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第3部 平成24年度においてエネルギーの需給に関して講じた施策の概況

エネルギーは、国民生活や経済活動の基盤をなす
ものであり、エネルギーの大部分を海外に依存して
いる我が国にとって、その安定供給の確保は常に変
わらぬ重要な課題です。これに加えて、近年、地球
温暖化問題をはじめとする環境問題への対応、規制改
革を通じた効率的な供給等、エネルギー政策に対す
る新たな要請が強まっています。
こうした背景の下で制定されたエネルギー政策基
本法では「安定供給の確保」、「環境への適合」及びこ
れらを十分に考慮した上での「市場原理の活用」を基
本方針として掲げ、これに則って、国はエネルギー
の需給に関する施策を総合的に策定し、実施する責務
を有すると定められています。同法において、政府

はこれらの基本方針に沿ってエネルギーの需給に関
する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るた
め「エネルギー基本計画」を定めることとされてお
り、2003年10月に初めて策定された同計画は、2007
年3月に続き、2010年6月にエネルギー政策の基本
である3E（安定供給の確保、環境への適合、市場原
理の活用）にエネルギーを基軸とした経済成長の実
現と、エネルギー産業構造改革を新たな視点として
加えた2度目の改訂を行いました。その後、東日本
大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故等を受
け、エネルギー政策はゼロベースの見直しが行われ
ています。

第1章
2012（平成24）年度に講じた施策について1

1　組織名・肩書き等は記載事項当時のものを掲載しています。また、本白書に記載されている地図は、我が国の領土を網羅的に記したもので
はありません。

経済・社会活動に不可欠なエネルギー資源に恵まれていない我が国においては、時々の内外の経済・エネル
ギー情勢の変化に対応し、「安定供給（energy security）」、「経済性（economic efficiency）」、「環境適合性
（environment）」の確保のため、エネルギー政策の見直しに取り組んだ。
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１９７３年 第一次オイルショック
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【④資源確保の強化（２０００年代）】

【①石油危機への対応（１９７０年～８０年代）】

1980年代 【②規制制度改革の推進（１９９０年代～）】

【③地球温暖化問題への対応（１９９０年代～）】

【⑤現行のエネルギー基本計画】

１９７９年 第二次オイルショック

１９９７年 京都議定書採択
２００５年 京都議定書発効

行 ネ ギ 基本
資源確保の強化

２００２年エネルギー政策基本法成立
２００３年エネルギー基本計画策定（２００７年に改定）
２０１０年現行のエネルギー基本計画策定

（参考）我が国のエネルギー政策の変遷
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第1節
エネルギーの安定供給源確保

1．石油の安定供給確保への取組と自主
開発の推進

我が国は、主要先進国と比べてエネルギーの石油
依存度が高く、また石油のほぼ全量を輸入に依存して
います。特に、中東地域への依存度が高いことから、
石油を安定的に供給するためには、供給源の多様化を
図るとともに、我が国が権益を有する自主開発原油を
確保することが重要です（第2部第1章第3節1．参
照）。しかしながら、資源国による資源ナショナリズ
ムの高揚や、中国やインド等の新興国による資源獲得
競争の激化が見られる等、近年の資源確保を巡る情勢
は厳しさを増しています。また、石油開発事業は、
莫大な資金と長いリードタイムを要するとともに、
探鉱による油田発見の不確実性、原油価格及び為替
レートの変動、産油国の政治経済情勢の変化等のリ
スクが極めて高いことから、探鉱開発を継続的に行う
ためには、石油開発会社に十分な資金力、技術力、
探鉱開発の知見が必要です。このため、我が国とし
ては、（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構
（JOGMEC）によるリスクマネー供給等を通じて、石
油の自主開発、中核企業の育成に取り組んできまし
た。また、資源獲得競争が世界的に激化する中で、
エネルギー資源の確保を実現するためには、資源国
との互恵的、戦略的な関係を構築することが重要で
す。資源国の中には、産業協力や、教育協力、文化
交流等の多層的な協力関係を日本に求めているところ
もあります。そのため、個々の資源国のニーズに応
じてきめ細やかに対応し、資源国との関係強化を図っ
てきました。
こうした取組を含め、総合的な資源戦略の展開を通
じて石油の安定供給確保を図ることが重要です。資源
外交の一層の強化、供給源の多様化、我が国企業に
よる上流プロジェクト参画への支援、主要産油国と
の総合的な関係強化等、官民一体となった戦略的・

総合的な取組を強化してきました。

2．主要なプロジェクト
（1） ガラフ油田開発プロジェクト
イラク南部に位置する陸上油田の開発プロジェク
トです。2009年12月の国際入札の結果、石油資源開
発とペトロナス（オペレーター）が共同で同油田の
開発権を落札し、2010年1月に20年間のサービス契
約が締結されました。今後、石油資源開発はペトロ
ナスとともに、2017年中に23万バレル／日の生産目
標を達成する予定です。

（2） アブダビ海上鉱区プロジェクト
アラブ首長国連邦アブダビ沖合海上の油田開発プロ
ジェクトです。ジャパン石油開発（国際石油開発帝
石100％子会社）が12％（一部油田では40％）の権
益を保有しており、その他、ADNOC（アブダビ国
営石油会社）、BP、トタール、エクソンモービルが
参画しています。ザクム油田等複数の油田が生産中で
す。

（3） サハリン・プロジェクト
サハリンでは大規模な石油・天然ガスの埋蔵量が確
認されており、我が国に地理的に極めて近いことか
ら、供給源の多角化に資する重要なプロジェクトで
す。サハリンには九つの開発鉱区が設定されており、
そのうち、Ⅰ、Ⅱの開発鉱区において我が国企業が
参画する形で石油・天然ガス開発が進められていま
す。

①サハリンⅠプロジェクト
ロシア連邦サハリン島沖合の石油・天然ガス開発プ
ロジェクトです。サハリン石油ガス開発（経済産業
大臣（50％）、伊藤忠商事（約18％）、石油資源開発
（約14％）、丸紅（約12％）、国際石油開発帝石（約
6％）の出資による会社）が30％の権益を保有してお
り、その他、エクソンモービル、ロスネフチ、
ONGC（インド石油天然ガス公社）が参画していま
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す。チャイボ鉱床及びオドプト鉱床より原油を生産
し、ロシア本土東海岸のデカストリ港の原油出荷設備
から原油を出荷しています。天然ガスについては、本
格開発に向けて、需要家と協議中です。

②サハリンⅡプロジェクト
ロシア連邦サハリン島沖合の石油・天然ガス開発プ
ロジェクトです。事業主体であるサハリンエナジー
社に三井物産㈱が12.5％、三菱商事㈱が10％を出資
しており、その他、ガスプロム、ロイヤルダッチシェ
ルが参画しています。ピルトン・アストフスコエ鉱
床、ルンスコエ鉱床より原油・天然ガスを生産し、サ
ハリン島南端のプリゴロドノエ港の原油・LNG出荷
設備から、原油・LNGを出荷しています。2011年に
は日本の総輸入量の約1割に相当するLNGを日本に
輸出しています。

（4） 「東シベリア－太平洋」パイプラインプロジェ
クト
シベリアの原油をロシア太平洋岸までパイプライン
により輸送するプロジェクトです。2009年 12月、
プロジェクトの第一段階として、タイシェットから
スコヴォロジノまでの通油能力年間3,000万トンのパ
イプライン及び太平洋岸のコズミノ港の原油出荷設備
が完成し、スコヴォロジノ港から、原油の出荷が開
始されました。

