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本稿では米国議会予算局による原子力・火力発電の発電コスト試算レポートをレビュー

するとともに、わが国のコスト試算例との比較を行った。当該レポートでは、原子力、従

来型の石炭火力及びガス火力、革新型（炭素回収・貯蔵プロセスを含む）の石炭火力及び

ガス火力の計 5 種について発電コストを算出し、以下の結論を得ている。 
 
・従来型の石炭火力・ガス火力のコストはほぼ同等であり、原子力はそれより 30％程度、

革新型石炭火力・ガス火力では 50％程度高い。 
・2005 年エネルギー政策法による支援を想定した場合には原子力の発電コストは減少し、

従来型石炭火力を下回る。政策支援がなくとも、45 ドル/t- CO2 以上の炭素価格がかかる

状況では原子力のコストが最も小さくなる。 
 
一方でわが国のコスト試算例では、政策支援や炭素価格を想定していないにもかかわら

ず、従来型石炭火力・ガス火力に比べて原子力の発電コストが最も低い。仮に米国の試算

で想定されている投資家の期待収益率を、わが国の試算で適用している割引率と同程度と

して追計算を行ったところ、米国における原子力の発電コストは大幅に低減し従来型石炭

火力を下回ることが確認できた。 
以上より、原子力発電等の初期投資の高い電源への民間事業者による投資を促進するた

めには、炭素価格または政策支援によるインセンティブが働くか、または大量の資金を低

リスクで調達できる事業環境が確保されることが重要であるといえる。 
 

お問合せ: report@tky.ieej.or.jp 
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米国議会予算局レポートによる原子力発電の経済性評価 

松尾 雄司*、永富 悠*、村上 朋子** 

はじめに 

本稿は2008年5月に米国議会予算局（Congressional Budget Office、以下CBO）が発表した「発電市場にお

ける原子力の位置づけ（Nuclear Power's Role in Generating Electricity）」（以下、CBOレポート）の概要をレ

ビューしたものである。このレビューにおいては、CBO レポートが示した原子力発電の発電コストに焦点を当

て、日本における原子力発電コスト試算例との比較も試みながら、今後の政策的インプリケーションを汲み取る

ことに努めた。 
EIA（米国エネルギー情報局）は今後 10 年で米国の電力需要は 20%伸びると予測しており、同国では今後の

需要の増大に伴う温室効果ガスの排出量の増加及び電力供給の不安定化が懸念されている。米国では 2005 年エ

ネルギー政策法において原子力の位置づけが明確化されたことに基づき、今後 10 年以内に 低でも数基の原子

力発電所が着工される可能性が高い。しかしながら長期的に大量新規建設ブームが続くかどうかは、CO2排出制

限にかかる決定によるところが大きく、条件次第で原子力発電と火力発電との経済優位性が変化する可能性があ

る。CO2排出課税に関する懸念は、現在すでに電気事業者の新規建設における意思決定を左右する大きな要因と

なってはいるものの、他にも建設コストや燃料価格など大きな意思決定要因が多数存在し、これらの要因の多く

は将来にわたり大きな不確実性をもつ。CBO レポートでは、これらの不確実性を考慮した上で、CO2 排出課税

やエネルギー政策法が各技術による発電コストにもたらす影響を分析したものである。 
 

1． 前提条件 

本文献では、各電源の発電コストとして、想定した発電プラントの認可・建設から廃炉措置までかかる全コス

トに投資家の期待収益を加え、それを賄うために必要な発電量 1MWh 当りの価格（「標準コスト」）を試算して

いる。前提は概ねEIA1)及びMIT2)に従い、以下の表1の通りとしている。ここで、燃料費の前提はEIAの燃料

価格見通しに準じており、天然ガスについては 6.26 ドル/百万Btu と高止まりすることを想定する一方で、石炭

及び原子力発電燃料についてはそれぞれ1.74ドル/百万Btu及び0.75ドル/百万Btuと想定している。 
また、二酸化炭素の回収・貯留（CCS）として、二酸化炭素排出量の90％を回収するプロセスを想定した革新

