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我が国重電機器業界の概要 

開閉制御装置 

４０％ 

発電用原動機 

回転電気機械 

静止電気機械器具 

例：ガスタービン 

  蒸気タービン 
１４％ 

２８％ 

１７％ 

2011年度 
国内生産額 
３．４兆円 

重電機器の生産規模は、３兆４千億円＇２０１１年度実績（。 
発電所で使用されるタービンや発電機、変電所で使用される変圧器、GIS、遮断機、工場で使用される変圧器、 
 インバーターなど製品は多岐。 

例：タービン用発電機 

例：変圧器、インバータ 

例：ガス開閉装置、遮断機、 

  監視装置 

 

単位：億円 日立製作所 東芝 三菱重工 三菱電機 富士電機 明電舎

売上高 93,158 61,003 28,209 36,394 7,035 1,811

営業利益 4,445 2,066 1,119 2,254 193 62

電力ｼｽﾃﾑ 社会ｲﾝﾌﾗ 原動機 重電ｼｽﾃﾑ ｴﾈﾙｷﾞｰ/社会ｲﾝﾌﾗ 社会ｼｽﾃﾑ

8,132 24,128 9,553 10,271 2,068 1,075

関連部門営業利益
※重電以外を含む場合有り。

220 1,342 856 649 148 19

関連部門売上高
※重電以外を含む場合有り。
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＇注（表中の売上高等については2010年の計数。  
出典：ENNvol.273 WORLD CONTRACTORS DATA 
BOOK 2011 

  三菱重工 
東芝  

＇社会インフラ部門（ 
日立製作所 

＇電力システム部門（ 
現代重工業 斗山重工業 

本社 日本・東京  日本・東京  日本・東京  韓国・ソウル  韓国・ソウル  

設立 1950年  1904年  1920年  1972年  1947年  

企業概要 
原動機、船舶・海洋、機
会、航空宇宙関連機器
等の製造販売。  

発電プラント 発電プラント等 

造船、オフショア・エンジ
ニアリング、産業プラント、
送変電設備、建設機械、
IT 

エネルギー、海水淡水化
等各種プラントの設計・
施工、機器＇鋳造・鍛造
品（製造。  

売上高 
2.9兆円＇うち原動機部門
9969億円（  

2.2兆円 8132億円 

1.7兆円＇うちオフショア・
エンジニアリング9293億
円、産業プラントエンジニ
アリング5623億円（  

4842億円＇うち発電3124
億円（  

受注高 3.0兆円  － － － 9840億円  

純利益 301億円  1371億円＇営業利益（ 220億円 2967億円  86億円  

  
GE (Energy Infrastructure 

Technology) 

Simens 

(Energy) 
Alstom 

本社 米国・フェアフィールド  ドイツ・ミュンヘン  フランス・パリ  

設立 1878年  1847年  1898年  

企業概要 
発電プラント、石油ガス、
スマートグリッド 

発電プラント、石油ガス 

発電機、ボイラー等の発
電設備、送電、鉄道車両
等の交通システムの設計、
施工。  

売上高 3.3兆円 3兆円 
2.4兆円＇うち発電部門1.3
兆円、交通部門6600億円、
送電部門4361億円（  

受注高 － 3.5兆円 1．8兆円  

純利益 6483億円 － 542億円  
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＇参考（世界の主要重電メーカーの概要 
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我が国企業の重電機器受注額推移    

海外需要比率は３割～４割にのぼるものの、産業機械業界の中では外需依存度が比較的低い業界。 
国内需要では、電力業者が主要顧客であるため、国内電力会社の設備投資の動向に大きく依存。＇電力業か

らの受注額が増傾向。（ 
国・地域別の輸出額＇2010年（を見ると、中国＇24.5％（、米国＇14.3％（、韓国＇8.9％（、インドネシア＇6.2％（、台

湾＇6.0％（、タイ＇4.7％（が上位となっており、アジア向け輸出が５割超。 
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出典：内閣府機械受注統計＇JEMA資料より（ 



電力分野の世界市場見通し 

【世界の送配電機器の市場予測2011-2021】 ※JEMA資料 

 
 2030年に向けて、引き続き火力発電の占める割合が大きいと予測されており、特に石炭は、豊富な資源量と

低位安定な価格であるため、電源に占める割合及び発電量の伸び率の両方で大きい。 
 再生可能エネルギー＇風力、バイオマス除く（は、電源全体に占める割合は高くないものの、伸び率は大きい 
 2011年～2021年の10年間における世界の送配電機器市場は、新興国の新設需要や先進国の高経年機器の

