これ

は、電気料金の原価をみれば把握することができる。データは、電力

各社の有価証券報告書にある。また計算方法は、電気料金を算定する

際にもちいる省令に書いてある。この 2つをもちいて計算する方法は、

室田武・同志社大学名誉教授が開発した。計算すると、8.5 円になる。

次に、政策コスト。原発には、研究開発費や原発交付金といったもの

に国費が投入されている。つまり国民の税金だ。財政資料を丹念にひ

ろうとこの費用も計算できる。これは 1.7 円。 最後に、事故コスト。

これは経産省により 21.5兆円という数値がでた。そこで、これまでの

原発の発電量で割って単価を計算すると、2.9円となる。つまり、原発

のコスト＝発電コスト＋政策コスト＋事故コストで、13.1円（kW時当

たり）となる。 
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 原発以外の電源も計算すると、火力は、発電コスト 9.9 円、政策コス

ト 0.0円（値が小さいので四捨五入するとこうなる）で合計 9.9円。 一

般水力は、発電コスト 3.86 円、政策コスト 0.05 円で合計 3.91(ほぼ

3.9）円だ。これらのコストも原発のコストと同じように計算できる。 

 以上をまとめると、原発(13.1円)＞火力(9.9円)＞水力(3.9円）。つま

り、過去の実績(1970-2010 年度）でみると、原発は安い、どころか、

原発は最も経済性がない電源だったと言える。 

（イ）分析内容に基づく原告の主張 

被告関西電力は、大島堅一教授が引用するところのモデルプラントで計

算する方法により、「火力発電等のコストより原発のコストの方が安い」と

いう結論を導いている。しかし、かかる結論は、大島堅一教授が指摘され

ているように、人為的な想定や計算式の用い方等によって異なりうるもの

であり妥当な比較検討結果とはいえない。大島教授が指摘するとおり、客

観的な比較検討を可能にする実績コストを把握する方法により比較検討が

なされるべきである。それによると、上記のとおり、原発は火力や水力よ

りも高いという結果となる。 

イ 事故コスト（事故炉の賠償・廃炉にかかるコスト）、廃炉コストを踏まえ 

た詳論 

（ア）はじめに 

大島堅一教授が上記のように指摘する原発の事故コストについて、及び、

その余の原発の廃炉コストについて、総合資源エネルギー調査会基本政策

分科会と電力システム改革貫徹のための政策小委員会とは、それらのコス

ト問題をも踏まえて取りまとめた「電力システム改革貫徹のための政策小

委員会中間とりまとめ（案）」（甲３１０号証）（以下「中間とりまとめ」と

いう。）を了承したと報道されている。 

この中間とりまとめによれば、 
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Ａ．東京電力福島第１原発の廃炉費用 

Ｂ．同賠償費用、 

Ｃ．同原発以外の原発の廃炉費用 

の負担に関する方針がまとめられている。 

（イ）中間取りまとめの詳細 

Ａ．東京電力福島第１原発の廃炉費用について 

中間とりまとめのＰ．２０の「３．３．福島第一原子力発電所の廃炉の資金

管理・確保のあり方」の「②送配電事業の合理化分の充当」の部分がこの点に

ついて記載部分である。その抜粋は以下のとおりである。 

「総括原価方式の料金規制下にある東京電力パワーグリッド（送配電

部門、以下、「東電ＰＧ」という。）においては、例えば、託送収支の

超過利潤が一定の水準に達した場合、電気事業法の規定に基づき託送

料金の値下げを求められることがあり、合理化努力による利益を自由

に廃炉資金に充てることはできない。したがって、東電ＰＧにおける

経営合理化分を確実に１Ｆ（※注釈－福島第一原子力発電所一号機の

こと。）廃炉に充てられるようにするため、託送収支の事後評価を例外

に設けるべきである。具体的には、毎年度行われる託送収支の事後評

価において、東電ＰＧの合理化分のうち、東電ＰＧが親会社（東京電

力ホールディングス）に対して支払う１Ｆ廃炉費用相当分について、

（a）超過利潤と扱われないように費用側に整理して取り扱われるよう

にする制度的措置、・・・・が適当と考えられる。」 

これは、即ち、東京電力福島第１原発の廃炉費用は東京電力の送配電事業に

おける利益を、電気料金の値下げの実施という形で利用者・消費者に還元する

こととせず、この利益でもって賄う方針をとるということである。これにより、

東電管内の電気料金が高止まりする可能性が惹起され、一種の国民負担が生ま

れることとなる。 
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Ｂ．東京電力福島第１原発の賠償費用について 

