衆議院経済産業委員会速記録（議事速報）
平成29年12月1日

この議事速報は、正規の会議録が発行される
までの間、審議の参考に供するための未定稿
版で、一般への公開用ではありません。
後刻速記録を調査して処置することとされた
発言、理事会で協議することとされた発言等
は、原発言のまま掲載しています。
今後、訂正、削除が行われる場合があります
ので、審議の際の引用に当たっては正規の会
議録と受け取られることのないようお願いい
たします。

○稲津委員長 次に、富田茂之君。
○富田委員 公明党の富田茂之でございます。
世耕大臣に御質問させていただきたいと思いま
す。
今、城内議員の方から、事業承継税制について
御質問がありました。私もまずこの点から取り上
げたいと思うんですが、実は、十月の二十六日に、
長野県の松本市で、全国中小企業団体の全国大会
がありました。党を代表して行かせていただいて、
この全国大会の大きなテーマがやはり事業承継税
制の抜本的改革ということでありました。
昨日の参議院の予算委員会でも、世耕大臣の方
から、この点について、我が党の西田議員に丁寧
な御説明をいただきましたけれども、やはり大変
な状況にある。中小企業庁や中小企業団体の説明
によりますと、先ほど城内議員からもありました
が、今後十年の間に、七十歳を超える中小企業・

小規模事業者の経営者が二百四十五万人だ、その
うちの半数、百二十七万人について後継者が決ま
っていない、このまま放置すると、中小企業廃業
の急増により、今後十年間、累計で約六百五十万
人の雇用、そして二十二兆円のＧＤＰが失われる
んじゃないか、これはきのう世耕大臣も言われて
いました。
こういう現状を踏まえて、やはり、今後十年間
で集中的な取り組みが必要だと思うんですが、大
臣はどのように認識されて、どのように取り組も
うとされているのか、まず教えていただきたいと
思います。
○世耕国務大臣 やはり、今御指摘のとおり、本
当に危機的な状況だというふうに思います。単な
る企業の後継ぎの問題ではなくて、やはり、二十
二兆円のＧＤＰ、六百五十万人の雇用が失われる
という、経済全体の問題として把握をしなければ
いけないと思っています。
先ほど、城内委員の御質問にもあったように、
ああいういい技術を持っているのに継承できない。
ただ、大企業にＭアンドＡされるというのは必ず
しも悪いことではないとは思いますけれども、い
い技術を持っているのにしっかり会社が継承され
ない。あるいは、黒字なのに廃業に追い込まれる
というようなこと、これも本当に深刻だと思いま
すし、また、私の地元の和歌山のようなところで
もそうですけれども、過疎地においては、例えば、
そんな黒字ではないんだけれども、小さな町のス
ーパー、それが廃業してしまうと、その地域の生
活そのものが成り立たなくなるというようなこと

