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総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 

電力・ガス基本政策小委員会 ガス事業制度検討ワーキンググループ（第10回） 

 

日時 令和元年11月12日（火）9：58～11：40 

場所 経済産業省本館17階第１特別会議室 

 

○下堀ガス市場整備室長 

 定刻より少し早いですが、委員の皆様、オブザーバーの皆様、お揃いになりましたので、ただ

いまから総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会第10回ガ

ス事業制度検討ワーキンググループを開催いたします。 

 委員及びオブザーバーの皆様方におかれましては、ご多忙のところご出席いただきまして、ま

ことにありがとうございます。 

 本日、山野委員と、オブザーバーの国際石油開発帝石株式会社の戸出ジェネラルマネージャー、

それからＪＸＴＧエネルギー株式会社の冨士元リソーシズ＆パワーカンパニーガス事業部長はご

欠席となる旨の連絡をいただいております。ＪＸＴＧエネルギー株式会社におかれましては、代

理でガス事業部の大浦夏樹部長にご参加いただいております。 

 なお、山野委員からは資料にてご意見を提出いただいております。 

 また、男澤委員、草薙委員、二村委員及び山野委員につきましては、総合資源エネルギー調査

会の委員としての任期が更新されまして、本ワーキンググループの委員としても上位機関である

電力・ガス基本政策小委員会の山内小委員長から改めて指名がありましたので、その旨、ご報告

いたします。 

 それでは、本日の資料の確認をさせていただきます。 

 委員の皆様には、お手元にｉＰａｄをご用意させていただいております。議事次第にもござい

ますとおり、資料１が議事次第、資料２が委員等名簿、資料３が二重導管規制に係る変更・中止

命令の判断基準に関する検討、資料４が熱量バンド制の検討に関する今後のスケジュール（案）、

資料５が東邦ガス提出資料、資料６が欧州（英独）における熱量バンド制の調査報告について、

資料７が山野委員提出資料、以上でございます。 

 ｉＰａｄに不具合がありましたら、事務局までお知らせください。 

 それでは、以降の議事進行は山内座長にお願いいたします。 

○山内座長 

 どうも皆様、お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。 
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 議事次第にありますように、今日は２つの議題となっております。１つ目が二重導管規制に係

る変更・中止命令の判断基準に関する検討、それから２つ目が熱量バンド制に関する検討でござ

います。 

 プレスの方の撮影はここまでとさせていただきます。傍聴は可能でございますので、引き続き

傍聴される方はご着席をお願いいたします。 

 それでは、早速でございますが、１つ目の議題、二重導管規制に係る変更・中止命令の判断基

準に関する検討について、これを事務局からご説明をお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

○下堀ガス市場整備室長 

 資料３に沿ってご説明をしたいと思います。 

 まず、スライド１、２は、前回の第９回ガスワーキングでの議論の概要でございます。事務局

案に大きな異論はなかったかと認識しておりますが、幾つかご意見をいただいたところでありま

すので、そういった論点を本日検討したいと思います。 

 スライド４が、前回もお示しした今後の検討事項例で、主にこの４つについて本日整理をした

いと思います。 

 スライド５でございます。ネットワーク需要の算定期間ということで、ネットワーク需要の算

定期間につきましては、第31回ガスシステム改革小委員会におきまして経済情勢や自然災害の発

生状況等も踏まえながら、「可能な限り長期の採録期間を設定することが適当」と整理されてお

ります。そういったところ、「平成18年度からネットワーク需要を把握することができる直近年

度まで」を採録期間としてはどうかと思っています。 

 その上で、ネットワーク需要の伸びに係る最近のトレンドをより適切に反映するために、ある

年度、ｎ年度としますと、ｎ年度から開始する３年間の期間における獲得可能量は、先ほどの期

間で求めたネットワーク需要の伸びに、その直近の３年間におけるネットワーク需要の平均を乗

ずることによって求めることとしてはどうかと思っております。 

 具体的な数字ですが、スライドの真ん中あたりに表がございます。第９回ワーキングで提示し

た伸び率というのは、第９回にあったとおりなのですが、今回、前回の議論を踏まえまして、連

結託送供給量を除いた場合の伸び率を、ガス事業法に基づく報告徴収によって正確な数字を各事

業者に出していただきました。それを基に、資源エネルギー庁で作成したのが右の数字でありま

す。左は、あくまで参考までに前回までのとり方で速報値的にとった参考値で、右が今回の制度、

前回ご議論いただいたものを踏まえて算定した数値でございます。 

 まず、算定期間については以上でございます。 
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 続きまして、スライド８でございます。 

 前回議論で、特定ガス導管事業者の届け出時点を「需要獲得時点」とすると、供給開始時点で

はなくて届け出時点を需要の獲得とするということによって、新規参入者の予見可能性を高める

こととされたところでありますけれども、どのような書類が提出されれば届け出と認定するに足

るかということで、届け出書類につきまして検証を行いました。 

 実際、法令上に定められている書類の内容というのは、供給地点、あるいは特定ガス導管事業

の用に供するガス工作物に関する数や能力、あるいは設備に関する図面等でございまして、後ろ

に参考条文も載っていますが、いずれも特定ガス導管事業による需要獲得を認定するために必要

な項目と考えられます。また、これらの書類を準備することによって、新規参入者の予見可能性

を損なうほど需要獲得時点の決定が遅れることは想定しにくいのではないかと思っております。 

 従いまして、ガス事業法第72条及びガス事業法施行規則第111条に規定される書類と、変更の

届け出の場合にあっては、そちらに書いている規則の第112条に規定される書類が適切に届け出

されることをもって「需要獲得があった」と明確化することとしてはどうかと思っています。 

 また、一般ガス導管事業者が行う特定ガス導管事業についても同様に、そちらに書いてありま

す条文に基づいて適切に届け出されることをもって「需要獲得があった」と明確化することとし

てはどうかと考えております。 

 次の論点が、スライド11でございます。 

 第30回ガスシステム改革小委において示されていますが、一般ガス導管事業者が現にガス供給

している「既存需要」に対してガスの供給実績がある特定ガス導管事業者については、獲得しよ

うとする「既存需要」、この規模が供給していた際の需要規模と比較して著しく大きくない場合

には、利益阻害性の判断を行わない、供給を認めるとされておりますが、この著しく増大した場

合の扱いについては、これまで明示的に整理がされていなかったところであります。 

 この点、どういうように判断されるかと考えた場合に、「著しく大きいかどうか」については、

幾つかの考慮要素があると思っています。例えば、まず絶対量として、今回獲得する需要と過去

に獲得した需要の絶対量の差分というのも当然ありますし、または、「今回獲得需要」量に対す

る特定ガス導管事業者の導管の供給余力、元々どのような設計で導管が設計されていたのかとい

うところで、多少増えたところで、そこは問題なくおさまるような形なのか、それを超えるよう

な大きさなのかというのも論点になると思います。さらに、需要家のガスの利用形態の変化等と

いうところで、例えば生産が好調だったのか、あるいは、ラインを増設して大きく需要が伸びる

ような事象があったのかといったところを総合的に考慮して、個別具体的に判断することとして

はどうかと思っています。 
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 その上で、需要が「著しく大きい」と認められる場合には、その差分の脱落によって一般ガス

導管事業者の託送料金の上昇がもたらされる可能性があること、利益阻害性の判断対象外として

は一般ガス導管事業者の予見可能性を損なう恐れがあることから、この増加分について利益阻害

性の判断の対象とすることが適当ではないかと思っています。 

 現時点では、個別案件が積み上がっていないということから、今後、こういった事例が蓄積す

る中で明示的な整理を行う必要性が認められる場合には、具体的な整理を検討することとしては

どうかと思っています。 

 最後のスライド14でございます。 

 この制度のフォローアップ、あるいは制度の見直しについてでございます。 

 １つ目の丸は、前回もお示しして大きな異論がなかったところでありますが、事業者の予見可

能性確保の観点からも継続的な制度とすることが望ましいと考えられるわけですが、エネルギー

を取り巻く環境が大きく変化しているということ、それから、熱量バンド制の議論や託送制度見

直し等の動向も踏まえつつ、新たな制度開始後３年を目途に、本規制の運用状況を確認すること

としております。 

 その上で、前回は、獲得可能量の上限と、その獲得需要量、これがどういった関係があるのか、

しっかり見ていくべきだというご意見がございましたし、供給区域ごとに見た逸失利益というの

はどうであるか、あるいは導管投資インセンティブについて影響があるのかどうかといったとこ

ろに関するご意見があったと認識をしております。こちら、この運用状況の確認の際に、その下

に書いているとおり、しっかりフォローしていくことを考えております。 

 １つ、上から３つ目の丸ですけれども、獲得可能量の上限と獲得需要量の関係につきましては、

今後、前回もご議論させていただきましたけれども、照会に応じて国が獲得可能量の残量を開示

するという形にしています。事業者が需要を獲得しようとする際には、国に照会がなされること

が想定されるところでありますが、その獲得しようとする需要量と、獲得可能量と、こちらを確

認することで、実際に張りついていなければ、それがどういう理由なのかというのをきちんと国

で精査をして把握をするということで、その事例の積み重ねで必要な対応を検討することとして

はどうかと思っています。 

 また、供給区域ごとに見た導管投資インセンティブや逸失利益につきましても、ネットワーク

需要の伸び率、あるいは需要の獲得量、それから導管総延長の変化量及びその託送料金の変動状

況等を注視しまして、必要な対応を検討することとしてはどうかと思っております。 

 資料は以上ですが、本日欠席の山野委員から、前回の第９回ワーキングで、逸失利益について

は必ず金額でどうなったのかというのをしっかり検討してほしいというご意見がございました。
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そういったところで、我々も、今回需要が脱落した量というのが６月のワーキングに年間2.4億

