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201-衆-経済産業委員会-13 号 令和 2 年 5 月 27 日 

 

○富田委員長 次に、宮川伸君。 

 

 

○宮川委員 立国社の宮川伸でございます。 

 きょうは、一番最初に、持続化給付金に関して御質問したいと思います。 

 私の周りでも、持続化給付金、既に振り込まれたという方がたくさんいまして、皆さんとても喜んでい

らっしゃいます。梶山大臣を筆頭に、経産省の皆さんが努力してくださったおかげだと思っております。

大変感謝をしております。その一方で、まだ届かないという声も聞こえてきています。 

 それで、今の持続化給付金、全体で見ればかなり動いているじゃないかというふうに思いますが、だけ

れども、この持続化給付金は、九〇％できればいいという話ではなくて、やはり一〇〇％、一つの事業所

も残さないでしっかりとサポートするというのが大事ですので、今届いていない方々がどういう状況な

のかというのをしっかりと見るというのは私は大事だと思っています。 

 特に、五月一日から申請が始まっておりますが、この一番最初の日だったということもあって、たくさ

ん応募があり、また、受ける側も体制がしっかり整っていなかったかもしれないと思うんですが、この五

月一日にあった申請の件数と既に振り込みが終わっている件数、不採択された件数、これは何件なんで

しょうか。教えてください。 

 

 

○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 

 審査の状況は刻一刻と進んでおりますので、正確な数字をお示しすることはちょっと難しいんですが、

五月一日に申請を受け付けた件数は約十八万件ございます。 

 この中で、二十五日の断面で、十二・五万件、約七〇％の方に既に振り込みを終えております。 

 さらに、二・六万件、約一五％の方は、振り込み先の口座の確認作業を今やっております。御登録いた

だいた口座情報に誤りがなければ、今週中に振り込まれるというふうに思っております。 

 他方で、残り約三万件ございますけれども、約一五％です、これらの方は何らかの不備がございます。

したがって、不採択というわけではないんですけれども、再審査や二度目の不備修正、こういったものを

行っていただく必要があるという方でございます。こういった方は、給付には一定の時間を更に要する

というふうに考えております。 

 いずれにせよ、五月一日に申請があった方については何らかの審査はもう既に行われております。遅

くとも、最後の名寄せであるとか、あるいは口座確認といった次のプロセスに進んでいるということで

ございます。 

 申請者の皆様にはお待たせしていろいろ申しわけないと思っておりますが、事務局が現在対応中とい

うことでございまして、いましばらくお待ちいただきたいと考えております。 

 

 

○宮川委員 今ちょっとよくわからなかったんですが、二・六万人、一五％は不備だと。ですから、不備
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だという連絡が行っている人が一五％ぐらいいると。 

 では、残りの三万件は、不備だというような感じでおっしゃっているような気がしましたが、その方た

ちには何らか通知が行っているんでしょうか。 

 

 

○奈須野政府参考人 通知が行っておりまして、不備の通知が行って、再修正をいただいて提出いただ

けるとか、あるいはまた、再修正をこちらでお待ちしているという状況でございます。 

 

 

○宮川委員 もう一度。 

 この二・六万人の一五％の不備と三万件の不備と、何が違うんですか。今わからなかったんですが。 

 

 

○奈須野政府参考人 二・五万件については、不備はないということでございます。ただ、口座番号、最

終的に振り込むには口座番号が一致しなければなりませんので、その作業中ということでございます。 

 三万件の方は、口座番号以外の部分につきまして何らかの不備があるということでございます。 

 

 

○宮川委員 私が聞いている範囲では、何の連絡も来ていないという方々の数が少なからずあるという

ことです。ちょっと今不一致な部分があるので、これはまた別の場所でしっかり合わせたいというふう

に思います。 

 次の質問ですが、この五月一日の日にシステムがダウンしたのではないかというようなうわさがある

んですが、そういった事実はあるのでしょうか。 

 

 

○奈須野政府参考人 うわさでございます。そのような事実はございません。 

 

 