また、2012年12月、スコヴォロジノとコズミノ
を結ぶプロジェクトの第二段階の建設工事が完了し
ました。今後、コズミノ港からの原油輸出量の拡大
が見込まれます。
また、東シベリアにおける日露の探鉱協力の第一歩
として、JOGMECは、ロシア連邦イルクーツク州に
おいて、イルクーツク石油と共同で地質構造調査を
行っています。

（5） オリノコ・カラボボ鉱区プロジェクト
ベネズエラ・ボリバル共和国は、サウジアラビアを
上回る世界第一位の原油埋蔵量を誇る国とされており
ます（2011年末）。その中心は、国内を東西に流れる
オリノコ川の北部に分布するオリノコベルト（重質油
帯）です。このオリノコベルトのカラボボ鉱区におけ
る入札の結果、2010年2月に日本企業が参加する国
際コンソーシアムが同鉱区の開発権を取得しました
（第321-2-1）。当該プロジェクトには、ベネズエラ国
営石油公社（PDVSA）60％、国際コンソーシアム
（シェブロン、国際石油開発帝石、三菱商事、スエロ
ペトロール（ベネズエラ企業））40％の割合で設立さ
れた合弁会社を通じて日本企業が参加しています。
ピーク生産量は40万バレル／日となる予定です。

（6） カシャガン油田プロジェクト
カザフスタン共和国アティラウ沖のカスピ海域に

【第321-2-1】カラボボプロジェクトの実施場所

（出所） 国際石油開発帝石作成
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発見されたカシャガン油田は、可採埋蔵量が約130
億バレルとされる大油田です。エニ、エクソンモー
ビル、ロイヤルダッチシェル、トタール等が参加し、
日本からは国際石油開発帝石等が7.56％の権益を保
有しています。2000年に石油・天然ガスが発見され、
2002年に商業発見宣言が行われました。現在、2013
年の生産開始に向け開発作業が実施されています。

（7） イクシスプロジェクト
西オーストラリア沖合海上のガス田開発プロジェ
クトです。国際石油開発帝石が66％（オペレー
ター）、トタールが30％の権益を保有しています。
2012年1月には最終投資決定を行いました。2016年
末の生産開始を目指しており、年間840万トンの
LNGを生産し、うち年間約600万トン（我が国の年
間LNG輸入量の1割弱に相当）を日本向けに輸出す
る予定です。

（8） アバディプロジェクト（マセラ鉱区）
インドネシア東部のアラフラ海海上のガス田開発プ
ロジェクトです。国際石油開発帝石㈱が60％（オペ
レーター）、シェル30％インドネシア・EMP社が
10％の権益を保有しています。2013年1月に基本設
計作業を開始し、浮体式LNG生産方式（FLNG）の
採用により年間約250万トンのLNG生産を予定して
います。

（9） カスピ海ACG油田開発プロジェクト／
BTCパイプラインプロジェクト
アゼルバイジャン領カスピ海バクー市沖合に位置
する海底油田開発プロジェクトです。ACG（アゼ
リ・チラグ・グナシリ）プロジェクトは、可採埋蔵
量が約54億バレルととされる大型プロジェクトであ
り。事業者はBPをオペレーターとし、エクソン
モービル、シェブロン等が参加しています。我が国
からは伊藤忠商事が約4％、国際石油開発帝石が約
11％の権益を保有しています。1997年11月に原油
生産を開始しており、現在は約70万バレル╱日を生
産しています。
なお、カスピ海は内陸部に位置しているため、生
産された原油はパイプライン等を通じて輸出する必要
がありますが、ACGから生産される原油については、
アゼルバイジャンのバクー、グルジアのトビリシ、
トルコのジェイハンを結ぶBTCパイプラインにて地

中海に輸送されています。

3．2012（平成24）年度における資源
確保に向けた戦略的・総合的取組の
強化

（1） 中核的企業をはじめとする我が国企業による
自立的な開発事業の展開等

①探鉱出資（資産買収含む）、債務保証事業
（後掲　第2章第1節3．（3）①　参照）

②政府系金融機関による資源金融（㈱国際協力銀行
（JBIC））
我が国企業による長期取引契約に基づく資源輸入
や、自ら権利を取得して資源開発を行う場合、さら
には資源開発に携わる我が国企業の競争力が強化され
る場合あるいは資源確保と不可分一体となったイン
フラ整備等、我が国にとって重要な資源の海外にお
ける開発及び取得を促進する場合に、国際協力銀行は
輸入金融や投資金融による支援を行いました。

③貿易保険によるリスクテイク（（独）日本貿易保険
（NEXI））
海外における重要な鉱物資源又はエネルギー資源
の安定供給に資する案件に関し、海外エスクロー口
座への資源引取り代金入金を条件に、NEXIは通常よ
りも低い保険料率で幅広いリスクをカバーする資源
エネルギー総合保険等を通じて、我が国の事業者が
行う権益取得・引取等のための投融資に対し支援を行
いました。

④海外投資等損失準備金制度
海外で行う資源（石油・天然ガス等）の探鉱及び開
発事業に対する投資等について、事業失敗等による損
失に備えるために、投資等を行った内国法人が一定
金額を準備金として積み立てたときの、その積立額を
損金に算入できる制度の適用期限が2014年 3月31
日までとされました。

⑤探鉱準備金・海外探鉱準備金制度及び新鉱床探鉱
費・海外新鉱床探鉱費の特別控除制度（減耗控除制
度、海外減耗控除）
鉱業を営んでいる者が探鉱のために要する費用の一
部を準備金として積み立てたときの、その積立額を損
金に算入できる制度及びその準備金を取り崩して実際



182

第2章　資源確保・安定供給強化への総合的取組

182

第3部 平成24年度においてエネルギーの需給に関して講じた施策の概況

第
２
章

の新鉱床探鉱費に充てた場合等には、一定の金額を損
金に算入できる制度の延長と拡充の検討を行いまし
た。

（2） 政府による積極的な資源外交
①産油国産業協力等事業（1,300百万円）
我が国のエネルギー安定供給及び産油・産ガス国
との関係強化を図るため、資源外交上重要な産油・産
ガス国からの個別具体的な協力要請や政府間の取り決
め等に基づいた、これらの国における新たな産業創出
に貢献する産業人材育成や我が国の政策ノウハウの移
転、本邦企業の現地投資、我が国の教育システムの
移転等の個別協力プロジェクトを支援しました。
2012年度は、サウジアラビアにおける電子機器・家
電製品研修所の設立・運営等のプロジェクトを実施
しました。

②産油国開発支援協力事業（250百万円）
産油・産ガス国からの協力要請に対応し、民間レベ
ルでの協力事業を拡大するため、石油・天然ガス開発
分野における共同研究事業、調査研究事業、人材交
流事業を実施しました。20112年度は南スーダンに
おける油層工学やIOR（改良型石油採取法）に関す
る技術研修等の人材交流、調査研究や共同研究等を実
施したほか、セーシェル、ウガンダ及びモロッコか
らエネルギー政策を担当する政府高官を招聘しての
セミナー開催、ガイアナへの我が国商社や石油開発
会社等から構成されたミッション派遣等を実施しま
した。

③産油国等石油交流人材育成事業、産油国等石油関連
産業基盤整備・国際共同研究事業及び国際石油交流
連携促進事業（2,738百万円）
石油精製分野において、産油国からの要請に応じ、
研修や専門家派遣事業、技術協力事業、国際会議・
要人招聘事業等を実施しました。2012年度はアラブ
首長国連邦において、製油所における技術課題の解決
に係る支援や人材育成を行ったほか、サウジアラビ
アやイラク等から要人を招聘し、国際シンポジウムを
開催しました。