中間とりまとめのＰ．１７の「３．２．原子力事故に係る賠償への備えに 

関する負担の在り方」の部分がこの点について記載部分である。その抜粋は以

下のとおりである。 

・ 福島第一原発事故後、原子力事故に係る賠償への備えとして、従前から

存在していた原子力損害賠償法に加えて新たに原賠機構法が制定され、

現在、同法に基づき、原子力事業者が毎年一定額の一般負担金を原賠機

構に納付している。しかし、原子力損害賠償法の趣旨に鑑みれば、本来、

こうした万一の際の賠償への備えは、福島第一原発事故以前から確保さ

れておくべきであったといえる。受益者間の公平性等の観点から、福島

第一原発事故前に確保されておくべきであった賠償への備え（以下、「過

去分」という。）は、本来であれば、福島第一原発事故前の電気の需要家

から電気料金の一部として回収されるべきものであり、・・・（後、略） 

・ （前略）・・・福島第一原発事故前に確保されておくべきで   あった

賠償への備えを今後とも小売料金のみで回収するとした場合、過去に安

価な電気を等しく利用してきたにもかかわらず、原子力事業者から契約

を切り替えた需要家は費用を負担せず、引き続き原子力事業者から電気

の供給を受ける需要家のみが全ての費用を負担していくこととなる。こ

うした需要家間の格差を解消し、公平性を確保するためには、過去分に

ついてのみ、全ての需要家で公平に負担することが適当・・・（後、略） 

・ ③全ての需要家から公平に回収する過去分の額 現在、原子力事業者が

毎年納付している一般負担金は、経過的に措置されている小売規制料金

により回収されていることから、全ての需要家からの過去分の公平な回

収は、現在経過的に措置されている小売規制料金が原則撤廃される 2020

年に開始することが妥当であると考えられる。・・・（中略）・・・全ての

需要家から公平に回収する過去分の算定に当たっては、20 11年から 2019
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年までに納付される一般負担金を全需要家から回収する過去分と同様の

ものと扱い、過去分の総額から控除する。2019 年度末までに原子力事業

者が納付することが想定される一般負担金は、今後の負担金が 2015年度

と同条件で設定されると仮定すれば約 1.3 兆円であり、これを過去分総

額から控除すると、約 2.4兆円となる。 

・ ④過去分の回収方法  （前、略）・・・過去分を国民全体で   負担

するに当たっては、特定の供給区域内の全ての需要家に一律に負担を求

める仕組みとすることが適当と考えられる。約 2.4 兆円の過去分を託送

料金の仕組みを利用して全需要家から回収する場合、・・・回収期間を 40

年（年間回収額 600億円）とするのが妥当と考えられる。 

 

これらは、即ち、東京電力福島第１原発の賠償費用の内、過去分２．４兆円

について、本来、事故前から備えておくべきだったものという説明で今後４０

年間に渡って大手電力会社が所有する送電網の使用料（託送料金）に上乗せし

て賄うということを方針とするということである。これにより、原発をもたな

い新電力会社を含めて使用業者が当該費用を負担し、ひいてはその利用者に転

嫁され、ここにも一種の国民負担が生まれることになるのである。 

Ｃ．東京電力福島第１原発以外の原発の廃炉費用について 

中間とりまとめのＰ．２１の「３．４．廃炉に関する会計制度の扱い」の部

分がこの点について記載部分である。その抜粋は以下のとおりである。 

・ （前、略）・・・、2015年 3月の廃炉に係る会計制度検証ワーキング・グ

ループ報告書（「原発依存度低減に向けて廃炉を円滑に進めるための会計

関連制度について」）においては、競争が進展した環境下においても制度

を継続させるためには、『着実な費用回収を担保する仕組み』として、総

括原価方式の料金規制が残る送配電部門の料金（託送料金）の仕組みを

利用することとされている。 
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・ （前、略）・・・着実な費用回収の仕組みについては、現在経過的に措置

されている小売規制料金が原則 2020年に撤廃されることから、自由化の

下でも規制料金として残る託送料金の仕組みを利用することが妥当であ

る。 

 

これは、即ち、託送料金システムを利用して東京電力福島第１原発以外

の原発の廃炉費用を賄うことを方針とするということである。これにより、

原発をもたない新電力会社を含めて使用業者が負担し、ひいてはその利用

者に転嫁され、ここにも一種の国民負担が生まれることになるのである。 

（ウ）中間取りまとめの結果を受けての主張 

この中間とりまとめについては、それ自体に、原発を忌避して発電事業

を始めた新電力事業者やかかる事業者の電気を使用したいと考える市民に

原発の費用を負担させるという問題点がある。この一点からしても、原発

に経済的合理性がないことは明らかである。 

それを超えて、この中間とりまとめから明らかとなった点は、事故コス

トや廃炉コストは、もはや民間事業体である原発事業者がその資産・収入

だけでは賄えず、国民負担のもとでなければ賄えないという点である。 

地震国日本で、被告関西電力の原発が福島第一原発と同様の事故を起こ

せば、東電福島第一原発と同程度の廃炉コスト・賠償コスト（２１．５兆

円）が発生することになる（ちなみに、我が国の２０１６年度における一

般会計予算は９６．７兆円である。）。このコストは現状の推計に過ぎず、

今後も拡大は不可避であろう。 

被告関西電力という一企業の所有する原発が事故を起こした場合、その

廃炉コスト・賠償コストは被告関西電力自身が負担するというのが個人責

任の原則、及び後述するところの、原子力賠償法の無過失責任原則の帰結

である。東京電力福島第一原発事故が現実に発生するという経験をした現
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時点においては、被告関西電力は、当該コストを全て備蓄しておくべきで

あり、かかる備蓄分は原発コストである。 

事故コストと廃炉コストを含めて原発コストが求められるべきことを前

提とした上、その額が国民負担によらなければ賄えない額となることを併

せ考えれば、原発のコストは他の電力に比べて極めて高くなることは自明

の理である。 

 