立米という数字が出ていたわけですけれども、これまでの実績ベースで見れば、特定ガス導管事

業者の需要獲得量に一般ガス導管事業者の託送料金を乗じた金額としては、約８億円というこれ

までの実績になっておりますけれども、こちらが一般ガス導管事業者の託送供給利用者に対する

負担として発生した額と計算できるのではないかと思っています。 

 我々としては、今後の運用状況の確認の際に、こういった逸失利益の金額についてもフォロー

していきたいと思っております。 

 また、最後、資料７の山野委員からは、さらに別の意見として、今回、数字が大手４社である

けれども、その他の会社についても伸びを把握して議論すべきではないかということですが、全

ての一般ガス導管事業者に対して報告徴収を行いまして、数字については把握をしております。

制度として国に照会があれば獲得可能量の残量を開示することといたしておりますので、そうい

った形で、必要な方にはオープンにするということを考えているということで対応したいと思っ

ております。 

 事務局から、以上です。 

○山内座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、資料３及びその関連について、皆さんのご意見、ご質問を受けたいと思います。い

つものように、ご発言ご希望の方は、お手元の札を立てていただくというルールでやりたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 どなたか発言のご希望、いらっしゃいますか。 

 草薙委員、どうぞ。 

○草薙委員 

 ありがとうございます。概ね事務局案に賛成させていただきます。幾つか申し述べます。 

 まず、資料３の８ページのスライドでございますけれども、「届出」の判断基準でございます。

３つ目のポツで、本来届け出すべき書類以外の書類の作成義務の発生がないという意味で、比較

的特定ガス導管事業者が対応しやすいと思われますので、競争を促進する観点からもよい基準だ

と思います。従いまして、これを支持したいと思います。 

 それから、11番のスライドでございますけれども、ガスの供給実績がある既存需要に対する利

益阻害性の評価の４点につきまして、基本的に事務局案に賛成したいと思っております。 

 この１つ目のポツにございます「著しく増大」という表現が非常に定性的なものでありますけ

れども、今回、２つ目と３つ目のポツのように方針が立つことは評価したいと思っております。
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そして、４つ目のポツのように、「現時点では、当該個別案件が積み上がっていないため、今後、

こうした事例が蓄積する中で明示的な整理を行う必要性が認められる場合には、具体的な整理を

検討する」ということ、これは私も妥当だと思います。 

 なお、その際の考慮事項ということではなくて、利害阻害性の評価について思うところを申し

述べます。 

 新規参入者、特定ガス導管事業者の自営導管というのも、ガスパイプラインである以上は、そ

こには公共的な価値というものが考えられるということが将来はあり得るかもしれません。その

ようなことを具体的に整理するときに、どう評価するかということが課題になり得る点を指摘し

たいと思います。 

 例えばですが、現行の標準熱量制度の変化の仕方によっては、もしかすると、特定ガス導管事

業者の自営導管の設計を工夫して、一般ガス導管事業者のバックアップ機能を果たすといったこ

とも不可能ではなくなるのかもしれないと考えます。そうなると、利益阻害性の評価方法も大き

く変わってくるのだろうと思います。このようなことは、起こるとしても、かなり将来のことと

なると思いますが、そのような可能性も全くないわけではないという点を指摘したいと思います。 

 続きまして、資料のスライド14でございますが、新制度の効果のフォローアップ、制度の見直

しの部分でございます。 

 まず、適切なフォローアップの内容として３つ目のポツ、４つ目のポツにございますように、

いずれも必要な対応を検討するということであります。基本的には国の方でも新制度のルール内

で競争が進展し、需要家が望む安いガスが供給されていることを確認し、かつ新制度の見直しと

いう形で進めていくという場面があるということだと思っております。その趣旨を踏まえて、一

般ガス導管事業者も特定ガス導管事業者も、国へのフォローアップの協力をしっかり怠りなく行

っていただきたいと思っております。それを経てこその、新制度のさらなる見直しということだ

ろうと思っております。 

 以上です。ありがとうございます。 

○山内座長 

 ご意見、次は佐藤オブザーバー、どうぞ。 

○佐藤オブザーバー 

 ありがとうございます。 

 私から１点だけ、14ページのフォローアップ制度の見直しについてですが、制度開始後３年を

目途ということになっておりますが、昨今のエネルギーを取り巻く環境はめまぐるしいスピード

で変わっているということを考えますと、必ずしも３年後を待つということではなくて、必要な
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タイミングでぜひ実施していただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○山内座長 

 沢田オブザーバー、どうぞ。 

○沢田オブザーバー 

 スライド11ページから13ページに記載いただきました、ガス供給実績がある既存需要に関して

発言をさせていただきます。 

 二重導管規制の以前の基準では、現在の特定ガス導管事業者は、主に新規需要の獲得しかでき

ませんでした。また、特定ガス導管による供給開始の後、その新規の需要家が一般ガス導管供給

に変更した場合、一般のガス導管事業者の既存需要となるため、以後は新規需要とされず、特定

ガス導管による取り返しができない仕組みでございました。 

 そのため、12ページに記載があるように、2015年12月のガスシステム改革小委員会におきまし

て、特定ガス導管が新規需要として供給を開始した後、一般ガス導管で当該需要を取り返して新

規需要から既存需要になった場合も、特定ガス導管で当該既存需要を取り返せるような取り扱い

とすべきという整理がなされました。それを受け、13ページにあるような、注１や注３が現行の

基準として記載され、運用されているものと認識しております。 

 利益阻害性の評価を行わない既存需要は、特定ガス導管事業者が過去に新規需要として供給を

開始したことがある既存需要に限定されている現行の基準につきまして、引き続き適切に運用し

ていただきますようお願い申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○山内座長 

 その他にいらっしゃいますか。 

 市村委員、どうぞ。 

○市村委員 

 ありがとうございます。 

 私からは、最後のフォローアップのところで２点ほどコメントさせていただければと思います。 

 まず、先ほど佐藤オブザーバーからもありましたが、基本的には、このフォローアップという

のは３年後ということかと思うのですが、随時いろいろな情報を事業者の方から提供いただく中

で、必要に応じて検討すべきところは検討していくといった形で進めていただければと思ってい

ます。 

 もう一点でございますけれども、ここで整理していただいていることは非常に重要なことだと
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思っております。獲得可能量を超える既存需要の獲得が起きない理由について精査をするという

ことで、こういったことをフォローアップしていくことは重要だと思っています。 

 もう一点だけ加えさせていただくとすると、前回もコメントさせていただいたのですが、基本

的に特定導管というのも、いったん敷設されると、その特定導管事業者は差別的取り扱いが禁止

されるということになりますので、その中で、小売事業者としては、既存・新規事業者にかかわ

らず、既存の導管と特定導管どちらも利用し得るような状況になってくるのだと思います。そう

いった中で競争が起きるというとことも重要だと思いますので、特定導管の利用状況といったと

ころについても、このフォローアップの項目の中に入れていただければと思っています。 

 以上です。 

○山内座長 

 その他にいらっしゃいますか。 

 柏木委員から松村委員ということで、柏木委員、どうぞ。 

○柏木委員 

 どうもありがとうございます。 

 本質的に今まで随分ディスカッションしてきたわけで、各委員の方々の意見が総合的に入った

形で、この案に関しては賛成をしたいと思います。 

 ただ、今、14ページの話が随分出ていますが、今後益々フォローアップが重要になってくると

思います。特に、旧一般ガス事業者しか託送料の選択肢がない一般の需要家に関して、二重導管

規制の範囲を大きくすることによって不利益を被らないというのが、この二重導管規制の意図だ

と思います。その範囲内で考えますと、この熱量バンド等々、こういう話とも少し兼ね合ってき

ますので、今後、１ポツの中に熱量バンド制の議論も踏まえた形で今後のフォローアップを考え

なければいけない。また、総合的な考え方が重要になってくると思います。そこら辺を十分に検

討した上で、３年というのは一つの目安だと思いますけれども、３年を目途に自主的に目的を達

成できているかどうかについてチェックを入れながら、適宜制度見直しをしていくということが

重要ではないかと思います。 

 以上です。 

○山内座長 

 では、松村委員、どうぞ。 

○松村委員 

 事務局の提案、全て異議ありません。このとおり進めていただければ。よい整理になっている

と思います。 
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 そして、いろんな項目をフォローアップするわけですが、一つの目的は、本来なら二重導管規

制の範囲内で新規参入者というか、未熱調ガスを供給できることになっても、利益阻害性の観点

から問題なさそうなケースであるにもかかわらず、この詳細制度設計の結果として、需要を獲得

できないということになってしまうことがそもそも問題なのであって、新規参入者については、

本来、この需要家を獲得する予定だったが、この制度の制約により獲得不可能であったという情

報が提供されなければ、そもそも確認、フォローアップのしようがない。したがって、新規参入

者は、制度の不具合によって、そういった事態が生じている場合は、積極的に伝えていただきた

い。もちろん経営情報等の関係で、公開可能かという点は、極めて難しいものもあるかもしれな

いが、新規参入者が積極的に情報提供することを期待しています。 

 次に、新設された未熱調ガスの導管の公共性に関して、理解できない議論があったのですが、

市村委員がおっしゃったことは全くもっともだと思います。その点で、ぜひ新規参入者の方にお

願いしたい。今の制度でも、一般ガス導管事業者ほどの規制はないけれども、原理的には託送も

できることになっているはずです。したがって積極的に利用することもできる。そうすると、託

送料金の決め方は、規制が同じとは言わないのですけれども、一応託送料金があるわけです。そ

の託送料金が、驚くほど高い価格で設定されていたとすると、今度は、既存事業者の託送料金が

高過ぎるではないかと新規参入者が主張しても、余り説得力がなくなってしまう。どうせ利用し

ないだろうと思っているとは思いますが、そこの料金も余り無体なことをしないように。合理的

な水準にすべき。公共的な資産だというのは、確かに未熱調ガス導管も同じですから、ぜひその

点は留意していただいて、対応していただければ、と思いました。 

 以上です。 

○山内座長 

 次は又吉委員、どうぞ。 

○又吉委員 

 ありがとうございます。私も事務局案に賛同したいと思っております。 

 １点だけ、フォローアップ制度の見直しについて、先ほどからご発言もありましたが、やはり

検証につきましては３年を待たず、必要であれば早期に対応措置をとることが非常に重要である

と考えております。前回もコメントしましたが、エリアごとの需要の伸びと獲得可能量がパラレ

ルで動く場合、私自身は導管投資インセンティブが削がれる可能性を非常に懸念しております。

この点につきましてご留意いただければと思います。 

 以上です。 

○山内座長 
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 その他の発言ご希望、いらっしゃいますか。沢田オブザーバーはいいですか。 