（3） 独立行政法人　石油天然ガス・金属鉱物資源
機構（JOGMEC）による戦略的な支援

①探鉱出資（資産買収含む）（28,750百万円）（うち

補正予算20,250百万円を含む）、債務保証事業
（1,472百万円）
JOGMECにおいては、我が国石油開発会社等が海
外及び本邦周辺の海域で行う石油・天然ガスの探鉱事
業等に対し、事業資金の50％を上限とした出資また
は債務保証を行いました。また、石油及び天然ガス
の開発環境が厳しくなっている状況にかんがみ、
2007年4月には、油ガス田の規模が一定以上である
こと、技術的困難度が高いこと等、一定の要件を満
たす場合に出資及び債務保証の上限を75％に引き上
げました。また、2009年7月施行の法律改正により、
政府保証付き長期借入金を出資業務及び債務保証業務
にも活用できるようになりました。2011年度は、出
資4件、債務保証1件、合計で5件を採択しました。

②海外地質構造調査等事業（2,480百万円）
事業リスクが高く、我が国企業が探鉱に踏み切れて
いない未探鉱の戦略的地域に関し、JOGMECが、探
鉱調査、技術動向調査等を行うことにより、我が国
企業の進出を促進しています。2011年度は、メキシ
コ、イラク、カンボジア、ベトナム等を対象として
調査を実施しました。
また、本調査事業による近年の成果としては、グ
リーンランド北東海域の地質構造調査により同海域
優先入札への参加権取得、インドネシア東部海域の地
質構造調査により我が国石油開発企業の権益取得へつ
なげることができました。

（4） レアメタル等鉱物資源の確保及びレアメタ
ル・リサイクルや代替材料開発の推進等
多くのレアメタル資源国は、これから国内に存する
資源の開発に着手するという状況にあります。資源開
発に係るリスクマネーの供給に加えて、我が国の優
れた鉱山環境保全や資源開発利用に係る技術や、我が
国のレアメタルの最終需要家も巻き込んだ資源国側に
対する「安定需要先」の提供は、資源国側に対して魅
力ある提案となります。
このため、資源国との関係強化の観点も踏まえ、
我が国の環境保全技術や探査・採掘・選鉱・製錬技術
を活用し、探鉱や開発調査、共同での鉱山開発事業
を推進しました。また、JOGMEC・JBIC・NEXI等
を通じたリスクマネー供給支援等、レアメタル資源
確保を目指す我が国民間企業に対する政府支援の一層
の充実を図り、あわせて、供給者から最終消費者ま
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での民間企業を一体として捉え、官民連携したレアメ
タル資源獲得体制を構築することを目的としました。
そこで、「資源確保戦略」（平成24年6月公表）を策
定し、戦略的鉱物資源を特定し、政策リソースを優
先的に投入することとし、JOGMEC法改正（平成24
年8月29日成立）により、JOGMECのリスクマネー
供給機能を強化するとともに、JOGMECの対象とす
る鉱種に「資源確保戦略」で定めた戦略的鉱物資源の
対象鉱種を追加しました。加えて、平成25年1月に
は、JOGMECが保有する鉱山権益を段階的に譲渡す
る制度を設けました。これにより、一部権益取得後
もJOGMECと共同で探鉱を行うことで経験やノウハ
ウの移転、探鉱リスクやコスト負担が軽減することが
見込まれ、レアメタルの探鉱プロジェクトの引継先
として、商社やユーザー企業など、経験不足から躊
躇してきた川下企業の参入が図られることが期待され
ますまた、レアメタル資源国の多くが、現在インフ
ラ開発等を進めている状況を踏まえ、我が国のODA
や政策金融等の様々な政策手法を総動員しつつ、個
別の資源国側の事情に合った協力事業を行い、二国
間関係を戦略的に強化してきました。具体的には、我
が国産業界（特にユーザー業界）の協力も得ながら、
官民で連携して、産業振興・人材育成・地域インフラ
整備等の協力事業を行いました。
資源外交については、短期的には、我が国企業が
既に権益を確保した国（インド・ベトナム・カザフス
タン等）に対し、既存の政府間対話の枠組みも活用
し、円滑な鉱山開発に向けた支援を維持・拡大してい
きました。また、我が国産業界にとって重要な資源
を保有する国（ボリビア・南部アフリカ諸国等）に対
しても、既に実施している協力案件の拡充や水平展開
等、相手側の要望を的確に把握しながら様々な分野
の協力を行い、権益確保につなげていきました。そ
の結果、平成24年5月にはカザフスタンとレアアー
スの共同開発・輸出拡大について合意、同年11月に
カザフスタンでレアアース精製・分離工場の開所式
を開催、更にボリビアでは首脳合意に基づき実施され
ているウユニ塩湖におけるリチウム資源開発におい
て、平成25年1月にリチウム抽出パイロットプラン
トの開所式が行われ、実験が本格化するなど、具体
的な開発・生産に向けて進展しています。
こうした資源確保への取組に加えて、資源の循環シ
ステムを構築していくことは、価格高騰や需要の逼迫
の影響を緩和するためにも極めて重要です。このた

め、2011年11月から、産業構造審議会と中央環境審
議会の合同会合において、レアメタル等を含む主要製
品全般（自動車、大型家電、超硬工具、パソコン、
二次電池等）を横断的に対象としてレアメタル等のリ
サイクルに係る最適な対応策について検討を開始し、
2012年9月にレアメタルのリサイクルを経済的に成
り立たせるために取り組むべき対応策を示した中間取
りまとめを提示しました。当該取りまとめにおいては
「レアメタルを含む使用済製品の回収量の確保」と「リ
サイクルの効率性の向上」を柱として、使用済製品の
排出が本格化してくる2010年代後半までを「条件整
備集中期間」と位置付け、当該期間中に講じるべき対
策を示しています。また、未だ不十分な状況にある
使用済製品からの有用金属の回収を加速化させるた
め、小型家電を対象とした新たなリサイクル制度（使
用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律）
を平成25年4月からスタートさせました。その他に
も、使用済超硬工具からのタングステンのリサイクル
について支援を実施しました。
また、平成24年度からは新たに、産学官が一体と
なり、革新的技術の基礎から実用化まで推進する「未
来開拓研究」として「次世代自動車向け高効率モー
ター用磁性材料開発」を立ち上げました。本事業で
は、ジスプロシウム等のレアアースを使用せず、従
来以上に強力な磁性材料の開発を行うとともに、モー
ターの更なる高性能化に向けた設計及び試作等を行
うことにより、レアアースフリー高効率モーター実
現を目指します。加えて、平成19年度より実施して
いる「希少金属代替材料開発プロジェクト」では、
希少金属を豊富に存在する資源に代替、または使用量
を大幅に削減する技術開発を実施したほか、平成24
年度からは新たに、使用済自動車や使用済エアコン等
のモーターに使用されているレアアース磁石の回収
及び磁石の再利用を効率化する技術開発に加え、使用
済製品中のレアアース磁石の市中リサイクルシステ
ム構築に向けた支援を行いました。更に、平成24年
度補正予算を活用し、一国依存度が高い一方で今後更
なる需要増大が見込まれている鉱種についての代替材
料技術開発支援や、価格高騰等の事業環境の変化によ
り「第二・第三のレアアース」となりうるチタン等
のレアメタルについて、低品位鉱石を活用するための
高純度化技術開発支援等の緊急的対応を実施しまし
た。また、2007年度より実施している希少金属代替
材料開発プロジェクトにおいても、希少金属の機能
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を、より豊富に存在する資源に代替、あるいは使用
量を大幅に削減する技術開発を支援しました。さら
に、アジアでの資源循環システムの構築を目指して、
我が国のリサイクル事業者のアジア展開を支援しまし
た。
加えて、ベースメタル（鉄、銅、亜鉛等）の安定
供給確保のため、JOGMEC・JBIC・NEXI等による
リスクマネーの供給支援を通じて我が国民間企業の
権益確保を支援しました。更に、低品位鉱石の活用
や金属スクラップ資源の国内での有効利用促進のた
めの研究開発等を推進しました。