○宮川委員 もう一つ、ダウンはしていないかもしれないけれども、一部のデータがしっかり管理でき

ていない、失われているんじゃないか、その人たちにデータが行っていないんじゃないかということは

どうでしょうか。 

 

 

○奈須野政府参考人 五月一日に申請された方のデータが破損しているという報道は知っておりますけ

れども、そうした事実はございません。 

 

 

○宮川委員 ないということですので、いずれ連絡が来るということだと思うんですが。 
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 まず、五月一日の日に申し込んだ方々、必死の思いでこの持続化給付金を何とか得ようと思って申し

込んだと思うんですね。それで、二週間ぐらいでもらえるのではないかというような思いで申し込んだ

んだけれども、もう一カ月近くなるけれども、いまだに入っていないと。このお金で何とかこの五月を乗

り切ろうとしていた方もいるというふうに聞いています。ですから、本当に、この五月末を過ぎるか過ぎ

ないか、非常に困っている方々がいるというふうに聞いています。 

 少し今、質疑で一致しない部分がありますが、何も連絡が来ていないと言っている方がいるんですね。

ですから、私の提案としては、やはり、一カ月過ぎるようであれば、もう一度ちゃんと何らか連絡をして、

お互いに連絡がとり合えているのかどうか、本当に審査中で、待っている状態で、待っていれば来るのか

どうかを確認をして、心配して待っている方たちに、これは電話してもなかなか通じないというわけで

すね、待っている人たちにしっかりと連絡をとって、安心をさせてあげるというのが私は大事だと思い

ますが、大臣、どう思われますでしょうか。 

 

 

○梶山国務大臣 先ほどの説明の中で、連絡が行っていない方も現実にはいるわけであります。それは、

七〇％は、もう既に払ったというか、修正もして払っている方がおいでになる。残りの一五％、二・六万

件は、再度調査をして明確になったということで払う準備をして、間もなくこれは支払われるというこ

とであります。残る一五％の三万件に関しては、書類が不備で一旦お返ししますよという連絡がメール

で行ったりマイページに表示されたりする。残り、もう一回、事務局で再度補正をしようということにな

っているところが連絡が行っていないという形になっていると私は今承知しておりますけれども。 

 そういった中で、その行っていない方にもしっかりと、メールでの連絡、マイページでの表示というも

のもしましょうということで、今、その方策、対策を今できるだけ早くやろうということでしているとこ

ろでありまして、しっかり皆さんに今までの状態がわかるような形でさせていただければと思います。 

 

 

○宮川委員 ありがとうございます。 

 持続化給付金、本当に皆さん期待しているので、よろしくお願いいたします。 

 次のテーマに行きます。 

 電力システム改革の問題で、再生可能エネルギーをどうしていくかという話でありますが、容量市場

の問題を取り上げさせていただきます。 

 この容量市場ですが、私の理解では、やはり再エネ、再生可能エネルギーを導入していく上ではプラス

にはならない、そして、どちらかというと、原発だとか古い石炭火力にプラスになる制度なのではないか

というふうに思っています。それがどうなのかというのをきょう大臣と議論をしたいんですが。 

 最初に、簡単で構わないので、容量市場の概要を説明していただけますでしょうか。 

 

 

○村瀬政府参考人 お答え申し上げます。 

 再生可能エネルギーの主力電源化を実現するためには、大量に再エネが入ってきますと、その出力変

動に対応するために十分な火力発電等の調整力が必要となってくるわけでございます。加えまして、再
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生可能エネルギーが大量に導入されますと、火力発電等の稼働率は当然低下をしていくわけでございま

すので、そうなりますとまた卸電力市場の価格も低下してまいります。これは欧州でも実際に起きてお

ります。 

 こういった中で、発電事業者にとって、投資回収の予見可能性が低下をいたしますと、必要な発電投資

それから供給力、調整力の確保が進まないおそれがあるということでございます。こういった中で、欧米

でも先行してこの容量市場が導入された動きがございます。 

 我が国でも、今後、再生可能エネルギーを主力電源化をしていくという中で、中長期的な供給力の不足

ですとか再エネの出力変動に対応するための調整力をしっかりと確保していく観点から、この容量市場

を導入するということで創設を進めているところでございます。 

 