 草薙委員、どうぞ。 

○草薙委員 

 ありがとうございます。 

 先ほどの公共性というところなんですけれども、公共的な価値という部分について、松村委員

のおっしゃることはもっともでございます。その一方で、室長からもお話がありましたとおり、

この利益阻害性の評価ということに関しては、継続性という観点が非常に重要ですので、その部

分について焦点を当てて、遠い将来、標準熱量制度の変わりようによってはという議論をさせて

いただいたということで、今回は傍論的な発言だったとお考えください。 

 以上です。 

○山内座長 

 その他、よろしいですかね。 

 ありがとうございました。 

 それで、二重導管規制について、今日、変更・中止命令の判断基準ということで、これまでも

議論をしていただいたわけでありますけれども、また今日もご意見をたくさんいただきました。

ただ、今のご意見を伺う限りは、本制度のあり方について、事務局の提案について大方のご理解

をいただけたのではないかと思っております。従いまして、事務局では、この議論を踏まえまし

て具体的な制度運用を推し進めていただくということをお願いしたいと思います。また、フォロ

ーアップについていろいろご意見が出ましたので、必要に応じて、このワーキンググループでも

実施状況等のフォローアップを行っていくということで考えておりますけれども、以上のような

考え方で、皆様、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、事務局において進めていただくということでお願いしたい

と思います。 

 それでは、資料４になりますが、これは事務局から、次の議題ですね。お願いいたします。 

○下堀ガス市場整備室長 

 続きまして、次の議題の熱量バンド制に関する検討ですけれども、まず資料４で、今年度、年

度末にかけて、規制改革実施計画、閣議決定との関係で中間整理を今年度末までに行うこととな

っております。そういった意味で、既に数も限られていることから、今後こういうスケジュール

で議論してはどうかという案をお示ししております。 

 現状は６月に示した案、追加調査を幾つか行うということで、今随時、鋭意行っているところ

でありますけれども、結果がまとまったものから随時ワーキングで報告するということで、本日
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もご用意していますし、また12月とかにも実施したいと思います。あわせて、関係者から実際に

現場に近い方のご意見をヒアリングで聞くというのはいかがかと思っております。その上で、年

明けに、その調査結果を全てまとめて、できるだけ定量的に評価・分析したメリット・デメリッ

トの議論を行い、３月までに熱量バンド制への移行の方向性と論点の中間整理、こちらを行うこ

ととしたいと思っております。 

 本日は、海外調査の追加調査と、それから、後ろに参考資料で前回第８回ですが、６月の委員

の意見を載せておりますが、一つ、安全性の面で標準熱量を46から45に下げたときに、２％の幅

の中で安全性を確認して下げていたということだが、この安全性という観点から、実際にどうい

った形で安全性を確認して移行していったのかどうかというのを知りたいという意見もございま

した。こういった観点から、本日は、一番最近熱量引き下げを行った東邦ガスさんからのヒアリ

ングを行う予定としています。 

 また、第11回、12月におきましては、燃焼機器への影響調査の概要がまとまるということであ

りますので、そういった影響調査と、オブザーバーでもあります日本ガス協会及び東京電力エナ

ジーパートナー様からヒアリングを行いたいと考えております。 

 スケジュールについては、まず以上です。 

○山内座長 

 ありがとうございました。そういうことでよろしゅうございますかね。 

 それでは、橘川先生、どうぞ。 

○橘川委員 

 大まかなスケジュールはわかったのですが、ヒアリング対象について、需要者サイド、供給側

だけではなく、需要の側の熱量バンド制に対して懸念する立場と歓迎する立場のヒアリングを積

極的にやってほしい。何となく事業者サイドのヒアリングについては、聞く前から言うことがわ

かっているようなところがありますので、需要家サイドの観点でのヒアリングをつけ加えていた

だけるとありがたいと思います。 

○山内座長 

 わかりました。事務局と相談して検討させていただきます。 

 その他にいらっしゃいますか。 

 それでは、今お話がございました、東邦ガスからヒアリングを行いたいと思います。メインテ

ーブルにまだ着いていらっしゃいませんので、そちらについて私から少しご説明させていただき

ます。 

 熱量バンドの議論でございますけれども、事務局から委託をして、株式会社野村総合研究所の
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植村さんに調査を実施していただいて、この場に本日お越しいただいております。 

 それから、今お話ししかけましたけれども、ヒアリングということで東邦ガスの伊藤様、それ

から山碕様にお越しをいただいております。まずはそれぞれの委員の皆様からご質問があれば答

えていただくものと考えておりますので、ここでメインテーブルに着いていただいて、それから

ご説明ということにしたいと思います。すみません。どうぞよろしくお願いいたします。 

 大変失礼しました。それでは、準備がよろしければ、東邦ガスさんからご説明、標準熱量引き

下げ時の対応についてお話をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○東邦ガス（株） 

 ご紹介いただきました東邦ガスの伊藤でございます。本日は、弊社が実施をいたしました標準

熱量引き下げに対しての対応につきまして説明の機会をいただきまして、誠にありがとうござい

ます。 

 それでは、資料５を用いて説明をさせていただきます。 

 まず、１枚めくっていただきまして、右下のページ番号１ページ目をご覧ください。ご覧いた

だいております目次に沿って説明をいたします。 

 それでは、次に２ページ目をご覧ください。 

 熱量引き下げの説明に先立ちまして、弊社、東邦ガスについて簡単に説明をさせていただきま

す。 

 弊社は、東海３県におきまして都市ガス事業を営んでおりまして、お客様の数は246万件、販

売量は38億立方メートルというところでございます。弊社の供給エリアは、ご案内のとおりトヨ

タ自動車や本田技研、三菱重工など多くの製造業が集積していることが特徴でございまして、業

務用の需要量が販売量全体の約８割を占めているという状況でございます。熱量の引き下げに際

しましても、これら業務用のお客様への対応がポイントとなりました。 

 ３ページ目をご覧ください。 

 2015年９月に実施をしました熱量引き下げの概要について説明をいたします。 

 弊社は、天然ガスの調達先の多様化への対応と、当時相対的に価格が高かった増熱用ＬＰＧ量

の低減を目的としまして、標準熱量の引き下げを実施をいたしました。 

 ページの下段には、熱量引き下げ実施までの流れを記載しております。消費機器への影響調査

など、数年間の事前検討を経まして、2011年度下期に熱量引き下げの実施を決定をいたしました。

その後、お客様先での製品の品質確認試験や消費機器の調整・改造などの実地対応を経まして、

2015年９月に46メガジュールから45メガジュールへ、約１メガジュールの標準熱量の引き下げを

実施したところでございます。 
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 ４ページ目をご覧ください。 

 ここから事前検討の具体的な内容について説明いたします。 

 事前検討におきましては、原料調達や製造・供給設備、また消費機器への影響調査など、多岐

にわたる検討が必要となります。下の表をご覧いただきたいと思いますが、この中でも特に尽力

をいたしましたのが消費機器対応でございまして、安全性や製品の品質に及ぼす影響などにつき

まして、同業他社やメーカーへのヒアリングを行い、個別に調整や改造が必要な機器の洗い出し

などを実施をいたしました。 

 ５ページ目をお願いいたします。 

 まず、家庭用ガス機器の事前検討について説明をいたします。 

 今回は45メガジュールへの熱量の引き下げでございまして、引き続き13Ａというガスグループ

の範囲内であり、かつ引き下げの熱量を一定に保つということから、個別の対応が不要と判断を

いたしました。ただし、エネファームに関しましては、ガスを改質して水素を抽出するというこ

とでございますので、ガスの組成が機器の稼働に影響する懸念がございましたので、メーカーへ

のヒアリングを行った上で、今回の引き下げ幅であれば個別の対応は不要と判断をいたしました。 

 なお、今回の検討では一定熱量の引き下げということでございますので、熱量の変動ですとか、

また、更なる引き下げの影響までは確認はいたしておりません。 

 ６ページをご覧ください。 

 続きまして、業務用ガス機器の事前検討について説明をいたします。 

 業務用ガス機器の中でも、ボイラーや空調に用いますガス吸収式冷温水機、また厨房設備は、

メーカーへのヒアリング等によりまして個別調整は不要と判断をいたしました。一方で、金属加

工などに使われます工業炉は、お客様ごとの設備仕様や使用状況が異なっておりまして、熱量引

き下げによる製品品質への影響が懸念されたため、一部の機器で個別調整が必要と判断をいたし

ました。また、コージェネレーションやガスヒートポンプに関しましても、メーカーへのヒアリ

ング結果も踏まえ、これらも一部の機器において個別調整を実施することといたしました。これ

らをあわせまして、個別調整対象のガス機器は約2,000台以上に及びました。 

 ７ページをご覧ください。 

 個別に対応しました工業炉、コージェネレーション、ガスヒートポンプにつきまして、それぞ

れの実施内容を説明いたします。 

 中ほどの表をご覧ください。工業炉は、熱量の引き下げに際し特に慎重な対応が求められまし

た。後ほど詳細は説明いたしますが、熱量やガスの組成の変化による製品不良が懸念されたため

に、お客様ごとに設備の改造や調整を行うことに加えまして、実際の品質確認試験も実施をいた
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しました。また、コージェネレーションやガスヒートポンプにおきましては、熱量引き下げに伴

