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要旨

電気事業連合会が webサイトで公開する加
盟各社の電力データ及び財務諸表と各社の有
価証券報告書を用いて，水力，火力，原子力
という主要発電部門の収支構造を分析した．
その結果，火力発電は利幅が薄く電力産業に
とってあまり魅力的な発電方式ではなく，原
子力発電は事業者にとって（留保付きで）「有
利な部門」となっているが，需要者にとって
は，電源開発促進税という別ルートの費用負
担を加味すると，決して安価な発電方式とい
うことはできないという分析結果が得られ
た．また，損益計算書ベース・現金支出ベー
スという縦深的分析アプローチを採用したこ
とにより，原子力発電の先行投資の回収遅れ
が浮かび上がり，さらにバックエンドコスト
の引当不足をも考慮に入れると，電力産業が
この発電方式に大きなリスクを抱えることが
鮮明になった．
キーワード：  電力産業　収支構造　発電部門

別　財務諸表　現金支出

1　本研究の背景，目的と分析手法

日本の電力産業は，国際エネルギー機関
（International Energy Agency）の示すとこ
ろによれば供給されたエネルギーの約 4割を
需要する，１）基幹産業中の基幹産業であり，
その態様いかんによって，わが国の産業活動
と国民生活は多大な影響を受ける．また，電
気エネルギーというエクセルギー（有効エネ

ルギー）そのものを「商品」として取り扱う
ために，ミリ秒単位の需給ミスマッチさえ許
されない特殊な産業部門である．
一方，電力産業は，地域独占の公益事業と
して市場的価格競争を免れ，いわゆる「総括
原価」にもとづいて一定の利潤が予め保証さ
れてきた．このような業態については，かね
てからさまざまな疑問が提起されてきた．さ
らには福島原発震災以降，その損害賠償や収
束策，原発再稼働などをめぐって世論の厳し
い批判を浴びるに至ったが，改善は遅々とし
ている．
現行日本の電力料金は，認可を必要する「家
庭用」規制料金と，それが不要な「産業用」
自由化（規制なし）料金の二重構造をとって
きた．これが 2016 年 4 月からは「家庭用」
も認可制を解かれ，完全に自由化されるとい
う大きな政策転換が図られようとしている．
ところが，日本の電力産業は「産業用」に
も認可制が敷かれていた時代から，電力供給
の地域独占を担うことを前提として設備投資
と人員配置という経営資源を配置し，その営
業構造を組み立ててきたのである．電力会社
が自由化に対応して資本構成の効率化を図ろ
うとしても，この構造に阻まれて容易に実施
できないという制約がかかっている．
果たして，わが国の電力産業の実状は如何
なるものであるか．これを解明するためには，
次の基本的な設問にすべて答えるだけの分析
が必要である．
①  電力産業はどれほどの商品（電力）を「生
産」したのか？（発電電力量の解析）
②  需要者はどれほど電力を「消費」したのか？
（需要電力量の解析）
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③  電力産業は電力生産のためにどれほどの
「経費」を支出したか？（営業費用の解析）
④  需要者は電力の「購入」にどれほどの負担
をしたか？（営業収益の解析）
⑤  電力産業はその結果どれほどの「利潤」を
上げたのか？（営業利益の解析）
ところが不思議なことに，これらの諸課題
を意識的に設定した実証的解析が，筆者の知
る範囲ではこれまで現れなかった．この欠落
の影響は大きく，たとえば原子力発電をめぐ
る推進，反対の両論とも「事実認識のレベル
での共通了解」さえ形成することなく推移し
てきたように思われる．
本研究は，上記の設問に水力，火力，原子
力という主要な発電部門に即した解析結果を
与えることを目的する．これによって，可否
論議の基礎となる実態分析を提供し，さらに
は発送電分離による「電力小売り自由化」以
降，電力産業がどのような動向を示すかに関
しても有効な分析視座を与えることを期した
い．
電力産業の業績評価については，主に株式
投資や債券格付けなどを決定することを目的
とした膨大な分析結果が残されている．した
がって，これらは全社的な財務分析の観点か
らなされており，当然のことながらその分析
視野は発電部門別の実績を解明する段階には
及んでいない．
他方，発電部門別のコスト分析は，企業経
営の観点からではなく，専ら発電部門各々の
「効率性を計測する」という観点から以下に
挙げたような研究がなされてきた．
この分析の測定基準として用いられたのが

「均等化発電原価（LCOE：Levelized Cost 
Of Electricity）」といわれるものである．こ
れは発電所の設計，建設から運営，廃止に至
るまでのすべてのコストを算定し，生涯発電
量で除して求める．
これを求める手法として，発電規模を「想
定」し，LCOEを算定するモデルプラント方
式が先行していた．これは現在でも経済協力
開発機構（OECD）２）や電気事業連合会（電
事連）３）が採用している．
これに対して，室田武は「有価証券報告書」

から取得した電力量や決算値という「実績値」
を使うという画期的方法を採用した．４）これ
によって LCOEは一気に「実勢価格」に近
づくことになった．この算定手法は大島堅一
に継承され，５）日本エネルギー経済研究所の
グループもこの方法で算定を行っている．６）
たしかにこの分析方式は，水力発電，火力
発電，原子力発電といった発電部門固有のコ
ストパフォーマンスを算定するのに適してい
る．
しかし，この算定方式にもなお限界があり，
分析対象は事業報酬込みの「送電端」単価の
段階にとどまる．それがなぜ不十分かという
と，この LCOE段階の送電端単価だけでは，
実際に需要者が支払う費用の負担総額を把握
することができないからである．すなわち，
送電端価格に，送電，変電，配電という経路
を経て需要端に至るまでに投じられた費用を
すべて上乗せしてはじめて，需要者が実際に
負担する費用総額になるからである．
この問題点をカバーするために，本研究で
は次のような分析アプローチを採った．
①  電事連が webサイトで公開している，加
盟各社から集めた発電および需要実績，損
益計算書や貸借対照表などの財務諸表とい
った電気事業に関する統計データと各社の
有価証券報告書を用いて，
②  発電および需要実績から，発電量，送電端
電力量，需要端電力量に整理して各段階の
電力量を把握する．
③  さらに，財務諸表から需要家が負担する「実
勢価格」の水準⒜を割り出し，
④  これと電力産業が支出した「実勢費用」の
水準⒝と照合する．
⑤  ⒜と⒝の差として，営業利益⒞を算定する．