型石炭火力・ガス火力の評価も併せて行っている。なお計算結果の金額は全て 2006 年基準実質価格で表記され

ている。 
表１ 前提条件一覧 

 
原子力 

従来型 
石炭火力 

従来型 
ガス火力 

革新型 
石炭火力 

革新型 
ガス火力 

建設コスト（万ドル/MW） 236 150 68 247 139 
燃料費（ドル/MWh） 8 16 40 17 52 
固定運転コスト（ドル/MWh） 8 4 1 6 3 
設備利用率 90％ 85％ 87％ 82％ 84％ 
投資家の期待する利率 8.75～12.5％ 
バックエンド費用（ドル/MWh） 1 － － － － 
 

                                                  
* （財）日本エネルギー経済研究所 戦略・産業ユニット 原子力グループ 研究員 
** （財）日本エネルギー経済研究所 戦略・産業ユニット 原子力グループ リーダー 
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2． 分析結果 
2-1 2005年エネルギー政策法による支援もCO2排出課税もない条件下での分析（レファレンスシナリオ） 

レファレンスシナリオでは、新規に建設される従来型石炭火力及び従来型ガス火力の発電コストはほぼ同等で

あり、原子力はそれより 30%ほど割高となっている。一方、CCS を備えた革新技術による石炭/ガス火力の発電

コストは従来型火力に比べ 50%ほど割高である。すなわち政策支援も CO2 排出課税も無い条件下では、電気事

業者は従来型化石燃料電源を建設することとなる。このコスト差は、従来型石炭火力の建設コストは原子力の 3
分の 2 であり、ガスに至っては 3 分の 1 であることによる。発電コストが も割高なのはCCS 装備の革新型石

炭火力であり、それと比較すると原子力は15%ほど割安となっている。 
 

2-2 CO2排出課税条件下での電源別発電コスト 図1 CO2排出課税に対する技術別標準発電コスト 

 次に、CO2排出課税が発電事業者に課された場合につ

いて同様の分析を行っている。その結果、CO2排出課税

により、原子力発電及び CCS 付き革新型石炭火力は従

来型石炭火力に比べ経済優位性を有するようになる。 
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図１に、CO2課税想定額に対する技術別標準発電コス

トの変化を示す。なおこの図中には、従来型石炭火力に

ついて、償却の済んだ既設の従来型石炭火力発電所を想

定して建設コストをゼロとして計算した結果も記してあ

る。ここに示すように、CO2 排出課税が 45 ドル/t-CO2

以上であれば、原子力が も経済的な電源となり、それ

以下では（既存従来型石炭火力を除けば）5 ドル/t-CO2

までは従来型ガス火力が も安価な電源である。 
この試算では、CO2排出課税が 45 ドル/t-CO2であれば、事業者は運転中の従来型石炭火力を廃止してでも、

新規ガス火力か原子力を建設するインセンティブが生じる。しかしながら実際には、そのときの人件費やガス燃

料価格などにより、選択は異なってくる。また、たとえ CO2排出課税が 45 ドル/t-CO2を越したとしても、まと

まった設備容量の原子力が石炭に代り稼動するには長時間を要するであろう、とも述べられている。この理由と

して、例えば現状では原子力発電所の新規建設に必要な機器の供給能力や鍛造鋼材が不足していること、新規の

原子力プラントの大量建設に必要な熟練技術者が不足していることなどが挙げられている。 
 

2-3 2005年エネルギー政策法による新規建設支援条件下での分析 

次に、レファレンスシナリオに加えて 2005
年エネルギー政策法に基づく支援を考慮した条

件で同様の分析を行っている。図2にその結果

を示す。 

図2 エネルギー政策法による技術別標準発電コストへの影響
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この条件下では、たとえCO2排出課税による

後押しがなくとも、おそらく 10 年以内に数基

の新規原子力発電建設計画が実施されると考え

られる。特に、生産税控除として、新規原子力

発電プラントに対し 初の 8 年間に発電量

1MWh当り18ドルの優遇措置を行うことを考

慮しており、これは事業者の税負担を軽減する

効果が高い。また、建設費に対する政府の80%
までの債務保証も事業者の初期投資負担軽減に
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貢献する。一方、廃止措置費用に関する税制優遇措置は、廃止措置コストの現在価値換算値が低いため、発電コ