いますガスエンジンの出力不足や出火などが懸念されましたために、お客様先の状況を個別に調

査して、ノズルの調整などの対応をいたしました。 

 ページの下段には工業炉の仕組みを掲載しておりますので、ご参考ください。 

 ８ページ目をご覧ください。 

 続いて、工業炉の種類と熱処理への影響について説明をいたします。 

 工業炉には、主に原材料を溶かします溶解炉、食品加工や陶磁器などの焼成を行います加熱炉、

また金属の強度や耐腐食性など製品に必要な性能を持たせる熱処理炉、この３種類がございます。

これらの中でも熱処理炉は、熱量引き下げ時の製品品質への影響が特に懸念をされました。弊社

のお客様の熱処理炉保有数は、中小企業を含めて約1,800台でございますが、その中でも変成炉、

浸炭炉は都市ガスを燃焼するだけでなく、実際の原材料としても使用するということから、厳密

な管理が求められました。 

 次の９ページで詳しく説明をいたします。９ページをご覧ください。 

 変成炉や浸炭炉では、左下の図に示しますように、炭素分を金属の表面に浸み込ませまして表

面層の強度を増す浸炭加工という加工を行います。この浸炭の工程は右下の図に記載をしてござ

いますけれども、まずは破線の左側の変成炉におきまして都市ガスと空気を反応させ、この浸炭

加工で必要な一酸化炭素を含む雰囲気ガスを発生させます。次に、破線の右側の浸炭炉におきま

して、この雰囲気ガスと、再度都市ガスを利用しまして浸炭加工を行うというものでございます。

この浸炭加工は、炭素分の量が少な過ぎますと表面の硬さを失い、また、多過ぎますと粘り強さ

を失うということから、この一酸化炭素の濃度が非常に重要でありまして、製品の品質を確保す

るために浸炭炉内の一酸化炭素の濃度の厳密な制御が行われているところでございます。一酸化

炭素は都市ガスの主成分でございますメタン分を中心につくられますため、熱量変更に伴いまし

て都市ガスの組成が変動すると製品の品質に影響を与えることとなります。 

 10ページをご覧ください。 

 ここでは、標準熱量引き下げ時の実地対応について、先ほどご説明しました変成炉・浸炭炉を

保有するお客様への対応例をご紹介をいたします。 

 ギアですとかシャフトなどの浸炭加工品は、自動車の部品などで多く採用されております。こ

れらの製品の品質は、人の命に係わるというところもございますし、トヨタ自動車を初めとする

発注者と受注者であります部品メーカーとの間で製造工程などを確認し、承認された品質管理基

準に基づき生産をされております。この標準熱量引き下げでは、ガスの組成が変わると製品の品

質の管理基準を逸脱する可能性があったために、各社に対して慎重な対応を実施いたしました。
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具体的には、お客様先に45メガジュールの試験用のガスを持ち込みまして、実際の品質確認試験

を実施するなど、十分に試験、協議を重ねた上で、機器の調整・改造方針を決定し、それに基づ

きまして、雰囲気ガス量に含まれます一酸化炭素の量の調整ですとか浸炭炉内の一酸化炭素量を

制御しますコントローラーの改造などを行いました。これらの対応に当たりましては、お客様の

操業に影響しないように、お盆休みや年末年始等、限られた期間を利用しまして、一件一件メー

カーの力を借りて対応したというものでございます。 

 11ページをご覧ください。 

 続きまして、熱量引き下げの実施日の対応について説明をいたします。 

 熱量引き下げの当日は、24時間体制で２日間をかけて対応をいたしました。消費機器につきま

しては、事前に46メガジュールから45メガジュールへの緩やかな熱量変動を前提に事前調整をし

ているために、急激な熱量変動を避けるとともに、熱量の下がったところに再び元の熱量のガス

が入らないように、ガスの流れも調整をいたしまして、ネットワーク末端のお客様まで確実に対

応したところでございます。 

 また、ページ右下に熱量引き下げ前後の１日単位の熱量幅の推移を示しておりますが、この標

準熱量を引き下げたとき以外につきましては、前後ともプラスマイナス誤差0.4％以内で、安定

した熱量でガスを供給いたしております。 

 次のページをご覧ください。 

 参考資料としまして、12ページに熱量引き下げ前後での都市ガス組成の変化と、次の13ページ

に、都市ガスの成分でありますメタンによります変成炉、浸炭炉内での化学反応を記載してござ

います。後ほどご確認いただければと思っております。 

 以上で私からの説明を終わります。どうもありがとうございました。 

○山内座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、資料６ですね。これは欧州における熱量バンド制の調査結果報告、これをご説明を

お願いいたします。 

○下堀ガス市場整備室長 

 資料６に基づきまして、欧州の熱量バンド制に関する調査報告を行いたいと思います。 

 スライド２からでございます。３月にも概要はご報告して、少し重複するところもございます

が、ご容赦ください。 

 欧州では、多くのガス田から異なる熱量のガスが安定的に産出されて、広域のパイプラインで

供給されておりまして、これは後ほどまたグラフが出てきますが、ＥＵ内で広目の熱量幅がネッ
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トワークコードとして設定されているところでございます。今回、私も海外調査に同行したんで

すけれども、欧州各国ではガスの品質は、過去、これまでは安定してきたんですけれども、ロシ

ア産のガスが増えてきたり、あるいは域内ガス田、北海ガス田とか、あるいはオランダのガス田

とかが産出減少、あるいは停止といったところに伴って、供給元及びガスのフロー、流れ、こち

らが変化している状況、さらにはＬＮＧの輸入も増加しているというところでございまして、近

年は不安定化する傾向にございます。加えて、私が肌で感じてきたのは、やはり脱炭素化に相当

関心が高く、何かこのガス業界でも当然しなければといったところで、将来のバイオガス、ある

いは水素の注入といったところをまさに彼らは検討中でありますので、こういったところからも

需要家向けのガスの熱量安定化の必要性というのが認識されているところでございます。 

 次のスライドは、あくまで参考ですが、イギリスは高圧導管事業者、ＴＳＯが１社、ナショナ

ルグリッドで、そこから供給を受けて、配給導管事業者、ＤＳＯとして４社が導管網を構築して

いるところでございますが、右側にイギリスのガスソースの比率ですけれども、国産ガスが44％、

パイプラインによる輸入が47％でＬＮＧが９％という状況になっているところでございます。 

 次のスライド、４ページ目でございますけれども、ドイツではＴＳＯが16社、ＤＳＯが717社

ということですけれども、今、彼らと話をすると、目下の関心はローカロリーガスの方とのこと。

ロシアやノルウェーから来るハイカロリーガスは引き続き安定はしているんですけれども、オラ

ンダで産出されるガスというのが、いわゆるローカロリーガスでありまして、その導管というの

は別々に整備をされているというところでございます。このオランダの方で地盤沈下等によって

産出停止ということでございまして、この低熱量導管をどうするか。要はハイカロリー化して導

管として使うかどうか。そのためには、例の先ほどの熱量変更じゃございませんけれども、相当

いろんな機器類等に影響があるので、どういった時間軸でそれをやっていくかというのに非常に

高い関心があって議論されているというお話もございました。 

 ドイツのガスソースは、右に書いているとおりでございます。 

 スライドは、参考までに、日本はご案内のとおりＬＮＧの輸入が97.5％で、多くの国々から来

ておりますので、熱量についても、さまざまな熱量を持ったものがＬＮＧ対応のために入ってい

るというところでございます。 

 スライド６でございます。 

 欧州における、この熱量バンド制の基準と運用ということで、欧州基準では広目のガスの熱量

幅というのが決まっております。スライド６の左の方ですけれども、左側４つが、横軸が国が書

いていますけれども、縦に熱量ということで、ローカロリーと、右側のほうがハイカロリーのガ

スでありますが、三角の印が、基準上ではこのぐらいの幅を認めていると。一方で、黒い楕円の
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ような丸みたいなものが実際に観測されている点というところで、運用実態としては、右側のド

イツでのガス熱量変動の図も参考になりますが、実際にＤＳＯレベルでのガス品質変動というの

は比較的小さく、通常はプラマイ１％程度である。近年、プラマイ２％を超える品質の変動が生

じるようになっているということでございます。 

 次のスライド７でございますけれども、こちら、今回の追加調査の目的の一つでありまして、

先にスライド８に、例のマトリックス、ガス機器を縦に並べて、横に効率性、安全性、品質、こ

れが熱量幅がこのぐらい、２％とか４％とか、こういったときに、それが影響がないのか、一部

影響の可能性があるのか、あるいは相当影響があるのかといったところを整理した表があります

が、これの日本版をつくりたいと思ったときに、どういうように彼らがつくっているのかという

のをドイツにヒアリングに行ったということであります。 

 スライド７に戻っていただきまして、彼ら、ドイツでは、実機やシミュレーション、こちらを

使いまして、３年以上の歳月をかけて、しっかりこういうガスの品質変動の影響を調査している

ということでございます。また、機器の安全性・効率性のみならず、産業の製品の品質への影響

も調査しているということで、先ほどの表でございますけれども、一つ、例えばシミュレーショ

ンの例としては、そのスライドの右側にバーナーの絵のようなものがあります。ロシア産とノル

ウェー産で４％熱量が違うことで、このバーナーの炎が20％も長さが違うといったところから、

工場作業者の労働環境への影響というのもあり得るということでございます。 

 それから、真ん中のコメント、先方の担当者、研究者のコメントでありますけれども、ヨーロ

ッパでは、過去は非常に安定的な品質、熱量でした。需要家はそれに慣れている。問題は変動で

あります。産業ユーザーは、地元のガス、これは、ガス田からパイプラインを通じてガスが来る

ことは、もう昔から当然でありますので、そこに産業ユーザーは、むしろ需要家側の方が合わせ

る必要があって、大手は技術者がいるけれども、中小の企業にとってはなかなか対応が難しい。

それから、先ほど東邦ガスさんのプレゼンにもありましたが、浸炭目的の一部ユーザー、これは

ドイツにもいらっしゃるそうでございまして、熱量の安定性を重視して、その方々はＬＰＧに切

り替えているということであります。参考までに、ヨーロッパは相当エントリーポイントが多い

けれども、日本はエントリーポイントが限られるので、熱量調整というのも比較的容易ではない

かというコメントもあったところでございます。 

 スライド９に飛んでいただきまして、今後想定される需要家への影響ということで、まさに彼

らも検討・研究をしているというところですが、脱炭素化も含めて、将来的な水素のガス導管へ

の注入、酪農等から得られるバイオガスの注入、そしてＬＮＧ比率の増加といったところで、今、

まさに熱量変動によって需要家影響が拡大するという問題意識を持っています。 
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 欧州では、バイオガスのプラントというのは、むしろもう相当現実解としてどんどん進められ