も、事業承継がうまくいかないことによって、こ
れから頻発してくるんではないかという危機感を
持っております。
そういう意味で、これはお答えしていいんです
かね、今考えていることを。まず、税の面からは、
平成二十一年から事業承継税制というのを入れて、
毎回毎回少しずつ改善しながらやってきているん
ですが、もう十年近くたっているのに、まだ利用
した人は、相続、贈与、両方足して二千件程度と
いう状況であります。これは、明らかに使い勝手
が悪いわけであります。
幾つかの視点があるんですけれども、まず、全
額猶予されるわけではない、三分の二の八割まで
ということですから、実質五〇％ちょっとしか猶
予されないということ。あるいは、猶予されたと
しても、その後、いろいろなことが起こるわけで
すね、その条件が厳し過ぎる。例えば、同族で常
に過半数持っていないと、それを割り込んだら直
ちに税金を払ってもらいますよということになる
わけですが、当然、第三者割り当て増資とか、い
ろいろな選択肢があるんですが、それが縛られて
しまっている。
あるいは、最終的に、先ほどの注射針の会社の
ように、十年頑張ってみたけれども、どこかに売
却をする、そのときに、親から引き継いだときは
一億円の価値のあった会社が、売却したときには
もう二千万円でしか売れなかったというときに、
いきなり税務署がやってきて、はい、十年前の一
億円分の相続税を払ってくださいね、これでは怖
くて使えないとか、あるいは、雇用条件、八割を
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維持しなければいけない、これも、これからいろ
いろ、自動化とか生産性革命とかをやっていく中
で、人手不足に対応して、退職した人を補充しな
いで機械化を進めるというような選択肢が縛られ
る。
こういうやはり使い勝手の悪さがあって、二千
件にとどまっています。
毎回毎回、建て増しのように改善はしてきてい
ますが、ことし、来年度へ向けての税制改正では、
抜本的な対策をぜひとりたいというふうに考えて
おります。
○富田委員 質問しようと思ったことを全部言わ
れちゃったんですが、問題意識は全く同じだなと
いうふうに思います。
やはり、使い勝手が悪いという点で、何点か、
今大臣が言われたように、承継後五年平均で雇用
を八割維持しなきゃだめだと。先ほど城内議員も
言われていましたけれども、これは小規模事業者
にとっては本当に大変なことで、例えば、五人の
従業員しかいないところ、二人やめちゃったらも
う終わりなわけですから、そういったところを、
やはりきちんとここを撤廃した方がいいんじゃな
いか。
また、五年経過後も事業継続がこれは必要なん
ですね。免除となるのは破産や特別清算といった
特別の場合のみだという、ここの部分がやはり大
問題だと。
先ほどお話あったように、対象となるのが発行
済み議決権株式の三分の二、これも問題で、しか
も、代表者かつ筆頭株主の先代から代表者かつ筆

頭株主の後継者への承継のみが対象だと。すごい
限られている。
三分の一が承継されない、あるいは、もとの親
族がみんな株式を分散で持ってしまって、なかな
か株式を集計していくということができなくなっ
ている。こういったところを全部今回の税制改正
でぜひ撤廃をしていきたいと思いますし、我が党
の方も、財務省の主税局と一生懸命この点を詰め
ております。主税の理解もだんだんいただいてい
ますので、何とかしていきたいなとは思うんです
が。
一番の問題は、先ほど大臣が言われた、猶予か
ら実際の相続、あるいは承継後の廃業、第三者へ
の譲渡時に、承継時の事業資産の評価と異なる場
合、今一億円が二千万と言われましたけれども、
この評価がえを認めることができれば事業を引き
継ぐ方にとってかなりのインセンティブになるん
じゃないか、ここが今回の肝だと思うんですね。
ここをぜひ財務省の方ともしっかり打ち合わせを
した上で、この点をかち取っていきたいと思いま
すが、大臣、いかがでしょうか。
○世耕国務大臣 まさにそこが一番私も重要だと
いうふうに思っております。
一部、団体の方ではもう完全に免除という声も
ありますけれども、やはり売却したときの実際の
売却価格に沿った形で納税をしてもらえるような
形にするのが現実的ではないかというふうに思っ
ております。
これは今、政府内でも財務省と折衝をしており
ますし、また与党の税調でもいろいろ御議論をい