（5） 海洋エネルギー・鉱物資源開発の強化
我が国近海のエネルギー・鉱物資源は、国内資源
に乏しい我が国にとって新たな供給源となりうる極
めて重要な存在です。そのため、2009年3月に「海
洋基本法」及び「海洋基本計画」に基づき策定した
「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」に従い、その
開発を計画的に進めてきました。
石油・天然ガスについては、2008年に導入した三
次元物理探査船『資源』を活用し、2018年度までに
我が国近海の石油・天然ガスの資源埋蔵ポテンシャ
ルの高い海域であり、かつ探査データが未入手であ
る海域のおよそ1割の探査を終えることを目標として
探査活動を計画的に推進してきました。その結果をも
とに、有望海域の試掘を機動的に実施し、我が国近
海における石油・天然ガスの埋蔵量を把握し、民間企
業による開発に繋げていくこととしました。
メタンハイドレートについては、2018年度を目途
に、商業化の実現に向けた技術を整備するため、渥
美半島から志摩半島の沖合にて、メタンハイドレー
トを分解し天然ガスを取り出す、世界初の海洋産出試
験を実施しました。
海底熱水鉱床については、我が国近海の比較的水深
の浅い海域に賦存しているため、技術的・経済的に開
発に有利と期待されています。このため、探査機等
の技術開発及び探査手法の研究開発や2012年2月に
完成した海洋資源調査船『白嶺』による資源探査を進
めるとともに、関係機関や民間企業が保有する船舶、
調査機器を活用した環境影響調査、生産システムの技
術的検討等、総合的な取組を進めました。
特に、海底での採掘については2012年8月～9月
に世界で初めて、水深1,600ｍの深海底で採掘試験に
成功するなど、揚鉱・選鉱・製錬に係る最適手法の検

討とあわせて、2018年度以降の民間企業による商業
化検討を促進するための施策を講じています。
また、複数の重要なレアメタルを多く含むコバルト
リッチクラストについては、探査技術の高度化及び
探査手法の研究開発を進めるとともに、有望海域にお
ける資源量把握調査や採掘に伴う環境影響調査等を実
施しています。
さらに、海のレアアースについても、将来の資源
としてのポテンシャルを見極める観点から、南鳥島
周辺海域における賦存状況調査を実施するとともに、
資源開発分野などの有識者からなる勉強会を発足し、
賦存状況や開発技術の課題について検討を行ってい
ます。
これらに加えて、我が国の貴重な資源を適切かつ合
理的に管理・開発するため、我が国の鉱業法制も含
め、真に能力のある事業者による合理的な開発を可能
とする制度整備を検討するとともに、排他的経済水域
等における権益を確保し、探査、開発等のための主
権的権利を適切に行使するため、資源探査及び科学的
調査に係る制度整備を検討し、適切な措置を講じまし
た。

（6） 国内石油・天然ガス開発の促進
①国内石油天然ガス基礎調査（14,669百万円）
我が国周辺海域における資源ポテンシャルを把握
するため、2008年2月に我が国で初めて導入された
資源エネルギー庁所有の三次元物理探査船「資源」を
活用した基礎物理探査を実施し、2012年度は、約
6,0004,300km2を超える三次元物理探査データを取得
しました。物理探査を実施するとともに、得られた
データを処理・解析し、順次その調査結果を我が国
開発企業に提供することにより、企業による国内石油
天然ガスの探鉱・開発活動を促進しました。また、
2013年度に実施予定の新潟県佐渡南西沖海域におけ
る基礎試錐の準備作業を、2011年度から引き続き実
施しました。

（7） 市場安定化に向けた取組
新興国の経済成長に伴い、原油等のエネルギー資
源の獲得競争が激しさを増すとともに、商品先物市場
ではエネルギー資源価格が需要と供給のバランスを
超えて上昇・下落しやすい状況がこれまでも生じてい
ます。そのような価格の乱高下は、安定的な開発投
資や将来の安定供給の阻害要因となり、消費国・生産
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国の双方にとって好ましくありません。このため、
市場の透明性と公正な価格形成機能を向上させ、価格
の過剰な変動に対応するための取組が行われました。

①国際機関協働データイニシアチブの整備
エネルギー需給の動向についての正確かつタイム
リーな情報が市場に提供されることは、適正な需給
バランスの把握等市場の透明性が増して過度の価格乱
高下を抑制できると考えられることから、需給ファ
ンダメンタルズに関する情報共有を進めることが重要
となります。具体的には国際的な情報インフラを構築
するため、IEF（国際エネルギーフォーラム）が中
心となって、UNSD（国連統計局）、APEC（アジア
太平洋経済協力）、IEA、OPEC等が参画した国際機
関 共 同 デ ー タ イ ニ シ ア チ ブ（JODI：Joint 
Organizations Data Initiative）という活動を進めて
きました。JODIのデータは年々充実しており、一
層のデータ拡充に向けて関係機関が協力して取り組
みを続けてきました。
2012年3月にクウェートにて行われたIEF閣僚級
会合では、石油の需給に関するデータの提出、完全
性、適時性、品質の面において改善するよう参加各
国に対して求める等、データの更なる整備を進めま
した。また、ガスに関するデータについては、公表
に向けて関連するデータの収集を継続しており、
2013年末の公開を目指して作業を進めています。

②各国規制当局等との連携推進
（ア） 証券監督者国際機構（IOSCO）との連携
経済産業省は、商品取引所及び取引所外取引におけ
る相場操縦行為等の不公正取引の監視強化や透明性向
上のために、証券監督者国際機構（IOSCO）の活動
に積極的に参画しています。2012年 10月 5日、
IOSCOは、石油価格報告機関による価格算定の信頼
性向上を目的とした「石油価格報告機関のための原
則」を公表しました。また、同年10月 29日、
IOSCOは、「商品デリバティブ市場の規制及び監督
に関する原則」の実施状況について調査を行い、その
結果について報告書を公表しました。
（イ） 商品先物市場監督当局間の協力
2012年9月2日、経済産業省と農林水産省はアラ
ブ首長国連邦のドバイ国際金融センター金融サービ
ス機構と、国境を越えた商品取引に関する市場監視の
強化及び双方の商品デリバティブ市場の活性化の観

点から、協力・協働関係を強化する「協力および協働
についての枠組み合意」に署名しました。

（8） LNG先物市場の創設に向けた取組
現行のLNG取引の大半は、原油価格に連動する価
格式による長期・相対契約である。このため、世界
的にはシェールガス革命等により天然ガス自体の価
格は相対的に安定して推移している一方で、2000年
代半ばから原油価格は、金融危機や中東の地政学リス
ク等により不安定に推移してきたため、我が国が輸入
するLNG価格は大きく変動してきている。そして、
その価格変動リスクをヘッジする手段が不十分であ
ることが指摘されてきました。
このため、昨年11月から、リスクヘッジの場とし
てのLNG先物市場の創設について、LNG先物市場
協議会（商社、エネルギー関連企業等により構成、
全5回開催）において検討し、3月29日に取りまと
めを行いました。
取りまとめでは、2014年度中を目途にLNG先物市
場を創設する旨提言されました。仮に、本市場にお
いて、LNG自体の需給を反映した信頼性のある価格
指標が確立された場合には、新たな価格指標による取
引も可能となりうるものであり、価格の安定化への貢
献も期待されます。

