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第一 現行法とその問題点 
１． 原子力損害賠償法 

原子力発電、原子燃料製造、再処理など原子力施設の運転中に発生した事故により原子

力損害を受けた被害者を救済するため、1961 年に原子力損害賠償法（原賠法)が定められた。

原子力損害賠償法では以下のことが定められている。 
 
原子力損害賠償法 条文 
（目的) 

第一条 この法律は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に

関する基本的制度を定め、もつて被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資

することを目的とする。 
 
（無過失責任、責任の集中等)  
第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当

該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その

損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限り

でない。 
 
（損害賠償措置を講ずべき義務)  
第六条  原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置（以下「損害賠償措置」とい

う。)を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。 
 
（国の措置)  
第十六条  政府は、原子力損害が生じた場合において、原子力事業者（外国原子力船に係

る原子力事業者を除く。)が第三条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき額が賠償措

置額をこえ、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、原子力事

業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なうものとする。  
2  前項の援助は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内において行なうも

のとする。 
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• 原子力事業者に無過失・無限の賠償責任を課すとともに、その責任を原子力事業者

とする。 
• 賠償責任の履行を迅速かつ確実にするため、原子力事業者に対して原子力損害賠償

責任保険への加入等の損害賠償措置を講じることを義務付ける。（賠償措置額は原子

炉の運転等の種類により異なりますが、通常の商業規模の原子炉の場合の賠償措置

額は現在 1200 億円) 
• 賠償措置額を超える原子力損害が発生した場合に、国が原子力事業者に必要な援助

を行うことを可能とすることにより被害者救済に遺漏がないよう措置する。 
 
原子力損害賠償制度 

 
原子力災害は、天災や社会的動乱の場合を除いて、原子力事業者に損害賠償の責任があ

る。電力会社は「原子力損害賠償責任保険」を保険会社と結び、また、国と「原子力損害

賠償補償契約」を結ぶことになっている。事業者の責任が免ぜられた損害や保険限度額を

超えた場合は、国が被害者の保護のために必要な措置をとることになっており、事業者と

国が一体となって原子力損害の填補を行うようになっている。 
賠償措置額については、2009 年（平成 21 年)の原賠法の改正により、現在 1 サイトあたり

最高 1200 億円となり、適用期間が 10 年間（2019 年末まで)に延長された。 
（電気事業連合会 HP より) 
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２． 原子力損害賠償支援機構法 
 原子力賠償支援法の趣旨  

東京電力福島原子力発電所事故による大規模な原子力損害を受け、政府として、これま

で原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、  
①被害者への迅速かつ適切な損害賠償のための万全の措置  
②東京電力福島原子力発電所の状態の安定化・事故処理に関係する事業者等への悪影響の

回避  
③電力の安定供給  
の 3 つを確保するため、「国民負担の極小化」を図ることを基本として、損害賠償に関する

支援を行うための万全の措置を講ずる。  
 概要  

原子力事業に係る巨額の損害賠償が生じる可能性を踏まえ、原子力事業者による相互扶

助の考えに基づき、将来にわたって原子力損害賠償の支払等に対応できる支援組織（機構)
を中心とした仕組みを構築する。  
①原子力損害賠償支援機構の設置、原子力事業者からの負担金の収納  
原子力損害が発生した場合の損害賠償の支払等に対応する支援組織として、 
原子力損害賠償支援機構を設け、損害賠償に備えるため積立てを行う。  
機構は、機構の業務に要する費用として、原子力事業者から負担金の収納を行う。  
機構に、第三者委員会的な組織として「運営委員会」を設置し、原子力事業者への資金援

助に係る議決等、機構の業務運営に関する議決を行う。  
②機構による通常の資金援助  
原子力事業者が損害賠償を実施する上で機構の援助を必要とするときは、機構は、運営委

員会の議決を経て、資金援助（資金の交付、株式の引受け、融資、社債の購入等)を行う。  
機構は、資金援助に必要な資金を調達するため、政府保証債の発行、金融機関からの借入

れをすることができる。  
③機構による特別資金援助  
（ア)特別事業計画の認定  
機構が原子力事業者に資金援助を行う際、政府の特別な支援が必要な場合、原子力事