３ 原発事業自体がその非経済性故に成り立ち得ない事業であることについて 

原発事業者は、原子力賠償法によって、原子力損害について無過失の賠償責任

を負担することとされている。その立法趣旨は、原子力損害の甚大生に鑑み、原

子力を利用して収益を上げる事業者に、民法の過失責任の原則を修正して特別に

加重な責任を課し、原子力事業者に、相当因果関係を有する全損害を賠償させる

ことにある。 

それ以前の問題として、公害事件分野で確立された「原因者負担の原則」が原

発災害に適用されることは言うまでも無く、ひとたび事故を起こせば、原発事業

者は原因者として事故によって発生した結果の全責任を負担しなければならない。 

しかるに、福島第一原発と同規模の原子力損害を一事業者が発生させた場合、

数兆円に上る損害賠償費用が発生することが公知の事実となっているが、一事業

者においてはそのような賠償を行うことができないことは、中間とりまとめが賠

償費用についての国民負担を想定していることから明らかとなっている。 

そうであれば、原発事業は、その事業リスクの高さから、経済的合理性を著し

く欠き、責任を負える者がいないのだから、凡そ成り立ち得ない事業であること

が明白となっているといわなければならない。 

 

第３ 原子力発電の不経済性が産業の健全な発展すら阻害すること 

１ ２０１１年３月１１日後の世界各国における原発産業の状況 
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（１） 米国の状況 

ア 沸騰水型のＧＥ、加圧水型のＷＨ 

もともと、米国は、いわゆる「旧西側先進国」において、商業発電用の原

子炉を最初に開発した国である。もともと、原子炉は、原子力潜水艦など、

燃料補給をせずに長時間・長距離を航続できる兵器の製造のために開発され

たものである。商業用の原子炉は軍事技術を商業用に転換したものであった

ため、最初から、安全性の観点からは不合理な側面を抱えていたが、本書面

ではその点には触れない。 

イ ＧＥ＝日立・東芝、ＷＨ＝三菱重工・アレバ 

米国で商業用原子炉の技術を保有していたのは、沸騰水型原発については、

トーマス・エジソンが創業者であるゼネラル・エレクトロニック社（以下「Ｇ

Ｅ社」）であり、加圧水型の原発についてはウェスチングハウス社（以下「Ｗ

Ｈ社」）であった。 

日本国内では、ＧＥ社から沸騰水型（ＢＷＲ）の原子炉製造技術を移転さ

れたのが株式会社日立製作所（以下「日立」）と株式会社東芝（以下「東芝」）

であり、ＷＨ社から加圧水型（ＰＷＲ）の原子炉製造技術を移転されたのが

三菱重工業株式会社（以下「三菱重工」）であった。 

ヨーロッパでは、ＷＨ社から加圧水型の原発製造技術を移転されたのが現

在の仏・アレバ社の子会社である「アレバＮＰ」であり、「欧州加圧水型原子

炉」（ＥＰＲ）を製造する技術を保有している。 

ウ ＧＥ社の原発からの撤退と日立への「押しつけ」の現状 

その後、ＧＥ社の原発製造技術は、本体から切り離され、ビジネスパート

ナーである日立との合弁企業である「日立ＧＥニュークリア・エナジー」（茨

城県日立市、出資比率は日立 80％、ＧＥ20％）、日本以外の世界各地で原発

の新規建設受注を目指す「ＧＥ日立ニュークリア・エナジー」（ノースカロラ

イナ州、ＧＥ60％、日立 40％）とに移転され、現在に至っている（甲３１６ 
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日経新聞２０１２年８月７日「米ＧＥイメルトＣＥＯ 原発“見切り”発言

の衝撃度」）。 

米国では１９７９年のスリーマイル島原発事故の後、２０１２年まで原発

の新規建造は凍結されていた。２０１２年に数機の原発の建設が許可された

が、その後のエネルギーシフトにより、同年、ＧＥの経営者が原発について

「（経済的に）正当化するのが非常に難しい」（上記新聞記事）と発言した。

その後、後述のように「ＧＥ日立ニュークリア・エナジー」は、２０１７年

になって核燃料部門の撤退により日立出資分だけで７００億円の営業外損失

を計上している。 

エ ＷＨ社を取得し経営破綻寸前の東芝 

ＷＨ社は２００６年に売却され、その後の追加出資を含め、６０００億円

で同社を取得したのが東芝である（甲３１７ 日経新聞２０１６年１２月２

７日「東芝、止まらぬ損失 ＷＨ買収で「10年の重荷」」）。 

直近の公知の事実にも属するが、後述のように、現在進行形で、東芝を経

営破綻の危機に追い込んでいるのが東芝の子会社であるＷＨ社である。 

オ 米国の現状 

２０１６年１２月末、東芝は数千億円規模の特別損失の計上予定をプレス

リリースした。その原因は、以下の通りである。 

すなわち、ＷＨ社が米国で建設中の４基の原発を巡り、福島第一原発事故

を受けて米国での原発の安全規制が強化されたことで、設計変更が必要にな

り、また、工期の遅延により、建設コストが増加していたところ、ＷＨ社が

ビジネスパートナーであり、原発建設会社である「ストーン・アンド・ウェ

ブスター」（以下「Ｓ＆Ｗ社」）との間でトラブルが発生したため、ＷＨ社が

Ｓ＆Ｗ社を「０円」で買収することで両社のトラブルを決着させた。しかし、

これが東芝の７０００億円とも言われる特別損失につながることになった。

つまり、東芝による「０円」査定が甘く、買収の時点でＳ＆Ｗ社は、実は大
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幅な債務超過だったのである（甲３１８ 毎日新聞２０１７年１月２０日「東

