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国家ビジョン研究会 

ガスエネルギー小委員会（第７回） 

議事録（要旨） 

日時・会場：１２月１３日３時―５時、 損保ジャパン39F 第１２会

議室 

出席者：別紙参照 

会議に先立ち、本日からご出席の東邦ガス社の中野晃一郎委員のご紹介が行わ

れた。 

中西代表挨拶 

最近の国家ビジョン研究会の活動について、委員各位にご参考まで

にお話をしたい。１１月２９日衆議院第一議員会館 大会議室で「新

しい事業の創造へ！－イノベーションと戦略を探る―」と題して講

演会を開催し多数のご参加者から好評をいただいた。 

また、選挙の結果、自民党の安倍総裁の総理就任が予想されるが、

安倍総裁は昨年の１１月 24 日の衆議院第一議員会館 大会議室で当

会が開催した講演会『日本再生のカギは日銀法改正にあり～日銀の金

融政策に疑義～』に参加され日銀の金融政策を大変批判された。浜田

宏一エール大学名誉教授のことは新聞等で報道されたが、実は同教授と

は安倍総裁と面談された１０日に私はお会いしています。 
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安倍総理の誕生によって、これでおそらくは、若干円高も修正され、うまく

いけば、デフレ脱却の方向に進むのだろう、と期待しています。 株価も

戻りつつあります。さて、数日前の WSJ が東シナ海で軍事衝突の可能性

ありとの記事を掲載していたが中国との落としどころを如何にするかなど、

安全保障問題などは、目下の重要事項であるので、当会の国際外交・安

全保障問題分科会会長 渡辺 利夫（拓殖大学総長を中心に３月に

講演会を開催する予定であります。 

MH に関しては、３月には成田委員などを中心とした、世界初の洋

上産出試験により技術基盤の成果も整うものと期待されるので、５

月には、日本のエネンルギー安全保障を世に問う講演会を開催した

いと考えています。 

また、以降の商業化に如何に踏むこんでいくかについては、現在山

内委員長を中心にご検討をいただいているところです。 
 

山内委員長 

それでは早速ご発表をお願いします。 

発 表 及び意見交換（１）             

  「海底パイプラインの活用による国内天然ガスインフラ整備」 

   青山伸昭 （新日鉄住金エンジニアリング執行役員） 
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  （ご発表の内容は青山委員の私見・私案であるとのお断りがあ 

り、PP でご説明） 

（意見交換） 

樽本委員：なぜこんなに日本の導管コストが高いのかとの問題提示 

に全く同感する。狭い日本での導管建設のコスト引き 

下げに我々ガス事業者も様々な規制緩和の要望もしてい 

るが、地元交渉が最大の問題。権利意識が極めて高く、 

それが高コストを招いている。規制緩和も大事だが同時 

に海外のごとく、優先的に工事をするという公益特権・ 

「RIGHT of WAY」の概念が日本でも認められないと高 

コストの改善にはならないと思われる。ただそれが日本 

に馴染むのかどうかといった問題があり、なかなか難し 

いところでもある。 

青山委員： 同感です。日本のコストは、皆で高くしているのでは

ないか、産業の国際競争力とは基本はコスト。皆で高

くしている日本のこれまで文化を少しでも変えて行か

ないといけないのではないか。 

山岡委員：ガス事業関係者に伺いたいのだが、日本の陸上の PL 建設
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費が高いことの要素には土地利用も関係するが、土地利用

権は買取りが基本なのか？  

超長期の安い定期借地権の設定などの枠組みもあるのでは

ないか？ 

樽本委員：公道は借地、私道は、借り上げの場合もあるがメンテナ

ンス問題などもあり買取を原則とし、可能な限り公道を利

用するようにしている。 

委員長：公道の利用料は高いのか？ 

樽本委員：特に高いと言うことはないと思います。 

中西代表：日本近海に海底 PL を建設する構想は是非実現すべきと思

う。安いエネルギーをどう確保するかと言う問題は国策

として、国民が 協力すべきことであり、その線で行政

の指導を期待することは当然ではないかと思う。 是非

実現されることを期待したい。 

隈元委員：①基幹 PL 建設の事業主体はどこがなるのか？ 

     ②サハリンから PL で日本に引く場合は太平洋岸では東

北の地震地帯を通るが地震被害の問題はないのか？ 

     ③この PL を日本海側に引くことは検討可能か？ 
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青山委員：②に関しては、海底 PL は直下型の地震でもない限り地震