業者と共に「特別事業計画」を作成し、主務大臣の認定を求める。  
特別事業計画には、原子力損害賠償額の見通し、賠償の迅速かつ適切な実施のための方

策、資金援助の内容及び額、経営の合理化の方策、賠償履行に要する資金を確保するた

めの関係者（ステークホルダー)の協力の要請、経営責任の明確化のための方策等につい

て記載する。機構は、計画作成にあたり原子力事業者の資産の厳正かつ客観的な評価及

び経営内容の徹底した見直しを行うとともに、原子力事業者による関係者に対する協力

の要請が適切かつ十分なものであるかどうかを確認する。 主務大臣は、関係行政機関の
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長への協議を経て、特別事業計画を認定する。  
（イ)特別事業計画に基づく事業者への援助  
主務大臣の認定を受け、機構は、特別事業計画に基づく資金援助（特別援助)を実施する

ため、政府は機構に国債を交付し、機構は国債の償還を求め（現金化)、原子力事業者に

対し必要な資金を交付する。  
政府は、国債が交付されてもなお損害賠償に充てるための資金が不足するおそれがある

と認めるときに限り、予算で定める額の範囲内において、機構に対し、必要な資金の交

付を行うことができる。  
機構は、政府保証債の発行等により資金を調達し、事業者を支援する。   

④機構による国庫納付  
機構から援助を受けた原子力事業者は、特別負担金を支払う。  

機構は、負担金等をもって国債の償還額に達するまで国庫納付を行う。  
ただし、政府は、負担金によって電気の安定供給等に支障を来し、または利用者に著しい

負担を及ぼす過大な負担金を定めることとなり、国民生活・国民経済に重大な支障を生ず

るおそれがある場合、機構に対して必要な資金の交付を行うことができる。  
⑤損害賠償の円滑化業務  
機構は、損害賠償の円滑な実施を支援するため、 
（ア)害者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行うとともに、 
（イ)原子力事業者が保有する資産の買取り及び 
（ウ)賠償支払の代行（原子力事業者からの委託を受けて賠償の支払、国または都道府県知

事の委託を受けて仮払金※の支払)を行うことができる。  
※平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案に基づく国による仮

払金  
 
原子力損害賠償支援機構法 条文 
 
（目的)  
第一条  原子力損害賠償支援機構は、原子力損害の賠償に関する法律 （昭和三十六年法

律第百四十七号。以下「賠償法」という。)第三条 の規定により原子力事業者（第三十八条

第一項に規定する原子力事業者をいう。第三十七条において同じ。)が賠償の責めに任ずべ

き額が賠償法第七条第一項 に規定する賠償措置額（第四十一条第一項において単に「賠償

措置額」という。)を超える原子力損害（賠償法第二条第二項 に規定する原子力損害をいう。

以下同じ。)が生じた場合において、当該原子力事業者が損害を賠償するために必要な資金

の交付その他の業務を行うことにより、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気

の安定供給その他の原子炉の運転等（第三十八条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)
に係る事業の円滑な運営の確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な
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発展に資することを目的とする。  
 
（国の責務)  
第二条  国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っている

ことに鑑み、原子力損害賠償支援機構が前条の目的を達することができるよう、万全の措

置を講ずるものとする。 
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３． 現行法の問題点 
 支援機構から東京電力が受け取るお金が、債務という形ではなく援助という形になっ

ているため東京電力は債務超過にならない。東京電力を債務超過に陥らせないために

作った制度といえる。債務超過にならないため、法的整備がなされず東京電力の経営

責任が問われず原発事故を引き起こした体質がそのまま温存される。 
 
 国から支援機構に交付される国債はもとは税金であるため、支援機構から返納しない

限り賠償額は国民負担といえる。支援機構は電力会社が払う負担金で成り立っており、

電力会社が負担金のために電気料金を上げれば、支援機構が返納したとしても賠償額

は国民負担といえる。にもかかわらず電気料金を負担金に入れてはいけないという規

定はない。 
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第二 東京電力はつぶすべきではない 
1．社債 