更新需要により、年率７％超の高い伸びが予測されている。 
 

【世界の電源別の発電量：2007,2015,2030年】 

石 油 

バイオマス 

その他再生可能 

原子力 

水 力 

ガ ス 

石 炭 

＇10億kWh（ 

出典：IEA 
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出典：World Energy Outlook 2009/IEA 

＇10億ドル（ ＇10億ドル（ 
発電部門 送配電部門 

 
 2008年～2030年までの間、発電部門と送配電部門を併せた電力分野では、総額約14兆ドル＇毎年平均約6,000

億ドル（の投資が行われる見込み。うち7.１兆ドル＇年３千億ドル（が発電部門。残りが送配電部門＇送電部門 2
兆ドル、配電部門 4.5兆ドル（。 

 世界的には、中国・インドを始めとする新興国の旺盛な需要や、欧米の高経年設備の更新需要による市場の
拡大が見込まれる。国内市場は、高効率機器への置き換えや高経年設備の更新等により、今後も一定の需要
が見込まれる。 

 我が国重電業界の受注の外需比率が３割～４割程度に留まっていることを考えると、海外市場は重要なビジネ
スチャンスであり、またその開拓・獲得が重要な課題。＇産業構造ビジョン2010において、石炭火力発電と送配
電分野を主要１１分野に位置づけ、海外展開を促進。（ 
 

発電部門・送配電部門の各市場規模の見通し  
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出典：有識者ヒアリングより作成 

 

 

 

※産構審インフラ・システム輸出部会資料より。 

＜2010年の受注実績の国際比較＞＇国内供給分も含む（ 

企業名 シェア 

米国企業 約５割 

ドイツ企業 約３割 

日本企業 約１割 

その他 約１割 

ガスタービン 

企業名 シェア 

中国企業 約６割 

韓国企業 約１割 

インド企業 約１割 

その他 約２割 

蒸気タービン 

企業名 シェア 

中国企業 約７割 

韓国企業 約１割 

インド企業 約１割 

その他 約１割 

ボイラー 

 ガス火力発電については、GE、シーメンスの発電用大型ガスタービンがシェアを占め、我が国企業では、三
菱重工がこれに続く状況。東芝は、GE製ガスタービンと東芝製蒸気タービン・発電機によるコンバインドサイ
クルシステムを販売するビジネスでGEと連携。 

 蒸気タービン及びタービンの中国メーカー３社＇上海、東方、ハルピン（の世界シェアは、ボイラー約７割、蒸
気タービン約６割となっているが、国際競争力を判断する上では、中国国内市場向けが殆どである点、世界
の発電所建設の過半は中国である点には留意が必要。 

※表に含まれていない分野として、ガスタービンに関しては、工場等
用のコジェネレーション用の小型＇中型（ガスタービンがある。米国企
業が高いシェアを有しているが、日系製造業の工場が多いアジアを
中心に、我が国企業の製品も競争力を有している。 
 

発電機器の世界シェア  



参考：２０１１年以降の石炭火力、GTCCの受注  

2012年5月

インド現地法人である東芝ＪＳＷ社は、インド火力発電公社＇ＮＴＰＣ（とウッ
タープラデッシュ州電力会社＇ＵＰＲＶＵＮＬ（のＪＶ「メジャ・パワープライベート
リミテッド」からウッタープラデッシュ州のメジャ超臨界石炭火力発電所向け蒸
気タービン発電設備を受注。

2012年2月
インド現地法人である東芝ＪＳＷ社は、インド火力発電公社＇ＮＴＰＣ（から、カ
ルナタカ州クドゥギの超臨界石炭火力発電所向け蒸気タービン発電設備を受
注。

2012年1月
米国コロラド州の電力会社であるトライステート電力組合、およびカンザス州
の電力会社であるサンフラワー電力から、米国カンザス州のホルコム石炭火
力発電所向け蒸気タービン発電機１式を受注。