ただいているというふうに思いますが、ぜひこれ
は実現をしたい、経済産業省としてはそのように
考えております。
○富田委員 先ほどの城内議員の方から、ドイツ
にずっと暮らされていたのでドイツに詳しいとい
うことでお話ありましたが、ドイツの一〇〇％免
除というのをいろいろ調べてみたんですが、やは
り限定されている。かなり限定されていて、現預
金の相当部分とか株などの金融資産また貸付不動
産は猶予、免除の対象外になっているんですね。
これを日本にそのまま当てはめるというのはやは
りなかなか難しいなと。
中小企業団体からは免除を望む声が確かに我が
党にも寄せられていますが、猶予からいきなり免
除というのは、やはり一般の相続の納税者との公
平性を考えたときにもちょっと難しいんじゃない
か。みんなで集めれば、相続税を、脱法とは言い
ませんけれども、一切納めないで済むというよう
な形ができることもありますので。
今、評価がえをすれば、これは事実上一部免除
になるんですね。一億円をもし二千万となれば八
千万の免除になりますから、ここがやはり、大臣
言われるように、本当に肝だというふうに思いま
すので、ぜひ経産省の方でもここを取り組んでい
ただきたいというふうに思います。
また、会計の専門家団体から、事業承継税制の
抜本的拡充に向けて、現在あります経営改善計画
策定支援事業とか早期経営改善計画策定支援につ
いても、新たな事業承継政策の中で活用できるよ
うにしてもらえないか、自分たちの能力をきちん
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とその事業承継の面でも生かしてもらいたいとい
うような提言がされております。この点について
は経産省はどのようにお考えでしょうか。
○安藤政府参考人 お答え申し上げます。
大臣も御答弁させていただいておりますように、
事業承継の前と、そしてまた事業承継をした後の
企業の磨き上げというものが大変大事だというふ
うに認識をさせていただいております。
今委員御指摘のように、金融機関あるいは税理
士、中小企業診断士、さまざまな支援にかかわっ
ておられる方々がおられます。こういった方々に
御協力をいただきまして、金融支援を伴いますよ
うな経営改善計画の策定支援、これはまだ今始め
つつあるところでございますけれども、この事業
承継に当たりましても集中的に実施をさせていた
だきたい、このように思っております。
また、ことしの五月から、本格的な経営改善計
画が必要となるさらにその早期の段階におきまし
て、資金繰り計画を中心とした、より簡易でスピ
ーディーな経営改善計画を策定する、こういうこ
とに対する御支援も始めております。
このようなことも含めまして、総合的に企業を
引き継ぎやすいような状況にさせていただく、こ
ういった御支援を集中的に実施をさせていきたい、
このように思っております。
○富田委員 ぜひ集中的にやっていただきたいと
思います。
ある税理士さんから、経営改善計画と同じよう
に、事業承継計画、十何年にわたって、やめてい
く方と新しく引き継ぐ方がどんなふうにやってい

くかという計画書のサンプルを見せてもらいまし
た。なかなかよく考えていらっしゃるなと。会社
の資産がどういうふうに異動していくかとかそう
いったものを全部含めて考えているというような
御提言をいただきましたので、こういったものも
ぜひ中小企業庁の方で活用していただきたいとい
うふうに思いますので、よろしくお願いいたしま
す。
次に、高レベル放射性廃棄物の最終処分場問題
について御質問をさせていただきます。
大臣は、八月の二十三日から二十五日、フィン
ランドを訪問されて、オンカロの施設内にも入ら
れ、また、立地自治体であるエウラヨキの関係者
とも会談をしてきたというふうにお伺いをしてお
ります。
実際にオンカロの地下施設に入ってみてどのよ
うな感想を抱かれたか、また、エウラヨキ自治体
の皆さんと会談をされて、ここはポシヴァという
会社が入ったんですが、四十年近く前からずっと
関与してきて、今実際に始まっているというよう
な状況だと思います。
私も、今、民進党の幹事長をされております増
子輝彦さんと二〇一三年の九月に二人で行ってき
たんですが、大変感動しましたので、ぜひちょっ
と大臣の感想をお聞かせ願いたいと思います。
○世耕国務大臣 まさに最終処分施設になるオン
カロの現場を見させていただきました。私は、地
下四百二十メートルまで入れていただいて、まさ
に掘削が進んでいく最先端のところも見ましたし、
すぐその横で、キャスクをどういう形で収納する

