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1 



１．原発をとめたら誰が困る？ 
 「原発をとめたら誰がこまる？」といっても、立場立場で困るひと、困
らないひと、大歓迎のひと、と世の中はいろいろです。 

 たとえば、原発とめたら困る人の筆頭に挙げられるのは、原発施設を持
つ大手電力（旧９電力会社）はたちまち困ります。まずこれまでの莫大
な投資が回収できません。また、使用済核燃料の処理費、廃炉にかかる
費用、高レベル放射性廃棄物や低レベル放射性廃棄物の処理費など、こ
れまで先送りしてきたコストが「原発やめた」となったとたんに、一挙
に顕在化します。こうした先送りコストの顕在化に対応できる大手電力
は中部電力くらいしかありません。あとは債務超過状態で会社がたちゆ
かなくなってしまいます。 

 原発立地自治体のひとたちにも困る人が出てくるかもしれません。「電
源三法（「電源開発促進税法」「電源開発促進対策特別会計法」「発電
用施設周辺地域整備法」）交付金からの収入がなくなります。また、原
子力事業者からの寄付もなくなるでしょう。原発労働者をあてにした商
売も成り立たなくなります。 

 ここでは、私たち一般市民にとって困るのか、困らないのかという視点
で話を進めます。 
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２-1．原発止めたら電気は本当に 
   足りない？ 

 日本の発電設備容量全体は、3億860万kW程度です。（数字は概算。以下同じ） 
 そのうち10大手電力のシェアは53％に過ぎません。（沖縄電力含む） 
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日本の発電設備容量 

【資料出典】 
太陽光発電及び原子力発電を除く発電設備容量はエレクトリカル・ジャパンの都道府県別発電所一覧 http://agora.ex.nii.ac.jp/earthquake/201103-eastjapan/energy/electrical-japan/ 
太陽光発電は自然エネルギー財団「自然エネルギー・アップデート」https://www.renewable-ei.org/ 
原子力発電は経産省資源エネルギー庁の「2018年度統計表一覧」の「発電所数・出力」 http://www.enecho.meti.go.jp/statistics/electric_power/ep002/results.html 
※日本の発電設備容量と原発発電設備容量からは福島第二原発の設備容量計440万kWが含まれません。 

発電方式の種類 
 水力発電（一般・揚水式） 
 火力発電 
  （石炭・LNG・石油・LPG・ 
   その他ガス・瀝青質混合物 
   発電・その他） 
 原子力発電 
 新エネルギー発電 
  （風力・太陽光・地熱・ 
   バイオマス・廃棄物） 



２-2．原発止めたら電気は本当に 
   足りない？ 

 10大手電力のシェアは53％、いわば半分にすぎません。これを聞いて意外に思
う方も多いのではないでしょうか。マスコミを通じた電気事業連合会や経産省
の宣伝によって、日本の発電設備は大手電力がほとんど保有している、という
イメージと、原発発電のシェアは40％という宣伝がすりこまれているからです。 

 電力卸大手の電源開発（Jパワー）は大量の石炭火力発電、水力発電設備を持っ
ていますし、東京ガスや大阪ガスは大容量の設備で発電し、その電気を大手電
力や大手顧客に販売しており、本業の都市ガス業よりも発電事業のほうが利益
の稼ぎ頭となっています。そのほか、製紙会社や製鉄会社なども自前の発電設
備を大量に抱えています。つまり、冷静に考えてみれば、何も大手電力だけが
発電設備をもっているわけではないことがわかります。 

 原発設備は多くの場合、大手電力が保有していますから、「日本の電気は大手
電力がつくっている」⇒「大手電力が原発を持っている」⇒「原発止めたら電
気が足りなくなる」というイメージ操作が日本社会に浸透しているのです。 
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大手電力のシェアは半分にすぎない 

※大手電力以外で原発を保有している会社は日本原子力発電です。東海発電所と敦賀発電所の
2箇所を保有していますが、福島原発事故以降運転を停止しています。なお、現在廃炉中の
東海第一原発も日本原電の所有です。 



２-3．原発止めたら電気は本当に 
   足りない？ 

 1枚目のスライドにあるように、実は原発の発電設備容量（3860万kW
＝福島第二原発を含む）は2018年4月時点で、すでに太陽光発電設備
容量（4300万kW）を下回っています。 

 この要因の一つは福島原発事故以降、福島第一原発の６炉など廃炉が続
いていることが挙げられます。最近では東京電力が福島第二原発の４炉
（合計440万kW）の廃炉決定をしています。 

 一方で、ここ10年の太陽光発電設備容量は急激に伸びていることがも
う一つの要因です。 

 その伸びはすさまじく、経産省・資源エネルギー庁の電力統計（2019
年度版）を見ても、日本の太陽光発電設備容量を924万kWとしており、
統計が太陽光発電設備の急激な伸びにおいついていないのが実情です。 
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原発の発電容量は太陽光発電容量よりも小さい 