2　  発電部門ごとの発電端から需要端に
至る各段階の電力量算定

電事連が webサイトで公表する「電力統
計情報」７）には，沖縄を除く北海道・東北・
東京・北陸・関西・中国・四国・九州の電力
各社と 9社計のデータが 1963 年度から，ま
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た沖縄電力および 10 社計のデータが 1989 年
度から保存されている．８）
ここからまず他社受電を含む発電電力量と
供給電力量を抽出し，以下の方法で，発受電
から需要端での供給に至るまでの各段階の電
力量を発電部門別に算定することとした．
なお，算定期間は，電事連加盟企業での原
子力発電の本格稼働を考慮して 1970 年度か
ら直近のデータが取得できる 2014 年度まで
の 44 年間としている（以下同じ）．
①発電電力量・受電電力量：
①－Ⓐ  水力発電電力量：「自流式発電」と

「貯水池式発電」の合計発電電力量
を計上

①－Ⓑ  火力発電電力量：「汽力発電」「ガス
タービン発電」「内燃力発電」の合
計発電電力量を計上

①－Ⓒ  原子力発電電力量：発電電力量を計
上

①－Ⓓ  新エネルギー等電力量：発電電力量
を計上

①－Ⓔ  他社受電電力量：「他社受電」電力
量に「一般電気事業者間融通（差引）」
分を加算または減算した電力量を計
上

②所内消  費電力量： ①－Ⓐ～①－Ⓓのそれぞ
れの発電方式おいて発電所内で消費
した電力量（＝発電に要した電力量）
を計上

③発電端  電力量：①－Ⓐ～①－Ⓓで計上した
発電方式それぞれの「発電電力量」
から②で計上した発電方式それぞれ

の「所内消費電力量」を控除した電
力量と，①－Ⓔの他社受電電力量を
計上

④発電端  分担率：③で求めたそれぞれの発受
電部門の電力量の比率

⑤揚水式  純消費電力量：「揚水式発電電力量」
から「揚水用電力量」を控除した電
力量を計上（ここで電力の消費＝純
損失が生じるために，送電端電力量
が発電電力量より減衰する．）

⑥送電端  電力量：③で求めた「発電端電力量」
の総量から⑤で求めた「揚水式純消
費電力量」を控除した電力量を，④
で求めた「発電端分担率」で比例案
分して求めた発受電方式それぞれの
電力量を計上

⑦総合損  失電力量：「送電損失電力量」と「変
電所内消費電力」の合計電力量（＝
⑥「送電端電力量」合計と⑧「需要
電力量」の差）を計上

⑧需要電  力量：電力統計で示される「需要電
力量」を実量で計上

⑨需要端  電力量：⑧で求めた「需要電力量」
を④で求めた「発電端分担率」で比
例案分して求めた発受電部門それぞ
れの電力量を計上

⑩発電端  →需要端変換率：⑨で求めた「需要
端電力量」を③で求めた「発電端電
力量」で除した比率

以上の手順を踏んで算定した結果を示す
と，表 1「段階別電力量総括表（全社計）」

電力統計情報 :http://www5.fepc.or.jp/tok-bin/kensaku.cgi から筆者が作成
 

TWh TWh TWh % TWh TWh TWh TWh TWh
2,496 -13 2,483 8.1 2,475 2,332 0.934
17,261 -774 16,487 53.7 16,431 15,510 0.899
7,117 -342 6,775 22.1 6,745 6,371 0.895

868.035652.0655-16
4,889 4,889 15.9 4,873 4,602 0.941
31,824 -1,244 30,690 100.0 30,580 28,868 0.907

-1,712 28,868-110

表 1　段階別電力量総括表（全社計）（1970 年度～ 2014 年度）
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のようになる．
これは，電事連加盟各社の電力供給実績を
積み上げたものであり，当然のことながら，
個別企業の実績は別途算定してある（以下同
じ）．
このように整理して改めて鮮明に認識され
る要因が，他社受電の存在である．これは基
本的に卸電気事業者である電源開発（株）と
日本原子力発電（株）から購入する電力を意
味する．これらが占めるシェアが業界全体の
約 16％に達している．この 2 社が，わが国
の電力供給において大きな役割を担っている
ことが確認できる．

3　発電部門別の電気事業収益の算定

電力産業が需要者に届ける電力は，昼間の
高需要時から深夜の低需要時に及ぶ電力の需
要変動に対応しながら，かつ十分な事業収益
が確保できるよう電源構成を選択するとの建
前（いわゆる「ベストミックス」）のもと，
設備投資を行って各発電部門が産出した電力
を合成したものである．
これらの事実を踏まえると，前節において
示したように発電端における発電部門別の発
電実績から部門別の分担率が求められる．こ
の部門別シェアに応じて，需要端における電
力総需要（＝供給実績）を分配すれば，発電
部門別の需要端における供給電力量となる．
この計算結果を使って以下の手順で各発電部

門が上げた電気事業収益を推計することとし
た．なお，ここにおいても電気事業者ごとに
年度を区切った発電部門別発電量に即して当
該発電部門の収益をまず算定し，それを合計
して集計値を求めている．こうすることで，
各電気事業者の発電部門ごとの収益を，当該
年度の電源構成に即したかたちで算定するこ
ととした．
①  「損益計算書」から次の「経常収益」を抽
出する．
  ⓐ電灯料　ⓑ電力料　ⓒ地帯間販売電力料
ⓓ他社販売電力料　ⓔ託送収益
  ⓕ事業者間精算収益　ⓖ再エネ特措法交付金
ⓗ電気事業雑収益　ⓘ貸付設備収益

②  「経常収益」を「電気事業収益（ⓐ電灯料＋
ⓑ電力料の合計）」と「附帯収益（それ以
外のⓒ地帯間販売電力料～ⓘ貸付設備収
益）」に分離する．
③  ②で求めた「電気事業収益」に，第 2節の
④で求めた「発電端分担率」（前節表 1の④）
を乗じて，発電部門ごとの電気事業収益を
算定する．
④  附帯収益については，その収益勘定（科目）
に応答する費用勘定（科目）と相殺して費
用側に計上する．（第 5 節第 1 項の②，③
参照）
⑤  ③で求めた「電気事業収益」を第 2節の⑨
で求めた「需要端電力量」で除して，「収
益単価」を算定する．
以上の手順を踏んで算定した結果を示す
と，表 2「電気事業収益総括表（全社計）」