ているところでありまして、イギリスでは、バイオガスの注入においてはＬＰＧを添加して熱量

調整を行っているという例もありました。理由については、後のスライドでご説明をします。 

 また、ドイツでは、ＬＮＧについてはフランスの基地からパイプラインで通じて来るわけです

けれども、その影響の研究も行っていて、４％程度まで品質変動が拡大しているというところも

研究上確認されていることであります。 

 次のスライドの10でございます。 

 もう一つの追加調査の目的で、イギリス、３月時点の調査報告では、大体熱量計が国内に120

ぐらいという調査報告をしていましたけれども、それがどういった考えで、課金と公平性ですね、

どういった観点で課金をしているのかという観点で追加の調査をしてまいりました。それを理解

するためには、まずイギリスの先ほどご説明した４つのＤＳＯがいて、その中でさらに複数のＬ

ＤＺ、左下にありますが、ローカル・ディストリビューション・ゾーンというのがありまして、

大ブリテン島で13ゾーンあります。このゾーンごとに託送料金というのは計算されているという

ことでありますけれども、託送料金は、このゾーンの中では１種類。エントリーポイントの熱量

の加重平均値を基に計算されていることで、右側のモデル図がありますけれども、赤い４つの丸

が注入点です。エントリーポイントです。こちらに、それぞれ異なる熱量のガスが異なる量で入

っていきます。その量と熱量を加味した加重平均が、この例の場合は39.5メガジュールというよ

うになります。 

 もう一つルールがありまして、この加重平均熱量とエントリーポイントのうち、最低熱量から

プラス１メガジュールというのを比較する。比較熱量を料金計算に用いることとされていると、

これはＤＳＯでありますナショナルグリッドの運用ルールでありますが、こちらですと、この中

では38.2メガジュールという右側の赤丸が一番低い熱量ですので、プラス１メガジュールを、下

は39.2メガジュールという数字が出てきます。２つの数字を比較して、39.2メガジュールが料金

計算に用いられるということでございます。そういった意味では、需要家からすると異なる熱量

のガスを使いながら、このゾーンの中では、この熱量でもって、これが熱量ですと、掛ける使用

料で課金がされますということでございます。 

 最後の行に、このため、低熱量のバイオガスは、注入の際に熱量調整が必要とありますが、イ

ギリスではバイオガスの熱量は大体37メガジュールだそうでございます。37メガジュールで、当

然のことながら、このガス田とかパイプラインの量ほどはなくて、非常に少ない量が37メガジュ

ールのものが入ると計算上どうなるかというと、この低いエントリーポイントのうちの最低熱量

というものに引っ張られ、量は非常に少ないのに、そこに引っ張られて、課金がほとんどバイオ
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ガス、37メガジュールプラス１メガジュールに張りついて、実際に使っているほとんどのガスの

熱量というのは、このぐらい高い39から40という熱量であるにも関わらず、バイオガスの熱量に

引っ張られるので、そうすると、実際の熱量の部分が料金回収できないということになりますの

で、バイオガスのところをプロパンで熱調して、できるだけ加重平均に近づけるというような運

用が行われているということでございます。 

 スライド11は、彼ら、イギリスでも、まさにこのバイオガスが今後も増えていくことを見越し

ているんですが、やはり公平性という観点でも、課金をよりきめ細かく行う。そのためには、先

ほどのゾーン、大ブリテン島で13ですから、それを細分化するための研究開発というのが、まさ

に今行われているというところでございます。熱量計を、できるだけこのバイオガスの注入点か

ら同心円状に配置する必要があるとのことですが、設置コストというのは相当、どのぐらい設置

したらどのぐらいのコストになるかを聞いたところ、まだこれからの検討事項ですということで

ございました。 

 最後、まとめのスライドでございます。先ほど申し上げましたけれども、欧州では、ガス田か

らつながる広域パイプラインやガスの産出の減少、さらにはロシア産ガスの供給途絶リスク対策、

統一市場の形成と活発なガス取引の促進等の流通環境のために、受け入れ地点である導管やＬＮ

Ｇ基地に熱調設備というのは有していない。一部、先ほどご説明したようなバイオガス受け入れ

とか、あるいは熱量を下げる設備は除きますけれども、概ね有していないという状況で、そのた

め、一部の需要家は、熱量安定化のための対策が、この需要家側で必要になっているという状況

でございます。 

 日本の場合は、既にご案内のとおりですが、そもそも都市ガスの供給安定性というのはＬＮＧ

の調達の多様性というところに依存しておりますので、受け入れ地点であるＬＮＧ基地は既に熱

調設備を備えていることが多い、多数ということでございまして、熱量調整を行うことによって、

多様なＬＮＧの活用、安定した品質の都市ガスの供給を両立させているという状況でございます。 

 報告は以上でございます。 

○山内座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、事務局及び事業者側からの説明について質疑を行いたいと思います。ご発言ご希望

の方、またプレートを立てていただければと思いますが、いかがでございましょう。 

 草薙委員、どうぞ。 

○草薙委員 

 ありがとうございます。 
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 まず、資料５の東邦ガス様のプレゼンからコメントをさせていただきます。 

 東邦ガス様のわかりやすいプレゼンに感謝いたします。今後、熱量の低いシェールガスを多く

輸入されることになるということで対応されたのかというようなことを想像しますが、いずれに

せよ、このことを成功させたご努力をまずは多といたしたいと思います。 

 その上で、１メガジュールの標準熱量引き下げということで、例えばスライド３のような非常

に時間の要する対応をされたということですので、仮に熱量バンド制に移行して不安定に上下す

るカロリーに対応するとなりますと、恐らくさらに大変な準備が必要ということになるのではな

いかと思います。従いまして、じっくりと時間をかけて、本当に熱量バンド制に移行するのか、

また、移行するとしてどれだけの幅を入れるのか、あるいは、標準熱量制を維持しながらカロリ

ーの引き下げをもう少し進める余地があるのか、といったことをさまざまに検討していただくと

いうことが必要なのではないかと思います。 

 今回は、事前検討と実地対応がどのぐらい大変なものであったのかということを詳しく教えて

いただいたわけでありますけれども、このことにつきまして相当コストがかかったと思われます

ので、全体にかかったコストのうち、どの対応にどのぐらいのコストがかかったのかという割合、

あるいは、10ページのような厳しい対応をしなければならないというのが、さらにその中でどの

ぐらいなのか、といったことを本日お教えいただける範囲でお教えいただければ幸いでございま

す。 

 それから、資料６でございますけれども、今回の調査報告は非常に多くの示唆を与えてくださ

っていると思います。一例として、７ページの４、熱量変動の需要家への影響（独）のところで

す。真ん中あたりに、結果についてのＧＷＩの担当者からのコメントということで、幾つか並ん

でおりますが、下から２つ目のポツのところで、「浸炭目的の一部ユーザーは安定性を重視しＬ

ＰＧに切り替えている」ということであります。これを日本に置き換えますと、まさに東邦ガス

様がプレゼンされましたように、浸炭目的の一部ユーザーが求める水準は極めて高いということ

がありますので、そのニーズに応えられないということであればＬＰＧに切り替えられるという

ことが生じる可能性があり、もしそうなら、せっかく熱調して高い信頼を保っていた都市ガスが、

その信頼を熱量バンド制の導入幅によっては決定的に毀損されるということを示唆しているので

はないかということを指摘したいと思います。 

 さらに、最後のポツのところで担当者さんがおっしゃっておられますことは、日本の現行の熱

調制度をうらやましく思っておられると受け取られまして、もしそうだとしますと、現行の標準

熱量制度を維持することを勧めておられるようにも読めると思います。これは担当者個人のコメ

ントに過ぎないと見る向きもあるかもしれませんけれども、総じて12ページのまとめは妥当なも
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ので、今後の熱量バンド制のあり方について、拙速ではなくて、引き続き慎重に検討を進めてい

ただくべきだと思っております。 

 それから、先ほど橘川先生からヒアリングの対象者のことをおっしゃっていただいて、座長が

引き取って事務局と対応してくださるということで安心しておりますけれども、資料７の方で山

野委員が要望されておりますように、金属の浸炭処理や特殊ガラス会社といった実際のユーザー

の声を聞いていただくということは非常に重要なことではないかと思います。例えば、現在の都

市ガスを使った炉こそ作業工程上最適だとか、あるいは、わずかに品質が下がっても、非常に安

くなるならその方がよいとか、そういった生のお声を聞かせていただくことは大変参考になると

思います。 

 以上です。 

○山内座長 

 ご質問につきましては、後ほどまとめてご回答いただくようにしたいと思います。 

 次のご発言、大石委員、よろしくお願いします。 

○大石委員 

 ご説明ありがとうございました。 

 まず、東邦ガスさんに質問です。スライドの４ページ、５ページのところで、家庭用のガス機

器については、今回は個別対応は不要と判断したということですが、この判断というのは、結局

メーカーへのヒアリングによって問題がないと判断されたということだったのかについての確認

と、それから、実際には熱量バンドと標準熱量の引き下げというのは、少し内容が違うと思うの

ですが、仮にこれを消費者に事前に告知するとすると、かなりやはり期間とかコストとかかかる

のではないかと思うんです。そういう必要性があった場合ということですけれども、どのぐらい

の準備期間が必要なのかということも是非教えてほしいです。 

 それから、実際に熱量の引き下げが行われた後に、何か逆に事業者さんからご指摘とかという

のがあったかどうかということも、あれば教えてください。 

 以上です。 

○山内座長 

 では、後ほどまた。 

 佐藤オブザーバー、どうぞ。 

○佐藤オブザーバー 

 私の方から２点でございまして、最終ページのまとめについてですが、電力会社のＬＮＧ基地

は熱量調整設備を備えていない場合の方が多いということでございまして、非常災害時などに都
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市ガスネットワークをバックアップするということができません。熱量バンド制によって、熱量

