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研究会報告 2016.5.19                                情勢研究 

 

 

小川正治（プラント技術者の会） 

 

◆東芝からフクイチ事故処理に 800人 

 「『東芝不正会計』の背景をさぐる」をテーマに報告をさせていただきます。 

ご承知のように福島第一原子力発電所は沸騰水型原子炉（ＢＷＲ）で、東芝が主契約者（プライム

コントラクター）として建設したものです。私自身でいえば、反原発活動の中で「再稼働阻止」を中心

に行動しており、当面の再稼働が加圧型原子炉（ＰＷＲ）を持つ関電や西日本の原発が対象となる

ことから、あまり東芝には関心を払わずにきました。 

しかし「東芝の問題」が騒がれだしたことをきっかけに 2015年の暮れぐらいから私なりに

調べたことを仲間内で報告をしたりしてきました。東芝の問題は「不正会計」とか「不適切

会計」とか、いろいろな言われ方をしていますが、そのレベルにとどまらずに、もう少しこ

との本質に迫る理解を得ることができないものだろうか、というのが問題意識というか最初

の出発点です。 

 報告前半の「東芝の不正会計」のところは比較的資料もあり、おおよそこんなことなのか

なというのはあるのですが、後半の原発輸出や武器輸出の問題になると私自身ほとんど分析

ができてはいませんので、一定の材料を提示することを通して、みなさんと一緒に考えてみ

たいと思っています。  

 まず東芝は、冒頭申し上げたように原発プラントメーカーとして福島第 1・第 2 原発の主

契約者です。そこが基本です。そして柏崎刈羽など全ての沸騰水型原発にコントラクターと

して関与しています。そして事故後のフクイチで東芝が何をやっているのかというと、例の

汚染水対策で新聞なんかでよく出てくる「アルプス」（ＡＬＰＳ＝多核種除去施設）、多種類

の放射性物質、といってもトリチウムはとれないのですが、そういうものを除去する施設を

設置しています。私らは、あんなものうまくいかないよと言っていましたが、まあ曲がりな

りにも動いている実態があります。 

 もう 1つは、現状フクイチには東電の社員を含めて 1万人［注１］くらいの人員・労働者が

従事しています。東電は、この数字を毎月出していまして昨 2015年は 1万 2千人程度、いま

はだいたい 1万人が働いています。そのうち東芝は、かれらの資料によれば 800人出してい

る。東芝の社員だけではなく関連企業も含めての数字ですが、1 万人のなかの８％を東芝関

係の人員が占めているかたちです。これから事故処理や廃炉作業が何十年かかるかわからな
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い状況のなかで、そういう人たちの被曝労働、健康被害の問題にどうむきあっていくのかと

いう課題ですね、それも私たちのなかに抱えています。 

  

 ［注１］一般に平日１日当たりの平均作業者数は７千人規模と言われている。しかし週２，

３回だけ入る人数も合わせると実際に現場に入って業務に従事した人は１か月当

たり平均 10,800人ほどと報告されている。（共に東電の公表数値） 

 

◆「不正会計」問題の発端は派閥抗争絡みの“内部通報”？ 

東芝の問題は当初、不正会計として明るみになりました。2015年 4月に東芝が特別委員会

を設置するということが、ちらっと報道されました。何のための特別委員会かというと、ど

うも会計処理上の問題があったということで、結果として前年度の決算も遅れる。これが発

端です。そして「東芝、決算発表延期 不適切会計、配当見送り」との見出しで 2015 年 5

月 9 日の毎日新聞に載りました。スクープというわけでもないでしょうが、他の新聞は出て

いても見出し程度の小さな扱いでした。この報道が週末・土曜日にあって、週明けから東芝

の株価が急落します。あれあれ、と思っているうちに社長の会見があり、株主総会も延びる。 

そもそも不正会計問題が、どういうかたちで露呈したかというと、証券取引等監視委員会

に内部通報があったというのですね。内部通報があったのは 2月頃だと報じられていますが、

それで隠しておけなくなり東芝自体として特別委員会をつくり調査せざるをえなくなった。

ただ、この内部通報がどういうものなのか、その内情・内実は必ずしも明らかではありませ

ん。東芝社内の会長派と社長派の対立、トップをめぐる派閥抗争の歪みから飛び出した内部

通報とする記事もありましたが、はっきりはしません。いわゆる労働者の内部通報とは性格

が違うようです。 

 

◆東芝問題を「不正会計」問題にとどめない 

 ここで私の東芝問題との関わり、あるいは立ち位置について、ちょっとお話しておきたい

と思います。私は東洋エンジニアリングというプラント会社に定年まで勤めていました。紹

介にある「プラント技術者の会」というのは、若い頃、当時の公害問題に触発されてその後

も繋がっていた、プラント企業で働いていた仲間と会社の枠を超えて 2011年夏につくった集

まりです。ひと月からひと月半に一度のペースで顔を合わせ、原発問題を中心に議論や勉強

を続けてきました。その集まりのなかで 2015 年の暮れあたりでしたか、「のれんの減損って

何？」という質問が出てきたのですね。「小川くん説明してよ」と。私だけが事務系なもので

すから。それが東芝問題との関わりの始まりです。その後 2016年 5月 12日に 15年度決算の

発表がありました。問題露呈から 1 年余りの経過のなかで、一応は不正会計分の処理やＷＨ

の「のれん」減損処理をやり、社長も交代する。じゃあ、これで一件落着かと。企業として
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はそうでも、こちらはそれで済ますわけにもいかないので、この際、もう少し関心を広げて

原子力産業のあり方・将来をどう見るのか、原発輸出の絡みから原子力産業を含む重機・重

電産業と国策との関係、国策上の位置づけはどうなっているのか、さらに日米核同盟の問題

なども射程に入れて考えてみようじゃないかと、私なりに情勢を追いながら考えてみたとい

うのが経過です。 

 