電力統計情報 :http://www5.fepc.or.jp/tok-bin/kensaku.cgi から筆者が作成
 

TWh %
2,332 8.1 401,187
15,510 53.7 2,750,121
6,371 22.1 1,157,056
53 0.2 9,720

4,602 15.9 795,852
28,868 100.0 5,113,937

5,113,937 17.7

表 2　電気事業収益総括表（全社計）（1970 年度～ 2014 年度）
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のようになる．

4　  営業費用算定における二つのアプロ
ーチ

本研究においては，電気事業の営業費用を
算定するにあたり，「損益計算書」から営業
費用を抽出する標準的な算定手法に加え，「貸
借対照表」のデータも活用する算定手法を考
案し，二段階の縦深的分析アプローチを用い
ることにした．
その理由は，各発電方式に要した「実勢費
用」のうち「設備投資に要した費用」と原子
力発電に固有な「核燃料の購入に要した費用」
を算定するためには，損益計算書のデータだ
けでは不十分だという問題点があるからであ
る．この制約を超えた解明こそ本研究の基本
的な目標である．
電力事業の財務会計システムでは，設備投
資と核燃料購入に投じた先行投資を①いった
ん「貸借対照表」の「資産」に計上しておき，
②後年度に「減価償却費」と「核燃料費（＝
核燃料減損額）」という項目で費用化し，順
次（分割的に）回収する，という処理を行う．
本研究ではここに着目して，設備投資と核
燃料資産の購入にどの程度の先行支出があっ
たか否かを推計するには，損益計算書の「減
価償却費」及び「核燃料費」のデータに「貸
借対照表」の「固定資産」及び「核燃料資産」
のデータを組み合わせれば，その支出額を適
正に評価できると考えた．本研究ではこれを
「現金支出」ベースのアプローチと呼ぶこと
にする（詳細は後述する）．
さらに，この損益計算書ベースと現金支出
ベースの二つのアプローチから得られた算定
結果を比較することよって，「先行投資をど
こまで回収し得たか」を推定することができ
ると考え，この課題にも取り組むこととした．

5　  損益計算書ベース・アプローチでの
費用算定

5．1　発電部門別の直接費用と共通費用の解明
本節では，水力，火力，原子力といった発
電部門がどの程度の営業費用を負担して需要
先まで電力を届けているか算定することをめ
ざす．このため，営業費用を各発電部門に固
有に発生する「直接費用」と，送電，配電に
要する費用など発電部門から需要先に至るま
で発生する「共通費用」に区分けし，次の手
順で解明することした．
①  損益計算書から，次の電気事業「経常費用」
を抽出する．
  ❶水力発電費　❷汽力発電費　
❸原子力発電費　❹内燃力発電費　
  ❺新エネルギー等発電費　
❻地帯間購入電力料　❼他社購入電力料
  ❽送電費　❾変電費　10配電費　11販売費
12休止設備費　13貸付設備費
  14一般管理費　15再エネ特措法納付金　
16電源開発促進税　17事業税
18電力費振替勘定（貸方）
②発電部門別「直接費用」（以下）と
Ⓐ水力発電費：❶水力発電費
Ⓑ火力発電費：  ❷汽力発電費＋❹内燃力発

電費の合計
Ⓒ原子力発電費：❸原子力発電費
Ⓓ新エネルギー  等発電費：❺新エネルギー

等発電費
Ⓔ他社購入受電  費：❻地帯間購入電力料－

（  第 3項の①）ⓒ地帯間販
売電力料＋
❼他社購入電力料－（第
3項の①）ⓓ他社販売電
力料の合計

③電気事業「共通費用」（以下）に分離し，
Ⓕ送電費：  ⑧送電費－（第 3 項の①）ⓔ託

送収益の合計
Ⓖ変電費：⑨変電費
Ⓗ配電費：⑩配電費
Ⓘ販売費：⑪販売費　
Ⓙ休止設備費：⑫休止設備費
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Ⓚ貸付設備  費：⑬貸付設備費－（第3項の①）
ⓘ貸付設備収益の合計額

Ⓛ一般管理  費：⑭一般管理費－（第3項の①）
（ⓕ事業者間精算収益＋ⓗ電気事
業雑収益）の合計

Ⓜ事業税：⑰事業税
Ⓝ電力費振  替勘定（貸方）：⑱電力費振替

勘定（貸方）
④  収益側に応当する勘定があるものは，相殺
して費用側に計上する．９）
⑤  「電気事業者による再生可能エネルギー電
気の調達に関する特別措置法（再エネ特措
法）」による「15再エネ特措法納付金」と
これに対応する収益である第 3項の①「ⓖ
再エネ特措法交付金」については，直接的
な電力事業費用及び収益ではないので，そ
れぞれ費用と収益に別途計上する．
⑥  16電源開発促進税は，発電部門別配賦額を
別途に算定する．（本節第 3項参照）

5．2　  電気事業「共通費用」の発電部門への
配賦

前項③で抽出した電気事業「共通費用」を
合計（前項⑥Ⓕ～Ⓝの合計）し，第 2節の③
で求めた「発電端分担率」（表 1④）を乗じて，
各発電部門への配賦額を求める．

5．3　  電源開発促進税の発電部門別費用への
配賦

電源開発促進税は，「原子力発電施設，水
力発電施設，地熱発電施設等の設置の促進及
び運転の円滑化を図る等のための財政上の措
置並びにこれらの発電施設の利用の促進及び
安全の確保並びにこれらの発電施設による電
気の供給の円滑化を図る等のための措置に要
する費用に充てるため」と使途が特定された，
「一般電気事業者の販売電気に」課される目
的税である（電源開発促進税法第 1条）．
その税率は現時点で 1000kWh当たり 375

円（1kWh当たり 0.375 円）であり，内税方
式で需要者が負担し，電気事業者が納税する
ことになる（同法第 3条）．このため，電気
事業者の損益計算書には「費用」として計上
されている．