調整設備を備えていないＬＮＧ基地や電気事業用ガス導管がガス事業の導管ネットワークに繋が

ることは、更なるエネルギーセキュリティーの強化に繋がるものと考えております。 

 また、既に未熱調ガスの形で多様なＬＮＧを原料とした取引を行っております。安定品質、コ

ストメリットでお客さんに喜んでいただいているという実情もございます。従いまして、多様な

ＬＮＧの活用と安定品質の実現には、必ずしも熱量調整が必要ということではないのではないか

と我々は考えております。 

 以上です。 

○山内座長 

 男澤委員、どうぞ。 

○男澤委員 

 東邦ガス様の説明ですが、非常にわかりやすくて、ご報告に感謝しております。 

 冒頭にもスケジュールを示していただきましたけれども、これから２月のメリット・デメリッ

トの整理、評価に向けては、できるだけ定量的にまとめていきたいというお話もございました。

他の委員の方の発言とも重なるところでもございますが、やはり東邦ガス様、熱量引き下げをご

経験された中で、いろんな観点でご対応されておりますが、それに関するコストの部分ですね。

そして、当然プロパン添加減少によるコストダウン等のメリットもあって実施されたということ

でございますので、メリットとデメリットにかかわる金額の部分、このあたり、出せるもの、出

せないもの、あるかと思うんですけれども、やはり定量的な取りまとめをしていく中で参考にさ

せていただける部分があると思うので、引き続きご協力を賜れればと思います。 

○山内座長 

 次は松村委員、どうぞ。 

○松村委員 

 まず、東京電力の方から出てきた点に関しては、熱調設備を備えているＬＮＧ基地であったと

しても、少なくとも過去、熱調設備が被災して、その結果として、本体は全く無事だったのにも

関わらず、供給責任を果たせなくてインバランスを出してしまったという例があったはずだと思

います。そういう点でも、問題が既に現に起こっていることは認識する必要がある。 

 次に、東邦のプレゼンテーションを注意深く見なければいけないのですが、これは、１メガ熱

量を下げることによって、これだけ対応が必要だったというのが出てきたわけですよね。でも、

これは他の委員も指摘しているとおり、ずっと安定した熱量での供給が続く。その安定する熱量

が変わったことによって対応しなければいけない需要家を示しているに過ぎない。この変化によ
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って対応が必要な需要家は、もちろん熱量が変動すれば対応しなければいけない需要家でもある

のですが、下げても安定的に動けば対応する必要のなかった需要家も、変動するなら対応が必要

だというところが出てくるはず。更に、この変動範囲がもっと大きくなれば、この程度の下げだ

ったら対応は必要なかったかもしれないけれども、もっと変わるなら対応が必要だったというと

ころも出てくるはず。つまり、東邦ガスが示したのは、もし現在提案されている熱量バンド制を

入れたとすれば、絶対に何らかの対応が必要であろう需要家の類型は網羅されているのかもしれ

ないけれども、バンド制に移行したら必要になる可能性のあるところを網羅しているわけではな

い。対応が必要な需要家の範囲はこれよりは大きいことを私たちは認識しなければいけない。 

 その点で、例えばエネファームに関してはすごく微妙な記述がしてある。この程度の下げであ

れば問題ないというのが、このバンド制で議論されているようなところまで下がるということだ

とすると対応が必要ということなのか、あるいは、その後ずっと安定的に続くということなら対

応可能だけれども、変動するということだと対応不可能なのか。それは、既にしていただいたヒ

アリングでも、その懸念は少し出ていると思うのですが、本当に対応できないのか。つまり、ど

れぐらいの幅なら対応できるのか、あるいはそもそも変動するガスに対応が難しいのか。あるい

は、これから設置する機器であれば、それに備えた仕様にするので大丈夫だけれども、既につい

ているものは、一部機器を取りかえなければいけないということなのか。これからつけるものに

関しても、これから何か研究開発をして対応しないとできないというレベルなのか。すぐに研究

開発もできそうもないレベルなのか、とかということは、少し丁寧にヒアリングで聞いていただ

ければと思います。エネファームが対応できないということだとすると、もうほぼ実現性ないよ

うな気がする。この点は相当丁寧に見ていただければと思います。 

 今回、熱量を下げたということで事前の対応が必要だと。東邦ガスのケースでは、恐らく変動

するということがあれば、もう対応できないので、自分で熱調せざるを得ないということになる

と思います。そういうコストも含めてどれぐらいになるのかを検討し、利益と比較してやるべき

かどうかを判断することになると思います。 

 その上で、しつこくて申しわけないのですが、エネファームの対応とかというのは、将来にも

こういう整理がされていたということだとすると、将来蒸し返されたときにもこれを使えるとい

うことになるので、今回のためだけでなく、丁寧にヒアリングしていただければと思いました。 

 以上です。 

○山内座長 

 それでは、ここで一旦切って、主に東邦ガスのプレゼンテーションについてのご質問がありま

したので、東邦ガスさんからお答えいただいて、それからまた事務局からコメントいだたければ
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と思います。よろしくお願いいたします。 

○東邦ガス（株） 

 まず、コストとメリットにつきましてご質問がございました。松村先生がさらにおっしゃって

いただきましたとおりでございまして、安定した熱量から、１メガジュール下げた安定した熱量

へ引き下げたということで、バンド制となれば、今から申し上げますコストは大きく変わってく

ると思いますが、私どもの実績という面で申し上げます。 

 まずメリットでございますけれども、2015年当時、ご案内のとおり、ＬＰＧ等の価格というの

は、サウジが提示しますＣＰ、これのみでございまして非常に高くございました。当時大体、も

ちろん変動はしますけれども、ＬＮＧに比べましてＬＰＧはトン当たり5,000円から１万数千円

高いという実績がございました。そこから計算をいたしますと、私どものガスボリュームに置き

換えますと数億から十数億のメリット、言ってみれば原料の低減効果、これがさらにはガス料金

の低減効果につながるというメリットがあるというものでございました。 

 一方、かかったコストでございますけれども、これは、社内の労務費をどこまで計上するかと

いうものもございますけれども、実地対応でございますと、お客様先で対応しましたいろいろな

試験研究とか機器の調整費用、その後の確認等々で、おおよそ10億円程度。プラスアルファ、あ

とは社員の労務費。やはり数年間の事前調査も行いましたし、引き下げの当日の対応策の確認も

行っておりますので、社員の労務費を含めれば、さらに大きなお金が必要と。ただ、これは、先

ほど申しましたように標準熱量から標準熱量に引き下げということでございます。 

 次に、家庭用の機器は不要と判断した理由でございます。もちろんメーカーへのヒアリングも

行っておりますけれども、一般的にテーブルコンロとか給湯器におきましては単純燃焼でござい

ますので、これにつきましては13Ａ仕様という機器でございますから、13Ａガスグループの中で

あれば当然ちゃんと燃えるはずでございますので、まず問題ないと思っておりました。 

 また、消費者への告知でございますけれども、もし変動制にしたらどのような告知が必要か。

これ、ちょっとぱっとはお答えが難しいところがございますけれども、一方で、かつて天然ガス

を導入いたしまして大きく熱量を変動させましたとき、これはもう各家庭、全部調整に回りまし

たけれども、このときの事前の皆さんへのお知らせというのは、もちろん数年かけて非常に丁寧

に行っていったというものでございます。一軒一軒お邪魔して調整を行うとなれば、そのときに

はご家庭にいていただく必要もございますし、非常に手間暇がかかったというものでございます。 

 それから、引き下げた後、事業者からの指摘があったかということでございます。幸い、きち

んと調整もできたということで、製品不良も出ず、特段ご指摘はなかったというものでございま

す。 
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 それから、最後に、松村先生からございましたエネファームの対応でございますけれども、お

っしゃいましたとおりでございまして、私ども、１メガジュール引き下げてどうだということを

聞いたというところでございますので、さらに引き下げたらどうかとか、変動したらどうかとい

うところまでは聞いておりません。ただ、容易に想像できますが、特に変動するとかなり難しい

ことになるんだろうなとは推定はされるというところでございます。 

 大体以上だと思っておりますが、よろしゅうございましたでしょうか。 

○山内座長 

 よろしいですかね、ご質問。 

 それでは、事務局からコメント。 

○下堀ガス市場整備室長 

 ありがとうございます。 

 まず、複数の委員からご指摘のありましたヒアリング対象は、需要家の皆様、それから関係者

の皆様のヒアリングというのは丁寧に私どもも対応したいと思いますので、前向きに検討させて

いただければと思います。 

 もう一点、草薙委員から発言があった、ちょっと事実誤認があるとあれなので、エントリーポ

イント、日本の場合少ないからうらやましがっていたという発言がありましたけれども、私の伝

え方が間違っていたら申しわけないんですが、訂正しますが、事実関係として「日本の場合はエ

ントリーポイントが少ないね。そこはヨーロッパと違いますね」という事実関係の指摘があった

ということですので、念のためご説明させていただきます。 

○山内座長 

 それでは、その他に。 

 では、市村委員、どうぞ。 

○市村委員 

 ありがとうございます。 

 すみません。東邦ガスさんに１点お伺いしたくて、あとは事務局さんの資料で１点と思います。 

 メリット・デメリットをいろいろ比較されて、最終的に１メガジュール下げたということだと

思うんですけれども、私も不勉強で、実際に需要家さんの料金の低減というものにはどう繋がっ

たのか。繋がらなかったとすれば、どういった考え方の下でこういった経営判断をされていたの

かといった点を、１点お伺いできればと思っています。 

 もう一点でございますけれども、こちら、事務局さんの資料の熱量変動の需要家への影響とい

うことでございます。スライドの７ページ目のところで、プラスマイナス２％以内の変動でも製
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品品質への影響が出ることが確認されているということでございますけれども、基本的には浸炭