東電が発行する社債残高は 5兆円で、60兆円といわれる社債市場の 8％強を占める。

国債に準じる優良な債券として内外の機関投資家や個人も大量に保有している。 
 そもそも東電の社債は、電気事業法第 37 条によって返済が一般債権よりも優先され

る優先債権に位置付けられている。つまり、デフォルト（債務不履行)が想定されてい

ない。東電債がデフォルトすれば、他の電力債の価格も暴落しかねず、社債市場全体

が崩壊してしまう。東電が倒産すれば、原発事故の被災者も甚大な“二次被害”を受ける。

東電への賠償請求権は一般債権に分類されているため、「法的整理されれば請求権は喪

失する可能性が高い」からである。 
 宙に浮いた賠償請求権は国に向かい、国は巨額の賠償金を背負うことになり、それ

は国民全体で償わなくてはならなくなる。その財源確保として一段と踏み込んだ増税

になるだろう。賠償を受ける側の被災者が自ら税を負担するという妙な現象も起きる。 
この福島原発の運営会社は、東京地域に電力を供給している。この地域には日本の人

口の 3 分の 1 以上が集まり、国内総生産（GDP)の 40％がこの地域で占められる。  
 

2．ニュース 
［東京 13 日 ロイター］  
政府が 13 日発表した福島第 1 原子力発電所事故による東京電力の損害賠償支援スキー

ムは、株主や社債権者などの各ステークホルダーを事実上、免責するものとなった。

巨額の損害賠償が発生し、債務超過に陥れば優先・劣後関係の中で損失を負担してい

くのが金融市場の原則だが、”too big to fail”（大きすぎて潰せない)との主張の前に、

最初にき損されるべき株主も守られるスキームだ。 
 
  ＜破綻しないことが確約された企業の誕生＞ 
 別の外資系証券幹部は今回の政府のスキームについて「海外の投資家には理解でき

ないスキームになっている」と指摘する。巨額の賠償債務を抱えることになった東電

は、通常ならまず株式が最初にき損することになる。東電の株主資本は約 2．5 兆円あ

る一方で、賠償額の総額は現時点で判明していないものの、政府は 5 兆円のシミュレ

ーションを作成している。少なくとも 2．5 兆円を超える賠償債務を追った時点で株式

は 100％減資となり、次に貸出金や社債がき損していく順番をたどるのが、市場原理に

基づいた通常の破綻処理のケースだ。しかし、政府案では、東電が債務超過に陥って

破綻しないように、特別法を策定して設立する「機構」が優先株を注入する。「援助に

は上限を設けず、機構は必要があれば何度でも支援し、電力会社の債務超過を防ぐ」

と盛り込んだ。破綻しないことが確約された上場企業が誕生したことになる。今回の

スキーム作りには、経産省や財務省に加え、融資銀行の一角も参画した。主力銀行の
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三井住友銀行は特別チームを立ち上げ、東電から賠償リスクを切り離す案を策定し、

