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３０年１２月末現在で、ＡＤＲセンターが公表
している資料でございますけれども、東京電力
に和解案を拒否された申立人の人数は１万７０
７３人であるというふうに承知しております。
パーセンテージは、その申立人の総数に占める
割合は１５・８％と承知しております。
○宮川議員 １５・８％が拒否されている、人
数でいうとそういうことだということでありま
すが、最後の一人まで賠償を貫徹するというよ
うな、そういったものとはやはりまだほど遠い
状況になっているのではないかというように思
います。
（略）やはり、事故から８年が過ぎて、被災者
の方々に寄り添う気持ち、あるいは事故に対す
る責任感というのが薄れつつあるのではないか
というように私は思います。
そして、この「三つの誓い」あるいは和解仲介
案の尊重というのをもう一度確認する必要があ
る、そういったものに基づいて、この今の東京
電力の拒否ということに対してどうしていくの
か、大臣の方からコメントをいただけますでし
ょうか。
○世耕大臣 今、集団ＡＤＲのことをお話しに
なっているわけでありますけれども、東京電力
は、集団ＡＤＲであるからという理由で拒否を
している、受け入れられないというわけではな
くて、実際に、集団ＡＤＲであっても、個別具
体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と
認められる場合には、受け入れたものもあると
いうふうに聞いております。
また、仲介委員がどのようなお考えのもとに和
解案を提示をされたかということは、これは
我々知る立場にはないわけでありますけれど
も、東京電力からは、個別事情を考慮しても事
故との相当因果関係のある損害を認めることが
困難な場合や、一定の集団が主張する個別事情
における共通の事情が既に中間指針における損
害額の算定において考慮をされている場合など
では和解案を受け入れることができないという
ふうに聞いております。
東京電力がこのいわゆる集団ＡＤＲ案件の和解
案を受入れ拒否した後であっても、個別にお話
を伺うことで和解に至ったケースもあるという
ふうに聞いています。
そのため、東京電力が和解案を受諾拒否したこ
とによって一旦打切りとなった集団案件につい
ては、被害者の方に個別事情に応じた損害につ

衆院経産委員会
万博法案可決で残り３法案に
通常国会で「原発ゼロ基本法案」の付託された
経産委員会への内閣提出法案４法案のうち「大
阪万博特措法案」が３月20日（水）委員会で
可決されました。残るは「中小企業強靭化法改
正案」
「特許法等改正案」
「独禁法改正案」の３
法案（すべて提出済）です。

立憲宮川議員が
東海第二原発について質疑
宮川伸議員が３月13日（水）の衆院経産委員
会で、東電が東海第二原発再稼働のため原電を
資金支援する問題について、世耕弘成経済産業
大臣、更田豊志原子力規制委員長、文挾誠一東
京電力副社長らに質疑しました。
○宮川議員 （略）最初に、原子力損害賠償紛
争解決センター、いわゆるＡＤＲに関して質問
いたします。
２月２５日の予算委員会で、我が党の枝野幸男
代表もこのことに関して世耕大臣に質問をして
おりますが、
「三つの誓い」あるいは和解仲介
案の尊重というものとともに、枝野代表があの
ときつくっていた当時は、東京電力がＡＤＲセ
ンターの和解案に対して拒否するということは
想定していなかった、そして、何度も社長と会
って、しっかり和解案に関しては受け入れてほ
しいというような趣旨のことを申していたとい
うようなことが、この予算委員会の中でも議論
がされていたというように思います。そして、
これまでに東京電力側がＡＤＲの和解案を拒否
した件数でありますが、１２１件という答弁が
ありました。そして昨年、平成３０年に関して
は、５０件近い案件に関して東京電力側が和解
案を拒否したということでございます。
これをちょっと人数で、枝野代表の質問のとき
も人数がちょっと出ていたんですが、人数でい
うと、東京電力が和解案を拒否したというその
対象の人数、そして申立人総数に対する割合と
いうのは、どういう数字になっていますでしょ