2011年5月
韓国の現代建設と共同で、韓国南部発電株式会社から、三陟超々臨界石炭
火力発電所向け蒸気タービン発電設備を受注。

2011年1月
インド大手財閥エッサールグループから、同グループの独立発電事業者であ
るエッサール電力グジャラート社のサラヤ第２期超臨界石炭火力発電所＇イン
ド西部グジャラート州（向け蒸気タービン発電設備を受注。

2012年4月

グループ会社である日立パワーヨーロッパ社(HPE)が、インドにおけるパート
ナー会社BGRエナジーシステムズ社とインド火力発電公社(NTPC)から、イン
ドマハラシュトラ州のシュラプール発電所に新設される660MWの超臨界圧石
炭火力発電所向けボイラー2基を受注。

2012年3月
日立製作所と豊田通商は、イラク電力省より、アル・ムサイブ火力発電所3号
機の改修向けに、ボイラーなどの機器を受注。受注は、政府開発援助(ODA)
のイラク復興支援案件(有償資金協力・円借款)の一つ。

2012年2月
韓国西部発電より、韓国 の建設大手である大林産業と共同で、泰安(テアン)
火力発電所9号機および10号機向け1,050MW級超々臨界圧石炭火力発電
用ボイラを、日立単独で蒸気タービン発電機をそれぞれ受注。

2011年9月

台湾のエンジニアリング・建設最大手のCTCIと共同で、台湾電力が進める出
力各80万kWの林口＇リンコウ（石炭焚き超臨界圧火力発電所1～3号機の建
設プロジェクトをフルターンキー契約で受注。取扱商社は三菱商事。ボイラー、
蒸気タービン、発電機などで構成されるプラントで、三菱重工はこのうち、ボイ
ラーと蒸気タービン各3基の製作・供給を担当。発電機3基は三菱電機が手掛
ける。

2011年5月

TAQA＇アブダビ国営エネルギー会社（が全額出資する特別目的会社ジョル
フ・ラスファールエナジーカンパニー5＆6＇JLEC 5&6（がモロッコに建設する大
型石炭焚き火力発電所向けの蒸気タービン2基を受注。プロジェクトを手掛け
る大宇建設＇韓国（と三井物産のコンソーシアムに供給。

＇東芝（

＇日立製作所（

＇三菱重工（

＇三菱重工（

2012年4月
カナダの大手電力会社トランスアルタ社傘下のトランスアルタ・ジェネレーショ
ン・パートナーシップ社から、サンダンス発電所７号機向けM501GAC形ガス
タービン2基を受注。

2012年3月

韓国の4つの発電所向けに世界最高効率を誇る最新鋭M501J形ガスタービ
ン計10基を連続で受注。
受注内訳は、粟村＇Yulchon 2（発電所向け2基、新平澤＇2nd-Pyongteak（発
電所向け2基、東豆川＇Dongducheon（発電所向け4基、並びに新蔚山＇Ulsan
4（発電所向け2基。いずれも新規に建設されるGTCC発電所。
米国エネルギー大手ドミニオン社傘下のヴァージニア・エレクトリック アンド
パワー社＇VEPCO（から、出力約130万kWの天然ガス焚きガスタービン・コン
バインドサイクル＇GTCC（発電設備を受注。併せて、長期メンテナンス契約も
締結。

2011年12月

電源開発株式会社＇Jパワー（のタイ現地事業会社であるガルフJP NS社
＇GNS（から、同社が手掛ける出力160万kW＇80万kW×2系列（のノンセン・ガ
ス焚きガスタービン・コンバインドサイクル＇GTCC（発電所建設プロジェクトを
フルターンキー契約で受注。

2011年5月

韓国最大の製鉄会社ポスコ＇POSCO（の浦項製鉄所＇浦項市（向けに、製鉄
炉副生ガス焚きガスタービン・コンバインドサイクル＇GTCC（発電設備2系列
を受注。POSCOグループで同国最大のIPP＇独立発電事業者（であるPOSCO
Power＇ソウル市（から受注したもの。POSCO向けに製鉄炉副生ガス焚き
GTCC発電設備を受注するのは今回が3件目。