 

○宮川委員 ありがとうございます。 

 ちょっと私が予想していたより、わかりやすいというか明快な説明だったので、もう一歩聞くと、今の

説明からすると、火力発電、火力発電とおっしゃっていましたが、やはり原発や石炭火力を支えるための

制度だということをおっしゃられたということでよろしいんですか。 

 

 

○村瀬政府参考人 この容量市場というのは特定の電源には着目しておりませんで、これは欧米でも基

本的には同じですけれども、電気を発生させる力、キロワットの力に着目をいたしまして、再エネなどの

変動電源が入ってきたときにそれを受けとめられる能力を評価して対価を与えるという仕組みでござい

ます。 

 したがいまして、全ての電源が基本的には平等に扱われるということで、キロワットであれば特定の

電源を特別に扱うというようなことではないということで、全電源を対象にしたものでございます。 

 

 

○宮川委員 大臣、やはりちょっと次の答弁がもやっとしまして、そこをしっかりと議論したいなとい

うふうに思います。 

 では、この容量市場、最初の入札予定等、どういう計画になっているんでしょうか。 

 

 

○村瀬政府参考人 審議会等で議論をして方向性を決めた後に、昨年から事業者に対して、全事業者向

けの説明会を始めてございます。 

 昨年六月から計二十六回の事業者に対する説明会を行いまして、ことしの夏、七月、具体的に想定して

ございますけれども、広域機関が初回オークションを実施するということに向けまして、ことし三月か

ら事業者情報の登録を始め、また、同じように、三月から電源等情報、発電所の名称ですとか設備容量、

運転開始年月などの登録を開始してございます。この五月には期待容量という、実際にどれぐらい入札

可能な最大容量があるかといったものの登録を開始してございまして、こういった段取りを経た上で、

広域機関によりまして、ことしの七月に入札を実施するということで準備が進められているところでご
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ざいます。 

 

 

○宮川委員 今、まだいろいろ決めているところだというお話でありますが、もう少し、もう始まるわけ

ですから、ちょっと国民がイメージがつくように、どんなものが始まるのかわかるようにすべきだと思

うんですが。 

 これは、今、募集ということですが、大体、想定している容量がどのぐらいで、約定価格というのが幾

らぐらいのことを予定をしていて、これによって、国民一人当たりの負担額、電気料金がどのぐらい上が

るというふうに予想されているんでしょうか。 

 

 

○村瀬政府参考人 お答え申し上げます。 

 詳細はもう決まっておりますが、入札に向けた手続を今進めているという状況でございます。 

 今御質問いただきました容量とか約定価格につきまして御回答申し上げます。 

 容量市場では、猛暑ですとか厳冬時に電源脱落等が発生した場合において安定供給に必要となる容量

を確保することができるような設計になってございまして、本年七月に想定してございますオークショ

ンにおきましては、これは広域機関における公開の、公平な審議を経まして、一億八千万キロワット前後

を調達するという方向で方針が決められております。 

 その上で、これからオークションでございますので、実際どういう方がどういう価格で札を入れてい

くのかということで、まさに市場で決まるわけでございますので、約定価格については、現時点で幾らに

なるのか、まさにこれから市場で決まるということなので、ちょっとお答えは難しいんですけれども、七

月のオークションで約定価格が決まりましたら翌月にはこれを公表していくということを考えてござい

ますし、その後も、結果報告書というような形で、どのような結果だったかというのはしっかり公表して

いこうということで考えてございます。 

 したがいまして、量については一億八千万キロワット前後、それから価格については市場で決まって

いくということでございます。 

 そして、御負担ということでございますけれども、これは、中長期的に見ますと、供給力を確保して将

来の価格の上昇を抑えるということを想定しているものでございますので、将来、供給力不足による卸

価格市場の高どまりを防ぐ、それから急激な価格高騰を抑制するというようなことで、中長期的には小

売電気事業者にとってメリットがある、つまり、中長期的には負担という意味では大きな影響のない仕

組み、そういう考え方に基づいて運用されることになるということでございます。 

 

 