いっぽう，その使途については，毎年度の
政府当初予算で特定されることになる．
本研究では，電源開発促進税が上述のよう
に政府予算によって使途が特定される従量間
接税であること及び損益計算書に費用計上さ
れることに鑑み，これを特定の発電部門を維
持するために需用者が負担する費用と位置づ
けて，各発電部門に次の手順で配賦すること
とした．
①源開発促進税を「立地費用」と「開発費用」
に区分して，発電原価に加えるという整理
をした大島堅一（2010）の研究成果を応用
し，同書の 39 ページに示された表 1－3の
数値により，各年度の同表の左欄に示され
た項目の予算構成比率を算出する．また大
島研究にない 2008 年度～ 14 年度までは，
同研究と同様な分類で仕訳をする．10）
②「立地」については，同じく同書 36 ペー
ジの表 1－2 に示された比率で，同表の左
欄に示された項目にさらに再分配し，修正
比率を算出する．
③①と②を合計して，合成比率を算出する．
④③に各年度の電源開発税納付額を乗じて，
各項目の配賦額を算定し，発電部門別に整
理して配賦する．
以上の算定手順を経て算出した結果は，表
3のようになる．
このように電源開発促進税を配賦すると，
水力発電部門と原子力発電部門を持たない沖
縄電力にもこの部門の費用が発生することに
なる．しかし，これは国の電力政策による費
用発生であり，沖縄電力管内の需用者にはそ
の分の超過負担が生じていると考えることが
できる．11）このため，本研究では補正を加え
ず，沖縄電力においても両部門に電源開発促
進税を配賦する取り扱いとした．

5．4　  損益計算書ベース・発電部門別収支の
算定

以上，第 5節第 1項から第 5節第 3項まで
の手順で抽出した発電部門別の費用を，第 3
節で算定した発電部門別の収益と対照させる
と，表 4のようになる．



－ 58 －

財政と公共政策　第 38 巻第 1号（通巻第 59 号）2016 年 5 月

5．5　損益計算書ベース・費用算定の解析
5．5．1　発電部門別利益率
まず表 4に示した収支差額（利益）を電気
事業収益で除して利益率を求め，これを主要
発電部門別に整理すると，
・ 水力発電 31.9％　・火力発電 9.1％　
・原子力発電 15.1％　・他社受電 10.6％
・平均 12.4％
となる．
水力発電は，全面的設備更新の必要性がな

く燃料費がかからないため，電力事業者に大
きな利益をもたらしている．しかし，新規の
大規模なダム建設は環境面と立地に対する地
元の同意など条件整備に難点を抱え，電力事
業者にとって現実的ではない．このことから
発電事業者が，この発電方式で今以上の利益
を確保するのは難しいと判断できる．
火力発電は，立地も設備投資も容易に行え
るが，その反面燃料費が嵩み，不断の設備更
新も要求されるため，電力事業者にとって大

筆者が独自に作成

表 3　電源開発促進税配賦総括表

電力統計情報 :http://www5.fepc.or.jp/tok-bin/kensaku.cgi から筆者が作成
 

401,187 142,584 126,877 3,673 273,135 128,052
2,750,121 1,622,123 866,814 12,276 2,501,212 248,909
1,157,056 509,209 397,441 75,502 982,152 174,904

9,720 1,390 3,650 9,994 15,034 -5,313
795,852 460,900 250,506 711,406 84,446

961,2368,8368,8130,11
5,124,968 2,745,069 1,645,287 101,445 4,491,802 633,167

表 4　損益計算書ベース・発電部門別電気事業収益総括表（全社）（1970 年度～ 2014 年度）
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きな利潤を期待できない発電方式という解析
結果が得られた．
原子力発電は，利益率で見る限り，水力発
電と火力発電の中間に位置する．これまでの
ところ発電事業者にとってかなり有利な発電
部門であったといえる．
ただし，福島原発事故により安全を確保す
るための投資を高度に要請されていること，
放射性核廃棄物の処理コストを現実に負担す
る場合などを考え合わせると，これまでの利
益率を確保していくことは困難になると判断
せざるを得ない．

5．5．2　  発電部門別の送電端単価，需要端
単価の比較

次に表 1に整理してある「送電端」と「需
要端」における費用単価を発電部門別に算定
し，収益単価と比較してみよう．なお，送電
端単価は直接費用を送電端電力量で，需要端
単価は費用合計を需要端電力量で除して求め
たものである．
損益計算書ベースで算定した送電端単価
は，水力 5.7 円 /kWh・火力 9.4 円 /kWh・原
子力 7.2 円 /kWhであり，エネルギー経済研
究所の松尾雄司・山口雄司・村上朋子（2013）
の算定値（水力 6.2 円 /kWh・火力 9.3 円 /
kWh・原子力 7.0 円 /kWh）と同水準である．
この算定結果からも，原子力発電が発電事
業者にとって有利な発電方式であることがよ
くわかる．
しかし，送電端単価にまず電源平均で 5.7
円 /kWh位となる共通費用単価を加え，次に
発電部門別に仕分けした電源開発促進税単
価，水力 0.2 円 /kWh，火力 0.1 円 /kWh，原
子力 1.2 円 /kWhを加えると，需要者の負担
コストは，水力 11.7 円 /kWh・火力 16.1 円 /
kWh・原子力 15.3 円 /kWhと算定された．
需要者から見ると原子力発電の優位性はかな
り薄れることがわかる．

6　  現金支出ベース・アプローチでの費
用算定

6．1　現金支出ベース・アプローチの必要性
第 4節で簡単に触れたことであるが，各電
源や送配電の主要な設備に実際に投じられた
資金額を把握するためには，損益計算書をベ
ースとしたデータから支出の実額をベースと
するデータへの組み替えが必須となる．
損益計算書に含まれている「減価償却費」
と「除却損」は，現金ベースでは支出されな
い費目である．したがって，損益計算書の「費
用」から，一方でこの減価償却費と除却損を
控除し，他方で設備投資額（現金ベースでの
支出）を加えるという操作を行う場合にのみ，
固定資産取得のために実際に行った現金支出
を含んだ費用総額を把握することが可能にな
る．
本研究では，この組み替え操作を施した算
定手法を「現金支出ベース・アプローチ」と
規定し，本節においてそれを実施する．

6．2　  核燃料関係の費用計上にみられる特殊性
原子力発電に固有な「核燃料棒」は，冷媒
や触媒などと並び法人税法上の「劣化資産」
とされている．劣化資産とは「生産設備の本
体の一部を構成するものではないが，それと
一体となって繰り返し使用される資産で，数
量的に減耗し，又は質的に劣化するものをい
う」．（基本通達・法人税法 7－9－1）12）
定期点検時に概ね 1/3 を入れ替える核燃料
棒は，「全量を一時に取り替えないで随時補
充する劣化資産」（同 7－9－4）に該当する．
いっぽう，電気事業会計規則 13）は「発電