うか。
○松永明経産省福島復興推進グループ長 平成
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いては適切に対応する旨周知をするとともに、
別途お申出があった場合は、改めて御事情を丁
寧にお伺いしながら、きめ細かく適切な対応を
するよう、東京電力を指導していきたいという
ふうに思います。
いずれにせよ、経産省としては、被災者の方々
の個別の事情を丁寧に伺いながら、適切な対応
をするよう、東京電力を引き続き指導してまい
りたいと思います。
○宮川議員 （略）ちょっと話題をかえまし
て、東海第二原発の経理的基礎について質問を
したいと思います。
これは前回も質問させていただいたんですが、
この賠償額の方は１億円とかこういう金額です
けれども、こちらの東海第二原発の方は何千億
というお金が動いているわけですけれども、こ
れをやはり、こういった被災地の方々、ＡＤＲ
で今なかなかうまく認めていただけないような
方々がいる中で、この何千億というお金がしっ
かりと説明されて使われているかどうか、質問
をしていきたいと思います。
東海第二原発は、御承知のとおりで、首都圏に
最も近い原発でありますが、東日本大震災のと
きにも被災をしていて、被災原発と言われてい
るものです。本来、４０年で廃炉になる原発で
ありますけれども、昨年１１月に２０年延長が
決まったということであります。
この２０年延長の審査の中で一つ問題として上
がっているのが、経理的基礎がしっかりあった
のかどうかということでありますが、私、この
２０年延長も含め、再稼働も含めて、原発を再
稼働していくときにやはり国民にしっかりとそ
の理由を説明をしていく、大丈夫だということ
を説明をしていく、あるいは国民の方から質
問、疑問があればそれにしっかり前向きに答え
ていく、これが、私は、福島の経験をもとに、
あるいは新々総特に基づいてもやっていくべき
なんではないかと思いますが、大臣は、その点
に関して、説明責任に関してはどのように思わ
れますでしょうか。
○世耕大臣 東海第二発電所への資金的な協力
については、東京電力、これは東京電力だけで
はありませんね、他の電力事業者も資金的な協
力を行っているわけでありますから、そういっ
た受電をする側の会社が、みずからの経営責任
において判断すべき事項であるというふうに考
えています。
特に、東京電力については、福島事故への責任
を果たしていく主体であるわけでありますか
ら、経営陣みずからがしっかりと判断をした上
で、説明をしっかり行っていくことが重要だと
いうふうに思っています。
経産省としても、こうした考えのもと、個別の

経営判断の内容それ自体について確認や指示を
行うというのではなくて、経営陣が判断を行う
に当たって、福島への責任を貫徹するという観
点をしっかりと踏まえているかどうかについ
て、必要に応じて経営陣への確認を行い、適切
に指導してまいりたいと思っています。
○宮川議員 今の資金、経理的基礎に関して
は、新規制基準、新安全性基準に基づいて安全
性の工事が行われるわけでありますが、これが
１７４０億円必要だ、これが事業者である日本
原電が資金が用立てられないので、これを東京
電力が資金援助するというスキームになってい
るわけですけれども、前回のときにもちょっと
お伺いをしましたが、文挾副社長の方に、今現
状でこの資金援助をするというのは東京電力は
決めたんでしょうか。
○文挾副社長 当社の資金的協力につきまして
は、現時点では何ら決定した事実はありませ
ん。
○宮川議員 このことに関しては質問主意書で
も何回か質問したんですが、ちょっとすっきり
こない。それでやはり、私自身は、このやりと
りの中で、規制委員会の判断が不十分だったの
ではないかという疑問を今持っているんですけ
れども、更田委員長、もう一度、今このように
東京電力さんの方が資金援助を決めていないと
いう中で、なぜ経理的基礎があったという判断
になったのか、説明いただけますでしょうか。
○更田委員長 御指摘の経理的基礎に係る審査
というのは、原子炉等規制法に基づいて、申請
者が原子炉の設置変更のために必要な工事に要
する資金を調達できる見込みがあるかどうか