4．2012（平成24）年度において石炭
の開発及び利用に関して講じた施策

（1） 安定供給確保のための産炭国との関係強化
主要産炭国との政策対話、協力事業等を通じた産炭
国との重層的な協力関係の構築、海外における炭鉱開
発支援、資源人材の育成等を推進するため、2012年
度は、以下の施策を実施しました。
また、新興国等による石炭需要の増加により資源獲
得競争が激化していることなどから、石炭資源開発強
化のため独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機
構（JOGMEC）に石炭開発業務を加え、石油天然ガ
ス及び金属鉱物との総合的な資源開発を行うと共に、
新たに探鉱出資及び開発段階における債務保証事業を
創設しました。

①海外炭開発支援事業（1,200百万円）
我が国企業の権益獲得を支援し、自主開発比率の向
上を図るため、海外の産炭国において、我が国企業
が行う炭鉱活動の支援や炭鉱開発に不可欠なインフラ
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等の調査を実施しました。

②産炭国石炭開発・利用協力事業（330百万円）
産炭国との政府合意に基づき、低品位炭の有効利用
に関する技術協力を行いました。

③低品位炭ガス化多用途利用技術実証（920百万円）
有効に活用されてこなかった低品位炭をガス化し
て、エネルギー資源や化学原料として活用すること
を目指した技術の実証事業を実施しました。

④産炭国石炭採掘・保安技術高度化事業（2,225
百万円）
我が国の優れた炭鉱技術を、採掘条件の悪化が予想
される海外産炭国へ移転するため、海外研修生の受入
研修事業、我が国炭鉱技術者の海外炭鉱派遣研修事業
等を実施しました。

⑤国際資源開発人材育成事業（93百万円）
石炭に係る開発技術、国際感覚や経営力等資源開発
企業のニーズを踏まえ、大学等における教育プログ
ラムの開発・実証、インターンシッププログラムの
確立に向けた取組等を実施しました。

第2節
国内における石油製品サプライ
チェーンの維持

1．石油政策の変遷
（1） 石油業法、緊急時二法等の制定
第二次世界大戦の終了後、1951年から民間企業に
よる石油輸入が再開されたものの、当時の我が国の外
貨資金は極めて限られていたため、原油及び石油製品
の輸入も他の物資の輸入と同様に「外貨割当制度」の
下に行われていました。その後、日本経済の急速な
発展に伴い、自由貿易を基調とする国際経済社会にお
いて応分の責任を果たすことが求められ、我が国にお
いても世界の大勢である貿易自由化の体制を早急に確
立することが緊急の課題になりました。日本政府は、
1960年6月に「貿易・為替自由化計画大綱」を決定
し、これに伴い1962年10月には石油輸入の大部分
を占める原油の輸入自由化を行いました。石油輸入の
自由化は、外貨の割り当てを通じて原油及び石油製品

の輸入の調整ができなくなることを意味するため、日
本経済における石油の重要性にかんがみ、1962年に
石油業法（原油輸入の自由化に対応した石油産業の基
本法）を制定しました。石油業法は、石油精製業等
の事業活動を調整することによって石油の安定的か
つ低廉な供給の確保を図ることを目的とするもので、
石油供給計画の策定や石油精製業の許可、届出等につ
いて定めました。
その後、1970年代における二度のオイルショック
は我が国の社会経済や国民生活に大きな打撃を与えた
出来事であり、1973年12月に、このような危機を未
然に防止し、また危機的な状況に対処するための緊急
時二法（石油等の重要な物資の価格及び需給の調整等
に関する緊急措置を定めた「国民生活安定緊急措置
法」と、石油の大幅な供給不足が生じた際の石油の適
正な供給確保と石油使用の節減のための措置について
定めた「石油需給適正化法」）を制定しました。また、
前述のとおり、石油の備蓄を確保することにより、石
油の供給が不足する事態が生じた場合でも石油の安定
供給を確保するため、1975年 12月に「石油備蓄法
（現：「石油の備蓄の確保等に関する法律」（以下「備
蓄法」という。））」を公布し、石油の備蓄目標を定め
るとともに、石油業者に石油の備蓄を義務付けまし
た。
これらに続き、ガソリンの安定供給と品質確保の徹
底等を目的としてサービスステーション（SS）の登
録や品質確保義務等について定めた「揮発油販売業
法」（1976年11月公布）、一定の秩序の下でガソリ
ン・灯油・軽油の輸入を促進することを目的にガソリ
ン、灯油、軽油の三油種の輸入を精製業者に限定し
た「特定石油製品輸入暫定措置法（以下特石法）」
（1985年12月公布）が定められました。

（2） 規制緩和の推進
1987年以降、石油産業の国際競争力の確保、経営
や流通の自由度の確保に基づく経済の活性化を図るた
めの石油産業に対する規制緩和措置を進めており、そ
の施策は1993年以前の第一次規制緩和と1996年以
降の第二次規制緩和に整理されます。

①第一次規制緩和（1987年～1993年）
第二次オイルショック以降、市場メカニズムを通
じて民間の活力を極力尊重し、経済の活性化を図るこ
とを目的に、石油産業の生産・販売活動に対する規制
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の緩和を順次以下のように進めました。
○1987年7月　二次精製設備許可の弾力化
○1989年3月　ガソリン生産枠指導（PQ）の廃止
○1989年9月　灯油の在庫指導の廃止
○1990年2月　SS建設指導と転籍ルールの廃止
○1991年9月　一次精製設備許可の弾力化
○1992年3月　原油処理枠指導の廃止
○1993年3月　重油関税割当（TQ）制度の廃止
この第一次規制緩和のプロセスにおいては、石油業
法、揮発油販売業法の運用上、平常時において石油
産業の生産・販売活動を競争制限的に規制していた点
を見直し、国内石油市場を一定の枠組みの中で競争的
市場に再構築することを念頭に置いたものでした。

②第二次規制緩和（1996年～2002年）
第一次規制緩和の段階では、生産、販売の一部に
競争がもたらされましたが、輸入に関する規制は依然
として残っていました。特に、ガソリン、灯油及び
軽油の輸入は、特石法によって、事実上、精製業者
以外の事業者が行うことは認められませんでした。生
産、販売に限らず、輸入分野にまで規制が緩和され
たのが第二次規制緩和に当たります。
バブル経済の崩壊、円高の進行等の経済情勢の変化
に伴い、第一次規制緩和から一歩踏み込んで、公正
な競争原理を確保しつつ、安定供給と効率的供給のバ
ランスのとれた石油製品の供給を実現するために、国
際的な競争も視野に入れ、国内市場の新たな枠組み作
りを目指し、1995年4月、特石法の廃止を含む「石
油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係
法律の整備に関する法律」（石油関連整備法）を公布、
揮発油販売業法を「揮発油等の品質の確保等に関する
法律」（以下「品確法」という）として改正するに至
りました。この改正は石油製品の輸入の自由化に伴う
国内市場の石油製品の品質多様化に対応し、ガソリン
のみならず、灯油、軽油についても、品質の確保を
図ることを目的とするもので、揮発油販売業者の登録
制度、規格に適合しない燃料油の販売規制について定
めています。
1997年6月に、石油審議会において、石油流通の
一層の効率化、透明化、公正化に向けた報告書が取
りまとめられ、その指針を受け、次のような制度的
な措置を実施しました。
1997年7月　石油製品輸出承認制度見直し（包括
承認制の導入・輸出の自由化）

1997年12月　サービスステーション（SS）の供
給元証明制度の廃止
また、セルフ給油方式の導入について、総務省消
防庁の「給油取扱所の安全性等に関する調査検討委員
会」において安全・保安面から検討した結果、消防法
関係法令の所要の改正を行い、1998年4月から、監
視員が常駐する有人給油方式のセルフ給油を解禁とし
ました。
更に、1998年6月の石油審議会石油部会基本政策
小委員会報告書（答申）においては、昨今の環境変化
を踏まえた今後の石油政策の基本的な考え方として、
危機の予防・回避のため、国際石油市場の機能を評価
しつつも、一方で、市場が機能しない場合に備えた
政策展開の重要性が指摘されました。また、石油精
製業をめぐる制度に関しては、平時における需給調整
規制の廃止等が提言されました。これを踏まえ、
2002年に石油業法が廃止され、石油産業での自由化
が完成しました。