○宮川委員 やはり、値段がどのぐらいかというのがわからないとイメージが湧かないと思います。 

 この約定価格がまだ、これから市場だということであれば、例えば、指標価格があると思いますが、指

標価格を取り入れた場合に、大体、平均の今の電気量で考えると、幾らぐらいになるんでしょうか。 
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○村瀬政府参考人 この入札におきまして、上限価格というのは決めております。その上限価格を決め

るに当たって、指標価格という考え方を取り入れてございます。 

 この指標価格というものについては、これも広域機関において議論をした結果、この容量市場で最も

典型的な容量として期待されている調整力としては、ＬＮＧが想定されてございます。それも最新鋭の

ＬＮＧ、高効率なＬＮＧということが想定されておりまして、これはコンバインドサイクルガスタービ

ンをモデルプラントとして、技術的なんですが、ＮｅｔＣＯＮＥといういわゆる基準価格を広域機関で

決めてございまして、これはキロワット当たり九千四百二十五円ということになってございます。これ

の一・五倍を上限として、それ以上高い価格だと入札とはいえ落とさない、こういう仕組みで設計されて

いるということでございます。 

 

 

○宮川委員 なかなか電気料金の話まで言っていただけませんが。 

 この価格で仮定した場合に、大体、今電気を使っている方々を考えると、十円ぐらいしか取られないの

か。これは二〇二四年から実際に取られるわけですよね。将来的には相殺するかもしれないとおっしゃ

っていますが、それは私はそうは思わないですけれども、そういうふうに思っていらっしゃってもいい

けれども、実際、二〇二四年から国民負担がふえるわけですよね、利用者が。それが、じゃ、実際どのぐ

らいのオーダーで、一円、二円ふえるのか、一万円、二万円ふえるのか、もうちょっと説明していただけ

ませんか。 

 

 

○村瀬政府参考人 お答え申し上げます。 

 やはり約定価格自体は入札で決まるので、そこにちょっと影響を与えないということで、客観的な事

実だけ申し上げますと、先ほど私が申し上げた、上限価格を決めるに当たって参照とするＮｅｔＣＯＮ

Ｅというものが九千四百二十五円ということで設定されてございます。これを料金に機械的に転嫁をい

たしますと、これもかなり前提を置かないとまたミスリーディングになるわけですが、あえて年間で計

算して、それを八千七百六十時間で稼働率七割という前提で仮に計算しますと、一・五四円キロワットア

ワー、こういうことになるわけでございます。 

 ただ、これは指標でございまして、それよりずっと下になるかもしれませんし、上限の範囲内でおさま

るとか、これはやはり市場で決まってくるということでございます。 

 

 

○宮川委員 ちょっと時間がなくなってきたんですね、だんだん、一歩一歩前に出てきているんですが。 

 今、大体一・五四とか、いろいろな状況は変わるかもしれないけれどもというお話でした。家庭で例え

ば五百キロワット使ったりしているということを考えれば、やはり八百円とか、そのぐらい価格が上が

るんじゃないかというふうに、そういう試算をしている市民グループとかもいるんですね。そういうこ

とでよろしいんですね。五百円、六百円、そのぐらい、今の一・五四で、例えば五百キロワットアワーぐ

らい月間使っているとすれば、そのぐらいになるということですよね。 
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○村瀬政府参考人 ちょっとこの場で計算するので間違っているかもしれませんけれども、四千だとす

ると……（宮川委員「四百キロワットアワー」と呼ぶ）四百だとすると、一掛ける四百ですので四百とい

うことになりますが、先ほど申し上げたように、市場で決まる価格はこういうことになるとは限りませ

んので、仮に一だとすると、そういうことになります。 

 

 

○宮川委員 ですから、再エネ賦課金の話がありますが、それと比べて、それよりは少ないかもしれませ

んが、それなりの金額が上に乗ってくるということだと、私自身はそういう認識を持っています。 

 もう一度戻りますが、大臣の認識として、この容量市場、原発や古い石炭火力にそういったお金が流れ

るというふうに私は思っていますが、大臣はどのように認識されていますか。 

 

 