芝：資産査定甘く…買収会社の価値低下 損失拡大」）。これらの４基の原発

は、建設途中であるから、当然ながら今後も、損失が拡大する可能性は充分

ある。 

三菱重工も、すでに原告第１０準備書面１８頁以下で紹介したように、２

０１２年に米国サン・オノフレ原発に納入した蒸気発生器の細管の不具合に

より、同原発を運営する会社から７０７０億円の損害賠償請求を受けている

（甲３１９ 日経新聞２０１６年７月１５日「三菱重工への損賠請求 7070

億円に減額 米電力会社など」）。 

２０１２年時点でのＧＥ社の経営者の発言にも見られるように、米国では、

福島第一原発事故後の規制基準強化やエネルギーシフトにより、原子力発電

は、もはやコストの見合わない発電方法であると認識されており、現在進行

形の新規の原発建造も巨額の赤字を出している状態なのである。既存の原発

についても、日本企業に対する巨額の損害賠償請求に発展している。 

後述のように、そのような中で、米国の資本が原発製造技術から次々に手

を引き始めており、それを買収させられたのが東芝なのである。今後、日立

が原発製造技術に固執すれば、ＧＥ社との関係で同じ道を歩む可能性がある。 

（２） 欧州の状況 

ア ドイツ 

ドイツでは、総合電機企業であるシーメンス社（戦前の海軍高官への収賄

事件で高校の日本史教科書に登場する「シーメンス事件」の会社である）が

原子炉の製造技術を保有していた。しかし、同社は、２０１１年３月１１日

直後の同年４月、早くも、ＷＨ社から技術を導入して欧州の原発を建設して

きた「アレバＮＰ」の出資分（３４％）をフランスのアレバ社に売却し（甲

３１５ 日経新聞２０１１年４月１２日「独シーメンス、原子力から撤退も 

仏アレバと合弁解消」）、同年９月に、正式に、原発製造から撤退した（甲３
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１４ 日経新聞２０１１年９月１９日「シーメンス社長、原発事業撤退を表

明 独誌報道」）。 

ドイツは、原発製造技術を持つ国では、産業レベルで脱原発を果たした最

初の国となったと言える。シーメンスがアレバＮＰの出資分をアレバ社に売

却して押しつけた理由は「事業への十分な発言権がなかったため」（上記日経

新聞２０１１年４月１２日）などとされており、ドイツの「脱原発」が、単

に国民世論や政治が主導したものではなく、資本の冷徹な論理により行われ

た側面もあることを示している。 

イ フランス 

フランスでは、アレバ社（同社の子会社である「アレバＮＰ」）が原子炉製

造技術を保持しており、現在でも、フィンランドのオルキルオト原発、フラ

ンス国内のフラマンビル原発の建設を続けている。しかし、オルキルオト原

発やフラマンビル原発については、福島第一原発事故を受けた規制の強化で

建設費用が一基２兆円以上に高騰している（甲３１１ 日経新聞２０１５年

１月２６日「安全な原発は夢か 仏アレバの新型炉建設が難航」）。 

また、その過程で、１９６０年代に遡って、アレバの子会社である「クル

ゾ・フォルジュ」や「日本鋳鍛鋼株式会社」が製造していた原子炉の鋼鉄製

部品の規格違反（炭素含有量の超過）が発覚し、急激な温度変化により亀裂

が発生する可能性を指摘されている（甲３１２ ウオールストリートジャー

ナル日本版２０１６年１２月１４日「仏企業の欠陥原発部品と隠ぺい、世界

に波紋」、甲３１３ エコノミスト２０１６年１２月９日「フランスの原子力

発電最大手を襲う難問」）。この部品はオルキルオト原発にも納入される予定

であり、今後、同原発の完成はさらに遅れるかもしれない。当然、建設費用

の高騰につながる可能性がある。 

アレバ社はオルキルオト原発の建設で費用が膨らみ、２０１５年１２月期

まで５期連続で最終赤字を計上し、その間の累計赤字は１兆円を超えた（甲
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３２０ 日経新聞２０１７年２月４日「仏アレバ増資多難な前途 日本勢出

資も中国勢撤退で受注不安」）。同社は、２０１５年１２月末現在、フランス

政府が直接・間接に８６．５２％の株式を保有しており、事実上、仏国の国

営企業である。東京電力株式会社が国営企業化していることと同じように、

民間資本では経営が成り立たない状況と言える。 

このようなアレバ社やアレバＮＰに対しては、一方で、三菱重工が救済に

乗り出している。 

すなわち、三菱重工はすでに述べたように、アレバＮＰとともに、ＷＨ社

から加圧水型の原発製造技術を移転された企業であり、もともと三菱重工と

アレバは関係が深かったが、アレバ社がオルキルオト原発建設部門を切り離

して新規に設立する新会社「ＮｅｗＣｏ（ニューコ）」に三菱重工が５％出資

し、日本の電力会社９社及びその子会社である日本原子力発電が主要な株主

である「日本原燃株式会社」も５％出資することとなった（甲３２１ 日経

新聞２０１７年２月３日「三菱重工、アレバ新会社に５％出資 日本原燃も

５％」）。 

これとは別に、三菱重工は２０１６年６月２８日以降、アレバＮＰとの合

弁事業、同社への少数株主としての出資について、協定を締結した上、検討

進めている（前掲日経新聞２０１７年２月３日記事、甲３２２ 三菱重工２

０１６年６月２８日「三菱重工業とフランス電力会社原子力発電事業での協

調に向けた覚書（ＭＯＵ）を締結」）。 

ウ 欧州の現状 

結局、欧州では、福島第一原発事故後のドイツ資本の撤退、規制強化とそ

れによる建設遅延、日本企業もかかわった従前からの粗悪な部品使用の発覚

などにより、アレバ社が大幅な赤字を計上しており、原発製造技術自体、原

発大国であるフランス政府の支援無しには維持できない状態になっているの

である。 
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英国では原発の新規建造が計画されているが、例えば、フランス電力公社