◆世界的な原発独占体の一角を占める東芝 

 話しを戻します。表（世界の主要原子力発電プラントメーカーの変遷）を参照ください。

東芝は原発プラントメーカーとしては、「のれん」代の減損処理が問題となった米ＷＨ（ウエ

スチングハウス）を 2006年に買収しました。他に原発メーカーの再編ではＧＥ・日立連合が

出来ています。これは直接、どちらがどちらかを抱えるというかたちではなく、合同で原発

関係の会社を設立しました。三菱重工もフランスの国策原子力企業であるアレバと連合して

います。世界的にはロシアのロスアトムや韓国の斗山重工・韓国電力連合があり、中国やイ

ンドも原子力メーカーを持っていますが、東芝・日立・三菱が入る 3 グループで世界の原発

のほぼ 75％、四分の三ぐらいを建てています。そういう意味では、原発の技術と資本は国際

競争・輸出競争を通じて、かなり集約され独占が進む状況にあるといえます。この集約・独

占の一角に東芝という存在があるわけです。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

世界の主要原子力発電プラントメーカーの変遷 

出典:原子力市民年鑑 2011-2012 
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もう少し立ち入ると、世界的なシェア（2010年現在）は東芝・ＷＨが 28％、日立・ＧＥ15％、

三菱は単独では 4％に過ぎませんがアレバと合わせれば 30％に達し、世界トップの位置を占

めています。これで 73％、その他の 30％弱はロシアやロシアの技術を使った東欧であったり、

中国が独自の技術だとしてやっているもの、それにインド、あるいはイギリスが旧い技術で

建てた原発ということになるわけです。 

 

◆原発炉型、日本は沸騰水型と加圧水型が半々、世界の主流は加圧水型 

 技術と原発ということでとらえると、先にお話ししたように原発の技術は大きくは沸騰水

型（ＢＷＲ）と加圧水型（ＰＷＲ）とに分かれます。日本の場合、沸騰水型はざっくり言っ

て東電を中心に東日本［注 2］、福島も沸騰水型です。基本の技術はＧＥで、主なメーカーは

日立であり東芝であるわけです。加圧水型の方は関電を中心として主に西日本で建設され、

基本技術はＷＨで主要メーカーは三菱です。つまり日本の原発は東電と関電を軸にして、技

術的には東側がＧＥの沸騰水型基本設計にもとづく日立・東芝の原発で、西日本はＷＨの加

圧水型をベースにした三菱の原発というようになっています。数的には、ほぼ半分半分。ま

さに政策的に、そのような配置を進めてきたものと考えられます。日本では半々の関係にあ

る沸騰水型と加圧水型ですが、世界的なすう勢は加圧水型が主流でして 6 割～7 割ぐらいを

加圧水型が占めています。東芝がＷＨを買収したのも、福島の沸騰水型原発が結果的に事故

を起こしたわけですが、その前から沸騰水型依存を転換して世界の主流となっている加圧水

型の技術を取り込みたいという狙いがあったのは間違いありません。国内外の原発市場、原

発輸出をめぐる国際商戦をにらんでの戦略的買収です。 

    

［注 2］北海道電力の泊原発は加圧式型で三菱重工が建設。また中国電力の島根原発は沸騰

水型で日立（東芝）が建設。東西で明確に分かれているわけではない。 

 

◆会計操作の手法例①－工事進行基準会計 

 その東芝の不正会計問題について、当時私はもっばら川内原発現地にはりついていて関心

が薄く、先に述べたような事情から後に調べてみて知ったのですが、2015年の 5月、6月頃

から週刊誌や雑誌などのメディアが、この問題を盛んにとりあげるようになって行きます。

『選択』6月号が「社内抗争が生んだ『粉飾決算』の闇」とか、『週刊朝日』7月 31日号は「東

芝を食い潰した日米の原発利権」とか、『世界』9月号も、これはなかなかきちんとした内容

のものですが、「東芝粉飾決算事件の真相と全容」と題する細野祐二氏の文章を載せています。

11月になっても『日経ビジネス』が「スクープ東芝 米原発赤字も隠蔽」としてとりあげる

など、ネットも含めて、ものすごくたくさんの記事・論評が公表されています。それらの内

容を整理すると主な論点は三つあり、第 1は社内抗争、西田会長・佐々木社長の確執を軸に



空港研レター№20／2016年 8月 

 

5 

 

した歴代社長・経営陣の対立・抗争です。第 2に 3.11大震災・福島原発事故以降に業績が落

ち込み、それを隠すために不正会計をやったのだという見方。第 3としてＷＨの巨額買収と

のれん代の負担問題です。 

実態はどうだったのか。第 3 者委員会が精査したところによれば、不正処理額、利益操作

ですね、それが 2300億円あった。これに会計処理上の「期ずれ戻り」とかをして正味の損失

1500億円を不正に計上していた。これだけの額をこの期に利益から落とすと債務不履行に陥

ってしまう。それで落とさないで済むよう、いろいろ操作を行った。たとえばプロジェクト

ものは工事進行基準会計を使っているわけですが、工事進行基準会計というのはごく単純に

言えば、１つのプロジェクト完了に 3年も 5年もかかるというとき、そのプロジェクトの利

益が 100 億円見込まれるとして 1 年目に全体の 20％仕事が進めば 20 億円の利益をその年に

計上する方式です。これ自体は不正でも何でもない。予定どおり仕事が進んでいれば、まっ

たく問題がないわけだけれども、そこで工事が赤字になっているとか、完了を見通すとどう

も大幅な赤字になりそうだとか、そういう事態になると、その年にいくら落とすとかのつじ

つまを合わせるために、工事進捗度やプロジェクトの収支見込み額を変えるなど基準見直し

を相当作為的にやることになります。自分達の決算を考えて、そのために都合の良い操作を

行う。プラント屋や工事会社は、そういうことを常に意識しながら、年度ごとの会計をうま

くやりくりしていかなければならない。そこのところが財務の基本、常識といってもいい。 

東芝が工事進行基準会計のなかで、ほんとうは赤字を出さなければいけないのに出してい

なかった、むしろ利益を上げているように見せかけた手口は、よく分かります。やればやれ

てしまう。プラント屋にとっては不思議ではないのです。その工事進行基準会計で操作した

不正の額が、第 3者委員会の査定では 477億円ある。 

 