を、調達計画や調達実績などから確認するもの
であります。
日本原電は、東海第二発電所の新規制基準適合
のための工事に要する資金について、自己資金
及び借入金により調達するとしており、借入金
の調達に関しては、受電会社である東京電力と
東北電力が資金支援を行う意向を表明した書面
を提出いたしました。
また、東京電力が資金支援を行うことについて
は、電気事業及び原賠機構法を所管する経済産
業大臣に対して意見を聴取し、同大臣から、同
法の趣旨及び新々・総合特別事業計画の内容に
照らして問題はないとの見解が示されたところ
であります。
これらのことから、日本原電にはその工事資金
を調達できる見込みがあると認められることか
ら、原子力規制委員会としては経理的基礎があ
ると判断したものであります。
○宮川議員 今、東京電力さんの方はまだ決め
ていない、そして、御承知のとおり、その周辺
自治体が再稼働には今反対している状況で、い
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つ再稼働できるかわからないような状況だとい
う中で、どう見ても資金的な援助があるという
ようには私はちょっと思えないんですけれど
も、もう一度、更田委員長、お願いできますで
しょうか。
○更田委員長 設置変更許可の審査というもの
は、設計の内容が安全対策として十分なもので
あるかということを確認するためのものです。
仮に資金が得られなくてショートした場合に
は、工事が行えないわけですから、日本原電と
しては申請した設計内容をそのまま実現するこ
とができないということで、要するに、後段の
規制において工事計画の認可を受けられない、
工事が行えないということが予想されます。
○宮川議員 規制委員会の方が根拠にしている
文書なんですが、意向があるということは書い
てあるんですけれども、そのもとに、法的拘束
力のある約諾を行うものではなく、弊社におけ
る最終的な決定については、弊社内での総合的
な検討結果を踏まえて判断するというふうに、
ですから、これは通常法務的に読めば、何の約
束もない手紙のように私は思えるわけです。
そして、経産省、世耕大臣の手紙の方も、質問
主意書の中では判断していないという回答が出
ているわけですが、結局、誰もしっかり払いま
すよということは言っていない中で、先ほど御
答弁がありましたが、そのような状況で、経理
的基礎があるといって、これだけ重要な、世の
中が注目をしている２０年延長に関して、この
ような根拠で認めてしまっていいということな
んでしょうか。
○更田委員長 原子炉設置変更許可に係る審査
において経理的基礎を確認することの目的は、
例えばですけれども、全く経理的な基礎を持た
ない者が設計を申請することによって、非現実
的な申請行為というものをはじくというところ
に大きな目的があります。
再三お尋ねでありますけれども、仮に日本原電
が東京電力ないしは東北電力から資金協力が得
られなければ、物ができないわけですから、後
段の規制において認可を受けられないという結
果になるということであります。
○宮川議員 私は、やはり審査が甘かったので
はないかというように思いますので、しっかり
とやっていただきたいという中で、ちょっと次
に進みます。
これは関連するんですが、私、これは非常に大
きな問題だと思っているんですが、２０１２年
以降、東京電力を始め大手電力会社から、東海
第二原発を含む原発を運営をしている日本原電
に資金が流れているわけですが、総額幾らお金
が行っているんでしょうか。
○村瀬佳史資源エネ庁電力・ガス事業部長 東

京電力を含む大手電力会社が日本原電に支払っ
た金額、２０１２年以降でございますけれど、
現在日本原電が開示している情報に基づき申し
上げますと、２０１２年度は１５１０億円、２
０１３年度は１２４２億円、２０１４年度は１
３０３億円、１０１５年度は１１２７億円、２
０１６年度は１０６６億円、２０１７年度は１
１０３億円であり、合計は７３５１億円である
と承知してございます。
○宮川議員 そのうち東京電力さんが払った金
額というのはわかりますでしょうか。
○村瀬部長 現在申し上げた数字のうち東京電
力が支払ったものは２７７３億円と承知してご
