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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８回） 

議事録（要旨） 

日時・会場： ２０１３年１月１０日３時―５時１５分 

 損保ジャパン 39F 第 1２議室 

出席者：別紙参照 

会議に先立ち、本日中沢 謙二委員の代理として坂本 浩一（ＪＸ日 

鉱日石エネルギー 総合企画部 企画・渉外グループ 担当マネー 

ジャー）が参加されることが紹介された。 

 

山内委員長 

本日でこの小委員会は終了する予定ですが、前半でのメタンハイド

レート（以下 MH）での論議と政策提言は大きな反響を呼んだと理解

している。本日は第五回以降の会議の主要議題としたガス基盤整備

について、後ほど私から提言に関する考え方をお示ししたい。MH に

関する提言同様に、世の中に問題を投げかけるような提案をしたい

と考えていますのでご協力をお願い申し上げます。 

それでは、早速ご発表を政策投資銀行さまからお願いを致します。 
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発 表 及び質疑            

「 金融機関から見たガスインフラ整備」 

木村 晋（日本政策投資銀行企業金融第５部課長）  

  上田絵里（  同   上     調査役 ） 

ご説明に先立ち、薄井委員から、金融機関の役割に関し、洋服に例

えれば、金融＜裏地＞のまえに実業＜表地＞あり、事業そのものの

骨格、プラットフォームなどが整っていれば、金融機関としてのご

協力の姿が論議できる。そのような前提で以下の説明を聞いていた

だきたいとのご説明が行われた。 

以下、PP に基づきご説明が行われた。 

 

山内委員長  

大変分かり易くかつ貴重な情報の提供を感謝します。 

ご質問をどうぞ。 

質疑 

山岡委員  

「投資リスクシェアに関してドイツのガス事業事例」が紹介されて
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いるが2点ご説明ください。 

①「ドイツのスポットマーケットの形成について」 

その市場成立の条件はどういったことがあるのか？ 

②スポンサー企業「ガスパイプラインへのファイナンスの考え方」

に示された「スポンサー」に関してどのような企業がスポンサーと

なっているのか？外 

上田調査役  

①について 

日本でも電力のスポットマーケットが既に存在するが数％で規模は

小さいので事実上機能していない。 

ガスのスポットマーケットが形成される前提として実物取引市場が

存在することが必要であり、ガスの引渡しのための整備されたパイ

プライン網が必要となる。その他商品取引同様な法整備やシステム

設計なども必要になるが、やはり日本を貫く接続されたパイプライ

ン網が も重要となろう。 

②について 

ガス会社などと共に欧州では長期安定的な機関投資家などによるフ

ァンドの存在感が大きいと思われる。 
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隈元委員 

２点お尋ねしたい。 

①日本政策投資銀行は、日本政策投資銀行（DBJ）法により、案件ご

との投資上限が定められているのか？ 

②国際協力銀行との棲み分けがあるのかどうか？ 

木村課長  

ご質問の投資上限や出資比率規制はDBJ法上は存在しない。銀行法上

の銀行とは異なるところです。一方、当然のことながら例えばパイ

プライン会社に１００％出資することがDBJとして、適切なリスクテ

ークか否かと言う問題も存在する。ガス会社などとシェアーする形

の投資が行われるであろう。 

国際協力銀行との棲み分けは公式には存在しない、DBJ法上も海外業

務は特に規制をうけていない。しかし、長年の経緯から、棲み分け

が事実上は継続している。 

 

春田特別顧問  

ガスPL網の建設の論議は後ほど行われることになるが、日本でMHの
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開発・利用の姿がはっきりと見えてくれば、ご説明頂いたオースト

ラリアの事例も参考となろう。 

現時点時間軸も含め不明確ななかでの論議となるが、多く消費する

三大地域のエリアを中心に基幹ガスパイプラインを整備するとなる

と、どのようなところが開発主体となるのか、その場合の課題など、

DBJとしては如何に考えているのか？ 

薄井委員    

大変難しいご質問である。先ずすべての企業はステークホルダーに

対する説明責任を負っているので、事業性の確保ということが大前

提となる。事業性さえしっかりしていれば、多数の事業者、スポン

サーも澎湃として湧き出てこよう。 

都市ガス事業は地域独占が認められている以上、エリア別に存在す

る各事業者にとって如何なるモメンタムがあれば結集しうるのか、

先ず明確となることが重要である。過去においても様々なプランが

存在しているが、現実問題として事業性のチェックこそが肝要と思

う。 

春田特別顧問 

銀行の立場から絵をかく上でのヒントは何かということが聞きたい
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ということですが・・。政策の目的とか、エリア毎の供給体制とか、