◆会計操作の手法例②－バイセル取引 

部品取引でも 591 億円が消されて、赤字なのに利益が出ているようことにされています。

これは東芝の経営者が自分の在任中は赤字を出したくないものだから、操作してでも利益を

出せと、その意向や指示によるものです。部品取引の不正に使われたのはバイセル取引とい

われるものです。バイセル取引は、たとえば台湾の会社に部品を輸出して、そこで加工して

出来上がったものを日本に輸入するという場合に、よくある話らしいのですが、ここに 50

円のものがあるとして、そこへ 20円を乗せて 70円で台湾の子会社に売るわけです。そうす

ると 20円の益金が生じ、益金の前倒し計上ができます。でこれを日本に持ってくるときに台

湾の方でも 20円をプラスして 90円にする。そうすると時々の売買で利益は操作されている

わけですが、そのこと自体は不正とまでは言えないかもしれない。ところが期をまたいで、

そういう操作をすると、取引実態とは遊離した数字のつけかえみたいなことになってしまい

ます。それやこれやの会計操作、利益の先取りによって、5年間で 2300億円の不正処理が行
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われたというのが第 3 者委員会の結論です。ただし、これはあくまでも会計処理上の不正の

指摘であって、何でそんなことが起こったのか、西田社長らの利益至上主義的などう喝やト

ップの指示があっからだとかの責任問題とは別の話です。 

 

◆時価の 2倍半の高値買いが生んだWH｢のれん｣問題の負担 

一方で第 3者委員会はＷＨの「のれん」問題については何もふれていません。「のれん」代

とは、企業の買収だとか合併の際の買取価格と時価評価、客観的な資産評価と実際の売買価

格は当然違ってきますから、その差額に当たります。叩いて安値で買うケースもないわけで

はありませんが、通常は買取価格の方が高くなります。それで買収された企業の買取価格か

ら時価評価額を差し引いた額を｢のれん｣という固定資産として、貸借対照表に計上します。

東芝が買収したＷＨの場合、2006 年の買収当時の資産評価は、資産 5440 億円にたいして負

債が 2984億円あったので純資産は 2456億円です。これを東芝は 6467億円で買ったわけです。

そうすると買取額と資産評価・純資産の差額は 4011億円、この金額から非償却無形資産 503

億円を差し引いた 3508 億を東芝はＷＨの「のれん」として計上したわけです。ここまでは、

「企業の勝手でしょう」というかどうということのない話です。問題はなぜ東芝が、資産評

価の 2倍半もの高額でＷＨを買収したのか。なんで、こんな高値買いをしたの？ということ

が後々尾を引いてくるわけです。 

もともとＷＨは三菱重工との関係がきわめて密接でした。そいうことからＷＨの買収劇に

は三菱重工や、その他アメリカの会社なども参入に動いたわけですが、あまりにも高すぎて

三菱他は手を引きました。そのなかでの東芝の高額買収であり、その負担が問題化していく

わけです。 

 

◆減損処理をする、しない―ＷＨ単体決算と東芝連結決算の不整合 

日本の会計基準では「のれん」は資産として扱われ、物ではありませんが物と同じように

20年間で減損処理をする減価償却の対象です。ところがアメリカの会計基準では「のれん」

の減価償却は禁止されています。毎年ユニット（部門）ごとに減損判定をする。つまり毎年

ユニットごとに再評価をして時価が簿価より下がっていれば、その分の減損処理をしていく

のです。東芝がどちらの会計基準を使っているのかと言うと、アメリカの会計基準です。連

結決算の場合ですが。したがって毎年の償却はしない。だからＷＨの「のれん」として計上

した 3500億円は、ずーうっとフラットで資産表のなかに載っかっているわけです。その評価

をどうかるかで、ＷＨ単体としてやっていることと東芝が連結でやっていることでは大きな

差が出てきてしまうことになった。これがＷＨの「のれん」問題です。 

東芝が公表した「ＷＨの減損テスト結果とのれんの減損処理」の表でみていきますが、ふ

まえておきたいのは、アメリカの会計基準が限りなく会社の事業部門＝ユニットごとに分け
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て評価するよう求めていることです。これはいま流行りの企業を売ったり買ったり、あるい

は分離、切り捨てたり、株主から言わせれば、この部門は儲かっていないから売っちゃえ、

処理しちゃえとか、会社まるごとではなくてですね。そうした株価重視の観念から頻繁に繰

り返される企業・事業売買に適合した、あるいは、それを促進する評価方法だと言っていい

と思います。そのうえで表の 2012 年度のところに注目すると、新規建設部門では、まさに

3.11 以降の状況が端的に示されていて、簿価と時価を評価したら 6 億 7700 万ドルも簿価が

時価を下回っています。この下がった分についてＷＨは減損処理をしている。新規建設部門

のマイナス 6億 7700万ドルを中心に、マイナス部門の合計としては 9億 2600万ドル資産価

値が下落したと評価をしています。ところがユニット（部門）ごとの簿価と時価の合計を比

較すると、ユニットによって上がったり下がったりはあるけれども、時価が簿価を上回って

いる、ＷＨ全体としてはいいじゃないか、プラスだと評価されているわけです。東芝はここ

を使った。つまり東芝としては、ＷＨ全体としての資産価値は減価していない、また自分た

ちはＷＨだけでなく他にも原子力事業を抱えているのだから、原子力事業全体として評価し

ていいんだと、そして全体としては損はしていない。だからというので東芝連結決算では減

損処理をしなかったのです。 

 