（ＥＤＦ）が事業主体となる予定の英国ヒンクリーポイント原発は、二基２

兆４０００億円以上の建設費について、英国政府が同原発の電力を３５年間

にわたって現行の電力卸売価格の約２倍の高値で買い取ると保証したうえ、

資金調達に政府保証（甲３２３ 毎日新聞２０１６年３月１５日「英原発：

新設に暗雲…安全対策費が膨張／採用予定炉に欠陥」）するなどして計画が成

立しているだけで、買い取り価格が倍額であることの一点をみても経済性が

ないことは明らかであり、現に専門家からその旨の指摘がされている（同記

事参照）。内部で事業を進めることの危険性を指摘した最高財務責任者が辞任

に追い込まれるなど、異常事態となっている（同記事参照）。 

そこへ、三菱重工のアレバへの出資と中国企業のアレバへの出資見合わせ

（前掲日経新聞２０１７年２月４日）という事態が生じており、中国企業も

出資予定だったヒンクリーポイント原発建設事業の先行きに不透明さが増し

ていると言える。さらに、日立による英国「ホライズン社」の買収による日

立の英国での原発建設事業への参入、という状態が発生している（甲３２４ 

日経新聞２０１３年１１月１１日「トルコへ原発輸出、三菱重に影落とす巨

額賠償問題」、甲３２５ 日経新聞２０１６年１２月１５日「英原発に１兆円

支援 政府、日立受注案件に」）。 

経済原理による採算性がなく、先行きの不透明な事業に、原発にしがみつ

くフランスと日本の企業が前のめりに挑んでいる状況なのである。 

（３） アジアの状況 

ア ベトナムの建設計画白紙撤回 

ベトナムでは、三菱重工が加圧水型の原発を建設する計画になっていたが、

２０１６年１１月２２日、ベトナムの国会が計画の白紙撤回を決めた（甲３

２６ 日経新聞２０１６年１１月２２日「ベトナム、原発計画中止 日本の

インフラ輸出に逆風」）。 
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福島第一原発事故後の安全意識の高まりは、アジア諸国にも及んでいるの

である。 

イ 台湾の脱原発決定 

台湾では、現在、ＧＥ社、ＷＨ社が１９７０～８０年代に建設した合計６

基の原発が稼働中である。さらに東芝、日立が受注して「第四原子力発電所」

の建設が着工し、進められてきたが、この計画は福島第一原発事故後の２０

１４年４月２７日に凍結された（甲３２８ 日経新聞２０１４年４月２７日

「台湾、第４原発の建設を凍結 住民投票実施へ」）。 

そして、２０１７年１月１１日、台湾の立法院は２０２５年までに原発を

ゼロとする法改正を可決した（甲３２７ 西日本新聞２０１７年１月１２日

「台湾原発ゼロ法成立 アジア初２５年までに停止」）。 

ウ トルコの計画の不採算・政情不安 

トルコでも原発建設計画がある。シノプ原発は、もともと韓国が優先交渉

権を持っていたが交渉決裂、その後、東芝・東京電力の連合体が交渉に入っ

たが、福島第一原発事故を受けて東京電力が撤退して白紙撤回となった。さ

らに、三菱重工・アレバの連合体が受注を２０１３年５月に受注内定した。

事業化可能性調査（ＦＳ）を２年かけて行い、事業主体には伊藤忠商事が１

０％超出資することが予定されていた（甲３２４ 日経新聞２０１３年１１

月１１日「トルコへ原発輸出、三菱重に影落とす巨額賠償問題」）。 

その２年後、出資を検討していた伊藤忠商事が 

本事業への参画については今後協力を行う事業か調査の過程で検討さ

れるものでありますが、本事業を取り巻く環境等を踏まえた場合、総

合商社である当社の持つ機能や果たせる役割等を勘案すれば本事業へ

の出資者としての参画は極めて困難であると現時点で認識しておりま

す。 

とのプレスリリースを発表した（甲３２９ 伊藤忠商事株式会社２０１５年
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６月９日「本日の一部報道について」）。事実上、事業化可能性が否定された

に等しい。 

また、その後、トルコは隣国のシリアに軍事介入したことで国内でテロ活

動が活発化したり、軍部がクーデターを画策するなど、政情が不安定となっ

ている。三菱重工も、現地事務所にスタッフが１０名いる程度であり実際の

計画は進んでいない（甲３３０ 産経新聞２０１６年７月１６日「【緊迫トル

コ】トヨタ一時操業停止 原発輸出の三菱重工「状況見守る」 日本企業に

警戒広がる」）。 

そもそも、同国は日本と同じ地震国であり、原発が事故を起こした場合の

賠償問題も起きえる。伊藤忠商事がいみじくも述べたように、事業可能性に

は極めて困難がある。 

エ メーカーが二の足を踏む日印原子力協定 

日本とインドは２０１６年に原子力基本協定を結び、日本から原発の輸出

が可能となったが、協定は一方的な破棄が可能な上、その場合の企業への補

償等について定められていない（甲３３１ ロイター２０１６年１１月１１

日「日本からインドへ原発輸出可能に、両国が原子力協定に署名」）。また、

インドの原子力損害賠償法では、米国やそれをそのまま導入した日本や欧州

のそれとことなり、メーカーの免責条項がない（例えば、日本の場合「原子

力損害の賠償に関する法律」４条でメーカーの免責が明記されている）。その

ため、実際の輸出には日本メーカー自身が二の足を踏んでいる（甲３３２ 産

経新聞２０１６年１１月１１日「日本とインドが原子力協定締結、原発輸出

促進に期待も賠償懸念でメーカーは二の足 ベトナムでは受注案件の中止

も」）。 

オ アジアの現状 

そもそも、福島第一原発事故を引き起こした日本国が原発の輸出などでき

るのか、という大問題がある上、日本が輸出を狙っているすべての国で、原
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発の建設は進んでいない上、抱え込むリスクは膨大である。むしろ、台湾や