かということ、いろいろなテストの穴が掘られて、
ここへキャスクを入れるんですというようなとこ
ろも実際の現場を見てまいりました。相当慎重に
慎重を重ねて、そしてあらゆる事態を想定してつ
くられているということを改めて感じたわけであ
ります。そしてまた、一つ穴を掘るといっても、
穴それぞれによって地層の走り方とか水の出方が
違って、そのデータを細かくとりながら調査研究
を進めているという姿にも大変参考になる思いが
いたしまして、やはり百聞は一見にしかずで、こ
れから最終処分の問題を担当して進めていかなけ
ればいけない大臣として、この現場を見れたとい
うことは非常に大きかったと思います。
それともう一つ私が非常に関心を持っておりま
したのは、地元自治体がどういう気持ちでいるの
かということを知りたかったわけであります。そ
ういう意味で、立地自治体であるエウラヨキ市を
訪問して、市長ですとか市議会の皆さんと懇談を
させていただきました。このエウラヨキ市という
のは、原発の立地というか、最終処分場自体がほ
ぼ原発のサイトのそばにつくられているものです
から、長年原発とともに生きてきた町でもあるわ
けですが、そういった中でも、特に、地域の理解
を得ていく上で、事業者が非常に丁寧なコミュニ
ケーションを長年にわたって積み重ねて、そして、
信頼関係を構築してきたということを痛感いたし
ました。
日本においても、そういうことをこれから、今
ようやく科学的特性マップというのを示して最初
の一歩を踏み出したわけでありますが、そういう
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コミュニケーションの重要さということを改めて
感じたわけでありまして、今ちょっとＮＵＭＯで
お騒がせをする事態が起こっていますが、これも
直ちに厳正に対処をしながら、フィンランドの経
験にも学びながら、一歩ずつ着実に取り組んでま
いりたいというふうに思っております。
○富田委員 今大臣言われたように、我々も、見
に行ったときに、オンカロについては、その前に
スウェーデンのエスポ岩盤研究所の地下にも潜っ
てきたんですが、これはかなり大きな施設でした。
このエスポと異なって、そのまま放射性廃棄物に
ついて処分するということで、将来の埋め戻しに
向けて、トンネルの大きさとか壁面とか路面の処
理についてもかなり考えながらやっている、必要
最低限のことだけやっているんだというようなこ
とでありました。
実際に処分を行う予定の場所でさまざまな試験
を行っており、こうした試験の積み重ねが信頼性
や安全性につながっていくということを実感して
きましたので、大臣も見ていただいて大変よかっ
たと思いますし、また、エウラヨキの自治体、大
臣が会った市長さんは多分我々のときとかわって
いるようですが、やはり同じ話をされていて、ポ
シヴァが入ってきて、立地自治体としてどういう
ふうに感じたんだという質問をしましたら、一言
で言うなら透明性だと。四十年前に初めてやって
きたときから、透明性が重視されている、全部明
らかにしてもらっていたということと、自治体の
トップと事業者と規制機関のトップ、この三者が
年に二、三回必ず会って、直接いろいろな話をし

てきた、もし何か不祥事が生じた場合には自治体
に必ずすぐ連絡する、そういう体制ができている
ので、我々はうまくやっているんだと。
こんなふうにも言っていました。一般住民が関
心を持つのは経済的メリットと安全であり、安全
については規制機関に依存している、規制機関に
対する信頼がしっかりしていることが日本との大
きな違いではないかと。規制機関は何でもきちん
とやるんだということに対して、ここの自治体の
住民の皆さんは物すごい信頼性がある。日本はそ
こがちょっとまだ心配だということで、なかなか
うまくいかないのではないかというような提言も
していただきましたので、ぜひこういったことを
参考にして、今後の最終処分場の設置に向けて活
動をしていただきたいというふうに思います。
今大臣言われた科学的特性マップ、この件でち
ょっとまた御質問をしたいんですが、七月に公表
がされました。この科学的特性マップの公表につ
いて、どのような意義があるというふうに大臣は
考えているでしょうか。
○世耕国務大臣 まず、高レベル放射性廃棄物の
最終処分は、今の世代の責任として解決をしてい
かなければいけない重要な課題だと思っています。
しかし、今まで、処分地選定の最初の段階である
文献調査にも入れていないという状況が長い間続
いてきたわけであります。
平成二十七年五月に最終処分法に基づく基本方
針を改定しまして、最終処分の課題に国が前面に
立って取り組むこととしました。それまでは自治
体の手挙げ方式みたいな形になっていたわけです