与野党や財務省に積極的に働きかけた。同行の接触を受けたある民主党議員の秘書は

「破綻に準ずる処理を進めれば、資本市場に与える打撃が大きい、と訴えられていた」

と言う。東電の株式は年金基金も多く組み込んでいるほか、社債の発行額は国内最大

の約 5 兆円に上る。東電の破綻処理は金融市場のシステミック・リスクに直結しかね

ず、“too big to fail”（大きすぎて潰せない)というわけだ。ある財務省幹部は「銀行と

しては減資という事態になれば、その先には債権放棄や社債カットの世界が待ち受け

る。それを避けたかったのではないか」とみている。 
 
  ＜融資銀行団が一部負担する可能性も＞ 
 だが、最終的なスキーム案では、当の銀行サイドも当てが外れた格好だ。政府は東

電を支援する条件の一つに「金融機関から得られる協力」について政府に報告するよ

う求めた。協力の具体的な中身については「民間同士の問題なので東電と銀行で話し

てほしい」（枝野幸男官房長官)としているものの、政府が銀行に対して金利減免などの

条件緩和を暗に求めていると受け止められている。三井住友銀などメガバンクは震災

後の 3 月末に総額 1 兆 9000 億円の緊急融資を実行しているが、震災前の融資残高は約

2 兆円。いずれも低スプレッドとされ、金利減免を実行しても数百億円程度とみられ、

東電にとっての効果は限定的。そもそも金融支援を実行すれば、条件緩和債権となっ

てしまうために通常のルールでは追加融資も難しくなる。「株主責任も問われていない

のに、なぜ銀行負担を求めてくるのか理解できない。順番が違う」（融資銀行幹部)との

不満も銀行からは漏れてくる。 
 海江田万里経済産業相は 11 日の都内の講演で、東電の救済策で経営破たんした日本

航空（JAL)と同様な減資や債権カットの手法を取らない理由を問われ「JAL との決定

的な違いは損害賠償を受ける人たちが大変たくさんいることだ」と述べたうえで、「説

明責任をしっかり果たす」と強調。 
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第三 東京電力はつぶすべきである 
1．原子力事業者の「一義的責任」とは何か？ 
 原子力賠償法に基づく、東電の「一義的責任」の意味については様々な意見がある。

ここでは、東電の「一義的責任」を、「破産処理に準じた手続きにより東電の保有する

資産を整理し、支払い能力の限界まで賠償してもらい、限界以上の部分については国

が支払う」と考え、東電国有化論を提示する。 
なお、東電を国有化後、解体するか JAL やりそなのようにその枠組みを残すかは立場

により分かれる。この点は賠償責任主体からは離れるので、今回は考えないことにし

たい。 
 

2．東電の現実 
（1) 大規模会社再生への道 りそな・JAL・東電の比較 
 

 りそな銀行 JAL 東京電力 
国営化時期 2003 年 5 月 17 日 2010 年 1 月 19 日 2012 年 6 月 27 日 
注入公的資金額 3 兆 1260 円 9000 億円 1 兆円 
リストラ 4000 人（21%) 1 万 6000 人（33％) 3600 人規模（10％) 
ボーナス 全廃 全廃 50％カット 
給与 役員 40％カット 60％カット 50％カット 
 一般社員 30％カット 20％カット 20％カット 
値上げ なし なし あり 

  
（2)  りそなも JAL も我慢したのに東電だけは 料金値上げしてボーナス支給の「厚

顔無恥」  
【今冬は 1 人平均 40 万円、来年は倍増見通し】 
東京電力の社員に 2012 年冬のボーナスとして 1 人あたり平均約 40 万円が支給される

可能性が出てきた。東電は、政府が 1 兆円の公的資金を資本注入して実質国有化する

ことを受けて、今夏の賞与を見送るが、今冬以降は未定としていた。 
ところが、家庭用電気料金の値上げの原価を精査している経済産業省の電気料金審査

専門委員会で、今冬以降の 3 年間のボーナスに相当する費用として約 732 億円を人件

費に計上。つまり、業績が赤字であろうが、向こう 3 年間はボーナスを支給するとい

うのだ。東電が計上したボーナス相当額の内訳は、今冬が 147 億円、13 年度が 294 億

円、14 年度は 291 億円。12 年度は 3 万 7254 人が人件費の算定対象となっており、単

純に計算すると今冬は 1 人あたり平均約 40 万円のボーナスが支給されることになる。

また内訳によると、13 年冬には倍増される見通しになる。 
5 月 29 日の電気料金審査専門委員会で、東電の高津浩明常務は「福利厚生なども大幅
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に削減しており、事故のあった福島第一原子力発電所の廃炉や電力の安定供給の技術