ベトナムのように、福島第一原発事故を教訓化して脱原発し、あるいは、原

発導入を断念するケースが広がっている。 

 

２ 多額の損害賠償請求を受け、負の資産を押しつけられる日本企業 

（１） 東芝の粉飾決算の原因は原発部門の不採算でありそれが原因で経営破綻寸

前であること 

東芝は２０１５年度に４６００億円の赤字を計上した。この赤字計上は「日

経ビジネス」という経済系の雑誌に粉飾決算を暴かれた結果であった。そして、

東芝が粉飾決算に走ったきっかけは、すでに述べた、東芝が２００６年に社運

をかけて買収したＷＨ社が収益を上げることができず、福島第一原発事故後に

いよいよ不良資産化したことを隠ぺいするためのものだった（甲３３８ 『東

芝 粉飾の原点 内部告発が暴いた闇』２０１６年 小笠原啓 日経ＢＰ社１

４９頁「第５章 原点はウェスチングハウス」）。 

しかし、同社は２０１５年度の経営再建で、原発部門を切り離して処分する

のではなく、収益性の高く将来性も見込まれる医療機器部門を約７０００億円

で売却するなどして資金を捻出して乗り切った。 

ところが、上述のように、ＷＨ社が買収したＳ＆Ｗ社が巨額の損失を含んで

いたことが発覚し、２０１６年度にさらに７０００億円程度の損失が発生し、

これにより数千億円規模の赤字を計上する見込みである。 

同社は、主力であり、収益性が高く、将来性もある「メモリー半導体事業」

を分社化して、株式の一部を売却することで債務超過を回避する計画である（甲

３３３ 日経新聞２０１７年１月２０日「東芝再建、時間との闘い 米原発で

損失最大 7000億円」）。同社は、海外の原発建設事業からの撤退も表明しはじめ

た。 

素人目にも明らかであるが、東芝は、採算性・将来性の高い部門を次々に切
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り売りして、不採算部門であり、粉飾決算の元凶である原発部門を残そうとし

ている。先述のシーメンス社やＧＥ社と比較しても、およそ常識的な経営判断

を行えない状況になっている。 

また、東芝の損失が建設中の原発の不採算から生じている以上、それらの原

発の建設にさらに困難が生じれば、当然、損失は今後も拡大していくのであり、

東芝の解体が現実的な課題となっている。 

（２） 米国で７０００億円の損害賠償請求を受けながらアレバの救済に乗り出す

三菱重工 

新規の原発建造が思うに任せない以上、原発製造部門の赤字構造自体は三菱

重工も東芝と同じと推測せざるを得ないが、この点について、今のところ報道

はない。 

しかし、三菱重工は、すでに述べたように現状でも、米国の原発運営企業か

ら７０７０億円の損害賠償請求を現実に受けており、巨額の損失につながる可

能性がある。同じような問題が他の既存原発やこれから建設する予定の原発で

起きる可能性もある。 

また、三菱重工が仏アレバ社の救済に乗り出していることはすでに述べたが、

今後、アレバが負債を拡大するほど、三菱がさらに救済に乗り出さなければな

らない可能性が出てくる。三菱重工によるアレバ社の救済自体が、東芝による

ＷＨ社の買収と似た構造を持っているのである。この点、三菱重工の出資と、

中国企業の締め出しが表裏一体になっており、アレバが中国での新案件を受注

できない構造に直結している（前掲甲３２０ 日経新聞２０１７年２月４日「仏

アレバ増資多難な前途 日本勢出資も中国勢撤退で受注不安」）。 

（３） 日立の悲鳴 

２０１７年２月１日、日立は、先述のＧＥ社との合弁企業である米国の「Ｇ

Ｅ日立ニュークリア・エナジー」がウラン燃料の濃縮事業から撤退するため、

７００億円の営業外損失を計上すると発表した（甲３３４ 朝日新聞２０１７
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年２月１日「日立、７００億円の営業外損失見通し 米国の原発事業で」）。 