が。その具体的な取り組みの一つとして、専門家
の検討や国際機関のレビューなどを経て、ことし
七月に科学的特性マップを公表させてもらいまし
た。
このマップは、地層処分について広く国民の皆
さんの関心と理解を深めていくことを目指しまし
て、地域の科学的特性について、全国一律の客観
的で科学的な基準に基づいて、一般の方にもわか
りやすいように全国地図の形で示したものであり
ます。
今回の特性マップの提示というのは、あくまで
も最終処分の実現に向けた長い長い道のりの最初
の一歩ということになるわけでありますが、しか
し、一方で重要な一歩だというふうにも思ってお
りまして、このマップの提示を契機に、きめ細や
かな対話活動を丁寧に行って、広く国民の皆さん
の理解を得られるよう、しっかりと取り組んでま
いりたいというふうに思っております。
○富田委員 国民の理解を得るために意見交換会
をずっと全国各地で行っているわけですが、その
意見交換会の中で、ことしの十一月の六日ですか、
埼玉会場での意見交換会で、出席していた学生か
ら、謝金の提供があると知人から聞いて参加した
という、ちょっと信じられないような発言があっ
て、ＮＵＭＯの皆さんも驚いたようです。
その後、いろいろなやりとりがあり、また大臣
への報告もあり、大臣からもきちんと事実関係を
調査しろというような指示があって、ＮＵＭＯの
方としては、委託先、その再委託先、そういうと
ころでこういう問題が発生したということで、委
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託契約を解除して、過去の対話活動も含めて事実
関係を徹底的に調査しようというような動きにな
っているようですが、どうも、新聞報道によると、
去年もそういうふうにお金をもらったんだという
学生が出てきたり、学生に対して直接調査すると
いうのはなかなか難しいと思うんですね、この徹
底調査というふうに言っても。ＮＵＭＯの方で担
当されると思うんですが。
今後どういうふうにこの意見交換会を運営して
いったらいいのか、また、その徹底調査をどうい
うふうにしていったらいいのか、大臣はどのよう
にお考えでしょうか。
○世耕国務大臣 まず、謝金を払って参加者を動
員するなんということは、これはあってはならな
いことでありまして、ＮＵＭＯは経産省の監督下
にある組織でありますし、また、この意見交換会
自身、ＮＵＭＯと経産省の共催という形になって
いるわけでありまして、これは経産大臣として国
民の皆さんに本当に深くおわびをしたいというふ
うに思います。
この意見交換会の動員が行われていたという報
告は、私には十一月十四日に上がってきました。
これはうちの役所に上がってきたその日のうちに
私に報告が参りました。
私は、まず最初に指示をしたのは、ＮＵＭＯか
ら、そういう謝金での動員はしちゃだめだよとい
う指示をして、まず委託先に委託をしていた、そ
して、その委託先がまた、そういう指示があるよ
ということを言って再委託先に委託をしていたに
もかかわらず、そこの社員が謝金を払って動員を

する、何かそういうことをビジネスにしているよ
うな会社であるような気もするわけですけれども、
そういうことを行っていたということでしたので、
まず私が指示をしたのは、直ちにこの再委託先は
仕事から外せということを言いました。これはも
うその日のうちに外されております。
さらに、その直接の委託先、これについてもで
きるだけ早く契約を解除しろという指示をしまし
た。できるだけ早くというのは、もう既に人が動
いてしまっているとか、支払いが発生しているよ
うなことはちゃんと手当てしなければいけません
から、そういったことについては頼むけれども、
そこを一日も早く整理をして、これも契約を解除
しろ、指示が貫徹しなかったということで解除し
ろということで、これも十一月二十四日に解除を
されています。
私は、こういった意見交換会を、そもそも、ほ
ぼ運営そのものを業者に丸投げしていたというこ
とが問題だというふうに思っています。これは、
実は、平成十九年、第一次政権のときにタウンミ
ーティング問題というのがありまして、実はあの
とき、収拾に、私、当時補佐官として当たりまし
た。このとき、一つのルールとして、丸投げはだ
めだ、こういうタウンミーティングの類いの運営
を丸投げ、当然、例えば照明とか新聞広告とか、
単発の委託というのはあり得るわけですけれども、
運営そのものを丸投げするのはだめだということ
で、それは実はもう政府のルールとしてあるわけ
ですが、それが守られていなかったということで
す。