に使用するため取得した核燃料（使用済及び
再処理中のものを含む．以下同じ．）は，核
燃料勘定をもつて整理し」（第 24 条），「核燃
料が燃焼により減損したときは，当該核燃料
の燃焼度合に応じて適正に減損価額を算定
し，その金額を当該核燃料勘定から減額しな
ければならない」（第 28 条）と定めている．
要するに，核燃料は固定資産と同様いった
んは貸借対照表の資産の部に「核燃料」とし
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て計上され，減損分が燃料費として費用化さ
れて損益計算書に組み込まれることになる．
核燃料の場合，確かに，一度に費用を計上
するとその期の費用計上が過大となる．使用
期間を通じて費用・収益を対応させるという
意味では，劣化資産として財務処理するのは
一応合理的である．
しかし，この「劣化資産として取り扱う」
方式では，実際上，投資の実額が非常に把握
しにくくなる．ここに核燃料についても固定
資産と同様な現金ベース・アプローチを採用
して，投資額を算定する必要性が生ずる．
いっぽう，核燃料には「装荷」中のものと

「加工中等」のものがある．
どちらも「総括原価方式」において，「事
業報酬」を算出する際のレートベースを構成
する．燃料費として「減損額」が計上される
のは，いうまでもなく「装荷」核燃料である．
電気事業会計規則では「加工中等」の核燃
料にあたるものとして，①「加工中核燃料」，
②「半製品核燃料」，③（未装荷の）「完成核
燃料」，④「再処理核燃料」⑤「雑口」が上
げられている．（電気事業会計規則別表第 1）
④の「再処理核燃料」のように現金支出を
伴わない核燃料も含まれるが，それを分離す
ることは非常に困難であることから，本研究
では現金支出があったと見なすこととした．

6．3　設備投資等の状況
電力産業各社の「有価証券報告書」には「設
備投資等の状況」として，核燃料投資を含め
各年度の投資額が掲載されている．これは設
備投資の実額と捉えることができる．
しかし，これには以下の問題がある．
①   2003 年度までは，発電部門や送配電部
門など設備種別ごとに投資額が記載さ
れていたが，これは拡張工事に限られ，
改良工事は一括して計上されている．

②   2004 年度以降は，実績値を採用する企
業と計画値を採用する企業に分かれて
いる．

このような状況であることから，本研究で
は「設備投資等の状況」記載の投資額を採用
することを断念した．

6．4　実投資額の算定
以上を踏まえて，本研究では以下の考察の
もとで新規投資額を算定することとした．
①  固定資産の期末残高は，基本的に次の部分
から構成される．
⒜  期末残高＝期首残高－（減価償却額＋除
却損）＋新規投資額
　すなわち，新規投資額を算定するには，
⒝  新規投資額＝期末残高－期首残高＋（減
価償却額＋除却損）

②  本研究では⒝の算式を採用して，新規投資
額を算定する．
③  ただし，この値がマイナスとなる場合は，
固定資産の純減を意味するので，新規投資
額をゼロとみなす．
④  核燃料も同様に算定し，原子力発電の直接
費用に加算する．

6．5　  直接費用及び間接費用への新規投資額
の加算

直接費用及び間接費用への新規投資額の加
算は，次の手順で行うこととした．
①  貸借対照表から次の電気事業固定資産と核
燃料を抽出する．
❶水力発電設備　❷汽力発電設備　
❸原子力発電設備　❹内燃力発電設備　
❺新エネルギー等発電設備　❻送電設備　
❼変電設備　❽配電設備　❾業務設備
10休止設備　11貸付設備　12装荷核燃料　
13加工中等核燃料
②発電部門別直接設備（以下）と
Ⓐ水力発電設備：❶水力発電設備
Ⓑ火力発電設備：  ❷汽力発電設備　

❹内燃力発電設備
Ⓒ原子力発電設備  ：❸原子力発電設備　

　（  12装荷核燃料　
13加工中等核燃料）

Ⓓ新エネルギー等発 電設備：  ❺新エネルギ
ー等発電設備

③電気事業共通設備（以下）に分離する．
Ⓔ送電設備：❻送電設備
Ⓕ変電設備：❼変電設備
Ⓖ配電設備：❽配電設備
Ⓗ業務設備：❾業務設備
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Ⓘ休止設備：10休止設備
Ⓙ貸付設備：11貸付設備
④  直接設備，共通設備および核燃料のそれぞ
れについて，前節⒝の算式を用いて，それ
ぞれの年度毎の「新規投資額」を算定する．
⑤  第 5節第 1項で抽出した直接費用および共
通費用のうち「減価償却費」が存在する費
用から，「減価償却費」と「除却損」を控
除する．
⑥  「直接費用と直接設備」及び「共通費用と
共通設備」の対応関係（以下）に留意して，
④で求めた新規投資額を⑤で求めた直接費
用及び共通費用に加算する．
Ⓐ水力発電費：❶水力発電設備
Ⓑ火力発電費：  ❷汽力発電設備

❹内燃力発電設備
Ⓒ原子力発電費  ：❸原子力発電設備　

　（12装荷核燃料
　13加工中等核燃料）

Ⓓ新エネルギー等発電費：  ❺新エネルギー
等発電設備

Ⓔ送電費：❻送電設備
Ⓕ変電費：❼変電設備
Ⓖ配電費：❽配電設備
Ⓗ一般管理費：❾業務設備　
Ⓘ休止設備費：10休止設備　
Ⓙ貸付設備費：11貸付設備
⑦  共通費用については，第 5節第 2項と同様
に，第 2節の③で求めた「発電端分担率」（表
1の④）を乗じて，各発電部門へ配賦する．

6．6　現金支出ベースでの算定結果
前節の手順で抽出した発電部門別の費用
を，第 3節で算定した発電部門別の収益と対
照させると，表 5のようになる．
次に現金支出ベースでの収益率を求めたと
ころ，次のようになった．
・水力発電 24.3％　・火力 5.1％　
・原子力発電 7.2％　・他社受電 8.4％
・平均 7.5％

さらに損益計算書ベースと同じ手法を用い
て算定した送電端，需要端のそれぞれの単価
は以下のとおりである．
送電端単価：  水力発電 6.3 円　火力発電 9.6 円