◆医療機器と家電部門の売却で債務超過をギリギリ回避 

ここが新聞などで叩かれた。先ほどの『選択』も、アメリカの原子力子会社（ＷＨ）の減

損を評価していない、決算に反映させていないじゃないかと批判しています。この連結で減

損処理をしないことが会計処理上、いいのか悪いのかという問題は、まだ引きずっています。

2016年の春になっても東芝は、子会社ＷＨの実態を明らかにしなかったことは情報開示上の

問題があったにしても、会計処理上の問題があったとは思っていないという態度をとり続け

ています。しかし連結と単体で極端に評価の差があるということは、やはり基本的におかし

い。そこで東芝は 2016 年 4 月、2015 年度決算で、ＷＨの「のれん」を減損処理するとやっ

と発表しました。 

そのうえで 5 月 12 日に東芝の 2015年度決算が示され、2015 年度の売上が 5 兆 6700 億円

にとどまり、前年度に比べ 5000億円程度落ち込んだことが明らかとなりました。この苦しい

経営状況を乗り切るために、東芝は医療機器系の部門をキャノンに売り渡します。6700億円

で売った。あるいは家電部門を広東美的集団という中国企業に 540億円で売却する。そして

ＷＨの「のれん」は 3500億円から 2500億円に減損処理されました。これに過去の不正会計

の修正を含めて、2015 年度の営業損益は約 7000 億円もの赤字を計上することとなり、純損

益の赤字が 2014 年度の 378 億円から 5000 億円近くにまで膨張しました。予想された 7100

億円の赤字よりは圧縮となりましたが、これは医療機器・家電部門の売却益によるものです。

自己資本比率は 2014年度の 17.1％から 5.8％まで落ちています。債務超過を避けるギリギリ
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のところで、そのために作った数字だと思います。それほど東芝の経営はヤバイ状態だとい

うことです。事業売却をしないと最低限の自己資本比率さえ維持できないわけです。ちなみ

に三菱重工の自己資本比率は 30％ぐらいあるはずです。このラインが、いわゆる健全な会社

の自己資本比率だとされていますから、東芝は相当に低いですね。 

 

◆経営建て直しのハードルは高い 

不正会計問題処理を受けた東芝は、決算発表とともに社長の交代を行い、また決算に先立

つ 2016年 3月に 2016年度の事業計画を出しています。 

柱は、さっき挙げた医療機器・家電部門のような事業売却を進める。第 2 に、3 部門とい

われる半導体、・エネルギー、社会インフラに経営資源を集中させる。第 3は人員削減で、2014

年度の連結 21万 7000人から 3万 4000人減らし 18万 3000人とする。このなかには事業売却

による削減も含まれますが、それにとどまらず希望退職なども募っています。 

 

東芝の 2015年度決算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それが東芝の再建的な事業展開の大きな方向ですが、思惑通りに進むかどうかは、はなは

だ不透明です。 

売却した医療機器部門というのは、じつは虎の子、ものすごい儲け頭なのです。ＣＴスキ

ャンとか、ああいうやつですね。大きな病院に行くと東芝の医療機器が並んでいます。儲け

頭で成長産業です。ですから医療機器部門売却は不採算部門の切捨てというより、資金が欲

しいから高く売れる部門を売らざるを得なかったということではないでしょうか。これに将

来性の薄い白物家電を売却し、大幅人員削減をし、トップも刷新して経営立て直しをはかろ

うということですが、ハードルはかなり高い。 

たとえば事業計画では世界の原発新設計画が 400基あるとされています。世界原発協会（Ｗ

ＮＡ）の資料によるものですが、そのうち 64基を自分たちが受注すると見込んでいます。必
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ずしも時間軸がはっきりしないのですが、400 基の新設があるといっても、これから 20 年、

30年の話で、その間に原発建設が右肩上がりで増え続けるとは、とても考えられません。新

聞等の報道・情報から考えると、事業を追加売却する必要が出てくるのではないか。あるい

は原子力事業の分社化、東芝本体からの切り離しとか、87％保有しているＷＨの株売却もあ

りえます。国内の原発事業についても、もちろん課題を抱えています。再稼動の状況をみる

と、西の方、三菱系の原発が再稼動の中心になっていて、沸騰水型で早いかも知れないとい

われているのが柏崎・刈羽ですが、これも簡単にはできそうもない。しばらくは東芝系の原

発再稼動は、何としても再稼動を止めなければいけないという私たちの立場･目標をひとまず

横に置いたとしても考えにくい。しかもＷＨが建設中のアメリカの原発も、いろいろな問題

があって 2年～3年は遅れています。その程度の遅れで済むのかどうかも分からない。2年～

3 年の遅れというのは、あくまでも東芝発表に過ぎませんから。建設が遅れれば、それだけ

金がかかるわけでコスト問題がのしかかってきます。ということで東芝自身がリストラをや

り経営陣をすげかえたからといって、立ち直れるとはとても思えない状況があります。 

 