③規制緩和の効果
最近の規制緩和により、石油製品の輸入への新規参
入の促進、ガソリン価格を中心とする石油製品価格の
低下等の効果がもたらされました。
新規参入等については、特石法の廃止による輸入自
由化等の規制緩和措置を受け、従来の精製・元売会社
に加え、総合商社等が新たに石油製品の輸入を開始し
ました。更に、大手流通業者等異業種、外資系企業
もサービスステーション（SS）に参入しています。
また、セルフサービスステーション（SS）も2011
年度末で8,596カ所となり、依然増加しています。一
方、1994年の特石法廃止の検討開始を契機とした価
格競争の激化の結果、サービスステーション（SS）
数及び事業者は1994年をピーク（60,421カ所（登録
業者数31,599））に減少傾向にあり、2011年度末には
37,743カ所（登録事業者数19,140）まで減少しまし
た。
ガソリン価格等の低下については、特石法廃止の検
討が開始された1994年以降2000年にかけて、自由
化を先取りした競争の激化等の影響により、ガソリン
を中心に石油製品価格が大幅に低下しました。こうし
た中で、例えば、2000年1月に公表された経済企画
庁（当時、内閣府）の試算によれば、規制緩和によ
るガソリン価格低下により、約1兆4,000億円もの利
用者へのメリットが発生しているとされました。
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2．石油産業等の動向
（1） 経営基盤の強化に向けた取組
国内石油需要の減少や、地球環境問題への対応等厳
しい経営環境に直面している石油精製業者は、グルー
プや業種の枠を超えた提携、外国企業との協力による
石油化学等の海外需要の積極的な取り込みを進めてい
ます。例えば、出光興産（株）と三井化学（株）に
よる千葉地区のエチレン装置の運営の統合や、コスモ
石油（株）とヒュンダイオイルバンク（株）（韓国）
によるパラキシレン合弁事業が行われたほか、2012
年4月には昭和シェル石油（株）と太陽石油（株）が
GS Caltex社（韓国）とパラキシレン事業における新
規プロジェクトに関する基本覚書を締結しました。
また国内の燃料油の需要が、今後、大幅な減少とな
る見通しの中、国内における石油の安定供給を確保す
るため、石油精製業者の経営基盤の強化を図りまし
た。

（2） 環境保全に向けた取組
我が国においては、大気環境を保全するため、
1968年に大気汚染防止法（以下大防法）が制定され
ました。この法律は大気汚染に関して国民の健康を保
護するとともに、生活環境を保全することを目的とし
ています。同法では固定発生源（工場や事業場）等か
ら排出される大気汚染物質について、物質の種類ご
と、排出施設の種類・規模ごとに排出基準等が定めら
れています。大防法制定以来、硫黄酸化物（SOx）及
び窒素酸化物（NOx）の排出量の着実な削減が行わ
れました。1960年代から1970年代には、排煙脱硫装
置の設置が急激に進み、二酸化硫黄に係る環境基準の
早期達成に貢献しました。また、NOxについても、
低窒素酸化物燃焼技術の開発や排煙脱硝装置の設置が
進みました。SOx及びNOxについては、施設単位の
排出規制に加えて、国が指定する地域において、都
道府県知事が策定する総量削減計画に基づき工場単位
の総量規制が行われています。
なお、近年、一部の事業者において、大防法の排
出基準の超過があった場合にその測定結果を改ざん
する等の不適正事案が見受けられたことから、2010
年5月にばい煙の測定結果の改ざん等に対する罰則の
創設等を内容とする大防法の一部改正が行われ、2011
年 4月に施行されました。また、改正法施行前の
2011年2月から3月にかけて、一部の事業者におけ

るばい煙の測定及びばい煙発生施設の届出義務に係る
不適切な事案が発覚したことから、関係者に大防法の
遵守について周知徹底を行うよう、要請しました。
一方、1970年代から1980年代には、深刻化した光
化学スモッグ対策として、ガソリン自動車に対する
排出ガス規制が本格化し、1975年2月からガソリン
の無鉛化が実施されました。
また、我が国においては、深刻化する大都市地域
の大気汚染に対応するため、ディーゼル自動車等の
排出ガス規制強化に加え、「自動車から排出される窒
素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削
減等に関する特別措置法」（自動車NOx・PM法）に
基づき、NOx及び粒子状物質（PM）の総量削減対策
を実施しており、2007年5月には、局地における大
気汚染防止対策の強化を図るため、その一部が改正さ
れ、2008年1月には、改正自動車NOx・PM法が施
行されました。
更に、建設機械、農業機械、産業車両等の特殊自
動車から排出されるNOx・粒子状物質等による大気
汚染の防止を図るため、2005年5月に「特定特殊自
動車排出ガスの規制等に関する法律」（オフロード法）
を制定し、これまで未規制であった公道を走行しな
い特殊自動車に対する排出ガス規制が2006年10月
から実施され、2011年より一部規制が強化されまし
た。
自動車排出ガスの更なる低減と燃費の更なる向上を
図るため、軽油・ガソリン中の硫黄分を10ppmまで
低減した、いわゆる「サルファーフリー燃料」の早
期導入・普及（軽油は2007年、ガソリンは2008年）
が必要との審議会の答申を受けて、大防法及び品確法
によって、軽油・ガソリン中の硫黄分を10ppm以下
と定めました。また、石油業界では強制規格化に先
駆けて、2005年1月から自主的にサルファーフリー
軽油・ガソリンの全国（離島・沖縄を除く）供給を開
始しました。
一方、国は、この規制に先駆けてサルファーフリー
燃料を供給する事業者に対し、新たに必要なコストの
一部をその供給量に応じて補助する制度を2004年度
から2006年度にわたって実施し、品確法の改正によ
り、サルファーフリー軽油の強制規格化（2007年1
月）及びサルファーフリーガソリンの強制規格化
（2008年1月）を行いました（第322-2-1）。
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3．2012（平成24）年度において石油
産業の国際競争力・経営基盤の強化
に関して講じた施策

（1） 強靱な経営基盤の構築
①石油供給構造高度化事業費補助金（10,005百万
円）
石油の安定供給基盤である我が国石油精製業の経営
基盤強化に向け、製油所の精製機能の集約強化・機能
転換、コンビナートにおける異業種連携（石油化学・
鉄鋼等）による設備共用・原料相互融通、高い生産性
と環境適合性を有する先進的な次世代型モデル製油所
の構築等を支援しました。

②重質油等高度対応処理技術開発事業（1,450百万
円）
重質油からガソリン等の高付加価値の石油製品を最
大限に生産する究極の石油高度利用を実現すべく、重
質原油を分解する技術の開発を行いました。

③サービスステーション（SS）経営基盤と災害対応
能力強化及び環境対応
東日本大震災の教訓を生かし、災害時においても石
油製品の安定供給を維持できるよう、地域における供
給の拠点となる給油所を整備し、災害対応能力の強化
を図りました。

加えて、石油製品販売業が「石油のサプライチェー
ン」の最前線としての役割を担うことを可能とするた
め、品質や価格等に関する公正・透明な競争環境の整
備を目指して、関係法令の適切な運用を行いました。
また、地下タンクの入替などのサービスステー
ション（SS）が地域社会と共生していくために不可
欠となる環境対応、地元自治体や住民等との連携によ
るサービスステーション（SS）過疎地や離島などの
地域における課題の解決、事業提携強化による効率性
向上などの流通合理化や電気自動車の普及を見据えた
新たなビジネスモデルの構築等を通じたSS経営基盤
の強化に対する支援を行いました。