目的の場合とか、そういうことがあるのかなと思っているのですけれども、具体的に、どういっ

た産業で機器というものが製品品質への影響が出ているのかといったところを、少し具体的にお

伺いできればと思います。日本と産業構造も若干違うような部分もあろうかと思いますので、ど

ういったところが影響があるのかといったところをお伺いできればと思っています。 

 以上です。 

○山内座長 

 橘川委員、どうぞ。 

○橘川委員 

 ２つお願いします。 

 １点目は、今の市村委員の後半の質問に関わるのですが、ヨーロッパの話を聞いていると、ど

うもヨーロッパは今度のバンド制を日本で考えるときのベンチマークにあまりならないで、これ

からヨーロッパも大分熱量がいろいろ変わってくるので、制度設計中だと。もしかしてこっちの

方がベンチマークになるのかもしれないなというぐらいに感じたわけです。その状況の中で、今

日の東邦ガスのプレゼンテーションは説得力が非常にあったんですが、この浸炭の技術の話なん

かを聞いていると、なかなか熱量がちょっとの幅でも変動すると厳しいなという感じなんですけ

れども、例えばドイツのカーメーカーに部材を提供している会社は、この浸炭等々、どうやって

競争力をとっているのかと、当然にそこの疑問が出てくるので、ヨーロッパの需要側の動向につ

いてもうちょっと知りたいというのが１点目です。 

 それから、２つ目なんですけれども、非常にバンド制の影響が出てしまう部分があったとして、

むしろバンド制を入れた結果、メリットが出る需要家もいる。そうすると、そのバランスの問題

にもなるかもしれないし、ただし、いわばもう既にシステムがありますから、それを変えるスイ

ッチングコストと考えて、単純にバランスだけではいかないのかもしれないけれども、いずれに

しても、バランスはこれから視野に入れていかなければいけない。もしかすると事業家ごとに、

東邦ガスほど産業のウエートが大きくないところ、家庭用が多いところだったらバンド制をもっ

と入れた方がいいという話になるかもしれないとかという、ちょっとそのバランスの視点を、こ

れからの議論でどう取り入れていくのかというのが重要な点なのではないかと思います。 

 以上です。 

○山内座長 

 又吉委員、どうぞ。 

○又吉委員 



 27 

 ありがとうございます。 

 東邦ガスさんに標準熱量引き下げ対応についてご説明をいただきまして、ありがとうございま

した。都市ガスが原材料として使用され、需要家が熱量と炭化水素に係る品質の安定性を求める

ケースもあることも改めて勉強させていただきました。また、１メガジュールの熱量を引き下げ

るに際しても、需要家側の機器等に対応するために、それ相応の時間と手間がかかっていること

も理解できました。熱量バンド制の導入に伴う費用対効果の整理に当たっては、こうした広義の

コストも加味する必要性に留意したいと考えております。 

 また、欧州の熱量バンド制につきましてもご説明をいただきありがとうございます。熱量バン

ド制を用いられている欧州におきましては、川下、つまり需要家さん、もしくはもっとディスト

リビューションネットワークの川下の方でオンサイト熱調等を行うことを主体にしたネットワー

クの組成が行われており、日本とはコンセプトが異なっていることを理解できました。こうした

相違点を考慮した検討を今後していきたいなと考えております。 

 それから、最後に、先ほどご発言もありましたが、エンドユーザーさんからのヒアリングに際

して、是非私も、未熱調ガスのニーズというのがどのぐらいのバンドで機器対応が可能なのかと

いう点につきましても、ぜひエンドユーザーさんからのご意見を伺いたいなと思っています。 

 以上です。 

○山内座長 

 それでは、武田委員、どうぞ。 

○武田委員 

 ありがとうございます。 

 東邦ガスさんにお伺いしたいと思います。熱量がフラクチュエートする場合については、評価

にいまだわからない部分も多数あるということでした。しかし、熱量バンド制を導入することに

よって、オンサイトでの対応については、引き下げ時に経験を積まれた、そしてそれを成功され

たということでしたので、旧一ガス事業者が対応において優位性を保っているということはない

のか。すなわち、熱量が変動する状況下において、すなわち自由化されたガス市場において、旧

一ガスの強みというのを発揮できる場面がないのかについてお伺いしたいと思います。そもそも

対応できないということであればそれで終わりですけれども、対応できるのであれば、旧一ガス

の強みを発揮できることはないのか、ということをお聞きしたいと思います。 

 もう一点ですけれども、ヒアリングのお話がありました。ヒアリングにおいて、また調査にお

いて、どうしても対応が不可能であるというような事象であるとか、そのような主張する需要家

があれば、それを挙げていただきたいと思います。 
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 以上です。 

○山内座長 

 それでは、二村委員、どうぞ。 

○二村委員 

 ありがとうございます。 

 私からは、単純な質問です。一つは、東邦ガスさんの熱量の引き下げをされたときに、料金の

方の改定というのはどういうふうにされたのかということをお伺いしたいということです。 

 それから、欧州の調査で、ドイツの事例ですね、スライドの４ページで、もともと高熱量のガ

ス導管と低熱量のガス導管が別々に整備されていると書いてあり、これは高圧の導管が高熱量と

低熱量で別々に整備されているということでしょうか。どこかでハイカロリーのものとローカロ

リーのものというのは混ざるようになっているのか。というのは、導管の整備がハイカロリーと

ローカロリーで別々にされているというのは社会的にはコストなのではないか、と思ったもので

すから、どう運用されているのか、もう少しわかればと思いました。よろしくお願いいたします。 

○山内座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、一当たりご意見をいただいたということですので、まず今回も東邦ガスさんからお

答えをいただきたいと思います。 

○東邦ガス（株） 

 まず、料金改定の件につきましては、お２人の委員からご質問をいただきました。言うまでも

なく、熱量を変えておりますので、この熱量を引き下げした時点で料金改定を行っております。

その段で、新しいＬＮＧとＬＰＧの構成によって基準原料価格をリセットいたしますので、新し

い熱量に変わったガスのＬＰＧとＬＮＧの割合に基づいた料金表に変えたというところでござい

まして、その段階でお客様に、この熱量引き下げのメリットを還元したというものでございます。 

 それから、武田委員からご質問がございました。まずオンサイトでの対応ということでござい

ますけれども、これはお客様先で熱調設備を置くということでよろしゅうございますか。 

 いろいろ、この部品メーカーの方というのは、大小様々みえますけれども、非常に中小の企業

の方も沢山おみえになりまして、熱調設備を置くとなりますと、まずそのスペースが要る。また、

ＬＰＧの調達を独自でやらなければいけない。さらには、いろいろ安全管理のための専任の組織、

また体制も整備するというようなことがございまして、非常に難しいところがあるというのが実

態だとは思います。 

 それから、こういうバンド制に変わる中で、旧一ガスの強みが発揮できるのではということで
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ございました。もちろん私ども、工業需要のお客様を中心に、いろいろなお客様に入り込んで、

どのような機器をご使用かということは熟知はしておりますけれども、一方、バンド制になった

らどうなるかとか、どんな調整をしたらいいかというのは全く検討したことがございませんので、

その点につきましては、特に旧ガス事業者だから有利ということではないんじゃないかなと思い

ます。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

○山内座長 

 よろしいですか。 

 それでは、事務局から。 

○下堀ガス市場整備室長 

 まず、市村委員から、２％の熱量のぶれで品質が受ける影響はどういう分野かということなん

ですけれども、すみません。次のスライドの８ですね。欧州の資料６のスライド８に、横軸の上

に効率性、安全性、品質とありますが、この品質の部分のプラスマイナス２％で縦に並んでいま

すが、丸のところは影響ない。この黒三角のところが影響の可能性があるというところで、例え

ば金属の加熱処理、メッキ等、それからセラミックのれんが・タイル、磁気、あるいはガラス関

係ですね。こういったところが品質に影響があるというところでございます。 

 ２つ目、橘川先生から、ドイツの浸炭の状況というところで需要家側の動向を知りたいという

お話がありました。私も、先ほど少しプレゼンにもありましたが、一部の浸炭の需要家が使って

いるという事例は聞けたんですけれども、ちょっとその需要家側の動向というのは今手持ちがな

いので、後で植村さんに補足いただくか、もしわからなければ、必要に応じて、連絡先は交換し

ていますのでメール等で追加調査したいと思います。 

 もう一つ、二村委員からありました、ハイカロリーとローカロリーの導管の整備状況ですけれ

ども、高圧の導管で別々に整備されているというふうに認識をしていますが、すみません、私も

それ以上の情報を持ち合わせていないので、もし何か植村さんから補足があればお願いします。 

○山内座長 

 それでは、植村参考人と言ったらいいのかな。補足があればお願いいたします。 

○（株）野村総合研究所 

 まず、１点目の橘川委員からご質問のあった需要家の動向についてなんですけれども、これは

昨年度も一部業界団体等に調査をしております。主にガスを熱源として使うところですので、ド

イツとイタリアの産業団体が非常に多かったんですけれども、そこについて、かなり品質変動が

あるというところで調査をかけております。今回、ＧＷＩというところの研究機関に訪問してお
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りまして、これは日本でいくとガスの機器の品質調査をやられているような機関になります。そ