被害は先ず懸念する必要はないと思われる。 

     ③に関しては、日本海側は一部水深の深いところもある

が、技術的な問題は解決可能であり、日本海側の案も検

討されている。太平洋側の案で説明をしたのは、需要と

の関係である。 

     さて、①に関しては山内委員長などが、政府委員会でご

検討中の問題であると理解される。費用負担の問題につ

いては、基本は受益者負担であり、国家のエネルギー安

全保障などに関わる事業の部分に関しては国家が何かし

かの費用負担をすることとなろうかと思われる。 

     問題はそれらのコストを如何にして、他国の水準まで引

き下げるかである。 

樽本委員：①に関して 基幹 PL 整備に関しては、既に大手３社から

のプレゼンでも説明されたごとく、それぞれの事業者が、

例えば岡山―姫路ライン、静岡―浜松ライン、茨木―栃

木ラインのごとく各事業者が建設、回収を前提に計画を

たてて進めている。これらがやがて結ばれることとなろ
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う。これらは投資回収が可能な事業として行われている。 

     しかし、これらとは別に新たな太い幹線の建設となると、

何らかの知恵が必要となろう。国際 PL のごとく建設によ

ってガス原料が大量に安く購入できることが可能となる

とか、国全体のエネルギー・セキュリティーが著しく向

上するとか、新たな付加価値が見言い出されることが必

要。この場合には個別事業者の枠を大きく超えた、国も

関与した事業主体の検討も必要になると思われる。 

引頭委員：①海底 PL はメリットが多いとのご説明であるが、それ

では何故海底 PL が今まで採用されなかったのか、その

理由や海底 PL のデメリットも教えて頂きたい。 

②海底 PL は東北復興にも繋がるとのご説明だが、どう繋

がるのか、ご説明を頂きたい。 

青山委員：①基本的に PL は需要家のいるところに建設される、海底

には需要家は存在しない。従来は大手都市ガス会社間を

結ぶとの発想はなく、自社の営業区域で完結する PL が建

設されていた。 

     ②現在は LNG 基地と被災地までローリーで小分けして輸
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送が行われ、その結果高い LNG の値段がそれにより倍

以上にもなっている。海底 PL を使えばそれが安いコス

トで輸送できるということです。 

 

 発表及び意見交換（２）                

 「天然ガスインフラ整備に対する石油業界のスタンスについて」 

  中沢 謙二（ＪＸ日鉱日石エネルギー総合企画部企画・渉外室長） 

（ご発表の内容は中沢委員の私見であるとのお断りがあり、PP 

 でご説明） 

 （意見交換） 

井爪委員：中沢委員のご発表で私の名前が度々登場したので、貴重 

な時間を頂き若干申し述べたい。私はエネルギーの需要者 

として、様々なエネルギーのベストミックスが重要と考え 

ているので、特定の業界に肩入れするという立場はとって 

いない。提示された資料がガス基盤整備の視点からどのよ 

うな意味があるのかと言う意見は申し述べるものです。そ 

の視点からは約 15 年前から自らのリスクで太平洋ベルト 

地帯に PL を建設されている静岡ガスさんの努力に敬意を 
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表するものであります。さて、都市ガス産業をネットワー 