日立は、すでに述べたように、英国内で原発建設を手がけるホライズン社を

買収した（前掲甲３２４ 日経新聞２０１３年１１月１１日「トルコへ原発輸

出、三菱重に影落とす巨額賠償問題」）。同社がイギリスで建設する計画の「ウ

ィルファ原発」は、二基で２．６兆円と見込まれる事業について、日本政府が

政策投資銀行等を通じて１兆円を融資することとなっている（前掲甲３２５ 

日経新聞２０１６年１２月１５日「英原発に１兆円支援 政府、日立受注案件

に」）。これでは、ほとんど、日本政府による日立の救済に近い。また、この原

発についても、最初から経済性がないし、各種の援助・補助を踏まえても、ヒ

ンクリーポイント原発と同様、事業の赤字化の危険性は常にあると考えるべき

だろう。 

このような中、実際、日立の社長が２０１６年１０月２７日に講演し、原発

事業について「いつまでも不採算な状況では成り立たない。一緒にジョイント

（提携）的な方向で考える方がいい」と述べた（甲３３５ 時事通信２０１７

年１０月２７日「原発事業、連携も検討＝不採算で継続困難－日立社長」）。記

事には「国内の原発事業」と書いてあるが、海外で儲かっているのならトータ

ルでは採算性に問題ないはずなので、結局、原発事業自体が大幅に赤字だと考

えざるを得ないだろう。さらに、同じ講演で「ビジネスの負荷をどう軽減して

いくか、ジョイント（提携）の形などで全体を考えていく」とし、技術者不足

といった課題を挙げた上で、再稼働や廃炉問題については「相当議論して方向

性を出さないといけない」とも述べた（甲３３６ 日経新聞２０１６年１０月

２７日「日立社長「原子力再編論議、炉含め考える時期くる」」）。一方で、同社

長は「原子力を手がけた企業として責任がある。事業をやめるとは言えない」

（同記事）とも述べており、要するに、政府の政策が脱原発の方向に切り替わ

らないと、原発製造部門を切り捨てられないと言ったと評価せざるを得ないだ

ろう。 
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実は、我が国の原発事業は、すでに、赤字化している核燃料事業から、切り

離しと統合が始まっている（甲３３７ 日経新聞２０１６年９月２９日「日立・

東芝・三菱重工、原発燃料事業を統合」）。不採算だが捨てることもできない核

燃料事業を統合しはじめたのである。国内三社の核燃料事業の切り離し・統合

は、米国の「ＧＥ日立ニュークリア・エナジー」の核燃料事業からの撤退とも

機を一にしている。 

 

３ まとめ：原発の不経済性が日本の健全な産業発展すら妨げる 

（１） 原発の維持・推進と製造技術の維持は表裏一体であること 

脱原発の政策を明確に打ち出したドイツのシーメンス社が原発製造技術をア

レバ社に売却して、事実上、押しつけたに等しい。 

米国ではエネルギーシフトにより原発が不採算になり新規建造ができない中

で、ＧＥ社の経営者が原発製造技術に見切りを付ける発言をした。同社は核燃

料部門の撤退に見られるように今後も次々に手を引くこととなろう。その度に、

原発関連資産は、日立が引き取らざるを得なくなる。そして、加圧水型原子炉

を開発したＷＨ社は売却東芝に売却された。これも、結果から見れば不良資産

を押しつけられたと評価する以外無いだろう。 

一方で、政府が原発を推進しているフランスでは、アレバ社が５期連続赤字

を計上しても、フランス政府が支援を続け、内部からリスクを指摘されながら、

原発の新規建造に乗り出している。 

２０１６年１０月２７日の日立の社長の「原子力を手がけた企業として責任

がある。事業をやめるとは言えない」という発言も、国内の原発を維持し、新

規建造すら否定せず、海外へ積極的に原発輸出をしようとする日本政府の政策

とは表裏一体のものであろう。 

このように、原発に見切りをつけることと、原発の製造技術を捨てることは

ほぼ同義であり、一方で、原発の維持・推進と原発製造技術の維持は表裏一体
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なのである。 

日本やフランスのように、政府が原発の維持・推進に固執すると、その国の

企業が各国の原発関連資産を引き取らされることになり、最後は、その国の国

民が負の資産を背負わされることになる。 

（２） 脱原発しなければ「ババを引く」ことになる 

本書面の第３では、あえて、日経新聞や保守的な立ち位置にある産経新聞や

時事通信の記事を多く引用した。特に「経済紙」を名乗る日本経済新聞社が、

東芝の粉飾決算追及の急先鋒となり、原発の将来性に対する深刻な懸念を（全

体からは目立たない形で）繰り返し記事にしていることは重要であろう。 

日本国が脱原発の政策に舵を切れないことで、将来、日立の社長が予言した

ように原発産業が統合され、それでも不採算となったとき、現に仏アレバ社や、

東京電力がそうなっているように、国民が電力料金や税金の形で負担させられ

ることは想像に難くないであろう。そして、そのアレバ社の救済にすら、三菱

重工が乗り出していることはすでに述べたとおりである。国際的な原発の負の

資産の「ババ抜き」はすでに始まっているのである。 

（３） 原発の不経済性が日本の産業発展を妨げさらなる原発の危険因子ともなる 

将来性のない不採算事業に固執すると、第１で述べた再生可能エネルギーへ

の投資やインフラ整備が遅れる。これは単にこの種の新電力の普及が遅れるだ

けでなく、その分野の国際競争で敗れる、ということを意味する。そして、第

２で述べたように、経済性のない原発を維持・推進するための費用は、電力料

金や税金の形で、結局、国民が負担させられる。そして、第３で述べたように、

原発の不経済性が日本の産業基盤そのものを傷つけることになる。 

そして、そのような不採算部門が要する原発の技術自体も、どんどん劣化し

ていくと考えるべきであろう。三菱重工業が引き起こしたサン・オノフレ原発

の蒸気発生器の欠陥は、２０１２年の部品納入後２年で発覚している。技術の

拙劣さは目を覆うばかりである。苦境に立たされた日立の社長が技術者の不足
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を述べていることもそのことを裏付ける。 

 