ざいます。
○宮川議員 もしわかれば、昨年、一番直近で
東京電力さんが払ったのは幾らでしょうか。
○村瀬部長 ２０１７年度で申し上げますと、
５２５億円と承知してございます。
○宮川議員 先ほど更田委員長の方から、規制
庁の方からはそういう発言でもいいと思うんで
すけれども、工事を始めても、途中でお金が足
りなくなれば工事できないじゃないかというこ
とでありますが、実は、この東海第二原発の問
題というのは、今、日本原電さんは全く発電が
できていません。
発電ができていないので、売電による収入がな
いわけですけれども、そこを大手電力会社さん
が補助をして出して、何とか会社として成り立
っているわけであります。３・１１、福島第一
原発事故以降、売電ができなくなっていて、発
電がゼロなのに、お金が、先ほど話にあったよ
うに約１０００億円ずつ日本原電に入っている
わけであります。
ですから、再稼働ができなくて、これから先、
将来においても、１年再稼働がおくれるたびに
約１０００億円のお金が多分入るだろう、そし
て、東京電力の方から恐らく５００億円ずつの
お金が入るだろうということでありますから、
ですから、何もしなくて、１７４０億円が出な
いから、だからいいんだという話ではなくて、
これは後におくらせれば後におくらせるほど、
国民負担がどんどんどんどんふえていくという
ような状況に今あると思っています。
このような状況の中で、新々総特、特別事業計
画の中には、廃炉や賠償の費用の捻出に向け
て、企業価値を高めて、国民負担の抑制と国民
還元を実現するという精神が新々総特の中でう
たってあるわけですけれども、今のこのような
現状は、新々総特に本当に当てはまっていると
いうように、大臣、思われますでしょうか。
○世耕大臣 我々は、あくまでもこの新々総特
に沿いながら東京電力がしっかりと経営を行っ
て、福島への責任を貫徹をさせていくことが極
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めて重要だと思っています。
そして、それに当たっての個々の経営判断につ
いては、これは東京電力は商法上の株式会社で
もありますから、それぞれの経営者がしっかり
と判断をすべきだというふうに思っています。
○宮川議員 最初にＡＤＲの話をしたわけであ
りますが、あれだけ今、福島の方々がＡＤＲセ
ンターのことで苦しんでいらっしゃる。そし
て、賠償がちゃんとできていればいいかもしれ
ませんけれども、今、ＡＤＲの話を今したよう
に、賠償の部分に関して、こういう疑義が出て
きているわけです。
そういった中で、それよりはるかに大きなお
金、何百億、何千億というお金が出ている中
で、これが本当に適当なのかどうかというの
を、やはり監督省庁である経産省がそれなりの
説明を、これは個々のことだから知りません
よ、そういう状況では、少なくとも、ＡＤＲの
ああいった案件がある中では私は言えないと思
っております。（略）
その中で、もう一度、ちょっと前回も聞いたん
ですけれども、１７４０億円、あるいは今のお
金、あるいはテロ対策費用もこれから入ってい
く中で、恐らく３０００億、もっとそれ以上の
お金がかかるわけですけれども、これは、全く
再稼働しなければ焦げつくわけですね。それは
何年再稼働すれば、出したものがしっかり戻っ
てくるのか。
東京電力副社長、お願いできますでしょうか。
○文挾副社長 経済性の見通しということとの
関連だと思いますが、経済性の見通しにつきま
しては、今後の市場の価格の見通しとか、ある
いは、原電から、これからヒアリングを通しま
して、東海第二原子力発電所が何年稼働するの
か等を確認をしながら、今後引き続き、総合的
に検討してまいりたいというふうに考えており
ます。その上で、資金協力等については改めて
判断をさせていただきたいということでござい
ます。
○宮川議員 新々総特の中には、経営の透明
性、客観性の確保に関してもコメントが入って
います。そして今、これは私、しっかり説明し
ていると思うんですね。何千億というお金がか
かると。これは、出したものがちゃんと返って
くるかどうかというのは、通常、どんな会社で
も検討すると思うんです。しかも今、遅延する