◆原発輸出のターゲット 

 そこで焦点となる原子力事業をとりまく状況について簡単に紹介しておきます。日本には

現在 42基の原発があります。3.11の時点では 53基だったと思いますが、福島原発事故や廃

炉があり 42基となっています。一方、世界の原発は 434基、他に建設中が 74基、計画中が

101 基とされています。日本原子力産業協議会という業界団体の資料では、そうなっていま

す。私たちは国内の原発を稼働させない、廃炉に追い込むということで活動をしているわけ

ですが、かたや世界をみると、うんざりするほどたくさんの原発がある。原発の被害は当然、

国を超えて広がりますから、日本のことだけ問題にしていていいのかという自分自身の反省

はあるのですが、残念ながらとてもじゃないがそこまで手を広げられないというのが現状で

す。 

それはともかく原発輸出との絡みもあるので計画中 101 基の中身をみると、基数が多いと

ころは中国 24、ロシア 15、トルコ 8、韓国･インドが各 6となっていて、他に日本の 8、ベル

ギー6 もありますが、新規原発建設の中心はやはり経済成長・開発の新興国です。そのなか

で市場としてとらえると中国・ロシアは、日本がなかなか入れない。原発輸出にあたっては

核拡散防止の建前から義務づけられる二国間原子力協定も、中国･ロシアとの間では締結され

ていません。中国にはアメリカ経由で入るというケースもあるわけですが、建設計画と原子

力協定の締結・交渉状況を照らし合わせると、日本の原発輸出の主要なターゲットはトルコ

やインド、さらにベトナムや東欧諸国といったところが上がってくるのではないかと思いま

す。日本の「安全保障」や日米同盟との関係を強く思い起こしそうな国々や地域と言えるか

もしれません。 
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◆原発推進の国策化にともない電力会社への国家的関与が強化 

 ところでプラントメーカーとともに日本の原発政策の主体を構成する、電力業界はどうい

う方向にあるのでしょうか。 

 もともと国家管理の下にあった日本の電力業界は 1951年に民営化され、9電力体制となり

ました（厳密には1988年の沖縄電力民営化で現在は10電力体制）。民営となった電力ですが、

1973年の石油危機あたりから、ふたたび国の関与が強化されてきます。その理由は、一つに

は発電所の立地難が挙げられます。公害問題への批判の高まりから社会的規制が厳しくなり、

火力発電所もなかなか造れない。 

それと原発の重点化ですね。原発建設推進のための電源 3法を成立させるなど原発建設の

国策化がはかられるとともに、この国策に電力会社を全体として組み込んでいくことが要請

されました。国策として確立された原発推進ですが、その後、1974年に起こった原子力船「む

つ」の放射線漏れ事故や 1979年の米スリーマイル原発や 1986年のチェルノブイリ原発の炉

心溶融など、原子力事故・災害の深刻な本質露呈によって原発・原子力政策をめぐる世論の

分裂が広がります。この分裂･対立のなかで、なお原発推進を国策として維持し続けるには、

国がより中心的な役割を果たしていくことになります。 
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またバブル経済が 1991 年には終わりますが、そのなかでエネルギー･コストということが

問題としてとりあげられるようになってきます。日本は先進国のなかでも、やたら電気代が

高いから何とかしないといけない、競争力に響くという論調ですね。そこから、つまり国家

的産業競争力強化の観点から電力自由化の推進が始まり、3.11以降、一気に電力改革の加速

がはかられます。こうして国は原発を支えながら、電力会社との関わりを強め続けています。 

 

◆電力自由化の新自由主義的性格、原発部門は分社化も 

電力自由化の話は、いろいろ切り口はあるのだろうと思いますが、その流れから言って、

新自由主義の規制緩和と競争原理を電力分野に導入することで、産業・企業のコストダウン

を進め、競争力強化を追求する性格を持つものだと考えています。電力独占打破という運動

側の期待とは別に、自由化推進の狙いの基本は、そこにあるととらえざるをえません。ただ

2020年頃に実現するとされている発送電の分離、そのあたりまで来ると多少は私たちにも縁

のある話になってくるのではと思わないでもありません。電力自由化の過程で何が行われて

いくのかと言うと、おそらく電力会社の再編と統合が進められ、いまの 9 電力体制がそうじ

ゃなくなっていくだろうという見方が有力です［注 3］。 

統廃合の方向としては、送配電の分離だけでなく、電力会社では、もう原発を持ちきれな

いから原発部門を分離する。100％ではないにしても国の関与を前提に分離し、東日本と西日

本の原子炉タイプの特徴・違いをふまえた東西地域別の分社体制に再編する。東電の問題も、

もちろん絡んできます。みんなで面倒をみなければどうにもならないなかで、東電の救済を

考えながら統廃合をどうしていくのか。こういうことが、私たちもああだこうだと勝手なこ

とを言っていますが、国・財界のなかでは、まさに体制・産業構造のあり方の根幹にかかわ

る問題として盛んに議論されているはずです。 

 

［注 3］沖縄電力を含めた 10一般電力事業者。また日本原子力発電や電源開発や公営、共同 

火力など多くの電力事業者がある。 

 

◆安倍「原発ベース電源」路線を具体化する再稼動 

原発分離を含めた電力再編を国・財界の思惑に即して進めていくためにも、どうしても推

進しなければならないのが、3.11以降止まっている原発の再稼動です。2012年の 9月に当時

の民主党政権から、「30 年代原発ゼロ」の戦略案というのが出てきました。私たちは「何で

30年代なんだ、即時ゼロだ！」と反発したわけですが、原発推進からの日本の撤退を許さな

いアメリカからガツンと叩かれて結局、閣議決定もできない。前文だけをかろうじて閣議決

定するという訳のわからない結果に終わり、その後の安倍政権になって、今度はまったく逆

転した「原発をベース電源とする」エネルギー基本計画が策定されました。国家的方向とし
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て 20％前後は原発でやっていく、その具体化として、あちこちで再稼動を画策するという現

状があるわけです。 

 