ストに対する影響は小さくなっている。なお、2005年エネルギー政策法に基づくインセンティブのうち、新型炉

の許認可費用の政府による共同負担や遅延リスク保険は、今回の試算には反映していない。 
 
政策支援インセンティブを考慮すると、原子力の発電コストは約54c/kWhと、レファレンス比20%減となり、

従来型化石燃料電源に対しコスト競争力が出る結果となる。革新技術を適用した化石燃料電源にも同様に生産税

控除及び政府の債務保証が適用されるため、革新型ガス火力では 5%、革新型石炭火力では 20%、レファレンス

と比較して発電コストが低減する。しかし、それでもこれらの革新技術適用電源は従来型化石燃料電源や原子力

より割高である。 
 
支援策のうち、生産税控除による原子力コストの低減寄与はレファレンス比 15%減であり、投資家にとって

は 大の優遇措置となる。しかし財源の上限が決まっているため、新規に建設される設備容量が年間で 600 万

kW 以上となるようであれば、一基あたりの生産税控除による効果は低減する。但し実際にそれ以上建設される

状況であれば、既に税控除による優遇措置を受けなくとも原子力がコスト的に優位になっているだろう、とも

CBOレポートでは述べられている。 
建設費の 大 80%を政府による債務保証でカバーするプログラムによるコスト低減効果は 大でも 10%程度

である。ただし、政府は、技術が革新的でありかつ商業用として持続性があるものでなければこの支援策を適用

しないとしていることから、CBO ではその対象は限定的であると予測している。従って適用されるのは各炉型

の 初の 3 基以内であると見ており、 大でも 5 炉型で計 15 基までであろうとも述べている。更に、対象とな

っても 80%がフルに適用されるとは限らない。1 基あたりの補償額が 45～75 億ドルとなることを考えれば、こ

れだけの多額の債務保証が実際に履行されることは非現実的であるとCBOでは見ている。 
 
原子力発電新規建設を促進または阻害する要因としては、連邦政府による政策支援の他に、州政府の電気事業

規制等が挙げられる。現在計画中の新規建設プロジェクトの大半は、電気料金が規制されている南東部の州にあ

るが、そのような状況では事業者は消費者に価格転嫁できる余地があるため、初期投資の大きい原子力のような

大規模電源が有利である。州によってはそれ以上のインセンティブにより、事業者が営業運転開始前にも資金回

収可能なところもあり、例えばテキサス州で当初は再生可能エネルギーに与えるはずだった税制上の優遇措置を

原子力に振り向けた例がある。またカリフォルニア州などいくつかの州は、CO2排出規制を法制化しようとして

おり、このような取り組みも原子力への追い風となる。ただし 2007 年現在、そのような州のうち新規原子力建

設計画があるのは、メリーランド州、ペンシルベニア州およびニューヨーク州のみである。また、使用済燃料の

処分方針が確立されない限りは原子力の新規建設を認めないとする州も、少なくとも 11 州存在する。特にミネ

ソタ州では原子力発電は全面禁止されている。 
従来型石炭火力に対し、環境上の観点から規制をしいている州もあり、例えばカリフォルニア州では CCS を

装備しない石炭火力の建設を禁止している。またニューイングランド州では、10年以上も新規石炭火力建設はな

されていない。これらの州では、代替案として原子力が選択される可能性も大きい。 
 

2-4 将来の市場と政策の不確実性 

CBO では次いで、将来の市場及び政策の不確実性を考慮したパラメータサーベイによる感度解析を実施して

いる。 
新規原子力建設プロジェクトの実現性は、市場と政策の今後の不確実性により大きく左右される。建設費とガ

ス価格のボラティリティ、これまで慢性的に予定建設費より高くなっている原子力建設コストの実績、将来の政

策と市場における需要変動のリスク、などの要因により、原子力を含む全ての技術について、現時点では不確実

性が大きいといえる。 
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図3 建設費に対する標準発電コストの感度分析
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図3に、建設費について、表1に示すレファレンス

ケースから－50%及び+100%に変動させた試算の結

果を示す。 
建設資材コストの上昇の影響を も深刻に受ける

のは、発電コストに占める建設費の割合の高い原子力

及び革新型石炭火力である。原子力発電所のオーバー

ナイトコスト（現在価値割引無しの建設費）が 1970
年代や 1980 年代のように高止まりすれば、政策支援

があっても原子力コストは従来型の化石燃料火力に対

して15%高くなる。しかしながらその場合でも、投資

家が将来のCO2課税を考慮すれば、原子力へのインセ

ンティブは失われない。ガス価格が上昇し続けるか、

あるいはプラントメーカの主張するように新規建設コストが本当に低減できるのであれば、原子力はやはり経済

性の高さから選択されるであろう。 
 

図4 燃料費に対する標準発電コストの感度分析
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次に、燃料費について、レファレンスケースに対し－50%及び+100%の変動を考慮した試算結果を図4に示す。