ク産業として捉えると、「ラストワンマイル」に脆弱性を 

有する特性がある。だからこそ全国的にしっかりした基盤 

形成が必要と考えています。先般の大地震に際しては様々 

な業界が復興・復旧に尽力され、おかげで東京に住む我々 

も助けて頂いたと感謝しています。 

さて、樽本委員に教えて頂きたいのですが、政府委員会報 

告では、三菱総研試算として、東京ガス・静岡ガス・中部 

ガス・東邦ガスの太平洋ベルト地帯も、改めて基幹 PL を 

建設することを前提に、コスト計算がされているが、既存 

の基幹 PL が存在しほぼ連結が可能な現状であるのに、何 

故改めて基幹 PL を建設する必要があるのでしょうか？ 

樽本委員：東海道ラインに全部基幹 PL を建設すると、＠１００万

円・メートルとして、５００KM なので５、０００億円と

の試算が示されている。 

     現実には、浜松・豊橋間が需要との関係で、中圧管とな

っているに過ぎない。ここに例えば発電所需要でも出て

くれば高圧管の建設が必要となってくる。 
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    東海道ラインに改めて新規に基幹 PL を建設する必要があ

るのかは、新たな価値が伴うことが必要ではないかと思

われる。 

中西代表：「なんでもかんでもガス」というような雰囲気に対する、

石油業界としてのレゾンデートルを訴えた内容について

は同感ではあるが、一番大事なのか、ガス・石油など様々

なエネルギーが消費者に最も安く供給される仕組みが大

切。青山委員の海底 PL 構想はその点が評価できると期待

している。 

     MH は我が国の海から産出されるものであり、外貨の支払

いを伴わないので、開発コストにもよるが、コスト競争

力のある資源としての可能性にも期待している。 

隈元委員：中沢委員にお尋ねしたいが、 

① 将来の一次エネルギー構成について。先ほど石油のそ

れは「将来に亘っても３０％以上」との話があったが、原

発の前提次第でエネルギー構成比率は相当変わると思う

が？ 

   ②エネルギー毎の税・関税の負担状況は如何？ 
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中沢委員：①に関して エネルギー環境会議が提示した「三つの選

択肢」の中には一次エネルギー構成の記載は一切ないが、

それの元になっている総合エネ調・基本問題委員会の資

料には、それがシナリオ別に記載されている。手元にそ

れを持っていないので正確ではないが、原発稼働をどの

ように置いた前提においても、石油の一次エネルギー比

率は３０％を超えていたと記憶している。 

     ②に関して 石油業界は年間約５兆円の税金を収めてい

る。先般も石油・石炭税が２５０円（KL 当たり＝0.25 円

／Ｌ）値上げされたがこういった端数値上げは消費者に

転嫁する仕組みがないので業界の負担となっている。石

油業界は常々課税のターゲットにされている傾向がある。 

     再来年度の消費税引き上げが今般決定されたが、これに

伴い自動車の重量税などを廃止する動きがある、そこで

早速その穴埋めを石油に求める動きもある。 

   JX グループの売上は約１０兆円であるが、揮発油税など蔵

出し税が約２兆円含まれるので、これを除く約８兆円が現

実の売上規模である。 
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    原油の輸入関税は、既に廃止されている。 

 

笹山委員：中沢委員から何回か私の名前を出して頂いたので若干コ

メントしたい。天然ガスインフラを論じる会議なので、

JX さんも都市ガス事業をやっておられるので、中沢委員

からは、本委員会の趣旨にあわせてガスを拡大するため

のインフラはいかにあるべきかということでその課題を

論じて頂きたかった。また「行き過ぎた天然ガスシフト」

といわれるが、ガス業界としても行き過ぎた天然ガスシ

フトを求めた事実はないので誤解のないように。また提

示いただいた個々の論点にはいずれも事実誤認等がある

ものの、本委員会はそれを論じる場ではないことから、

本日は個々の論点への意見は差し控える。 

    さて、私見であるが、産業構造の変革を論ずる場合、国内

のみならずグローバルな市場環境を勘案したうえで国益

にかなう産業構造を考えるべきである。米欧ともに、ガス

の自由化を行ったが、自由化は方法論であり、国益は何か

を考えて、エネルギー・セキュリティーの確保のためにそ
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の方法論としての自由化を実行したという点が重要であ