原子力発電8.1円　他社受電9.4円
平均 8.9 円

需要端単価：  水力発電 13.3 円　火力発電 17.5 円
原子力発電16.9円　他社受電16.7円
平均16.9円

7　損益計算書ベースと現金支出ベース
の算定結果の比較対照

本節では，第 5節及び第 6節で得られた算
定結果を比較対照してみる．

7．1　収支総括
損益計算書ベースと現金支出ベースの直接
費用を比較すると，
⒜  水力発電：14 兆 2584 億円→

 15 兆 7358 億円

電力統計情報 :http://www5.fepc.or.jp/tok-bin/kensaku.cgi 等から筆者が作成
 

401,187 157,358 142,849 3,673 303,880 97,307
2,750,121 1,653,183 944,638 12,276 2,610,097 140,024
1,157,056 573,547 424,305 75,502 1,073,355 83,702

9,720 2,077 3,718 9,994 15,789 -6,069
795,852 460,900 267,793 728,693 67,159

961,2368,8368,8130,11
5,124,968 2,855,928 1,783,303 101,445 4,740,676 384,292

表 5　現金支出ベース・発電部門別電気事業収益総括表（全社）（1970 年度～ 2014 年度）
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⒝  火力発電：162 兆 2123 億円→
 165 兆 3183 億円
⒞  原子力発電：50 兆 2209 億円→

 57 兆 3547 億円
となる．
ランニングコストは，どちらの算定におい
ても同一である．したがって，この算定結果
を現金支出ベースから見ると，この対照は先
行投資（各部門の設備投資および原子力発電
部門の核燃料投資）の回収水準を表すと考え
られる．
なぜかというと，現金支出の時点での「費
用」は単なる支出である．ところが，損益計
算書における「費用」は単に支出であるだけ
でなく，電気料金からの補填が完了している
という点で「回収」済みの費目である．
このように見直すと，実支出と補填済み費
用の関係はつぎのようになる．
⒜  水力発電：15 兆 7358 億円→

 14 兆 2584 億円 
⒝  火力発電：165 兆 3183 億円→

 162 兆 2123 億円
⒞  原子力発電：57 兆 3547 億円→

 50 兆 2209 億円
この観点から 3部門を対照すると，原子力
発電部門における投資回収が，額面上も比率
的にも格段に遅れていると評価せざるを得な
い．

7．2　収益率
次に収益率，すなわち，｛収支差額÷事業

収益｝を両方式で対照してみよう．
損益計算書ベースと現金支出ベースの収益
率を比較すると，
⒜水力発電：31.9％→ 24.3％
⒝火力発電：9.1％→ 5.1％
⒞原子力発電：15.1％→ 7.2％
となる．
収益率で見た場合，現金支出ベースでみて
もなお原子力発電は火力発電より電力事業者
にとって有利な発電方式となっている．しか
し，利益率自体は損益計算書ベースから半分
以下に減っている．ここからも，先行投資の
回収遅れが収支差を大きく圧迫している状況

が見てとれる．

7．3　送電端単価
最後に送電端単価を比較してみよう．
送電端単価では
⒜水力発電：5.7 円 /kWh→ 6.3 円 /kWh
⒝火力発電：9.4 円 /kWh→ 9.6 円 /kWh
⒞原子力発電：7.2 円 /kWh→ 8.1 円 /kWh
となっている．
送電端単価は，いうまでもなく発電部門単
体の発電原価と見てよい．さらに損益計算書
ベースより現金支出ベースのほうが実際の発
電単価をより正確に表示する．
現金ベースで見ても水力発電が抜群に安価
であり，原子力発電は火力発電を上回るコス
トパフォーマンスを一応発揮している．とこ
ろが，原子力発電の優位性は，損益計算書ベ
ースで 2.2 円 /kWhであったのに，現金支出
ベースでは 1.5 円 /kWhに縮小している．
この上に，東日本大震災以降の耐震設備補
強の負担や稼働率の低下，そして最終的には
廃炉費用という損失要因が重なったらどうな
るか．

8　 原子力発電が抱える固有の問題の確認

第 7節で述べたように，本研究の分析によ
って，原子力発電では先行投資の回収が，火
力発電に比して格段に遅れていることが明ら
かになった．その理由としては，以下のこと
が考えられる．
①  固定資産の減価償却期間が，原子力発電で
は 40 年，火力発電では 15 年と原子力発電
のほうが圧倒的に長い．
②  燃料費について，火力発電では燃料費の実
額をただちに（速効的に）計上できるのに
対し，原発では「減損額」という費目で部
分的に（遅効的に）計上するにとどまる．
この状況は一見，財務処理のタイムスケジ
ュールにおける若干の特異性にすぎないよう
にみえる．しかし，これは原発の存在理由を
揺るがしかねない重大要因なのである．なぜ
そういえるか．
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じつは，①と②の財務処理上の費用計上に
よって原子力発電の年間運転コストが引き下
げられ，損益計算書上では〈原子力発電電力
が火力発電電力より安価である〉という要件
が確保される．翻って，この要件が火力発電
に対する原子力発電の優位性～存在理由とさ
れてきた．
ところが，その代償として，電力各社の貸
借対照表には，未償却の固定資産および核燃
料（資産）が膨大に積み上がる．これらの「巨
額資産」が，「不良資産」化を免れるためには，
すべての原子力発電所が 40 年間支障なく稼
働する必要がある．
後者の核燃料（資産）について電力各社が
どの程度の残高を抱えるか，2014 年度末の
残高をここで確認しておこう．
装荷核燃料：  北海道電力 0円

東北電力 347 億円
東京電力 1,235 億円
  中部電力 400 億円
関西電力 748 億円
北陸電力 262 億円
  中国電力 70 億円
四国電力 0円
九州電力 755 億円
合計 3,819 億円

加工中等核燃料：  北海道電力 1,455 億円
東北電力 1,046 億円
東京電力 6,597 億円
  中部電力 1,997 億円
関西電力 4,553 億円
北陸電力 788 億円
中国電力 1,795 億円
四国電力 1,415 億円
九州電力 2,051 億円
合計 21,515 億円

もし電力会社が原子力発電から撤退すると
なると未償却の固定資産とこれらの核燃料
（資産）がすべて埋没費用となる．先行投資
の償却を完遂するためには，運転を継続して
いくしかない．
こうした既存の客観的な諸条件が，電気事
業者の経営スタンスを金縛りにしており，彼
らをして原子力発電からの撤退を峻拒させ，