○石油製品流通網維持強化事業（614百万円、
2011年度繰り越し分9百万円）
石油製品販売業者であるSS（サービスステーショ
ン）の撤退等により、石油製品の供給不安が生じてい
る地域についての実態調査を行い、当該実態調査結果
を踏まえた実証事業を実施しました。また、災害時
等における災害対応能力強化のため、緊急時対応研
修・訓練等を実施しました。

○災害対応型中核給油所等整備事業（5,666百万円、
2011年度繰り越し分2,278百万円）
東日本大震災の教訓を踏まえ全国的な防災・減災の
観点から地域における石油製品の供給体制の災害対応

【第322-2-1】ガソリン及び軽油における硫黄分低減への取組

（出所） 資源エネルギー庁作成
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能力の強化が重要であるため、SS等に自家発電設備
を設置する等により、緊急車両や地域の重要施設等に
対して石油製品を供給するの拠点の整備を図りまし
た。

○石油製品の品質確保

①石油製品品質確保事業費補助金（1,699百万円）
石油製品の適正な品質を確保するため、全国約4万
給油所においてサンプル（ガソリン等）を試買・分析
する事業に対し支援を実施しました。また、分析技
術レベルの向上を図るため、分析技術の研究開発等に
対する支援を実施しました。

②揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の改
正
E10対応ガソリン車限定でE10を販売することが
できるよう揮発油規格の特則等を定めました。

○給油所次世代化対応支援事業（630百万円、
2011年度繰り越し459百万円）
石油製品販売業の経営基盤を強化するため、電気自
動車等の次世代自動車の普及等を見据えた新たなビジ
ネスモデルを構築するとともに、新たなビジネスモデ
ルを支える人材の育成を支援しました。

○グリーン・ステーション普及実現化事業（2011
年度繰り越し分8百万円）
次世代SSの一つのモデルとして、地球温暖化対策
等に資するSS（グリーンSS）の設置を支援し、IT
環境の高度化等の実証事業を通じて効果を「見える
化」すること等により、当該SSの普及を促進し、SS
の経営基盤の将来に向けた強化等を図りました。

○被災地域石油製品販売業早期復旧等支援事業
（2011年度繰り越し分563百万円）
震災により損壊した設備の補修や安全点検、全壊し
たSSの撤去を支援することで被災SSの早期の立ち
上げを促し、被災地域におけるエネルギー供給網の
復旧を図りました。

○離島ガソリン流通コスト支援事業（3,100百万円）
2011年度より、本土に比べて割高となっている離
島の揮発油販売事業者等が、島民等にガソリンを販売

する際に、実質的なガソリン小売価格が下がるよう支
援措置を講じました。また、揮発油販売事業者等が
行うガソリン販売に関する検査や設備等の補修及び導
入に対する補助を行いました。2012年度には輸送距
離に応じて補助単価を見直し、離島の実情に合わせた
支援を行っているところです。

○環境対応型石油製品販売業支援事業（550百万円）
給油所周辺の土壌の環境保全、地球環境問題への対
応を図る観点から、給油所における土壌汚染の未然防
止・拡大防止対策等、揮発油販売業者が行う環境保全
対策に対して、支援を実施しました。

○地域エネルギー供給拠点整備事業（4,164百万円、
2011年度繰り越し分17百万円）
給油所撤退時における地下タンク等の放置を防止す
るとともに、石油製品の供給不安地域等において給油
所が事業継続を行えるよう支援しました。

○地下タンク漏えい防止規制対応推進事業（2011年
度繰り越し分3百万円）
消防法関連法令改正により地下タンクからの危険物
漏えい防止措置等の義務が課されるSSに対して、消
防法関連法令の措置猶予期間における激変緩和措置と
しての支援を行いました。

○地下タンク環境保全緊急対策事業（8,738百万円）
地下タンクからの危険物漏えい未然防止対策や早期
発見対策といったSSの環境保全対策に係る支援を実
施しました。

（2） 環境への適合
①石油利用低炭素化分析評価事業（350百万円）
残渣油から再生した石油製品について、環境面・安
全面において自動車で安心して使用できるよう分析・
評価を行うことを通じ、原油から得られる各留分を余
すことなく使用することにより、原油処理量の削減・
CO2排出量の削減を図る取組に対する支援を行いまし
た。

②石油環境対策基盤等整備事業（190百万円）
潤滑油製造事業者の事業環境整備や環境負荷低減等
の課題への対応に対する補助等を行いました。
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（3） 石油産業の設備等を活用した水素の供給イン
フラ整備

①高効率水素製造等技術開発費補助金（852百万円）
製油所内の既存装置から製造される水素を効率的に
活用し、その純度を燃料電池自動車に必要な高純度
（99.99%）にまで高める製造プロセス及び製造した高
純度水素を効率的に出荷するための設備の開発・実証
を支援しました。

第3節
緊急時対応能力の充実

1．国際的備蓄システムの潮流
1973年に発生した第一次オイルショックに対応
し、国は緊急石油対策推進本部（後に、国民生活安
定緊急対策本部に改組）を設けるとともに「石油緊急
対策要綱」を閣議決定し、全国民的な消費節約運動の
展開、石油・電力の使用節減に関する行政指導等を行
い、事態の収拾に努めました。更に、これと並行し
て緊急時における石油の安定供給等に関する立法作業
が進められ、同年12月には、いわゆる「緊急時二法」
と呼ばれる「石油需給適正化法」と「国民生活安定緊
急措置法」が制定されました。
また、国際的には、1974年にアメリカの呼びかけ
により我が国を含む主要石油消費国の間で「エネル
ギー調整グループ（ECG）」が結成されました。同
年、同グループにより「国際エネルギー計画（IEP）」
協定が採択され、「国際エネルギー機関（IEA）」が経
済協力開発機構（OECD）の下部機関として設置され
ました。
IEPは、加盟国の緊急時におけるエネルギーの自
給力確立のため、前暦年の平均純輸入量の90日分の
備蓄義務と、消費削減措置付きの緊急時石油融通制度
を規定しています。この規定に基づき、1970年代の
二度のオイルショックに対応して、IEA加盟国を中
心に石油備蓄の増強が図られました。特に、国家備
蓄（日本他）、協会備蓄（ドイツ、フランス他）等公
的な石油備蓄の増強が1980年代に図られました。こ
れらにより、IEA加盟国では、2011年度末現在で、
加盟国（純輸入国に限る）平均138日の石油備蓄を保
有していました。