とそれを担う人材の確保の観点から現行水準で理解してほしい」と説明した。 
 
東電のいう「現行水準」とは、原発の事故後に管理職が年収 25％、一般社員が 20％の

削減を実施。社員全体の年収で平均 556 万円まで抑制した、これを指している。東電

は、「新たな人材の育成のためにも、人材の流出を防ぎたい」と強調。年収ベースでこ

れ以上の削減はしない方向で理解を求めている。 
しかし、これまでの会合でも、委員からは「人件費のカット率は、実質的に経営が破

たんしている企業の合理化策としては低すぎる」との厳しい声があった。それにもか

かわらず、ボーナスにかかる経費を計上してくるのだから、「厚顔無恥」も甚だしい。

経産省には、「国民に電気料金の値上げをお願いしておいて、その一方で社員にボーナ

スを出すなどということを認めるべきではない」・「公的資金を入れて生き残った企業

の社員に、なぜボーナスを支払う必要があるのか」などの声が寄せられているという。 
 
【会社更生法の手続き終了してボーナス「復活」】 
公的資金を受け入れている企業といって思い起こされるのが、りそなホールディング

ス（HD)や日本航空（JAL)だ。 
りそな銀行や埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行を傘下にもつ、りそな HD は 2003 年まで

に 3 兆 1260 円の公的資金を資本注入。それを 8716 億円（12 年 5 月末現在)にまで減

らしてきた。実質的な経営破たんで、役員報酬は 4 割削減、当時残った行員の給与は

年収で 3 割削減、ボーナスは全額カットされた。りそな HD は、「ボーナスは 2 年間で

ませんでした」と語る。05 年夏から、業績に連動した「業績インセンティブ給」とし

て年 2 回、支払われている。 
JAL は 10 年 1 月に会社更生法の適用を申請して経営破たんした。政府が 1 兆円の公的

資金を資本注入。大幅な路線縮小やグループ 1万 6000人規模の大幅な人員削減の結果、

当初は「3 年はかかる」といわれた再生を 1 年 2 か月、11 年 3 月に会社更生法の手続

きを終了した。それを機に、11 年夏のボーナスから「復活」。09 年冬のボーナス以来、

2 年ぶりだった。 
 
3．東電国有化論に関する意見 
（1) 原発事故賠償―東電は法的整理の道を  
福島第一原発事故の被災者に対する東京電力の損害賠償を支援する法案が、14 日にも

閣議決定される。 
  株主や、貸手である金融機関の責任を問わず、東電の温存を前提とした今回の政

府案は、当初から多くの問題点が指摘されてきた。（中略)。 
  ここは、やはり法的整理へと踏み出すべきだ。賠償金総額は東電の支払い能力を
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超えることが確実で、東電は事実上の破綻（はたん)状態にある。不足分はいずれ電力

料金か税金により国民が負担することが避けられない。そうであれば、破綻の手続き

を踏み、透明な手続きの中で株主や貸手にも責任を分担させ、少しでも国民負担を小

さくするべきだ。 
  当初、影響が懸念されていた金融市場は、東電株の下落などを通じて破綻を織り

込みつつある。むしろ、地域独占の電力会社が、巨額の負債を抱えながら何年も国の

管理下におかれる弊害のほうが心配だ。設備投資が抑制され、人材が流出していけば、

肝心の電力供給に懸念が生じ、日本経済にさらなる打撃を与えかねない。東電以外の

発電業者に事業拡大や新規参入を促し、電力の安定につなげる。同時に再生可能エネ

ルギーへの投資・普及などを通じて経済を活気づける。こうした改革を進めるために

も、東電という組織の維持にこだわるのではなく、東電が培ってきた技術や資産、人

材の有効利用を考える方がずっと生産的だ。 
  ただ破綻処理をすると、法律的には賠償債権もほかの債権と同様、一律に削られ

ることになる。そこは新たな立法などで、被災者が正当な金額を受け取れるよう、不

足分を国が保障する措置をとる必要がある。賠償対象の決定や東電の資産査定と並行

して、枠組みの抜本的な見直しを求めたい。 
 
（2) 各識者の意見（抜粋) 
 （2-1) 竹中平蔵・慶応義塾大学教授（経済学) 
  「東電に関しては、次の決算できちんとした財務調査を行い、債務超過になれば