第４ 傍観者ではなくプレーヤーとして 

元最高裁判事、故中村治朗氏は、昭和 43年 11月、司法研修所の判事補実務研究

で行った講演「傍観者としての裁判官」（司法研修所論集 １９６９年９月）で、次

のように語っている。少し長くなるが、引用したい。 

思うに、裁判所が、社会的かっとうの舞台において、これらのかっとうの直

接の当事者からある程度の距離を保つ地位にみずからを置き、その意味である

程度傍観者的立場をとらなければならないことは、おそらく誰しも異論の無い

ところでありましょう。しかし他面において、裁判所ないし裁判官があらゆる

場合に完全なる傍観者として終始することができず、またそれが許されないこ

ともまた、やはりこれを認めざるを得ないのではないかとわたしは思います。

裁判官は、ある場合にはサッカーし合いのレフェリーのように競技ルールに従

って笛を吹かなければならない場合もあるでしょうし、社会的葛藤の舞台にお

いてそれ自身社会的価値の実現のために積極的に機能しなければならない場

合もあると思われるのです。問題は、いかなる場合に、いかなる程度まで傍観

者としてとどまり、いかなる場合に笛を吹き、いかなる場合にいかなる形でみ

ずからもプレーに参加するかということであります。そしてここに、大は基本

的なフィロソフィーそのものの対立から小はその具体的場合における適用に

ついてのそれに至るまで、様々な見解の相違が生ずるのではないかと思うので

す。しかも、わたしのみるところでは、この場合、いずれのフィロソフィーが

正しく、いずれの適用の仕方が妥当であるかについて、客観的な判定のきめ手

がなく、しかもその当否自体時と場合によって必ずしも同一ではあり得ないと

思われるのであります。例えば、ホームズの司法的自己抑制の理論は、かれの

時代においてはきわめて適切であり、その後における憲法解釈や違憲審査に関

する理論の発展にも大きな足跡を残しました。しかし、ホームズと対蹠的に、
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行動人であり、すぐれた政治家であったジョン・マーシャルは、創造的な憲法

解釈の展開によってアメリカの連邦国家の確立や産業資本主義の発展を助け

たのです。二人とも、それぞれの時代の要求にマッチした気質・性格と天分の

持主であり、そしてそれを存分に発揮してそれぞれの時代の要求に沿う理論を

展開し、裁判活動をしたわけであります。そしてそれが、歴史の評価において、

かれらが偉大な裁判官とされるゆえんなのです。してみると、裁判官として偉

大たりうるためには、何よりもまずそのような時代の要求に対する深い洞察と

それに基づく実践が必要であるといわなければならないようです。しかし、実

をいえば、何が時代の要求であるかは、その時代のその社会に生きる者にとっ

ては最もつかみにくい問題なのでありまして、現代のような対立と変動のはげ

しい価値状況の下では特にそうであると言ってよいでありましょう。理性的な

人々の間でも見解がわかれるような基本的問題については、わたしたちは、究

極的には自己の採る見解の正否を歴史の審判に賭けざるをえないものである

かも知れません。そこに、現代に生きる裁判官にとって最大の悩みがあるとわ

たしは思います。このような悩み、このような問題に対して、いかんながら、

わたしはなんら提示すべき解答を持ちあわせておりません。ただひたすら次の

ような考え、信条、願望といったものにすがりつくのみです。すなわち、いろ

いろな条件の制約や人間としての認識の限界の下においても、なおかつ不断の

勉強と思索、討論と自己反省の過程を経ることによって、自分の認識や判断の

軌跡が多少とも正しい方向へ近づきうるという可能性を信じて努力すること

が唯一の進むべき道であるということ、そして特にわたしたち裁判官にとって

は、それは一種の道徳的な義務であるとすらいいうるのではないかというこ

と、これであります。 

ここでは、裁判官が裁判活動をするうえで、裁判官には、時代の要求に対す

る深い洞察とそれに基づく実践が必要であると強調されている。福島第一原発

事故によって露わになった原発事故の本質は、この法廷において、宮本憲一名
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誉教授が述べたように、足尾銅山事件以来最大の公害事件であると言うことに

あるが、それは福島第一原発事故が筆舌に尽くしがたい途方もない人権侵害事

件であることをも示している。本日相代理人が述べた、原発コスト安価論の欺

瞞、そこから見えてくる原子力賠償法体系の崩壊、また原発開発を担ってきた

世界及び日本の各社の原発事業からの撤退、逃走、そして原発事業自体の崩壊

の予兆が示すものは、原発の再稼働の不可能性はもちろん、原発そのものが、

もはや人間の手によってコントロールすることができない存在になってきてい

ると言うことである。また、本日詳しく述べたように、現在の技術は、人間社

会と自然環境に対して致命的かつ不可逆的な損害を齎す原発に代わる、安全な

エネルギー、再生可能エネルギーの創出に成功し始めている。いまや時代は、

原発を廃棄し、再生可能エネルギーによる社会の構築を図ることを求めている

と言って過言ではない。本件を担当する裁判官に対しては、この時代の要求を

見据えて、本件に正面から取り組んでもらいたい。元最高裁判事、故中村治朗

氏が述べるように、本件は、「究極的には自己の採る見解の正否を歴史の審判に

かけざるを得ない」問題の一つと言ってよいと思われるが、本件においてこそ、

裁判官は、社会的葛藤の舞台において、社会的価値の実現のために積極的に機

能し、自ら傍観者ではなくプレーヤーとしてプレーに参加することが求められ

ていると確信するものである。 

以上 