※太陽光発電設備容量については、自然エネルギー財団「自然エ
ネルギー・アップデート」のデータを元にしています。 



２-4．原発止めたら電気は本当に 
   足りない？ 

 電力は他の一般商品と違って在庫ができません。また、他のサービス業
種と違って設備を平均需要に合わせる事も出来ません。電力はピーク需
要（瞬間の最大需要）に合わせて設備しなければなりません。 

 ピーク需要に電力供給が追いつかなければすぐさま大停電となります。 

 日本のピーク需要は例えばもっとも暑かった2017年夏場の沖縄電力を
含む１０電力管内で合計をすると約1億6374万kWhでした。仮に日本の
発電設備容量3億860万kWが1時間電力を生み出せば3億860万kWhの電
力を供給できることになります。（実際には100％稼動はありえません
し、また送電ロスも発生します）つまり、日本の発電設備はピーク電力
の約2倍ということになります。 

 もともと、日本は発電設備過剰の体質を持っているのです。（この要因
は色々挙げられますが、ここでは話を先に進めます） 
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発電容量から見れば日本は設備過剰 



２-5．原発止めたら電気は本当に 
   足りない？ 
 発電容量と実際の発電量では差があります。例えば、原発ではいったん運転を
開始すると稼働率は約70%程度です。ところが太陽光発電では季節、昼夜、天
候（晴天か曇天か雨天か）などで、いつも100％稼動というわけにはいきませ
ん。実際には約15%～17%の稼働率というのが実態のようです。 
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日本の実際の発電量実績 

 ところがその稼働率でもすでに右の
グラフのように太陽光発電の実際発
電量は原子力発電量を上回っている
のが実情です。 

 しかしモノも考えようです。太陽光
発電の稼働率が高いのは、暑い日の
日中、つまり電力需要の高いときに
稼働率が高いのです。これに対して
原発は、夜も昼も需要とはおかまい
なしに電気をつくり続けていますの
で、太陽光発電のほうが効率がいい、 

 このように、日本ではすでに原発の電気は全く不必要に
なっているのです。 

という見方もできます。 



３-1．原発止めたら電気代が上がる？ 

 発電コストを考えて見ましょう。
右図は発電コストの内訳です。 

 発電コストは大きく「社会的費
用」と「発電原価」から成り立
ちます。よく言われる燃料費は、
右の表の運転維持費の一部です。 
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発電コストを考えてみよう 

 それぞれの費用の重みは、発電手段によって大きく異なります。たとえば、石
油火力発電では、燃料費が全体の6割を占めますし、太陽光発電では燃料費はゼ
ロで資本費が７～８割を占めます。原子力発電では事故リスク対応費用、追加
的安全対策費、運転維持費などが大きな割合を占めています。 

 原発を支持する人たちは、「原発はほとんど燃料費がかからないのに対して、
火力発電は膨大な燃料費がかかる。だから原発を増やせば電気代が安くなる」
と主張する人が多いのですが、見てきたように、燃料費だけで発電のコストが
決まるわけではありません。燃料費だけの比較で発電コストを比較するのは的
外れということがお分かりいただけると思います。 



３-2．原発止めたら電気代が上がる？ 

 右表は色々な原発発電
コストの試算表です。 

 経産省・資源エネル
ギー庁は2015年原発発
電コストを10.1円/kWh
としましたが、このと
き事故対応リスク費用
を約9.1兆円と想定し
ていました。 
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原発の発電コスト 

 翌16年にはこれを21.5兆円と想定しなおしたために、発電コストは12円に上が
りました。また、日本経済新聞のシンクタンクである日本経済研究センターは
事故対応費を50兆円～70兆円と試算したため、原発の発電コストを14.7円と試
算しています。 

 なお、以上のコストには使用済核燃料の処理費、廃炉にかかる費用、高レベル
放射性廃棄物や低レベル放射性廃棄物の処理費などの積立不足、積立費ゼロの
先送りコストは一切含まれていません。例えば高レベル放射性廃棄物処理費な
どは見積もりもできない状態です。 

 この原発コストは他発電手段と比べて果たして低いのでしょうか？ 



３-3．原発止めたら電気代が上がる？ 

 前頁表にあるように、日本経済研究センターの試算では、原発14.7円/kWhに
対して石炭発電は11.9円/kWh、液化天然ガス発電は8.4円/kWhと試算してい
ます。 

 この３つの発電手段でいえば、すでに原発の発電コストが飛びぬけて高いと
いうことができます。 
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その他の発電手段とのコスト比較 

 資源エネルギー庁も日本経済研究センターも石油発電
のコストを試算していません。というのは、石油発電
コストはバカバカしく高く比較にならないからです。
全世界的に見て、石油を燃やして電気をつくっている
国は日本くらいのものでしょう。例えば、2010年アメ
リカの発電実績では、石油発電は全体の１％にも達し
ません。ほとんどが沿岸島嶼部や山岳地帯で行われる
小規模発電です。ところが日本では大手電力は発電設
備の更新を怠り、いまなおかつ一世代前の大規模な石
油発電設備を持ち、電力が足りないときには高コスト
だとわかっていながらこれを運転しているのが実情で
す。これが「国富の流出」の実態です。 