サハリンからのPLでのガス導入計画とか、シュールガスの導入とか

ですが？ 

薄井委員 

ご指摘のとおりと思う。その一方で も重要なことは、いわばトッ

プダウン型での財源なども含め、国策上PLを明確に位置づけること

ではないか。 

個別の課題について何が問題かは２０年以上も論議しているので、

ほぼ皆様わかっていることと思う。 

山内委員長 

今の話しは結構本質を突いている、後ほどの政策提言案のなかで 

検討することとしたい。営化後のガスパイプライン事業投資家 

引頭委員  

3点伺いたい。民三点３ 

①公的支援（海外事例/豪州）オーストラリア DUET Groupのご紹介

で「いずれの投資先も総括原価方式に基づく規制料金が適用される

安定的なアセット」で、格付はBBB～BBB-、即ち投資不適格とのご説

明は整合性がとれているのか？ 
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総括原価方式での事業でありながら、この格付けということは、 

PL会社の経営は、相当リスクが高いということか？ 

②事業会社のコーポレートファイナンスから次第にプロジェクトフ

ァインスに移っていくとのご説明であるが、貸す側にとっては、優

良な事業会社のコーポレートファイナンスの方が安心であり、プロ

ジェクトファインスだけでは厳しいのではないか？ 

③「ガスパイプラインへのファイナンスの考え方〈基本スキーム図〉」 

において、金融機関のリスクを減らすやり方として、担保の形を変

えてリースの仕組みを導入すれば金融機関として、もうすこしリス

クが取れるのか否かを伺いたい？ 

木村課長 

① について 

一般的にBBB格はぎりぎり投資適格とみなされています。キャシュフ

ローが安定的であるが故に資本は少なくて済むので、財務的にはレ

バレッジを効かせている場合が多く、むしろトリプルBで落ち着かせ

ていると言うのが現実の姿と認識している。 

② について 

優良な事業会社であればコーポレートファイナンスが金融機関にと
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って楽であるというのは正直ある。しかし、大手13社で約３兆円の

アセットの都市ガス産業が２兆円の投資をするとなると、コーポレ

ートファイナンスだけでは賄えない局面も出てくるのではないか？ 

当然２兆円の投資は期間的にも分散されるし、都市ガス事業者だけ

が実施するわけではないであろうが、やはり何らかのファインナン

スの仕組みが必要ではないかとも思われる。 

③ について 

リースを活用しても、格段にファイナンスが付きやすくなると言う

ことはないであろう。 

ここでの「担保提供」とは、PL専業会社を想定してるいので、いざ

という場合には、直ちに、PL事業を引き継げるような、ありとあら

ゆるものの担保提供の姿を想定している。 

 

成田委員  

ドイツの事例でスポット市場形成において、PLとガスの地下貯蔵が

有効と示されているが日本において、ガスの地下貯蔵への融資の話

などがあるのであれば教えて欲しい？ 

上田調査役 ロシア等からのガスをPLで輸入しているドイツとは異
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なり、我が国ではLNGでの輸入なので、ガスの地下貯蔵はこれからの

研究事項と認識している。 

山内委員長 

セキュリティーの観点から、地下貯蔵は長期備蓄との観点から、現

在研究されているが、法的な規制なども含め、これからの課題と理

解される。 

坂本 ＪＸ日鉱日石エネルギー 総合企画部 マネージャー 

ドイツの事例のサードパーティアクセスについて法的な裏付け（義

務化か任意か）なども含めて教えて欲しい。 

併せて豪州のサードパーティアクセス状況も教えて欲しい。 

上田調査役  

詳細は把握していないが、ドイツでは、EUの第三指令に基づき 

義務化されていると理解している。豪州でも、総括原価方式を認め

る代わりにサードパーティアクセスが義務化されていると理解され

る。 

坂本 ＪＸ日鉱日石エネルギー 総合企画部 マネージャー 

そうすると、規制対象部分の開放が義務化されているということ

か？ 
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上田調査役 

調査し回答する。 

井爪委員 

先ほどのご説明では日本を貫くPL網が整備されていないから、LNG・

ガス市場が成立しないとのご説明であるが、PLは輸送手段であり、 

LNG船で輸送することでは市場が成立しないのか？ 

 