○梶山国務大臣 原発や石炭火発という指定ではなくて、それは一つの候補だという中で、供給力、調整

力の確保という点で電源が必要になってくるということであります。 

 

 

○宮川委員 私の理解は、入札していくわけです、そのときに、例えば、何で古い石炭かと言われると、

古い石炭というのはもう減価償却されているわけです。だからエネルギー分だけでよくて、新しい建設

分は考えないでいい。だから、安いものだから、先に入札するときに、企業としては、古い石炭火力だと

かそういったものを先に入札するということを考えたくなる。だから、先にそういうものが入札をされ

て、それで約定したときに、古いものにみんな価格がつく。だから古い石炭火力を手放したくない。そう

いうモチベーションが湧く制度だというふうに私は理解していますが、違っていますか、大臣。 

 

 

○村瀬政府参考人 まず、キロワットという意味では、新設のものがしっかりと建てられるように、市場

の予見性を確保するという趣旨で設計されてございます。既設のものにつきましては、一定の受渡しに

つきまして控除率というものを当面設けておりまして、例えば二四年度でいいますと、四〇％は既設の

ものについてはその受取額を控除するという形で経過措置をとってございまして、新設のものがより有

利にというか、取り扱われるような仕組みがこの中で設計をされているところでございます。 

 また、石炭とか特定のものをフェードアウトしていくという取組は重要だと考えてございまして、こ

れはむしろ、市場の中で設計するということでは必ずしもなくて、規制的措置を、例えば省エネ法ですと

か高度化法といった規制的な措置を用いて、再エネのため、若しくはＣＯ2 抑制のための規制をしっかり

かけて、一定程度、このキロワットアワーを発生させないような仕組みはしっかりと取り入れていって、

それを運用してまいりたいというふうに考えてございます。 

 

 

○宮川委員 もう一度最初の話に戻りますが、本当は卸市場価格で、卸市場だけで価格が決まってやっ
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ていけばいいわけですけれども、再エネがたくさん入ってくると、再エネの価格は安いから非常に安い

価格になってしまうかもしれない。そのときに、原発や石炭火力なんかがないと、まだ再エネだけではや

れないから、だから、原発や石炭火力を支えるために容量市場を入れるというふうに私は理解をしてい

ます。 

 今、いろいろ、最初に取るお金を少し減らすとか、経過措置を考えているとおっしゃっていましたが、

いずれにしても、七月に入札があって結果がわかるわけですから、もし、大臣、その入札で原発だとか石

炭火力がわっと入っていたら、制度を見直していただけませんか。 

 

 

○梶山国務大臣 特定の電源を指定するわけではないということでありますが、変動や出力の低下を補

うための措置であります。 

 ただ、先ほど委員がおっしゃったように、例えば減価償却が終わった旧型の、非効率の石炭火発、この

制度ではフェードアウトという形にはなりませんけれども、全体としてフェードアウトするような制度

をつくっていきたいと思っておりますし、結局、そこはもう一番安い電力ということになってくるわけ

ですけれども、それに加えて、非効率でＣＯ2 をたくさん排出するということでありますから、それらも

含めて全体の構成というものを考えてまいりたいと思っております。 

 

 