「再稼働」に邁進するしかない状況に陥らせ
ているように思われる．
しかし，稼働を続けることにもリスクが伴
う．まず「再処理を要する核燃料」（加工中
等核燃料の一部を構成する）という名目の使
用済み核燃料が際限なく堆積していく．もし
核燃料サイクルが未完のままに終われば，こ
れがまるごと途轍もない「不良資産」に転化
することになる．しかしそうなったとしても，
その実体がプルトニウムである以上，電気事
業者としてはこれをコスト度外視で環境から
遮断しつつ，またその存在を秘匿しつつ，護
持していかなければならない．加えて，実際
的に処理不能な放射性核廃棄物もまた莫大に
発生し，発電設備総体も稼働履歴の積み上げ
に応じて汚染度が上がり，最終的には「廃炉」
費用を見積もり不能なほどに高騰させること
になる．
では，これらのリスクに対して現時点でど
の程度の「準備」がなされているのか．次に
「電力各社のバックエンドコスト引当状況」
を確認しておこう．
使用済核燃料再処理等引当金：
　　  北海道電力 554 億円　
東北電力 818 億円
東京電力 9,958 億円　
中部電力 2,097 億円　
関西電力 5,930 億円　
北陸電力 102 億円
中国電力 628 億円　
四国電力 1,097 億円　
九州電力 2,943 億円
合計 2兆 4,129 億円

使用済核燃料再処理等準備引当金：
　　  北海道電力 89 億円　
東北電力 146 億円　
東京電力 707 億円　
中部電力 160 億円　
西電力 510 億円　
北陸電力 59 億円
中国電力 75 億円　四国電力 82 億円　
九州電力 283 億円
合計 2,110 億円
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原子力発電施設解体引当金：
　　  北海道電力 1,803 億円　

東北電力 3,240 億円　
東京電力 7,721 億円　
中部電力 3,343 億円　
関西電力 5,059 億円　
北陸電力 870 億円
中国電力 2,088 億円　
四国電力 508 億円　
九州電力 3,495 億円
合計 2兆 8,127 億円

原子力発電所運転終了時関連損失引当金：
　　  北海道電力 0円　東北電力 0円　
東京電力 0円　
中部電力 217 億円　
関西電力 0円　北陸電力 0円
中国電力 0円　四国電力 0円　
九州電力 0円
合計 217 億円

原子力発電工事償却準備引当金：
　　  北海道電力 0円　東北電力 0円　
東京電力 57 億円　
中部電力 0円　関西電力 0円　
北陸電力 0円
中国電力 730 億円　四国電力 0円　
九州電力 0円
合計 730 億円

合計：
　　  北海道電力 2,445 億円　
東北電力 4,205 億円　
東京電力 1兆 8,442 億円　
中部電力 5,817 億円　
関西電力 1兆 1,499 億円　
北陸電力 1,031 億円
中国電力 3,520 億円　
四国電力 1,687 億円　
九州電力 6,721 億円
合計 5兆 5,369 億円

電事連は，2004 年 1月既に 18 兆 8000 億円
に及ぶとする「原子燃料サイクルのバックエ
ンド事業コスト見積もり」を資源エネルギー
庁に提出している．14）
これに対して現時点で引き当てられている

のは，「再処理」関係の 2兆 6000 億円余りで
しかない．
しかも再処理の要となる六カ所再処理工場
は，1993 年からこれまで 2兆 2000 億円以上
もつぎ込んでいるのに，「完成」の目処はま
ったく立っていない．
さらに核燃料サイクルのもう一つの柱であ
る高速増殖炉「もんじゅ」も，運転機関の日
本原子力研究開発機構が自ら明らかにしてい
るように，1980 年からこのかた事業費 1 兆
225 億円 15）を用費しながら，発電実績は
1kWhもない．ついに 2015 年 11 月監督官庁
の文部科学省は，原子力規制委員会から，実
施主体の「適格性に重大な懸念がある」とし
て廃炉を含めて運営体制を見直すよう勧告を
受けるに至っている．16）
客観的に見ると，日本の核燃料サイクルは
破綻しており，中長期的に見た場合，もはや
原子力発電は，電気事業者にとっても経営を
圧迫する巨大なリスクになっていると判断せ
ざるを得ない．
原発の稼働は，「経済優先」どころか「経
済合理性」から大きく乖離している．もとも
と「核の平和利用」は世代間倫理に徹底的に
反していた．原子力発電は現世代が電力とい
う利益を享受するのみで，そこから現に発生
する経済面，資源利用面，環境保全面あるい
は健康面などで被る不利益はすべて将来世代
に先送りされるという原理的不条理を最初か
ら抱え込んでいる．原子力発電を続ける限り，
この制約はより一層厳しく働いてくる．
福島原発震災，そしてそれに続く全原発完
全停止のモラトリアムを経験することによっ
て，そのことを現在世代は体験的に痛烈に思
い知らされた．
原子力発電のバックエンド（後始末）は電
力産業任せにしておいては必ず迷宮入りにな
るであろう．たとえ彼らがこの課題を「誠実
に」果たす意思を持っていたとしても，「解決」
に要する負荷は彼らの能力（その上限は原子
力発電が稼ぎ出した積算利潤）を超えている
公算が大である．
より具体的にいえば，原子力発電がこれま
でに稼得した 17 兆 4904 億円の超過収入が上
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限となる（表 4参照）．ここから先行投資の
未償却分 6兆 4338 億円（現金ベースと損益
計算書ベースの直接費用の差額）をまず引き
当てるとすると，11 兆 566 億円が電気事業
者の負担できるバックエンドコストの限界と
なる．これをこれまでの原子力発電の供給実
績である 6371TWh（表 2参照）で除すると，
1.73 円 /kWh となる．電気事業者は現時点で
原子力発電を止めても総体として最大限この
程度の資金リザーブしか持たないのである．

9　結論と本研究の展開

本研究では，財務諸表をソースデータとし
て電力産業各発電部門の収益，費用そして利
益を算定し，貨幣価値（金銭ターム）に基づ
いてその収支構造解明に迫った．
本研究でまず明らかになったのは，「水力
発電」の営業利益稼得能力の卓越性である．
しかし，これは先にも触れたようにほとんど
の大型ダムで初期投資の回収が完全に完了し
ており，発電設備の更新も容易に行えるとい
う利点に依っている．わが国に大規模ダムの
立地適所が枯渇している現状では，電力産業
が今の以上の利潤を期待することはできな
い．さらに，ダムは堆砂による容積減衰を不
断に被っており，多くのダムが今世紀中に寿
命が尽きるリスクを抱える．
これに対して「火力発電」は他の発電方式
に比べて相対的にも絶対的にも利幅が薄く，
電力産業にとってあまり魅力的な発電方式と
いえないという解析となった．これはかなり
意外な結果であった．しかし，考えてみると，
資源国への先行的所得移転分を，事後的に需
要端から回収することの困難性を示した当然
の結果ともいえる．
この二つの発電方式の中間のパフォーマン
スを示すのが「原子力発電」である．確かに
これは損益計算書レベルではかなりの営業利
益をもたらしている．ところが，電源開発促
進税を支払う末端需要者にとっては，その納
付金は実質上原子力発電を支えるための費用
負担にほかならず，発電方式として安価だと