◆製造業衰退のなか成長産業に位置づけられた軍事生産 

  時間の関係もあり、日本経済の推移に絡めながら重機・重電業界の現状と課題について多

少のことを述べて、締めくくりたいと思います。資料としては橘川武郎さんの『日本の産業

と企業』（2014年・有斐閣）から拾ってみました。 

 その数字を見て、あらためてそうだったのかと思ったのですが、1956 年度から 1973 年度

の間の日本経済の実質成長率は平均 9.1％に達していました。たしかに高度成長です。その

次の 74 年度からバブル末期の 90 年度までの成長率は年平均 4.2％で、経済が成熟したなか

での安定成長と言えるかも知れません。ところが 91年度から 2013年度は年平均 1％未満、0．

9％の成長しかしていない。経済の拡大的成長は、ほとんどみられません。こういう経済の動

き方ですが、そのなかで産業構造の変化に関わる産業別就業者数の推移をみると、高度成長

に先立つ 1950年ぐらいまで全就業者の半数、50％程度が一次産業、農林水産業によって占め

られています。ところが 2000年は、この一次産業が 5％しかいない。二次産業は高度成長期

以降の上昇で 1970年～90年には 30％を超えますが、2000年は 29.5％とピークから 5％程度

落ちています。残りのほぼ三分の二、65％近くが第三次産業です。国内総生産の面からの産

業別構成の変化は、1970年と 2004年の比較で、農林水産業が 6.1％から 1.7％へ、製造業は

36.0％から 21.0％に比率を低下させています。こうしてみると製造業の比重、地位低下は著

しいものがあります。世界をまたにかけたグローバル競争戦のなかで、それに対応する競争

力を国内製造業が確保し続けることの難しさを示しているのかも知れません。その意味で日

立や東芝が、高度成長を主導した白物家電部門から相次いで撤退するのは象徴的な動きとい

えます。 

そのような製造業衰退の中で国・財界は軍事産業の強化を、あからさまに打ち出していま

す。日本の防衛・軍事産業の取引額トップは三菱重工です。二位は川崎重工、三位ＮＥＣ、

四位三菱電機と続き、東芝も 8 位に入っています。これは防衛省の契約ベースで年々多少の

変動はあるようですが、いま名前を挙げた企業は契約上位の常連を占める軍事企業というこ

とになります。日本の軍事予算は 10年間減り続けてきた後、安倍政権になって増額に転換さ

れ 2015年度で 5兆円弱、そのうち内外の軍事産業に流れる装備費は 1兆 5000億円ぐらいに

のぼっています。成長戦略に軍事産業・武器輸出を位置づける安部政権は、2015年秋に防衛

装備庁を発足させ、防衛装備移転三原則を閣議決定して武器輸出を解禁しています。 

 

◆難題を抱える軍事産業トップの三菱重工 

軍事産業トップの三菱重工については、『東洋経済』2016年 5月 14日号や『週刊ダイヤモ
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ンド』同 1月 30日号が三菱特集を組んでいて、その課題を次のように指摘しています。 

まず造船不振ということです。大型客船の建造遅れで累計 2500億円弱の損失・赤字を出し

ています。造船ではイージス艦、日本は 6隻就航しているようですが、そのうち 5隻が三菱

重工製です。このイージス艦の受注 1隻を、どうやら 2015年秋に逃したらしい。造船不振の

なかで三菱がほとんど独占してきたイージス艦の受注に失敗したのですから、相当のダメー

ジはある。三菱重工が力を入れて来た航空機では、例のＹＳ11以来初といわれる国産旅客機、

三菱リージョナルジェット（ＭＲＪ）の開発が 4年遅れて、開発コストに 3000億円使うなど

負担がつのっています。 力を入れているところが、あ

まりうまくいっていな い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それと潜水艦は毎年 1 隻が就航することになっていて、これを三菱と川重が交代で造ると

いう業界ルールがあるようですが、日本の武器輸出で最大の大型商談と騒がれ、政府を挙げ

て受注に動いたオーストラリアへの潜水艦輸出 4 兆円はフランスにさらわれてしまいました。

原発生産では根幹的な装置である蒸気発生器に欠陥があったとして、アメリカから 8000億円

 

国内の主要な軍事企業 

出典:会社四季報 業界地図 2016年版(東洋経済新報社) 
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の賠償請求を受けるという爆弾を抱えています。三菱側も一定の責任を認めていますが、そ

れでも契約上の賠償額は最大 145億円だと主張しています。しかし、こんな程度で済みそう

にはありません。基幹的な部門でこういう問題･課題を抱えていることから、重工は三菱自動

車を支えきることが出来ず日産に持っていかれた。 

武器輸出で稼ぐといっても、防衛省や業者との談合で確実に仕事が取れる国内とは違って、

オーストラリアの潜水艦商戦が突きつけるように、熾烈な競争戦として展開される国際武器

市場では、そううまくはいかないだろうというのが、もっぱらの見方です。 

 