燃料費の割合の高いガス火力は、燃料費が倍増すると発電コストは 70%増加する。ただし革新型ガス火力では

60%増にとどまる。それに対して原子力では、燃料費が倍増しても発電コストは15%上昇するのみであり、燃料

費の大きな変化に対する発電コストの変動幅が比較的

小さいという、原子力発電の特徴が顕れる結果となっ

ている。 
 
資金調達コスト（利率）もコストを変動させる大き

な要因である。CBO では、投資家が期待する利率に

ついても 8.75%から 12.5%まで変動させて分析した。

その結果は建設費（資本コスト）変動とほぼ同様の挙

動であり、高い割引率では原子力が も不利になるこ

とがわかった。これは、原子力における建設費比率が

高いことから当然の結果であり、原子力は火力に比べ

て、市場の期待収益率が高い時に不利な電源であると

いえる。 
 
CBOレポートではCO2排出規制による影響についても分析がなされている。 
石炭火力は原子力ほど建設費の不確実性がなく、また燃料費も も安定している電源であるが、今後の CO2

排出規制による影響は大きい。排出量に制限を設けたケースについて、2050 年における排出量を 2008 年並み、

及び2008年比85%にキャップをかけた場合を想定して試算した結果、2008年並みの場合、従来型石炭火力コス

トは70%増加し、従来型ガス火力コストは20%増加する。2008年比85%の場合はそれぞれ165%及び65%増加

する結果となる。 
 
分析結果のまとめは以下の通りである。 
・炭素課税やエネルギー政策法がなければ、従来型のガス火力・石炭火力発電が も安価である。 
・エネルギー政策法がなくても炭素課税が 45 ドル/t-CO2以上であれば、発電所の新設に当たっては原子力発

電所が有利になり、既存の石炭発電所をリプレースする事も考えられる。一方で、5 ドル/t-CO2以下であれ

ば、従来型の石炭発電が も安価になる。 
・炭素課税がない場合にも、エネルギー政策法によるインセンティブがあれば原子力発電は優位性を持つ。し
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かしここでは財源が限られておりあまりに多数の案件は支援できないため、約 30 基のうちの数件しか対象

とはならない可能性がある。 
・ 燃料価格は原子力発電に一定の影響を及ぼすものの、他電源、特にガス火力が燃料価格の変動に対して大

きな影響を受けるのに比べればこの影響は小さい。 
 

3． 日本での試算例との比較 

わが国では、経済産業省総合資源エネルギー調査会電気事業分科会・コスト等検討小委員会（以下「コスト小

委」）において、平成 16 年度に各電源の発電コスト評価を行っている 4)。この結果では、運転年数 40 年、割引

率3％、設備利用率80％の条件で、炭素価格等の原子力に有利なインセンティブを想定しない条件で、原子力5.3
円/kWh、石炭火力5.7円/kWh、LNG火力6.2円/kWhと、原子力の発電単価が も安くなっている。 
コスト小委試算とCBOの試算とは対象とする国・年度や前提が違うため一概に比較はできないが、仮にGDP