かもしれない要素がある。これは周辺自治体が
オーケーを出さないかもしれない。こういう状
況の中でそこを見るというのは、経営の透明
性、客観性の確保という意味で私は極めて重要
だと思いますが、大臣は、この点しっかり、何
年は再稼働しなければこれは元を取れませんよ
というのをしっかり、原電若しくは東電の方か

ら言っていただくというのは、必要だと思いま
せんか。
○世耕大臣 新々総特で掲げている、福島への
責任を貫徹するための東電の経営改革というの
は、本当に厳しい内容になっています。一円た
りとも無駄にできるような話ではないというふ
うに思いますよ。今おっしゃるような、元が取
れないような投資なんというのは、新々総特に
照らせば、そんなこと、東京電力ができるわけ
がないわけであります。個々の判断について
は、これは、東京電力が新々総特をしっかりと
実施していく、福島への責任を貫徹するという
観点から、一個一個の経営判断をされるべきも
のだというふうに思っています。
○宮川議員 もう一つ、ＡＤＲの話をしてきま
したが、この企業価値を高めるということが一
つ大きなポイントになっているわけであります
が、ちょっともう一度、これは何千億というお
金、相当なお金が動くわけです。これを日本原
電に、東海第二原発に入れることによって、何
で東電の企業価値が上がると監督省庁として考
えられているんでしょうか。
○世耕大臣 企業価値を上げるというのも、最
終的に、福島事故と関連するいろんな施策に関
して確保すべき資金の全体像の中で描かれてい
るわけであります。
これは別に、東海第二原発への資金協力が即東
京電力の価値を上げるという種類のものではな
くて、やはり新々総特等に沿った抜本的経営改
革を東京電力が行って、収益力を高めて、そし
て福島への責任を貫徹をしていくという中で、
東京電力の価値全体が上がっていく。最終的に
それを、我々は今株を持っているわけですか
ら、それを売却することによって、国も一定
の、今までかけてきた費用の回収が行われると
いう長いビジョンが書かれているわけでありま
す。
○宮川議員 私も会社勤めをしてきましたけれ
ども、事業計画をしっかりつくる、そして企業
価値が高めることができる、あるいはこの投資
によってしっかりと戻ってくる、会社が大きく
なるという見込みがあれば、これはやはり国民
若しくは株主さんに積極的にアピールをしてい
くというのが、私は普通だと思います。
しかし、前回もそうなんですが、東京電力さん
の方はやはり明快な説明をしていただけないよ
うな状況にありますが、私は、この状況を見て
いて、東京電力さんが一つの企業として本当に
独自に判断できていないんじゃないか、もしか
したら、積極的にやりたくないんだけれども、
どうしてもやらざるを得なくて、だから国民に
説明ができない、こういった状況ができてしま
っているんじゃないかということを私は懸念を
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しています。
これは、まさに安倍政権の原発政策に関するわ
けですけれども、第５次のエネルギー基本計画
においても、２０％近い原発を再稼働させると
いう、こういう目標を掲げて、これをやるんだ
ということが、ひずみとしてこの東京電力さん
の経営の方にも出てきているのではないか。あ
るいは、原発輸出のことも、最初はやると言っ
ていたけれども経済的に合わなくてできなくな
ってきている。ですから、やはり経済的な問題
で再稼働等が厳しい状況になってきている。こ
れを安倍政権が、政府が押しつけているからこ
のひずみが出てきているんじゃないかと私は問
題意識を持っていますが、最後に、大臣、どの
ように思われますでしょうか。
○世耕大臣 これはもうエネルギー基本計画で
昨年７月に閣議決定をされたわけであります
が、我々は何も原発の数字ありきで議論してい
るわけではなくて、全体の電力のコスト、ＣＯ
２の排出量、そしてエネルギーの安全保障、そ
ういった総合的な観点から判断をさせていただ
いています。
また、我々の方から個別の事業者に、ここにお
金を入れろとか、そういうことを言うことは全
くありません。
○宮川議員

ういう基準に照らしてこの基本原理に合ってい