上田委員 

気体ガスのスポット市場を形成するとなると連結されたPLが必要と

なる。 

しかし、LNGのマーケット市場を形成するのであれば、各地にあるLNG

基地を利用していくこともアイディアとしてはありうるか、と思わ

れる。 

 

井爪委員 

日本のLNGの 大のユーザーは電力会社であり、その電力会社が大変

なことになっているので、ガス会社に大きな期待がかかる。 

特に価格の引き下げという観点から、電力（夏場）・ガス（冬場）
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のLNG需要は良い補完関係にあるので有効ではないか？ この辺は

ガス業界はどのように考えているのでしょうか？ 

樽本委員 

経産省で先物市場の形成などについて検討されている。そのために

は、まず現物市場の形成が必要となる。売り手の意向もあって、日

本のLNGは長期契約で輸入されており、価格も仕向け地も長期契約で

規定されている。そのために流動性にかけ、現物市場が形成されに

くく、その結果、先物市場も形成されにくい。但し、そのようなこ

とであっても価格の引き下げを検討しないといけないと考えている。 

 

笹山委員 

いくつかコメントしたい。市場をつくって作れないことはないが、 

日本の場合は、長期契約（プロジェクト立ち上げには、有効な手段

であるが）で、上流側の意向もあり、テークオアペイや仕向け地も

含め固定されているので流動化しにくい、品質も船単位で異なって

いるのが現状である。 市場形成にはこれらも含め検討が必要とな

る。仕向け地条項により転売も禁止されている。 

EUの場合は、基本的に、市場を創設するに際して、EU指令で仕向け
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地条項、テークオアペイの緩和措置なども含め市場の設計がなされ

ている。日本では約９０％以上が長期契約となっている日本のLNG

市場を一挙に変えることは困難であり、弊害も伴うことにも留意す

る必要がある。徐々にこれらを変えていくことも重要である。 

委員長   

スポット市場の形成には多様な供給者の登場が必要となる。長期契

約だけでは出来ない。 

それではこの辺で質疑を終了したいと思います。 

素晴らしいプレゼン及び意見交換を感謝します。 

大変参考になりました。 

 

（政策提言案に関する説明と意見交換） 

山内委員長 

この委員会の論議などを踏まえ、一部委員の協力を得て 

「ガス・インフラ整備に関する考え方」をまとめたのでご説明する。 

（以下、PPでご説明） 

官民の役割分担と合意の形成、費用負担の役割分担に関しても含め 

どこまで書くかも含め皆様の意見を伺いたい。 
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坂本 ＪＸ日鉱日石エネルギー 総合企画部 マネージャー 

2点ほど要望したい。 

先ず、「多様なエネルギーのベストミックス」を是非書き込んで欲

しい。 

資源の乏しい我が国においては、特定のエネルギーに依存しない「ベ

ストミックス」が も重要であり、本小委員会においても、春田特

別顧問より同様のご発言があったと聞いている。また、経済三団体

の主張も同様であり、茂木経済産業大臣も本件に関して言及されて

いる。 

ガスの時代が来ることには同感である。だが、エネルギーには全て

一長一短があり、ポートフォリオが重要。その意味でも、山内先生

の素案の書き出しには違和感があり、エネルギーベストミックスの

重要性について是非言及して欲しい。 

二点目は、多様なエネルギー間の公平な競争環境の整備が必要であ

ることの記載もお願いしたい。 

石油業界は「ガスシフト反対」と言ったことはない。過度なガスシ

フト反対と言ったことがあるが、公平な競争を、と言っているだけ。

競争促進によるお客様のメリット向上、つまり国際的に見て割高と
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言われているガスの料金低下による国民負担の軽減が、日本の国際

競争力強化に資するとの考え。 

昨年６月のガス基盤整備に関する報告書でもPL整備と共に制度の見

直しが盛り込まれていることも考慮していただき記載の検討をお願

いしたい。 

エネルギー産業はボーダーレスであり、 終的にどのエネルギー源

を選ぶかはお客様の選択に任されるべきであろう。ガス事業におけ

る競争が促進され、お客様に選ばれるエネルギーになれば、過度な

ガスシフト政策をしなくても、ガスシフトは自然と進むはずと考え

ている。 

 