2011年4月

バングラディシュ国営電力会社であるEGCBが首都ダッカ近郊に建設するハリ
プール ガスタービン・コンバインドサイクル＇GTCC（発電設備向けのM701F形
ガスタービン発電機1式を受注。発電所の建設を手掛ける韓国の現代建設に
供給。
韓国の斗山重工業と共同で、同国の独立系電力事業者であるポチョンパ
ワー向け天然ガス焚きガスタービン・コンバインドサイクル＇GTCC（発電設備
＇2系列（の主要機器を受注。併せて、長期メンテナンス契約およびポチョンパ
ワーへの出資契約も締結＇出資比率は6.7％（。主要機器は建設プロジェクト
を担当する大林産業から受注。M501GACガスタービン4基と発電機4基。
アゼルバイジャンの国有電力会社アゼルエナジー社が建設するシマル
＇Shimal（火力複合発電所2号機向け天然ガス焚きガスタービン・コンバインド
サイクル＇GTCC（発電設備を受注。1999年に受注したシマル1号機向けに続
くもので、発電所建設プロジェクトの主契約者である東洋エンジニアリング株
式会社に供給。

＇東芝（

2012年2月
米国のエンジニアリング会社であるフロアー社から、コロラド川下流開発会社
が建設を予定している米国テキサス州のファーガソン複合火力発電所向け蒸
気タービン発電機一式を受注。
スペインのエンジニアリング会社であるアベニールエナジー社から、メキシコ
電力庁が建設を予定しているメキシコ　モレロス州のセントロ火力発電所向
け蒸気タービン発電機一式を受注。

2011年9月

米国ＧＥと、同社の新型ガスタービン＇９ＦＢ（を使ったコンバインドサイクル発
電システムの日本およびアジア地域における販売協力に関する覚書を締結。
＇東芝とＧＥは１９８２年よりガスタービンコンバインドサイクル発電システムの
分野で協力関係（

※各社のプレスリリースより作成。 
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三菱重工 東芝 日立製作所 アルストム ＧＥ 

合弁相手
先 

ﾗｰｾﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ﾄｳﾌﾞﾛ＇L&T) ｼﾞﾝﾀﾞﾙ･ｻｳｽ･ｳｪｽﾄ
＇JSW) 

BGR ｴﾅｼﾞｰｼｽﾃﾑ バーラト重電機
＇BHEL)、 
インド原子力発電公社
＇NPCIL（ 

Triveni  Engineering & 
Industries Limited 

設立時期 2007年4月＇ﾎﾞｲﾗｰ社（ 
2007年11月＇ﾀｰﾋﾞﾝ社（ 

2008年9月 2010年8月 2010年 2010年 

生産体制 L&T MHI ﾎﾞｲﾗｰ社 
(ｸﾞｼﾞｬﾗｰﾄ州) 
2010年6月生産開始 
L&T MHI ﾀｰﾋﾞﾝ・ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ社
＇ｸﾞｼﾞｬﾗｰﾄ州（ 
2010年6月生産開始 

新工場＇タミルナド州（ 
2012年2月生産開始 

新工場＇タミルナド州（ 
2012年生産開始予定 

※NPCILがプラント設
置、BHELがタービン製
造、アルストムは技術
支援 

バンガロール工場にて
製造 

※シーメンスもクジャラート州のタービン工場等、インド進出を進めている。 

ボイラー 蒸気タービン 発電機 

上海電気集団 Alstom＇合弁（ Siemens＇合弁（ Siemens＇合弁（ 

東方電気集団 バブコック日立＇合弁（ 日立＇ライセンス（ 日立＇ライセンス（ 

ハルピン電気集団 三菱重工＇ライセンス（ 三菱重工／東芝＇ライセンス（ ＜自己調達＞ 

中国三大メーカーによる海外メーカーとの超々臨界＇USC（技術の提携 

○欧州勢は中国メーカーと合弁企業設立。日本勢は、中国メーカーとの間の技術提携によりライセンス生産の形式で参入。 

○日本メーカーによる技術移転を受け、中国国内でUSC技術の国産化が進展。 

○ライセンス契約失効後は中国外への輸出も可能となり、我が国にとって、第三国市場でコスト競争力を武器にした中国勢

との競合は脅威。 

○インドでは各社とも合弁企業形態で進出。インド国内のみならず第三国向けの生産拠点としての役割も期待される。 

重電メーカーによるインドにおける事業展開 

中国 

インド 

＇参考（中国・インドにおける事業展開 



地熱発電機器  

 世界の活火山数や地熱資源量ではインドネシア、米国、日本が上位。これにフィリピン、メキシコ、アイスラン
ド、NZ、イタリアが続く。他方、地熱発電の開発状況では、米国、フィリピン、インドネシア、メキシコ、イタリア
の順となっており、日本は第６位＇米国の六分の一（。 