○宮川委員 繰り返しになりますが、もうすぐ、七月にわかってきますから、もう一度、この結果が出た

後、今の議論がどうだったかというのを検証させていただければと思います。 

 次の議論に入りますが、これは、もう一回、エネルギーミックスのところでありますが、前回の質疑で、

九州電力エリアの三月八日の件を具体的に例として出して議論させていただきました。具体的な話をし

ないとエネルギーはなかなかわかりにくいので、あえてこの三月八日をとらせていただいたわけであり

ますが、お配りの資料をちょっとごらんいただければと思います。 

 これを図にしてちょっときょう持ってきてみました。一枚目にある、１と書いてある（Ａ）ですが、こ

れが今、ことしの三月八日の九州エリアの電力の需給バランスがどういうふうになっていたかというも

のの絵がこういうふうになっています。 

 まず、ベースロード電源ですけれども、かなりわっと紫色であるのが、原子力発電がかなり入っていま

す。その上に、茶色であるのが石炭火力であります。黄色い部分が太陽光なんですが、この太陽光の黄色

い部分の、昼間だけですけれども、この上に赤い部分があります、これが出力抑制でとめられた部分なん

ですね。 

 先ほど、午前中に風力発電の話もありましたが、風力発電も出力制御されているんです。こういうふう

に、出力制御をこれだけされてしまうと、太陽光にしても風力にしても、なかなかビジネスとして成り立

たないという声が上がっています。 

 特に、前回の質疑でもお伺いしましたが、三月は十五日間もこの出力抑制がかかっている、四月、五月

もかなりの出力抑制がかかっていると事業者から私は聞いています。 

 こういうような状況なんですけれども、この下を見ていただければ、Ｂというのがあります。この案

は、私と私のグループが考えた案です。こういう案がつくれるんじゃないかということです。 



9 

 

 私は原発ゼロにすべきだと思っていますが、ちょっと百歩譲って、原発はこのまま入れてあります。そ

して、その上にＬＮＧが乗っていますが、石炭火力がなくても、ＬＮＧでやれるというふうに私は思って

います。小倉の新小倉というＬＮＧ火力があるんですが、なぜかこの三月八日は、ＬＮＧ火力を使わない

で石炭火力が使われているわけであります。 

 そして、ＬＮＧというのはオン、オフが比較的速いんですね。ですから、大臣を始め安倍政権は、ベー

スロード電源が必要だ、再エネは変動するからしっかりこういうベースロード電源が必要だということ

をおっしゃっていますが、我々は、ＬＮＧを使うことによって再エネの変動をしっかり抑制できる、カバ

ーができるというふうに考えております。 

 こういうふうにＬＮＧを入れると、想定誤差量というのがあるんですが、それをＬＮＧが私はカバー

できると思っていて、ちょっとその細かい話は抜きますが、出力抑制もしないで済むというふうに私は

思っています。これによって、揚水を使ったり、連系線も使えるようになるというふうに私は思っていま

す。詳細がもし必要であれば、大臣のところに行って説明をしますので。こういうこともできるというふ

うに私は思っています。 

 もう一つポイントなのは、ＣＯ2、二酸化炭素の量ですが、今のこのＡ、現実に三月八日のものは六・

七万トンでありますが、こっちの、下の、こういうこともできるという案でいけば、三・九万トン、ＣＯ

2 の削減も、少ないわけであります。こういったことが本当にできないのかどうか、真剣勝負で今度議論

をさせていただきたいというふうに思います。 

 もう一枚、裏面を見ていただきたいんですが、Ｃというものがあります。これは、二〇三〇年において

どういう状況になるかということです。二〇三〇年の、安倍政権が出している第五次エネルギー計画の

ものであります。エネルギーミックスを考慮して、そして、今の九州にあるいろいろな電源を考えた場合

に、恐らくこういう形になるんじゃないかというのを予想した図がＣになります。 

 まず、原発に関しては、四十年廃炉ルールを用いた場合、二基停止するので、原発二基分になっていま

すが、今の政府のエネルギーミックスでは石炭火力を相当使うことになっていまして、このような形に

なるだろうと。これは、二〇三〇年、たってみても、何か原発と石炭ばかりみたいな、そういうようなイ

メージを私は持ちます。そしてさらに、太陽光も、依然、この赤いところにあるように、出力抑制がされ

るんじゃないかというふうに私は予想をしております。 

 この下のＤ案でありますが、これは、我々が再生可能エネルギー中心にしっかりと電力システム改革

をしていけば、こういう姿が描けるだろうというものを描いたものであります。このときには、だから風

力が必要なんですが、風力がまだ少ないので、太陽光の変動はＬＮＧで吸収するしかないんですね。それ

なのでＬＮＧの部分が大きくなっていますが、それでも、ＬＮＧによって、太陽光の変動に関しては揚

水、連系線でカバーができるだろうということを予想しています。 

 この上のＣ案だと、二酸化炭素は、これは原発が二基停止するからなんですが、八・六万トン。だけれ

ども、Ｄ案で、再エネをしっかり入れていく案にすれば、四・三万トンと、半分で済むわけであります。

私は、まだまだ政府が出している案は不十分で、今の案のままでは、もっとやれるのにやっていない状況

だと思いますが。 

 ちょっとこの話だけ聞いて、大臣、改めて、この絵を見て、このＡもそうですけれども、原発と石炭が

多過ぎると思いませんか、大臣。 

 