山内委員長 

どの様な形にするか検討させて頂きます。 

成田委員  

PLを考える場合、ガスの需要家と共に供給する上流側の事業者の 

ことも考慮する必要があるのではないか、例えば、廃坑の地底に活

用されず眠っているCBMや、バイオガスのPL利用による経済効果など

であるが・・。 
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この会では論議されていないが、長期にわたってPLがどの様な新し

い産業を創出する効果があるのか、そのことも記載されたらどう

か？ 

山内委員長 

貴重なご指摘です。ありがとうございます。 

春田特別顧問 

この会でのこれまでの論議を踏まえ、基本的に的確に良くまとめた

ご提案である。 

先ほどご提案のあったベストミックスやどのような供給の姿を模索

するのか、災害時での備えなども触れる必要があるのではないか？  

先生のプレゼンでの口頭ご説明も含め、何が課題かを一枚紙程度に

まとめて頂くとありがたい。 

山内委員長 

了解しました。 

 

（締めのご挨拶） 

中西国家ビジョン研究会代表 

この小委員会は、原発に替わるエネルギー源を何に求めるか 
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の論議を基本において進めてきた。自分の信念としては、それは 

かって、サッチャー首相が北海油田開発に挑戦した如く、日本の領

海に豊富に存在するメタンハイドレートに求めることである。 

その関連でメタンハイドレートを如何に有効に活用するかの論議の 

有力手段として、ガス基盤整備の推進をご論議頂いた。 

今、日本の既存の産業構造が限界に直面しており、識者の中には 

「第三次産業分水嶺に直面している」と表現される方もおられる 

が、メタンハイドレート開発が有効に実現することによって、 

日本の産業構造も大変革を遂げる一翼を担うことが期待される。そ

の意味からもこれから行われる、成田委員の減圧法による、海洋産

出試験の結果が注目される。その成功を期待致しつつ、本日でこの

ガスエネルギー小委員会は、終了致します。 委員各位のご尽力で

良い論議ができたと感謝致します。春田特別顧問の特段のご配慮も

あり、会場をご提供頂いた損保Jさまには心から御礼を申し上げます。 

さて、メタンハイドレート開発論議は、これから、商業段階へと移

行する新たな段階に入ります。官主導の現在の体制から次第に民主

導の体制への移行も予定されます。 

小長さんとも協議し、新たな体制のもとで、これらの問題を研究す
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る方向であり、先ず所管官庁の幹部と意見交換から入る予定です。 

小長さんや春田特別顧問のご指導をいただきながら、当会は新しい

ステージに入って参りたいと思います。 

皆様のご協力を引き続きお願い致します。ありがとうございました。 

 

山内委員長 

皆様のご協力に感謝致します。新しい日本の産業構造を形成するこ

とに資する視点からこの研究会を行なったなってきた。そのような

願いを込めて、本日でこの研究会の第一ステージを終了致します。    

 

以上  
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別紙               

                 ２０１３年１月１０日          

 一般社団法人  国家ビジョン研究会 

第８回ガスエネルギー小委員会 

出席者名簿   

（ご来賓）国家ビジョン研究会 安全保障・エネルギー委員会 

顧問：小長啓一様（財）経済産業調査会会長、元通産省事務次官） 

ガ ス エ ネ ル ギ ー 小 委 員 会       

（敬称略）         

 特別顧問 春田 謙（新関西国際空港 代表取締役副社長/元国土

交通省事務次官） 

 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） 
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  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（ジャパンマリンユナイデット専務執行役

員） 

  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  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  棚橋 学（産業技術総合研究所地圏資源環境研究部

門主幹研究員） 

  委 員  中沢 謙二氏代理： 坂本 浩一（ＪＸ日鉱日石エネ

ルギー 総合企画部 企画・渉外グループ 担当

マネージャー） 

  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  成田英夫（産業技術総合研究所メタンハイドレート

研究センター長） 

    委 員  福岡正博 （富士フィルム ＣＳＲ推進部 環境・
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品質マネジメント部長） 

  委 員  山岡淳一郎（ノンフィクション作家）   

  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（ジャパンマリンユナイデット 

商船事業本部 商船企画部  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 ）        

 

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 