 我が国重電企業＇東芝、三菱重工、富士電機（は、ドライスチームとフラッシュの両方式による世界シェアで、
７０％超を占めるとされる。機器売りだけでなく、以下のようなプロジェクトへの出資やエンジニアリング力を
活かしたプロジェクトの共同受注のケースあり。 

 富士電機：カリフォルニア州の地熱発電プロジェクトに資本参加。出資１千万ドル＇資本比率約10％（。 

 東芝：①丸紅と共に、インドネシアのパトハ地熱発電所１号機案件を受注。②豊田通商、現代エンジニアリン
グと共に、ケニア電力公社からオルカリア1号地熱発電所及び４号地熱発電所の建設プロジェクトを受注。 

台数 ＭＷ 台数 ＭＷ 台数 ＭＷ

日本 NA NA 14 272.3 5 5.7
米国 NA NA 18 511.5 19 666.2
メキシコ NA NA 11 160.0
コスタリカ NA NA 2 32.0
エルサルバドル 3 61.1 3 91.2
ＮＺ 3 113.0 3 275
フィリピン NA NA 19 702.7 13 477.4
インドネシア 6 386.3 11 641.5
中国 1 3.18
アイスランド NA NA 15 565.0 6 219.3
ギリシア 1 2.0
ポルトガル 1 3.0
トルコ 1 47.4
ケニア 5 114.8
ニカラグア 2 77

合計 52 2,800 99 2,971 63 2,457
※2008年3月時点 ※2010年時点

三菱重工 富士電機東芝

【我が国重電企業の実績】 

※各社のＨＰ公表情報から作成。 
※「新たなエネルギー産業研究会中間とりまとめ」より。 10 



水力発電機器  

 世界的には、中国、インド、北米、ブラジル等の中南米市場での成長が引き続き見込まれる一方、国内市場
は、中小型水力の新設と高経年設備の更新需要。＇但し、既設機器の更新期間は８０年程度と長い。（ 

 アンドリッツ＇オーストリア（、アルストム＇仏（、フォイト＇独（といった欧州企業と中国企業＇ハルピン、東方（が
世界シェアの８割を占めるとされる。我が国企業では、日立三菱水力、東芝。富士電機や明電舎も、機器や
中小型分野で事業展開。 

 2000年代に入り、欧州企業はM&Aにより集約化が進む。＇アンドリッツ：GEハイドロ買収＇2008（、フォイト：
シーメンスの水力部門を買収＇2000（（ 

 我が国も、 日立、三菱重工、三菱電機が「日立三菱水力」に事業統合＇2011（。東芝は、中小型分野の強化
を目的に明電舎と連携＇2011（。荏原は水車部門を富士電機の子会社である富士フォイトに譲渡。＇2011（ 

風力発電機器  

 中国企業＇華鋭、金風、東汽、等（の世界シェアに占める割合が高く、これにVestas＇デンマーク（、ＧＥ、 
Gems＇西（ Suzlon＇印（、ドイツ企業＇Enercon、シーメンス等（が続く。日本企業では三菱重工＇約２％（。国内
市場においても我が国企業‘＇三菱重工、日本製鋼所富士重工、（の占める割合は２割程度。【経産省・新た
なエネルギー産業研究会中間報告】 

 三菱重工：①寧夏銀星＇中（に２．５MWの大型風車の技術供与を決定＇2010（＇１MWは2007（。②欧州の原動
機拠点Mitsubishi Power Systems Europe, Ltd.は、英国政府とMOUを締結、補助金を受けて洋上風車の開
発プロジェクトを実施。 

 富士重工：風力発電事業を日立製作所に譲渡で基本合意＇2012（。 

三菱電機 

日立 富士電機 

明電舎 

東芝 

三菱重工 

富士フォイトハイドロ 

荏原製作所 

日立三菱水力 

50 

30 

20 

中小型分野の強化。 

水車の供給、等 
水車事業の譲渡 
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送配電機器 

 欧州企業＇ABB、シーメンス、アルストム（の3強は、フルラインで製品・サービスを世界に展開出来る能力を有
し、そのシェアは50％と言われる。我が国企業も、フルラインの生産ラインナップを有するが、世界シェアは数
パーセント台に留まっている。 