るかどうかが大きな問題だと思います。（略）
原発比率２０～２２％を確保するために必要な
原発、どういう運転が必要かをお聞きいたした
いんですが。
○村瀬佳史資源エネ庁電力・ガス事業部長 仮
に、原子力の２０～２２％を実現するというこ
とにいたしますと、この実現可能性につきまし
ては、原子力規制委員会の審査を経て既存の原
発を再稼働いたしまして、震災前の約平均７割
のところ、例えば稼働率を８割程度まで向上さ
せ、一部の炉については運転を行うという中で
達成可能な水準だと考えているところでござい
まして、具体的基数をお尋ねになっておられる
と思います、これにつきましては、約３０基程
度という数字になります。
○山崎議員 ３０基というのは、４０年廃炉に
なるものは何基ですか、そして延長するものが
何基ですか。
○村瀬部長 ２０３０年時点で４０年未満の原
発は２３基となります。また、これを先ほどの
計算と整合的に機械的に計算をすれば、７基程
度を運転延長するという計算になってございま
す。
○山崎議員 これは、今動かせる原発、３６基
あるんですよね。そのうちのほとんどのものを
動かして、それも２０年延長するものも７基あ
って、それでようやく到達するという。これっ
て、実現可能性、皆さんあると言うんでしょう
けれども、これは実現可能性は高いですか、今
の日本で。どうお考えですか。
○世耕大臣 そもそも、エネルギー基本計画の
中のエネルギーミックスというのは、何を何基
動かすということから計算しているわけではな
いわけであります。マクロな視点から、電力の
コストを下げ、ＣＯ２の排出量を抑え、自給率
を高め、再生可能エネルギーもできる限り入
れ、そして原発依存度をできる限り下げという
マクロな計算の中から２０～２２％という数字
が出てきているわけであります。それを、裏打
ちがないといけないから、これは本当に実現で
きるのかと聞かれると、今エネ庁がお答えした
ようなお答えになるわけであります。
我々としては、きちっとした現実性も持ちなが
ら、しかも、国全体のエネルギー政策に関し
て、このエネルギー政策は間違うわけにはいか
ないんです。停電を起こすわけにもいかないん
です。日本の産業競争力の基盤なんです。しっ
かりと責任あるエネルギー政策を展開してまい
りたいと思います。
○山崎議員 世耕さん、それを今ここで言って
いいんですか。胆振東部地震のときに、北海
道、ブラックアウトを起こしたじゃないです

引き続きこの問題に取り組ませて

いただきます。

立憲山崎議員が責任ある
エネルギー政策について質疑
山崎誠議員が３月13日（水）の衆院経産委員
会で、原発ゼロと原発依存のどちらが責任ある
エネルギー政策かについて、世耕弘成経済産業
大臣らに質疑しました。山崎議員は、福島原発
事故収束の見通し、ミサイル攻撃を受けた場合
の安全確保、太陽光・風力発電以外の再エネの
導入、電力系統などを取り上げましたが、ここ
では原発比率２０～２２％を確保するために必
要な原発の運転状況に関するやりとりを紹介し
ます。
○山崎議員 （略）私は、この日本の原発依存
の政策が責任のある政策だとは思いません。こ
れが２０％から２２％残っているという第５次
のエネルギー基本計画のエネルギーミックス
は、私は責任のある政策だとは思いません。そ
の点、ちょっと確認をさせていただきます。
スリーＥプラスＳ、自給率、経済性、それから
環境性能、そして安全、この基準が第一だ、今
お話があったとおりです。じゃ、今の原発、こ
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か。あの責任はどうとるんですか。ブラックア
ウトで、どれだけ酪農の皆さん苦しんだんです
か。今のお話は聞き捨てならないですよ。あれ
だけの期間、ブラックアウトですよ、北海道全
域で。それで何で、停電を起こさないように、
責任のあるエネルギー政策なんて言えるんです
か。世耕大臣、それは大臣として余りにも無責
任過ぎますよ。無責任過ぎる。原発が動いたら
ブラックアウトしなかったと言う方がいますけ
れども、原発なんてすぐに、大きな地震が来た
ら瞬停ですよ。
じゃ、今のように、今、国民の皆さん、どうい