こがもともと産業界から要請があったので、ＤＶＧＷという、これはガス・水道試験研究機関み

たいなところなんですけれども、そこともう１カ所のところの３カ所が合同で、結構全産業に関

する調査をやっております。 

 その中で特に今回話題になっていたのが、ガラス産業というのが、その中で特に影響が大きい

ので、またこれはドイツの経産省に当たるところが特別なファンドを出して、別途調査をやって

いるんです。昨年の時点で、エネ庁さんの調査なので、是非その内容を見せてほしいとお願いし

たんですけれども、産業界の調査はプライベートファンドでやられているので非公開。非公開な

んですけれども、例えば今日の８ページの資料も実はそこの調査の一部でやられていまして、た

だ、これ自体は欧州のＥＵの中の情報共有のプレゼンテーションで公開している情報なので、こ

こは出してもいいですよと言ってもらってきましたと。また、ガラス産業に関しても、ドイツ語

で報告書が出ているんですけれども、これも非公開というところで、報告書はあるんだよねとプ

レゼンでは見せてもらったんですけれども、これは渡せませんと一応言われております。 

 ただ、いずれにしろ、かなり産業界として危機意識が強くて、一連の、まさに下堀さんからご

紹介があったように３年間の調査をかけていたというのが一つの事実としてありますので、そこ

ら辺から温度感として、かなり皆さん懸念はされていたんだなと。特に欧州の場合、もともとソ

ースが変化したという、ガスフローが変化して、ソースが変化して変動が顕在化したというのも

契機なんですけれども、産業界がもっと懸念しているのがバイオガスと水素でして、これは中の

成分構成も変わりますし、熱量も変わりますし、しかもバイオガスに関してはＤＳＯレベルで入

れられるので、ガラス産業も懸念していたのが、大手さんはＴＳＯからとっているのでまだ読め

るんですけれども、ＤＳＯになると、本当に日でどういうふうに変動しているのか、正直よくわ

からないというところで、それに対してどういうふうに対応していったらいいのかと。ＤＳＯに

つながっているようなところは中小なので、先ほどもＧＷＩの方もご紹介されていましたように、

中小のガラス産業の会社さんが、そんなエンジニアがいるのかと言われますと、そんなビビッド

な変動に対応できるほどの対応力が正直ないというところで、今頭を抱えているというのが、こ

こ２年間のヒアリングの今状況です。 

 次のＬガスとＨガスに関してなんですけれども、欧州の場合、もともと石炭ガスからやっぱり

展開してきておりまして、もともとリグナイトと言われる褐炭が非常に欧州の場合埋蔵がありま

すので、もともとシティーガスは褐炭を燃焼というか、蒸し焼きにして、いわゆるガスとして製

造していたＤＳＯを徐々につなげる形で導管網が発達しています。初期の欧州の都市ガス、天然

ガスは、オランダのフローニンゲンと言われるアムステルダムの北のほうの、まさに海際の町の
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ところのガスを最初に使い始めて、その後にノルウェーの、イギリスの北海のガス田の開発をや

るとか、そういう経緯がありますので、最初に導管を引いたのが、実はＬガス、フローニンゲン

のガスです。 

 今回、下堀さんのプレゼンテーションにもありましたＬガスからＨガスへの変換をしなければ

いけないというのが、三、四年前からフローニンゲンで震度３、４クラスの地震が頻発するよう

になりまして、どうもそれがガスの産出に伴うものだろうというところで、住民が結構声を上げ

まして、オランダ政府としてガスの産出をもうやめますという宣言をし、それが2020年、2025年

ぐらいでもうシャットダウンするという決定を下しました。それに伴って、今、必死にドイツ、

フランス、ベルギーの３カ国はフローニンゲン由来のＬガスを使っているんですけれども、それ

を一生懸命、今、Ｈガスに転換しようとしていると。 

 熱調設備についても、欧州の場合、増熱設備はあまりなくて減熱設備があるというのは、まさ

にこのＬガスに関連するところでして、オランダのロッテルダムにあるゲートターミナルという

のは、実は減熱設備を持つターミナルになっています。要は、Ｌガスって、実はＬＮＧよりも下

手したら熱量が低いので、ロッテルダムのゲートに入れたＬＮＧを、実は窒素をまぜて熱量を下

げて、Ｌガスで足りなくなった分に実は供給しているというのが今の状況ですので、そういう意

味では、今回、欧州にとっては、ＬガスをやめてＨガスにかえるということは、まさにオランダ

の問題もありつつ、減熱のコストがかからなくなるというところもあるので、やむを得ない事情

というところもありつつも、Ｈガスへの転換を必死にやっていますというところで、ＬガスとＨ

ガスというのは、幾つかのインターコネクションポイントというところがありまして、そこに一

応増熱設備、ＬからＨへの増熱というのができるようにはなっているんですけれども、基本的に

は全く別系統として運用されていると。そのインターセクションのポイントをうまく使いながら、

順次、今、ゾーンを決めながらドイツ国内で一生懸命転換をしている最中でして、それについて

もＤＶＧＷを初め、まさにドイツの研究機関がかなりバックアップをして計画を立てて、ビーネ

ットさんもバックアップして、一生懸命今やっているという状況であります。 

 以上です。 

○山内座長 

 ありがとうございました。 

 何か追加的によろしいですか。 

 他に何かご発言、どうぞ。 

○柏木委員 

 今日は情報共有という位置づけだと理解しているんですけれども、この資料６の７ページに、
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熱量変動の記載があります。ドイツの場合、一定値だったらそんなには問題ないんだけれども、

これがあるプラスマイナス何％かで変動すると、いろんなデメリットというかダメージが出てく

るということだと理解しました。 

 できれば、安定的であれば一番いい。今東邦ガスさんが一定規模で熱調をおやりになって、１

メガジュール下げても一定値で変動しているわけじゃありませんので、そういう意味では、熱量

は一定が望ましいという、これからやっぱり社会自体がそういう方向性に行くんじゃないかとい

うように思います。ドイツというかヨーロッパの例を見て、いろんなところからガス油田が違う

ところから入ってきて、いろんな意味で熱量が出るわけでしょうから測定ポイントも多くなって

くるので、一定の方向に持っていくんじゃないかと思った次第です。ただ、そういう意味では日

本はエントリーポイントが限られているし、基地からＬＮＧで持ってきて熱調して入れていると

いうことであり、熱量調整が容易だというコメントも、この担当者からいただいたとおっしゃっ

ておられた。今、天然ガス自体がいろんなグリーン原理主義的な考え方が多くなってきて、例え

ばＣＯ２フリーのメタネーションだとか、バイオガスだとか、さらにまた熱量の変化が大きくな

ってくる。今、ブラウンガスと言われているというんですよね。グリーンのガス、ブラウンガス。

ブラウンエナジーというか、あとブラックエナジーとかですね。そうなると、今の世の中、世界

的に見ると、どうしてもそういうグリーンの方向に持っていくということになれば、また日本の

中でも新たに旧一般ガス事業者、あるいは電力会社のガス売り、こういうものに関しても、化石

系から非化石系を少しずつ入れていって、将来はゼロエミッションタイプのクリーンガスだとい

うふうな言い方をせざるを得なくなってくる可能性があります。今、結論はすぐには出ないと思

いますけれども、そういうことも加味した上で、ユーザーの考えもよく聞いて、日本独自のもの

をつくっていく必要があるんじゃないかなという感触を受けました。 

 以上です。 

○山内座長 

 他に何かご質問はありますか。 

 どうぞ、市村委員。 

○市村委員 

 すみません。ちょっと１点だけ、先ほど下堀室長にご説明いただいたところに関連して、８ペ

ージ目のところなんですけれども、ここでプラスマイナス２％のところで、基本的には影響あり

というか、影響の可能性があると書かれているかと思うんですけれども、ここは機器に本当に影

響があるのか。そこの評価の違いみたいなところ。先ほどお話しいただいたとおり、なかなか非

公開情報をベースで、これだけ提供いただいたということだとすると、ちょっと詳細はわからな
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いかもしれないんですけれども、もし何かそこの違いみたいなところがわかれば教えていただけ

ればと思います。 

○（株）野村総合研究所 

 正直、この影響の可能性があるというところは、これはいろんな業界団体さんとか研究機関と

ディスカッションした感触なんですけれども、影響ないというのは、これはもう明確に影響はな

かった。試験とか、いろいろやった結果なかったですと。一方で、影響ありというのは、もう明

らかに問題が報告されているというところで明確なんですね。ただ、影響の可能性があるという

ところは、今、ここに書いてあるプラスマイナス２％変動というのが熱量の話をしているだけな

ので、先ほども東邦ガスさんからお話しされたように、ガスって結構成分とか、２％変化の速度

というのが実は結構きいていまして、なので、要はある速度を超えて変化すると機器が対応でき

ません。例えば燃焼系であれば全然別に、大して炎がちょっと揺らぐぐらいで、それは煮炊きし

ていてもそんなに変化はないと思うんですけれども、これが例えばまさにガラス産業とかで特殊

ガラスとかだと、わずか一瞬の変化で実は結構品質が維持できないというケースがあったりする

らしくて、かなりこの表はまとめられてしまっているので、そこら辺の細かいニュアンスが出て

こないので、そういうのが全部この黒三角になっているというところと、まだ、恐らく理論的に

というか、皆さん、可能性はあるなというふうに経験則で思っているものの検証がまだ十分でき

ていない。あくまでシミュレーションとか、そういうものなのでパターンも限られるというとこ

ろもあるので、そこは、要は丸にはできないというふうに、まずご理解いただいたほうがいいん

じゃないかというふうに思います。 

 以上です。 

○山内座長 

 よろしいですか。 

 ありがとうございました。ちょっと時間も超過しておりますので、いろいろ今日は詳細にわた

って議論ができたと思っております。 

 それでは終了にしたいと思いますが、今後の予定について事務局からご説明をお願いいたしま

す。 

○下堀ガス市場整備室長 

 次回の日程につきましては、12月25日水曜日、午前10時半からを予定しておりますが、また場

所や議題につきましては、改めて個別にご連絡をさせていただきます。 

○山内座長 

 ありがとうございます。 
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 それでは、以上をもちまして、第10回ガス事業制度検討ワーキンググループを終了とさせてい

ただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

午前１１時４０分 閉会 

 

お問合せ先 

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 ガス市場整備室 

電話：03-3501-2963 

FAX：03-3580-8541 