そもそも、私、意見交換会を何も派手にやる必
要は全くないと思っていまして、公民館にパイプ
椅子を並べてやればいいんです。ちゃんと告知だ
けはそれぞれ地元の新聞に告知をし、あるいはウ
エブでも載せ、そしてソーシャルネットワークで
もしっかり告知をして、後、それで人が来ないな
ら来ないで、それが今の最終処分に関する現実だ
としっかり受けとめてやることが私は大切だと思
っています。
ＮＵＭＯも今、基本的に広報が一番重要な業務
なんです。それを丸投げするということ自体あり
得ないので、全部手づくりでやれということを今
指示して、次回の意見交換会から、もう契約は全
部解除しましたので、手づくりでやってもらいた
いというふうに思っております。
○富田委員 大臣がおっしゃるとおりだと思うん
ですね。なかなか国民の関心は高くありませんか
ら、多分、意見交換会をやっても、本当に関心の
ある人はずっと注視していて来られるでしょうし、
その中で、新しい理解者をふやすということも大
事だと思うんですが、こういったことをしてまで
やる必要はない。
国会の方で、超党派で、高レベル放射性廃棄物
最終処分場問題を考える議連をつくっています。
なかなか入っていただけません、やはり国会議員
の中でも。ずっと取り組んでいる人間は、みんな
一緒になって世界じゅうのこの施設を見て回って
いるんですが、最終的に、トイレなきマンション
をつくるわけにはいかないわけですから、必ずど
こかでやらなきゃならない。でも、オンカロは四
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十年かかりました。今やっておかないと大変なこ
とになるということで議連としても取り組んでい
ますので、今大臣が言われたように、本当に手づ
くりでやって、理解を広げていくということが大
事だと思いますので、ぜひ、大臣のリーダーシッ
プで今後の意見交換会をそのようにとり行ってい
ただきたいというように思います。
最後に、ちょっと地熱発電の取り組みについて
御質問したいというふうに思います。
ことしの八月二十四日、アメリカ・カリフォル
ニア州のガイザースという地熱発電所を視察して
きました。自費で行ってきましたので、これは強
調していきたいと思うんですが。ここは、一九六
〇年に世界最大の地熱地帯であるガイザース地熱
発電所をつくったと。順調に地熱発電を行ってい
たんですが、一九八〇年代半ばから蒸気の減衰に
よって発電量が低下して、どうしようもなくなっ
てきた。そういう中で、実は、一九九七年、生活
排水の処理水を地熱貯留層に注入するリチャージ
ということを実施して、以降、発電能力は回復し
たということで、これを見せていただこうという
ことで現場に行って、つぶさに見てきました。
タービンとか発電機は富士電機製でした。やは
り日本のタービンや発電機がしっかり地熱発電所
で活動しているというのを見させていただきまし
た。
実は、このときに、ＪＯＧＭＥＣが、人工涵養
技術、地熱の発電量維持のために人工的に外部か
ら地下に注入する技術について、米国電力研究所、
ＥＰＲＩというらしいんですが、ここと共同研究

をやっていると。すばらしいことだなというふう
に思いました。日本でもやはりこういったことを
どんどんやっていかなきゃいけないんじゃないか
な。
実は、イタリアのラルデレロという、地熱発電
を初めて百十年前にやったところも、先ほどの増
子さんと一緒におととし見に行ってきたんですが、
ここもやはり発電量が落ちてくることに備えて、
バイオマスの発電所とコンバインにして新しい発
電所をつくっていたんですね。残念ながら、これ
はラルデレロからまた一時間行かなきゃならない
のでその現場は見れなかったんですが、やはり世
界はそういうふうに、一番先にやったところでも
新しい技術を開発してそんなふうに取り組んでい
るんだなというのを見てまいりました。
今回の視察を踏まえて、実は八月三十日に菅官
房長官にこのような提言を申し入れさせていただ
きました。「地熱発電について、地熱資源量の調
査等を支援するとともに、従来型地熱発電の開発
期間の短縮・開発コストの低減に資する技術開発
や、大型化が期待される次世代地熱発電に関する
技術開発等に取り組むこと。」。
これは、これまでもずっと、リードタイムを短
くしろということをこの委員会で質問させていた
だいて、随分取り組んできていただいているんで
すが、やはり安定的な電源ということで地熱とい
うのは日本にとっては大事になると思いますので、
経産省、資源エネルギー庁として今後この地熱発
電にどのように取り組んでいかれるのか、お聞か
せ願いたいと思います。