る。アメリカは石油の中東依存度が高まりエネルギー・セ

キュリティーの問題が生じたため、米国周辺で産出する天

然ガスにシフトすることでセキュリティーの向上を図ろ

うとした。そのためには開発事業者が顧客にガスを売るこ

とができるようにすることで開発インセンティブを持た

せるために自由化を行ったわけで、根源的にはセキュリテ

ィーのための自由化であった。 

    一方、欧州大陸はロシアからのガスに依存することによる

セキュリティーの問題がある。各国が個別にロシアと交渉

して個別撃破されるとすると、これは EU 各国の利益に反

するので、EU 内に単一市場を形成し、一物一価に近い状

況を成立させるために自由化を行い、ロシア等との交渉に

市場で対抗する作戦に出ている。そのような交渉力向上に

向けた競争市場を形成するために自由化政策が取られた

と理解される。そのために EU や各国政府も硬直的な契約

（T//P や仕向地条項）の柔軟化を求めるなどの役割も果

たしており国の役割も期待される。 
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    さて、日本市場の自由化論議は重要ではあるが、日本の目

下の最大の課題は、海外からの輸入量が急増しているなか

で、メタンハイドレートなどの国内資源開発が実現するま

での間、グローバルな競争環境の変化をよく見据えた上で、

如何に競争力をつけて行くかの産業政策を展開するかが

重要と理解される。資源等で上流が寡占構造にある中で、

その構造に打ち勝つための産業構造を考えることこそ重

要であって、単にある業界で行った競争政策を他に適用す

べしといった議論ではなく、国益を守るための産業政策は

何かを考えるべきかと思われる。 

 

山内委員長：熱心なご議論を感謝します。時間の関係もあり、本日 

の委員会はこの辺で終了いたします。        以上 
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別紙  

                   ２０１２年１２月１０日       

 一般社団法人  国家ビジョン研究会 

第七回ガスエネルギー小委員会 

出席者名簿  

ガスエネルギー小委員会       （敬称略） （新任）         

 委員長  山内弘隆（一橋大学大学院商学研究科教授） 

 副委員長 伊藤浩吉（日本エネルギー経済研究所 研究顧問／元

常務理事） 

  委 員  青山伸昭 （新日鉄住金エンジニアリング執行役員） 

  委 員  引頭麻実（大和総研 執行役員） 

  委 員  植田信一 （大阪ガス経営企画本部 企画部 制度

企画チーム マネージャー） 

  委 員  薄井充裕（日本政策投資銀行設備投資研究所所長） 

  委 員  北野公夫（ユニバーサル造船専務） 

  委 員  隈元泰弘（ＬＥＣリーガルマインド大学教授） 

  委 員  桑田憲吾（損保ジャパン企画開発部長） 

  委 員  棚橋学（産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門
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主幹研究員）  

  委 員  笹山 晋一（東京ガス総合企画部エネルギー・技術グ

ループ・マネージャー）  

  委 員  樽本和芳（日本ガス協会企画部長）   

  委 員  中沢 謙二（ＪＸ日鉱日石エネルギー総合企画部企

画・渉外室長）     

  委 員  山岡淳一郎（ノンフィクション作家） 

  委 員  中野晃一郎（東邦ガス企画部 エネルギー政策・制

度グループ・マネジャー）  

  委 員  井爪輝明（日本産業経済研究所所長） 

陪 席  内野逸勢（大和総研経営コンサルティング部副部長） 

陪 席  岡部洋明（みずほコーポレート銀行産業調査部エネ

ル ギーチーム ガス担当） 

  陪 席  鳥海 誠 （ユニバーサル造船 技術総括部 新商

品グループ 特任部長） 

陪 席  木村 晋（日本政策投資銀行企業金融第５部課長）  

  陪 席  上田絵里（  同   上     調査役 ） 
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一般社団法人  国家ビジョン研究会 

 代表理事  中西真彦（兼代表世話人） 

 佐藤孝靖（事務局長） 

 志佐隆司（広報会議委員） 

  

                         以上   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