うふうに御理解したか。２０～２２というの
が、実はエネルギー政策、マクロな視点から出
てきて、そのために決まった数字なんだと。
前、何度もこの話はしています。目標ではない
というのは確認しました。じゃ、何ですかと聞
いたら、あるべき姿だと言いました。あるべき
姿と目標というのは、私は紙一重だと思います
よ。
いや、いいんです。だから、私は、そうであれ
ば、限りなく依存を低くしたいんだったら、今
とまっている状態が一番いいじゃないですか。
そこからスタートしたらいいじゃないですか。
でも、再稼働、再稼働と言って、２０～２２と
言っている。それは、皆さんが言うのは、スリ
ーＥプラスＳだの何だのありますよ。だけれど
も、それを別な方法から考えようとしないのに
私は問題があると思います。
まず、２０～２２を実現する可能性というのは
極めて難しい、これにコミットするあるいは責
任をとるということは私はできないと思うの
で、とっていないとは思いますけれども、です
ので、ここでも無責任だと思います。
じゃ、もう一つ聞きます。２０～２２％、こ
れを動かすために、３６基の原発を動かす、あ
るいは延長もしなければならない、どのぐらい
のコストをかけて安全対策をしたら動くんです
か。
○村瀬部長 個別の炉で安全対策コストは異な
っておりますので、一概に言えないということ
でございます。
○山崎議員 （略）私は、結局、ここでもお金
がかなりかかる。なので、経済の面ですよ、経
済性の面でも、これ以上追加投資をして、原
発、４０年、その後どうするのか、そういう、
今、時期で考えなきゃいけない。だから、エコ
ノミーというＥの観点でも破綻していると思い
ます、原発は。資料２を見てください。これは
産経新聞です。これには、やはり、再稼働定着
せず、大変厳しいと。この目標達成をするため
にはかなり苦労するだろうというお話が書いて
あります。下の２段目のところを見てくださ

い。経済同友会の小林代表幹事、この国の目
標、余り現実的ではないというようなお話をし
ている。その先です、一番最後、東京理科大学
大学院の橘川先生、最大の問題点は国が原発の
建てかえに言及しないことだ、原発を使い続け
るのなら危険性の最小化が大前提になる、その
ためには必要な建てかえに触れないことには、
国の逃げ腰や先送り姿勢が端的にあらわれてく
る、このように言っていますよ。
２０～２２をきちっと果たそうとするならば、
建てかえも視野に入れて検討しないとだめだと
言っている。専門家の意見です。これは、いろ
いろな委員会でも参加されている大先生でござ
いますよ。この指摘をどうお考えですか。
○世耕大臣 もうこれはいつも私がお答えする
形になるんですけれども、現時点において原発
の新設、リプレースというのは我々は全く考え
ておりませんし、エネルギー基本計画にも新
設、リプレースというものは織り込まれていな
いわけであります。
２０～２２の数字は、先ほどから何度も申し上
げているように、何を何基立ち上げて、何キロ
ワット確保してという話ではないんです。これ
は、マクロな視点から２０～２２。そして、じ
ゃ、裏打ちがあるのか、実現性があるのかと言
われたら、今、村瀬部長が先ほどから御答弁し
ているように、機械的に計算をすれば、一定の
稼働率を前提にし、一部は運転延長することを
前提にすれば、今ある原発でも実現は可能であ
りますということをお答えしているわけであり
ます。
○山崎議員 机上の空論はやめてください。私
は、現実的に動かせるのかどうかを、責任のあ
る立場で、責任のある御意見が聞きたいんです
よ。とまっている原発を全部動かして、足し
て、掛ける８０（％）すればこれだけの電気が
起きるから、それはわかりますよ、ちょっと計
算ができればそれは計算できる。でも、そんな
計算ができないでしょう、この原発の問題で。
そんな単純じゃないんですよ。そこに責任を持
てないエネルギー政策は私は無責任だと思いま
す。

質問主意書
落合貴之議員３月１日提出の「我が国企業によ
るインフラ・システムの海外展開と原子力発電
に関する質問主意書」に対して３月12日に答
弁書がありました。
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