◆行き詰まる重機・重電が向かう武器・原発への特化 

厳しさを増す重機・重電業界の状況を示すものとして、2016年の 2月～3月にかけての日

経新聞の見出しを拾ってみました。ここまでとりあげてきた東芝・三菱重工は除いてありま

す。 

・ＩＨＩ「7年ぶりの最終赤字 今期工事トラブルが相次ぐ 追加コストなど巨額損失」。 

・ＩＨＩと神鋼「株価急落 根気最終赤字転落で市場、追加損失に警戒感」。 

・三造｢純利益 37％減 今期下方修正 造船工事で損失｣。 

・日立｢今期営業益 日立 2％減に 21年ぶりに組織改変｣。 

重機・重電メーカーのほとんどが、壁にあたり萎縮している様子が読み取れます。業界全

体がのたうち回っている印象です。 

では行き詰まりを打開するために、どう動こうとしているのか。事業の方向性から言えば、

競争のない世界、一般消費者のいない分野、まさに原発と武器の分野に特化せざるをえない

のではないか。しかし国内の原発は 3.11で決定的な問題を露呈し、武器にしても戦争でも起

こらない限り、そうそう市場は拡大しません。そうなると原発にしても武器にしても、海外

市場・輸出という方向に業界挙げて、その利益追求を国策としてバックアップする国ととも

に目をむけるしかない。 

それと製造業の生き残りの方策として、製造業とサービス業の一体化、製造業のサービス

化あるいは製造業ＩＴ化ということが掲げられています。日立なんかが最先端を行っている

といわれていますが、そういうモノづくりのソフト化を進めながら、原発や自動車産業がす

でに渦中にあるような国の内外を貫く再編・統合を不断に展開していく。結局、人間社会の

物的基盤としての製造業部門というところを決定的に離れて、利益のためなら何でもやると

いう資本の本質、資本の自由を全面的に発揮することに活路を求めるしかないのではないか。 

そのことの現実化が原発や武器の輸出促進･拡大であるとすれば、日本資本主義を代表する

重電・重機メーカーの延命、利益追求は、世界に破壊と破滅のタネを撒き散らすことでしか

実現しない、という結論にならざるをえません。 

私の報告はこれで終わります。長時間有難うございました。 
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（配布資料：レジメ 9葉、資料 12種） 

 

鎌倉；東芝の分析はやらなければと思いながら、やってきて 

いませんので、非常に参考になりました。それで東芝問 

題を考えるときの大掴みな視点としては、現在の多国籍 

資本のひとつの行動から起きているということが重要だと 

思います。現代における多国籍資本、とくに日本の多国籍資本に顕著なわけですが、も

のすごい過剰資金を保有しています。そこの問題が外せない。成長鈍化はたんに成長が

どうしたということではなくて、内需縮小に次ぐ内需縮小なのです。その基盤は大リス

トラであり非正規雇用の増大であり、賃金切下げ・労働強化・労働時間の延長などの搾

取強化です。そうやってたっぷり溜まったカネが、とてつもない内部留保です。しかも

内部留保は、もうほとんど設備投資に回らない。その巨大な内部留保、過剰資金の処理

の仕方が、21世紀以降急速に拡大する海外投資です。海外投資にはいろんなパターンが

あって、とくに特徴的なのはＭ＆Ａですね。これは日本の主要な大企業は、商社も含め

て全部やっています。たとえば富士通なんかはバンバン買い捲っていて、アメリカの食

品会社さえ買収しています。そういう状況ですから東芝のＷＨ買収ということにも、一

般的には現在の多国籍大資本が展開する典型的な行動のひとつの表れという側面が必ず

あると思います。そこのところをベースにして考える必要があるのではないか。 

   もう一方の側面は東芝特有の問題、つまりＷＨという買収先が原発だったことですね。

不正会計問題の誘因として株価・株主重視が指摘されていますが、僕はずっとこの間、

株価至上主義ということを言ってきました。設備投資を拡大しないで株価を高めて儲け

る。この方向はアメリカ型だといわれてきたのだけれども、いまはもうアメリカ型では

ありません。どこの資本主義もそうなっていて、日本も同じです。だいたい自社株買い

なんてものは、株式会社の従来のあり方とはまったく反対です。株式会社は資金を集中

して設備投資を拡大するのです。資金集中の手段として株式を売るわけですが、その株、

自分の会社の株を自分で買ってしまう。これも過剰資金の処理ですね。それで株価を高

める。この株価を高めるやり方がＭ＆Ａの基本なのです。ところが、そこには投機が絡

むので投機の失敗が確実に孕まれています。東芝の失敗も、その問題が背景にあるので

はないでしょうか。 

   それと産業基盤がないと株価上昇の持続もありませんので、産業基盤が何なのかが問

題となります。その点、少なくとも 3.11の前には原発を基盤にしようという傾向が世界

的にもありました。けれど原発は 1990年代以降ダメなのです。行き詰まりになっている

のは、かなりはっきりしていました。アメリカでは、90年代から軍事産業の再編成が始

まりました。すごい再編成です。民間技術を軍事産業どんどん吸収するのです。そして
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21世紀に入ると、これが日本でも民主党政権最後の野田の時代から動き始めました。そ