10 

 

 

○梶山国務大臣 石炭とＬＮＧは火力ということでのくくりになりますけれども、ＣＯ2 の排出量はＬＮ

Ｇがずっと少ないということであります。あとはコストの問題ということになろうかと思います。 

 委員が先ほどおっしゃったように、償却が終わっている石炭火発を使っているということもあると思

いますし、今後それをどのくらい使うかという考え方もあろうかと思いますけれども、できる限り、やは

りＳＣクラス、そして償却期限を超えたものというのはやはりフェードアウト、卒業していっていただ

くという考え方が望ましいと思っておりますし。 

 再生可能エネルギーの導入量というのは九州電力地区は物すごく多いんですね。今後、五島沖の風力

も入ってくるということもありますので、出力制御もかなり小さい形でできるような仕組みづくりとい

うかシステムづくりというものも取り組んでおりますし、一つこれも参考にさせていただければと思い

ます。 

 

 

○宮川委員 これは価格も実は計算をしていまして、本当はそこもやりたかったんですけれども、ちょ

っと時間のあれもあるので持ってきませんでしたが、ぜひ真剣勝負で、どっちの姿を本当に目指すのか、

やらせていただければというように思います。我々は、今の計画よりももっとドラスチックに石炭と原

発は減らせるということを主張したいというふうに思います。 

 その上で、次のテーマに移りたいんですが、今お話ししたように、当面、再生可能エネルギー一〇〇％

の世界をつくっていく上では、ＬＮＧ火力というのはやはり重要なんですね、変動を抑制するために、カ

バーするために、ＬＮＧは必要だと思っています。 

 このＬＮＧをしっかりと、絶えることがないように供給するというのは非常に重要です。そして、この

前の法案審議の中でも、この北極圏のＬＮＧのプロジェクトの話が、ＪＯＧＭＥＣの話がありましたが、

そういう意味では、ちょっとこれもきょう時間があれば議論を少ししたいんですけれども、私としては、

必ずしも反対ではなくて、しっかりＬＮＧの供給源をとっていくというのは重要だというふうに考えて

います。 

 その上で、少しこの天然ガス関係に関して今どういう状況なのかというのを確認をしておきたいんで

すが、東シナ海のガス田に関して少し前に問題になっていましたが、今どういう状況なのかというのを

確認をさせてください。今、東シナ海のガス田の規模に関して、まずはちょっと教えていただけますでし

ょうか。 

 

 

○南政府参考人 お答え申し上げます。 

 東シナ海における石油天然ガスの埋蔵量についてですが、地理的な中間線の中国側、日本側、いずれに

おきましても、具体的な埋蔵量を推定できる状況には現在ないことから、現時点で確定的なことを申し

上げることは難しいと思っております。 

 なお、地理的中間線の中国側における生産、開発プロジェクトに参加しております中国のＣＮＯＯＣ、

中国海洋石油有限公司の年次報告書二〇一九年度によりますと、同社が保有するとしている東シナ海の

油ガス田の確認埋蔵量は、石油換算で約一・四億バレルと公表されております。ただし、この数字も正確
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なものであるのか確認は難しいというふうに思っているところでございます。 

 

 

○宮川委員 お配りの、一番最後の４という資料をちょっと持ってきました。 

 この日中中間線があって、その境目のところで、これだけの量の、今中国の方が行っているということ

だと思うんですが、ちょっと今、最近の中国の動きも説明していただけますでしょうか。 

 

 