はやく 
やめさせないと… 



３-4．原発止めたら電気代が上がる？ 

 太陽光発電コストはどうなのか？高い、高いといわれていた太陽光発電コスト
ですが、日本でも発電コストが大幅に下がっているのが実情です。2020年3月
には、家庭向け太陽光発電固定買取制度（FIT）が終了しますが、これに伴い家
庭からの太陽光発電買取価格が概ね出揃いました。この価格を見てみると大手
電力の提示価格は7.5円/kWh～8円/kWhです。新電力はそれよりやや高めの値付
けをしています。ですから、これら買取価格7.5円/kWh～9円/kWhあたりが太
陽光発電の実勢発電コストと考えることができます。 

 これで見ると、日本においても太陽光発電コストはすでに原発の発電コストを
大きく下回っている、ということが言えそうです。 
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太陽光の発電コスト 

自然エネルギー発電コストの世界的傾向 
 世界的にみると太陽光発電の伸びは劇的、ドラマチックと言っていい
ほど伸びており、それに伴い発電コストも劇的に下がっています。 

 例えばインドでは2018年1kWhあたり4.4円～5.5円（1米ドル＝110円と
して）で調達できるほどになっています。 

 石油とガス、そして太陽光に恵まれたアラブ首長国連邦（UAE）で
は太陽光発電の実勢卸売価格は4.4円～6.6円、特に2016年に実施した
公開入札では1kWhあたり2.2円～3.3円が希望価格として設定されて
いるほどです。 



３-5．原発止めたら電気代が上がる？ 

 UAEと条件が非常に良く似ているサウジアラビアでも、太陽光発電が
急速に伸びており、2017年には入札で1kWhあたり2.5円という極め
て安い入札価格が提示されています。 

 アメリカでは、2017年に締結された自然エネルギーのPPA（電力購入
契約）によると、太陽光発電も助成がある場合に1kWhあたり4.4円以
下になり、なかには2.2円の契約の事例もあります。また、助成なし
の価格でも2018年には6円で契約を結んだ事例もあります。 

 フランスでは、2014年の下半期で助成なしの太陽光発電のコストは
16.5円/kWhでしたが、太陽光発電の急激な伸びにより2018年の下半
期では6.6円/kWhになりました。 

 全世界的にみれば、2018年には平均で、陸上風力は4.6円/kWh、太
陽光は4.7円/kWh、火力発電のうち最も安いといわれるガスコンバ
インドサイクル発電の6.4円/kWhを大幅に下回るようになりました。 

 こうした世界的な傾向からみると、日本の太陽光発電コストもまだま
だこれから下がると見込まれます。原子力発電の出番はもうありませ
ん。 
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自然エネルギー発電コストの世界的傾向 

【資料出典】 
自然エネルギー財団報告書「競争力を失う原子力発電 世界各国で自然エネルギーが有意に」
（2019年1月） 



４-1．原発止めたら 
   電気代はむしろ下がる 
 以上見てきたように、原発の発電コストは他の発電手段に比べて高くなってい
る、ということがいえます。 

 世界的にみれば原発の発電コストはその原発の償却度合いに応じて大きく変わ
ります。原発施設の償却を40年とみると償却済みの原発コストは極めて低い、
ということは事実です。例えばアメリカでは設備投資の償却を完了した既設の
原発発電コストは平均3.7円/kwhとされています。しかし全ての原発が償却済
み原発なのではありません。新規建設の原発、運転中でも日本の原発のように
大きな安全対策費を投じなければ運転できない原発もあります。また、40年経
つと多くの国では原発は廃炉となりますので、むしろ設備投資償却を完了した
既設の原発は数えるほどしかありません。 

 自然エネルギー財団はこうした原発の世界平均の発電コストを16.5円/kwhと
しています。実際原発を多く保有する国の電気料金は決して安くありません。 
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４-2．原発止めたら 
   電気代はむしろ下がる 

 太陽光発電を含めた自然エネルギーによる発電コストの劇的な低下、
火力発電のうちガス発電の増加、水力発電の効率化、原発の発電コス
トの世界的上昇などの要因を考え合わせると、原発がないほうがむし
ろ電気代は下がる、という結論が導けそうです。 

 ただし、日本においては原発の維持、安全対策費の追加分、廃炉費用
の積立不足などで生ずる先送りコストを電気料金に上乗せする傾向が
顕著にみられますので、電気料金にこうした原発の本来コストを上乗
せさせない、という条件がつきますが・・・。 

 以上見てきたように「原発をとめたらホントにこまる
の？」という質問に対しては、結論として「電気は足りて
いる」、「電気料金は下がる」という答えになり、わたし
たちは困らないどころか、大歓迎というのが結論です。 
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