 我が国企業の海外展開が１９９０年代に入ってからである一方、欧州企業は早い時期＇１９７０年代（からグロー
バルにビジネスを展開。規模＇海外拠点（と 歴史の面で優位性があるとされる。 

 2009年のアレバの送配電部門売却に際して、①GE、②東芝／産業革新機構＇INCJ（、③アルストム／シュナイ
ダーの3組が応じたが、アルストム／シュナイダーのフランス企業連合体が買収＇買収額22.9億ユーロ（。 
 

 国内重電業界では、2000年代前半、製品競争力の強化＇開発スピード、コスト削減（、事業展開力の強化、経
営体質の強化等の観点から合弁し、５社体制から２社体制に集約化が進展。 

 しかしながら、東芝と三菱電機の合弁会社TMT&Dは2005年に合弁解消、日立、富士電機、明電舎の日本AEパ
ワーシステムズも2011年12月に合弁解消の最終合意し、５社体制に戻る。 
 

 新しい動きとしては、高圧直流送電＇HVDC（のアジア等での展開、UHV＇超高圧送電（の実証・実用化の動き、

スマートグリッドに向けたメーター企業との連携。 

三菱電機 

日立 

富士電機 

明電舎 

東芝 2002/10 
TMT&D 東芝５０％、三菱５０％出資 

変圧器、開閉装置等 

2001/7 
日本AEパワー 

システムズ 日立５０％、富士電機３０％、
明電舎２０％ 

変圧器、開閉装置等 

2005/3 
合弁解消 

三菱電機 

東芝 

日立 

富士電機 

明電舎 

2011/12 
合弁解消 
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＇参考（送配電分野における我が国企業の海外展開 

＜東芝＞ 

●南米地域の社会インフラ事業の統括拠点として、「東芝社会インフラシステム南米
社」を設立＇従来の変圧器等製造の製造販売会社と空気絶縁装置の製造販売会社を
統合（。＇2011（ 

●ロシアのタービン、発電機の大手パワーマシン社と、変圧器製造のJV設立。サンク
トペテルブルクに工場を建設する。＇2011（ 

●マレーシアのスイッチギア・絶縁装置メーカーのトップランク社に出資し、ASEAN地
域の拠点として「東芝電力流通システムアジア社」を設立。＇2011（ 

●アルサンドT&D＇伊（に出資。欧州・北アフリカ市場対応を強化。＇2011（ 

 

＜日立＞ 

●ロシア連邦送電公社と包括協定を締結、ロシアでの送配電に関する幅広い共同技
術検証および実証実験を推進。＇2012（ 

 

＜三菱電機＞ 

●米国拠点のMitsubishi Electric Power Products Inc.＇MEPPI（の新工場としてテネ
シー州に変圧器工場を建設する。投資金額は約180億円。＇2011（ 

●米国の送電会社ITC Holdings Corp.＇ITC（社との提携関係拡大に合意。2004年以
来ITC社に345kV以下ガス遮断器等を納入。これを765kVガス遮断器にまで拡大し、
変圧器についても提携を追加。＇2009（ 

 

 

 

※各社のプレスリリースより作成。 
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今後の取り組みの方向性＇案（ 

１．技術力 
 高効率石炭発電技術 
 ・超超臨界：USC＇蒸気条件約６００度超（ 
  ・先進超超臨界：A-USC＇蒸気条件約７００度超（ 
  ・石炭ガス化コンバインドサイクル：IGCC 
 高効率大容量ガスタービン 
  ・1700度ガスタービン国プロ【平成20年度～23年度】 
                   【平成24年度～平成32年度＇予定（】 
 超高圧送電＇1200KV、800KV、中国、インド（  
 高圧直流送電＇洋上風力、広域送電連携（ 
 

２．地場企業との連携／海外拠点の整備 
 地場企業との連携・合弁＇販売・生産（ 
 海外拠点の整備、充実・強化 

 

３．M&A／事業再編 
 
 

４．輸出支援 
 JBIC、NEXI、JICAの活用＇産構審インフラ・システム輸出部会で議論中（ 
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