○遠藤政府参考人 お答え申し上げます。 

 これまでの流れを御説明申し上げさせていただければと思いますけれども、中国は、一九九〇年代か

ら東シナ海における日中の地理的中間線の中国側における油ガス田の開発をしております。 

 二〇〇四年からは中間線付近の白樺で採掘施設の建設が開始されたという点を確認したという次第で

ございまして、それを受けて、二〇〇四年の十月以降、日中間で協議を重ね、二〇〇八年六月には東シナ

海における日中間の協力についての合意、いわゆる二〇〇八年合意というものに至ったというところで

ございますけれども、二〇一〇年七月に第一回の国際約束締結交渉を実施いたしましたが、同年の九月

に予定されておった第二回の交渉については中国が一方的に延期をし、その後、累次申入れをしている

にもかかわらず、現在に至るまで交渉が再開されていないというところでございます。 

 その後につきまして、中国は東シナ海において資源開発を活発化させまして、日中の地理的中間線の

中国側で、二〇一三年六月以降、新たに十二基、それ以前に確認されたものを含めますと合計十六基、先

ほどの地図にあったとおりでございますけれども、構造物が確認されておるというところでございまし

て、それに加えて、これまで移動式の掘削船の活動も確認されているというところでございます。 

 このような中国側の一方的な開発や既成事実化の試みについては、中止を求めて繰り返し厳しく抗議

をしているところでございます。 

 両首脳間では、資源開発に関する二〇〇八年合意を推進、実施し、東シナ海を平和、協力、友好の海と

するという目標を実現するということで一致してきているというところでございまして、これを踏まえ

て、中国側に対して、合意に基づく交渉の早期再開、合意の早期実施を引き続き強く求めてまいりたいと

考えております。 

 

 

○宮川委員 これはやはり国際関係の問題がありまして、非常にナイーブな話だというふうに思います

が、私はやはり、中国と共同で開発をしていくというようなことをやはり、ＪＯＧＭＥＣの、北極圏もそ

うなんですけれども、もっと近くにもあるわけだから、できるだけ関係を良好にして、こういったところ

も共同でやっていけるように進めていくべきだというふうに思いますが、大臣はどのように思われます

でしょうか。 

 

 

○梶山国務大臣 今外務省から説明ありましたとおり、二〇〇八年合意に基づく交渉を早期に再開をし、

同合意を早期に実施することを引き続き求めていきたいと思っておりますけれども、今の状況は先ほど
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外務省が言ったとおりであります。 

 

 

○宮川委員 もう一つ、日本の近くにメタンハイドレートがあるということだと思いますが、今の状況

を簡単に教えていただけますか。 

 

 

○南政府参考人 お答え申し上げます。 

 日本周辺海域に豊富に賦存することが期待されるメタンハイドレートの開発ですが、エネルギー安定

供給の観点から非常に重要だ、そのように思っております。 

 これまでの海洋調査から、例えば静岡県沖から和歌山県沖に広がる東部南海トラフ海域において、日

本の天然ガス消費量の約十年分に相当するメタンハイドレートの存在が推定されております。 

 メタンハイドレートについては、既存の天然ガスの生産技術は適用できず、新しい生産技術が必要に

なりますので、エネルギー基本計画等で、二〇二三年度から二〇二七年度までの間に、民間企業が主導す

る商業化に向けたプロジェクトが開始されることを目指して技術開発を行うとの目標を掲げ、必要な技

術開発を推進しているところであります。 

 具体的には、砂層型メタンハイドレートについては、生産技術の検証のため、これまで二〇一三年と二

〇一七年に海洋での生産試験を実施しまして、一カ月程度のガス生産に成功しております。今後、商業化

を見据えた生産技術の確立のため、一年程度の長期生産が容易な陸上での生産試験を今計画していると

ころでございます。 

 また、表層型メタンハイドレートにつきましては、二〇一六年度から四年間にわたり調査研究をして

きておりまして、メタンハイドレートの回収に必要な有望技術を特定したところであります。本年度か

ら本格的な技術開発を開始したいと思っております。 

 

 

○宮川委員 時間が来ましたので終わりにしますが、このように日本の近くにあるので、ぜひ、こういっ

たエネルギー、天然ガスをとって、再エネと最初はＬＮＧで、そして最後は一〇〇％再エネの世界になる

ように、一刻も早くなるように、ぜひ今後も議論させていただければと思います。 

 ありがとうございました。 

 

 