○小野政府参考人 お答えします。
地熱発電は、他の再生可能エネルギーと比較い
たしまして、開発期間が長い、それから開発コス
トないし開発リスクが高い、加えまして、発電出
力を長期間維持するための管理が難しい、今議員
御指摘のように、運営している間に出力が落ちて
しまう、このような問題が存在しております。
議員御指摘の技術開発は、これらの課題を抜本
的に開発し、地熱発電拡大の切り札になるものと
いうふうに考えておりまして、これまでもいろい
ろな取り組みを行っているところでございます。
例えば、掘削期間の大幅な短縮やコスト低減に
つなげるものといたしまして、より精度の高い探
査技術の開発、それから高温の地盤を掘削する技
術の開発、加えまして、今ありました人工涵養、
人工的に地下に注水し蒸気量を維持することで安
定的な発電量を確保するという技術開発に取り組
んでいるところでございます。
さらに、次世代の技術、これも御指摘ありまし
た技術でございますけれども、通常よりもさらに
深い地層からより高温高圧の蒸気を取り出すこと
で発電出力を飛躍的に高める、超臨界地熱発電と
いうふうに呼んでいますけれども、これについて
も開発に着手しているところでございます。
今後とも、地熱発電のさらなる導入拡大に向け、
これらの技術開発を強化してまいりたいというふ
うに考えております。
○富田委員 ぜひ、資源エネルギー庁にも積極的
に取り組んでいただきたいというふうに思います。
もうあと時間がありませんので、ちょっと大臣
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に提言をしておきたいと思うんですが、実はこの
地熱発電所を見に行ったときに、ニューメキシコ
州のカールズバッドというところに行きまして、
核廃棄物隔離試験施設、ＷＩＰＰという軍の核廃
棄物の隔離施設を見せてもらいました。ここは実
は三年前に火災を起こして、三年前にも行こうと
したんですがちょっと見せてもらえなくて、今回
初めて入れたんですが、火災を起こしたというこ
とによって、そういう地下に入るのが本当に大変
なんだということで、一時間近く、防毒マスクの
つけ方とかいろいろなことをやらされた上で中を
見せていただいたんですが、こういった知見もき
ちんと得るということは大事だなというふうに、
ひとつこの施設を見させていただいて思いました。
もう一つ、このときに、シリコンバレーでＳＡ
Ｐという会社に行ってきたんですが、ここは世界
四位、ＩＴの産業では一挙に大きくなった会社で、
このシリコンバレーの支社には四千人働いていて、
その中に日本人が、小松原さんという、一人だけ
いたんですね。彼からいろいろ、今アメリカでＩ
Ｔがどういうふうに進んでいるかといろいろなこ
とを教えてもらったんですが、先ほど自動走行の
話とかありましたけれども、ＵＰＳという本来配
送業の会社が、全米は広いものですから、本当は
物を運んでいるのに、自分たちが受けたものを３
Ｄプリンターを各地域に置いておいて、同じもの
をつくっちゃう、そこから配送する。だから、ず
っと大陸を運送する必要がないような、そこまで
考えてやっているというのを見せられて、ちょっ
と日本、もう少ししっかりやっていかないと、自

動走行を今どうするんだみたいなところはちゃん
とやった上で、そこまでやっていく必要があるな
というのを見せられましたので、ぜひそういった
ことも参考にして今後取り組んでいただきたいと
いうふうに思います。
どうもありがとうございました。終わります。
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