デフレータを用いて CBO の標準ケースのコストを 2002 年価格に補正し、為替レートを 122 円／ドルとして日

本円に換算すると、原子力7.8円/kWh、石炭火力6.0円/kWh、ガス火力6.2円/kWh程度となる。すなわち、石

炭火力及びガス火力についてはほぼ同等の値となっているのに対し、原子力の発電コストについては政策インセ

ンティブのない場合には CBO の値の方がはるかに大きく、それにより原子力発電と火力発電との優位性が逆転

する結果となっている。コスト小委における試算結果とCBO レポートのレファレンス結果との比較を表 2 に示

す。 
 

表2 コスト小委及びCBO試算結果の一覧比較表（2002年価格 円/kWh） 

 原子力 従来型石炭火力 従来型ガス火力 

コスト小委 
[ 割引率3％、設備利用率80％ ] 5.3 5.7 6.2 

CBOレファレンスシナリオ 
7.8 

（注5.8：政策インセン

ティブありの場合） 
6.0 6.2 

 
 この日米の原子力発電コストの差異はどのような要因に起因するものであろうか。日本では「 も安価な電源」

である原子力が、なぜ米国では従来型石炭火力や従来型ガス火力に比べて「割高な電源」となるのであろうか。

この点は、日米の電気事業者が経済性の観点から原子力発電をどう位置づけているかにつながる重要な点である

ので、慎重な要因分析が必要である。 
CBOの発電コストがコスト小委に比べて高くなっている主な原因としては、日米の割引率の差が考えられる。

CBO では投資家の期待収益率を株式について 14％、負債について 8％と見込んでいる。ここで、仮にこの値を

コスト小委の割引率と同程度の3%として計算したところ、標準発電コストは原子力で3.5円/kWh、石炭火力で

は3.6円/kWhと、コスト小委結果を大幅に下回り、かつ原子力が石炭火力を下回る結果となった。図5にCBO
とコスト小委の原子力発電コストの比較、及びCBOでの割引率を3%としたときの結果を示す。 
他に日米の試算結果の差に影響を及ぼす可能性のある要因についても検討した。まず、原子力発電の建設単価

については、コスト小委では柏崎刈羽原子力発電所 6、7 号機（東京電力、ABWR）及び玄海発電所4 号機（九

州電力、PWR）をモデルプラントとし、原子力発電所については 27.9 万円/kW と想定している。一方CBO の

前提では2002年日本円換算で26万円/kWであり、コスト小委の方がやや高くなっているものの、大きな差異は

ない。 
 フロントエンド及びバックエンドに係る費用を見ると、コスト小委では、割引率 3％の条件下でフロントエン

ド（ウラン及びMOX燃料）に係る費用を 0.66円/kWh、バックエンド（再処理、廃棄物処分等）に係る費用を

0.81円/kWhとしている。一方でCBOでは、2002年日本円換算で燃料費は0.85円/kWhであり、ウラン価格の

5/6 
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高騰を反映してやや大きな値になっている。

バックエンドコストは、CBO では再処理

を想定していないため0.11円/kWhと小さ

な額になっており、しかもこれを名目値で

一定額としているため、実質では更に小額

となる。このように、フロントエンド・バ

ックエンドにかかる費用を合計するとコス

ト小委の方が CBO よりもむしろ高くなっ

ている。 

図5 原子力発電コスト試算の比較 
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 また、CBO の計算では設備利用率を原

子力について90%、石炭火力について85%、

ガス火力について87%と設定しており、コ

スト小委での想定よりいずれも高い。その

他に、運転費や修繕費などについても、コ

スト小委の方が高く見積もっている可能性

がある。 

 

 
以上に示されるように、日米の原子力発電コストの差異に も大きな影響を与えているのは利率の設定である。

米国の株式・債権市場における投資家の期待収益率は一般的に日本よりも高い。日本の電気事業者の資金調達源

はほとんどが銀行借入金、それも政策投資銀行等利率の低いものが多いのに対し、米国の電気事業者は資金の多

くを株式市場から調達していることも、日米でそれぞれ前提とする割引率に差がある根拠となっている。日本の

ほうが米国よりも相対的に原子力発電のコスト優位性が高いのは、日本の場合、比較的低利率で借入が可能であ

り、かつ資本市場からの調達の比率が低い所以であるとも考えられる。 
 

4． 総括とインプリケーション 

 これまで述べてきたとおり、CBOレポートではCO2 排出課税やエネルギー政策法による支援の少なくとも片

方があることが、従来型のガス火力・石炭火力発電に対して原子力発電がコスト優位性を有するための必要条件

であると結論づけている。併せて、エネルギー政策法による生産税控除や債務保証の効果が限定的であり、30数

基といわれる今後の新設プロジェクトの全てをカバーするには限界があることも指摘している。 
また、日本では も安価な電源とされている原子力発電のコスト優位性が、米国では必ずしも無いことも、日

米コスト評価結果の比較から導かれ、この差異は、主として両国の資金調達に関する割引率の差に起因すると考

えられる。言い換えれば、日本では、2005年エネルギー政策法のような政府による債務保証は無い代わりに、電

気事業者は大量の資金を低リスクで調達できる事業環境にあるともいえる。 
民間事業者が経営戦略の中で原子力発電や CCS 付き革新型石炭火力、革新型ガス火力といった初期投資の高

い電源に投資する意思決定を下すためには、炭素に価格を付けて低炭素電源としてのメリットを明確にするか、

あるいは大量の資金を低リスクで調達できる事業環境を確保するか、さもなくばその他何らかの形での政策的支

援が必須であることが、今回の評価結果分析・比較から導けるインプリケーションである。 
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