の方向を、さらに推進しているのが安倍たちです。原発に展望がないというので軍事生

産の方に行ってしまうのです。 

   あと重機・重電が、原発・武器といった競争の少ない分野に特化して稼ぐ方向に進ま

ざるをえないのではないかという提起がありました。たしかに国内の兵器生産は寡占化

していますから国内的な競争は緩い。けれども国際的には、たいへんな競争市場です。

だから日本の場合は、アメリカの軍事産業との連携で武器輸出を拡大する路線が基本と

なっていますが、それにしても激烈な国際兵器商戦に参入するのは並大抵ではない。実

戦経験を売りに武器輸出を増やしているロシアやフランスなどにも対抗していかなけれ

ばならないわけですから。この武器市場の特徴は、小川さんが指摘された「一般消費者

のいない市場＝国策分野」、その通りだと思います。要するに国家の財政依存、財政支出

で儲けるしかない。国の財政を使って、新しい利益を生み出すための開発競争をやる。

いま注目されているのは無人機や無人潜水艦。敵か味方かなんて識別できるはずがない

無差別殺戮の兵器が次々と開発され、戦場にも実際に投入されています。 

競争ということに関連して指摘しておきたいのは、国際兵器市場に限らず激化する一

方の市場競争戦のなかで多国籍資本がどうやって競争力強化をはかるかといえば、基本

は労働の規制緩和になるということです。その最後は労働者の物化です。労働者をモノ

として使う。そうなると片方で無人の殺人機械を開発し生産して儲け捲くり、もう一方

では労働者を勝手にモノ化してこき使い、使い捨てにする。こういう傾向がどんどん強

まり、進展しているわけです。その関係のなかで、それぞれの特殊な問題を、たとえば

東芝だとかシャープだとかの問題をとらえ、位置づけていけばいいのではないかと思い

ます。視点だけですが、ご報告をふまえたコメントとしては、こんな感じです。 

Ａ  ：原発と軍事合わせてでは、とても時間が足りません。次のときは分けてやってもらう

のがいいかも知れません。 

鎌倉：アメリカは原発については独占ですから、日本だってアメリカの許可なしには何もで

きません。小川さんの話にあった二国間原子力協定のなかで、日米の原子力協定が 2018

年に改定となりますが、おそらくアメリカの縛りは解けないでしょう。プルトニウムの

抽出をとっても過剰でどうにもならない。ＭＯＸなんてできないでしょう。そうすると

溜まりに溜まっていくプルトニウムをどうするのか。アメリカは強引に引き取るのでは

ないのか。どうなるの。 

小川：アメリカでは国防省系と国務省系との間で、日本の原発政策をめぐる対立的な議論が

伝統的にあるようです。アメリカ、特に国防省系には日本の原発・核政策に対し、もの

すごく警戒的な面がある。 

鎌倉：だから縛りをかけるわけですね。とくにカーターはメチャクチャ縛ってきて、レーガ
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ンになって一応認めた。 

Ａ  ：日本の燃料引き取りをめぐっては、なんとかいう大規模な処理場の住民が猛反対をし

ています。｢日米核同盟｣のあり方には、そうした反対・抵抗の力も当然影響してきます。

どこだって、そんなもの持ってきて欲しくない。 

小川：私なんかは長年のサラリーマン時代も含めて現場主義が染み付き、その癖で個別とい

うか小さいところから入って行きがちです。そうすると東芝問題でも、どこかで話しが

切れてしまい、なかなかうまくつながりません。ただのスキャンダルに終わらせない、

決算が済んだから一件落着ということにはしない、というのが仲間内の発想、問題意識

だったのですが、なかなか大きなところでつながっていかないという限界を感じていま

した。今日は、そのつながりをつける手がかりが得られたように思います。 

Ａ  ：そうだよね。スキャンダルだと東芝叩きで終わってしまう。 

小川：新聞なんかは、まさしくそうです。決算があって経営陣がすげ替えられた後は、ほと

んど問題にならない。 

Ａ  ：三菱問題も同じかな。 

小川：いや三菱は、なかなか叩かれにくい会社です。 

鎌倉：政治力があるのですよ。ところで軍事と軍事生産の拡大は、たしかに戦争―破壊と破

滅への道だけれども、一方では実際の戦争はできない。できないというとおかしいけれ

ど、危機をどんどん煽って軍備がなければ対応できないという雰囲気をつくり、国民全

体の生命の安全のためだとか言って軍事に税金を引き出せ、負担させる。軍事は完全に

財政負担で、国家的な赤字です。赤字を国民・民衆みんなに負担させる以外に、軍事化

の基盤はありません。 

Ａ  ：しかも税金を吸収する大資本は減税の恩恵を受ける。税金の二重取りです。ひどいも

んだ。 

石原：財政で言うと防衛費は継続費に入っています。だから、どうなっているか追求できな

い。戦艦とか大きい装備は 5 年、10 年かかるので全体の費用が、とてもつかみにくい。

しかも軍事産業の場合、経費は確実に前払いです。それなのに継続費ですから損するこ

とはない。 

鎌倉：継続費は 5年までとなっていたのを期限を延ばしました。 

石原：期限を延ばして金額を大きくできるようにした。2・3日前に民主党の岡田代表が、消

費税増税を止めて赤字国債を発行しろなんて、野党なのにそんなとんでもない質問をし

ていました。最低だよ。こういう問題をきちんとやらなければダメだ。 

小川：防衛・軍事産業の重要性を強調するときに、軍事生産は多くの中小下請けに支えられ

ていて裾野は広い。三菱重工とか大企業のためにだけやっているのではない、という理

屈がよく使われます。日本経済を下から盛り上げていくために軍事産業は必要であり、
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軍事費の抑制は中小企業を含めた産業基盤の衰退を招くというのです。だから潰せない、

カネを出す。こういうことはプラント輸出でもありました。ロシアに出すときに、かな

り叩かれたのです。これに対し朝日など新聞の社説で、誰が書かせたのかはわかりませ

んが、プラント輸出というものは日本の何千社もの企業が関わってつくったものを出す

のだから日本経済全体の利益になるのだ、そういうことに政府がカネを使っても何の問

題もない、という主張が流されました。理屈は同じです。 

Ａ  ：そういえば、さっきのＭＲＪ開発についても、航空機といのは自動車に比べても部品

の数が桁違いに多いということを日経新聞は強調していました。ひとり三菱重工が儲か

るだけでなく、開発・生産がうまく進めば関連産業・企業みんなが潤い、引いては日本

経済全体も活性化する。そう言いたいのですね。大資本の私的利益獲得にとどまらず波

及効果があると。 

石原：航空機はＹＳ11以降、日本ではエンジンを作らせない。そういう問題もある。三菱の

今度の飛行機だって、エンジンはイギリスから買っています。ロールスロイスです。ま

わりのハコモノだけ国産というわけです。 

Ａ  ：そのことは横において国産、国産と宣伝し、試験飛行の様子をテレビ中継して、日本

製はやっぱり美しいですねとか言って喜んでいる。このあたりにも今回指摘のあった日

本の重工業、重機・重電産業の行き詰まりが反映されているのかも知れません。 

 

 

 

 

 

              

 

 

（備考）本報告では、上記に引用した『日本の産業と企業』（橘川武郎東大名誉教授著、14 

年 12月、有斐閣）の「日本的経営」についての論述は時間の関係で割愛した。 