一時国有化すればいい。（中略)。一時国有化して国が責任を持って合理化計画を進め、

民間に払い下げる部分と払い下げられない部分を分ける。（中略)。関西電力や九州電力

など他の電力会社が買ってもいいし、商社が買ってもいい。これは東電救済ではなく

て東電解体だ。」  
 
 （2-2) 八田達夫・大阪大学名誉教授（経済学) 
  「福島第一原発は一刻も早く東京電力から切り離し、政府の管理下に置くべきだ。

その後東京電力はいったん国有化」し、「原発は政府が責任を持つべき」。  
 
 （2-3) 前田匡史・元内閣官房参与（菅内閣) 
  「原子力発電は国有の原発会社が担うべきだ。国が前面に出て責任を負うことが

重要。国有会社は電力会社から原発部門を買い取り、東電などに卸売りする。得た利

益を原発賠償に充てれば電気料金の値上げといった国民負担は最小化できる。電力の

安定供給にもつながる。」  
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（3) 東電国有化論の主張 
①東電には可能な限りの責任を負ってもらう（そのために、国が管理下に置き、財

務状況を整理する) 
②東電の責任を果たし尽くした時点から、国ひいては国民が負担して賠償を行うこ

とで、負担を最小化する 
 

4．東電国有化の問題点 
（1) これまでに指摘されてきた問題点 
①電力の安定供給 
②東電という大企業の破綻による日本経済（株式市場)への悪影響の懸念 
③破産した場合、損害賠償主体が法律上消滅する 
④金融機関や社債権者などへの影響 
 
（2) 国有化論からの反論 
 倒産すれば会社の資産整理を行っていくことになる。その過程で電力事業はどうな

るのかという疑問、電力の安定供給は企業が雇用を行い・技術を保持しているからこ

そ可能ではないか等の意見から、東電の存続が不可欠ではないのかと批判を受ける。 
 
 それは、明確な誤りである。確かに、東京電力という会社が破産と共に一瞬にして

消滅するなら話は別だが、現実は違う。施設がひとりでに解体されるわけでも無けれ

ば、従業員が突然蒸発するわけでも無い。実際は、東電という名前の会社（法人格)が
失われるに過ぎないのだ。このため、東電という会社の事業（電力供給事業)を行う別

の法人格が東電の破産と同時に事業を引き継げば何の問題も発生しない。東電の従業

員はそのまま新会社の従業員へ、東電の電気事業に不可欠な施設は新会社の所有へ、

東電の電気事業に必要ない施設は東電と共に清算する。新会社では、賠償責任を引き

継いでもらい（貰わない考え方もある)、政府はそれを支援する。新会社は常識的な額

の給与・福利厚生のレベルにする。 
この方法を取れば、東京電力はプラス・マイナス共に清算される。経営陣は完全に

刷新され、内部留保ゼロからの、いわば会社として再スタートすることになる。東電

に出資していた者は間接有限責任の下に自己責任で泣いてもらうことになるが、これ

は市場の当然のルールであるし、泣いても仕方がない。 
 

また、東日本大震災で既に株式市場は総崩れの状態にあった。東電が潰れようと潰

れまいと、市場の見方はどん底の状態にあり、東電の国有化（事実上の破産)も十分想

定されていたのは周知の通りである。事実、地震直前の 2011 年 3 月 11 日の終値で 2121
円あった東電の株式は 3 日連続でストップ安を記録、同年 6 月 9 日に 148 円の底値を
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打つ。当時、東電が国有化されるのか会社更生法を申請するのか、いずれにせよ東電

が事実上の倒産状態であるのは、誰が見ても明らかなことであった。つまり、市場は

東電の消滅可能性を認識していたのであり、実際に消滅を想定した動きをしていたの

である。 
 
以上のように考えると、①～④の根拠は必ずしも妥当しないと考える。 

 
 
第四 論点 
原子力事故の賠償主体は現行法では、第一に原子力事業者の東京電力であり、賠償額に

援助が必要なときは原子力損害賠償支援機構を通して、第二に国が賠償責任を負う。 
第一に東京電力が賠償責任を負うのであるが、現行法では東京電力が債務超過に陥らな

い範囲で責任を負っているといえよう。 
 
そこで、 

A． 現行法のように、社債権者、株式市場への影響、電力の安定供給を考慮し東京電

力は破産に追い込まれない範囲で賠償する 
    または 

B． 東京電力の持つ資産を完全に清算し法的手続きを踏み、経営責任を問うたうえで、

国の援助を行う 
のいずれが妥当であるか。 

 