はもはやいえなくなる．
電源開発促進税は，第 5節第 3項にあげた
ように，原子力発電のみならず再生可能エネ
ルギーを含めて電源開発一般に使われるよう
な体裁を繕っている．その税収は，本来なら
ば，原子力発電と比べて圧倒的に環境負荷が
低い再生可能エネルギーの開発，普及にも十
分に活用されてしかるべきであったといえよ
う．もしこの税制が法律の規定どおりに実効
性を発揮していたとすれば，再生可能エネル
ギーの分野でも原子力発電に遜色ない開発実
績が上がっていても不思議でないだろう．ま
たそういう対応が取られていれば，今日のよ
うに電源開発促進税の負担と平行して「固定
価格買取賦課金」を課されるという（最終需
要者にとっての）二重の負担は避けることは
できたのではないか．その段階に到達しえな
かったのは，この法律による助成が原子力発
電を過度に偏重していたからに他ならない．
電力各社は，冒頭でも述べたが電力自由化
以降であっても既存の設備と人員配置に縛ら
れる．そのうえ，独占を前提に行った先行投
資を十分回収する前に自由化に遭遇せざるを
得ない．こうした負担を負っていない新規参
入企業に対して二重に不利な状況に置かれる
のである．
本研究では，損益計算書ベース・現金支出
ベースという二段階の分析アプローチを採っ
たことにより，原子力発電部門において「先
行投資の回収が制度的に遷延されている」状
況が明らかになった．原子力発電部門こそこ
の二重の不利を抱え込んでいるのである．
これに加えて，バックエンドコストの引当
準備が甚だしく不足している現状を考え合わ
せると，これら費用計上の齟齬は設備寿命の
末期に電力企業を一挙に追い込むことになる
であろう．
電力産業はこの発電方式に固執すればする
ほど，自縄自縛の袋小路に陥る公算が高い．
以上の諸点が本研究の主要な結論である．
とくに，本研究で用いた縦深的アプローチに
おいて，損益計算書ベースの分析ステージで
認識可能なことと，現金支出ベースの分析ス
テージにおいてはじめて認識可能になること
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のあいだに構造的な差異があることを確認し
ていただきたい．

冒頭でも指摘したとおり，電力産業は電気
エネルギーというエクセルギー（有効エネル
ギー）そのものを「商品」として取り扱う特
異的な産業である．実際，電力産業では，製
品たる電力量も，電力「生産」に要するエネ
ルギー投入も直接に “kWh”（=3600 キロジ
ュール）というエクセルギー形態（の量）で
表示される．
この特性に着目すると，電力産業の事業活
動を，（A）貨幣価値レベル（財務会計上の
記述）での取り扱いと（B）熱力学的価値（エ
クセルギー）レベルでの取り扱い，という複
眼的な視角から分析することができる．
本研究では，こうした特性を生かして第 2
節において発電部門ごとに発電端から需要端
に至る各段階の電力量を算定したが，その算
定結果を，〈収益と共通費用を各発電部門に
配賦するためのパラメータ〉として付随的に
利用したにとどまる．
しかし，この算定に加えて，発電時に投入
するエネルギー資源量（primary energy）を
計上すれば，それが「商品としての電力量」（＝
エクセルギー形態にあるエネルギー量）に転
換されるまでのエネルギー収支総体（全過程）
を捉えることができる．
この段階において可能となる熱力学的価値

（エクセルギー）ベースの収支算定と，実際
に本研究で行った貨幣価値ベースの収支算定
を比較・対照し，その構造的対応性を探るこ
とが今後の課題である．このことが，電力部
門の産業活動を「複眼的アプローチ」で解明
する所以である．
本研究を基礎として，つぎにこの課題の追
究に進みたい．さらにこの視座は，電力産業
に限らず，ひたすら「電力化・電子化」に突
き進む都市・工業文明総体にも適用範囲を拡
張してよい，と考えられる．

注
１） 2013 年にわが国で生産又は輸入されたエネル
ギー 482.6Mtoeのうち，発電部門は 193.5Mtoe

を需要している．
 http://www.iea.org/Sankey/index.html#?c=

Japan&s=Balance

２） OECD（2010）など
３） 電気事業連合会（2010）など
４） 室田武（1993）
５） 大島堅一（2010）
６） 松尾雄司・山口雄司・村上朋子（2013）
７） http://www.fepc.or.jp/library/data/index.html

８） 従って，本研究で扱う全社合計および全社平
均は 1988 年度までは沖縄電力を除く 9社とし
ている．

９） いわゆる「総括原価方式」では，次の算式で「総
原価」を算定することになっている．

 「総原価」＝「適正費用」＋「公正報酬」－「控
除収益」計上の相殺分はこの「控除収益」に
あたる．

 なお，資源エネルギー庁（2011）を参照．
10） 該当する予算項目については，大島堅一（2010）
巻末付録 1（p265 ～ 275）を参照した．

11） 沖縄における電源開発促進税に関しては，
2013 年 7 月の第 180 回通常国会において質疑
が行われている．

 「原発のない沖縄と電源開発促進税に関する質
問主意書」http://www.shugiin.go.jp/internet/

itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/180344.
htm

 同答弁書
 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_

shitsumon.nsf/html/shitsumon/b180344.htm

12） https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-

kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_09.htm

を参照．
13） h t tp : / / l aw.e -gov.go . jp /h tmldata /S40 /

S40F03801000057.htmlを参照．
14） http://www.enecho.meti.go.jp/committee/

c o u n c i l / e l e c t r i c _ p o w e r _ i n d u s t r y _

subcommittee/010_001/pdf/001_010.pdfを参
照．

15） https://www.jaea.go.jp/04/turuga/anncer/

page/kaitou/kaitou2-1.htmlを参照．
16） http://www.j-cast.com/2015/11/17250716.html

を参照．
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