2．我が国の石油備蓄の拡大整備と利用
システムの充実

前述のように、IEPは、加盟国の緊急時における
エネルギーの自給力確立のため、前暦年の純輸入量
の90日分の備蓄を義務付けています。我が国におい
ても、1975年に備蓄法を制定し、民間石油会社に石
油の備蓄を義務付けるとともに「90日備蓄増強計画」
を策定し、1981年度末には石油会社は90日分の備蓄
目標を達成しました。更に1978年には国家備蓄も法
制化し石油公団による国家備蓄を開始しました。な
お、2004年からは当該国家備蓄事業を国直轄化し、
国家備蓄石油と国家備蓄基地施設を保有する国が、そ
れらの管理をJOGMECに委託し、基地の具体的な操
業は、JOGMECが一般競争入札により、民間の操業
サービス会社に委託しています。
1979年の第二次オイルショックの際には、既に我
が国は、「1980年3月末90日分」の石油備蓄目標に
向かって、1975年から民間備蓄の増強を開始してい
ました。
1990年8月、イラク軍がクウェートに侵攻するこ
とに端を発した湾岸危機の際も、我が国を含む消費国
は、二度のオイルショックを経験していたため冷静
な対応をとることができ、大きな混乱はありませんで
した。我が国もこの頃には、民間備蓄・国家備蓄を
合わせて約140日分（備蓄法ベース）の石油備蓄を
持つに至っており、国家備蓄目標である5,000万kl
も1998年に達成しました（第323-2-1）。この過程で、
国家備蓄の増強と同時に、民間備蓄の軽減を進め、
1989年度から民間備蓄義務日数を90日分から毎年4
日分軽減し、1993年度からは70日体制となりまし
た。
2005年8月末にハリケーン「カトリーナ」による
アメリカ国内の石油施設等の被害が発生し、アメリカ
国内の原油や石油製品不足、並びにこれに起因する世
界及び我が国の石油市場への悪影響が懸念されました
が、これらを未然に防止する観点から、IEA加盟国
と協調し、2005年9月7日から備蓄法に基づく民間
備蓄義務日数を70日から67日に3日分引き下げ、民
間備蓄石油の放出を行いました。この結果、同年10
月8日の段階で我が国の放出分担量（約116万kl）を
達成し、石油市場の安定化に貢献しました。なお、
2005年12月26日にIEAが協調放出の終了を公表し
たことから、我が国においても2006年1月5日から
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基準備蓄量を70日に戻しました。2011年6月には、
リビア情勢等による世界的な石油供給の混乱へ対応す
るため、IEA加盟国と協調し、2011年 6月27日か
ら備蓄法に基づく民間備蓄義務日数を70日から67日
に3日分引き下げ、民間備蓄石油の放出を行いまし
た。この結果、同年7月16日時点での我が国の民間
備蓄水準は、引き下げ実施後と比べ約142万KL減少
しました。なお、IEAは同年7月21日に追加の協調
放出を実施しないことを発表、併せて石油備蓄の積み
戻しによる石油市場への悪影響を鑑み、少なくとも同
年内の石油備蓄の積み戻しは行わないよう加盟国へ要
請を行いました。このため、我が国においても民間
備蓄義務日数の引き下げを同年末まで継続しました。

3．LPガスの備蓄
LPガスは、我が国の最終エネルギー消費の約5％
を占める国民生活に密着した重要なエネルギーです
が、供給面では、供給の約75％を輸入に依存し、輸
入の約86％を中東に依存するという供給構造となっ
ているため、安定供給の確保が課題となっています。
1970年代後半、サウジアラビアのアブカイクのプ
ラント事故による2ヶ月にわたる輸入量の激減、第二
次オイルショックへの対応等を経て、LPガスの輸入
が一定の期間でも途絶または大幅に減少した場合、国
民生活及び国民経済に与える影響が大きいとの認識が
深まりました。

このため、国は1981年度に石油備蓄法を改正し、
LPガス輸入会社に年間輸入量の50日分に相当する備
蓄を義務付け、1988年度末に目標の50日備蓄を達成
しました。
2011年度末現在、我が国では約56日分の民間備蓄
LPガスを保有していました。また、民間備蓄に加え、
国家備蓄についても150万トンを達成することを目標
として、全国5カ所で備蓄基地の整備を進めており、
このうちの3基地（七尾、福島、神栖）については
2005年度中に完成し、2008年度には備蓄が終了しま
した。2011年度末現在約20日分の国家備蓄LPガス
を保有していました（第323-3-1）
なお、現在、国家備蓄石油ガスと国家備蓄基地施
設を保有する国が、それらの鐘鋳をJOGMECに委託
し、JOGMECが国家備蓄基地の隣接会社に基地操業
等を委託し、統合管理しています。

4．レアメタルの国家備蓄制度の構築
レアメタルについても、偏在性が高く、我が国産
業界のハイテク製品製造に不可欠な物資となってお
り、供給国の偏りが著しく、代替が困難で、短期的
な供給障害に備える必要があるものについては、備蓄
を着実に推進していくことが必要です。このため、生
産国の状況、技術進歩、使用される製品の動向等を
注視し、備蓄目標の設定を行い、機動的な積み増し
や放出が可能な国家備蓄制度を構築してきました。

【第323-2-1】日本の石油備蓄の整備拡大と石油備蓄日数の推移

（注） 石油備蓄量は年度末実績。民間備蓄、国家備蓄とも製品換算後ベース。
（出所） 資源エネルギー庁「石油備蓄の現況」をもとに作成
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5．2012（平成24）年度において緊急
時対応の充実・強化に関して講じた
施策

（1） 国家備蓄の維持管理
①国家石油備蓄（95,673百万円）
約5,000万klの国家備蓄石油及び国内10カ所の国
家備蓄基地について、国から委託を受けたJOGMEC
が一元的に管理を行い、緊急時における国家備蓄石油
の機動的な活用が可能な体制を維持すべく、緊急放出
訓練等を行いました。
また、産油国との二国間関係の強化及び国内エネル
ギーセキュリティ確保のため、国内民間石油基地の
原油タンクを活用しつつ、産油国との備蓄協力を実施
しました。
さらに、東日本大震災を踏まえ、石油製品の国家
備蓄を抜本的に強化しました。

②国家石油ガス備蓄（30,408百万円）
石油ガスの安定供給確保の観点から150万トンの国
家備蓄を達成すべく、国家備蓄基地の建設等を行いま
した。国家備蓄基地は、茨城県神栖市、石川県七尾
市、岡山県倉敷市、愛媛県今治市、長崎県松浦市の
国内5カ所において整備を進めており、このうちの地
上3基地が2005年中に完成し、地下2基地が2013
年に完成しました。残る2基地の着実な工事の進展を
図るとともに、完成後の基地の管理業務委託を行いま
した。なお、基地建設については、国家備蓄事業の
実施体制の変更に伴い、基地建設に係る権利義務を従

来の石油ガス国家備蓄会社から石油公団へ承継した
後、JOGMECに承継するとともに、国からの委託事
業として実施しました。

（2）民間備蓄の維持推進
備蓄石油・石油ガス購入資金に係る利子補給（2,177
百万円）
備蓄法に基づき、石油精製業者、石油販売業者、
石油輸入業者、石油ガス輸入業者に対して備蓄義務
（石油：70日、石油ガス：50日）を課していますが、
当該備蓄義務はこれらの民間企業に対して膨大なコス
ト負担を強いるものであることから、JOGMECが備
蓄石油・石油ガス購入資金の低利融資を行っており、
所要の貸付規模を維持するとともに、借入金にかかる
利子負担の軽減を図るべく、貸付を受けた企業に対し
て国が利子補給を行いました。

6．輸送部門のエネルギーの多様化の推進
（1） オイルショックを契機としたエネルギー源の

多様化の動き
1979年の第二次オイルショックの発生は、石油代
替エネルギーの導入の促進にエネルギー政策の重点
が置かれる契機ともなりました。このような状況を背
景に、石油代替エネルギーへの転換を加速し、我が
国の石油依存度の低減を図ってきました。さらに、
近年、原油のみならず化石燃料全般の価格が乱高下し
ていて、また、低炭素社会の実現が目指されている
中、中長期的にエネルギー供給構造を高度化してい
くことが必要であることから、中長期的かつ継続的な

【第323-3-1】LPガスの国家備蓄と民間備蓄日数の推移

（出所） 資源エネルギー庁「LPガス備蓄の現況」年度末（3月）時点をもとに作成
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取組を早急に開始するため、2009年7月に「エネル
ギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及
び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する
法律（エネルギー供給構造高度化法）」及び「石油代
替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等
の一部を改正する法律」が成立しました。また、原
油価格が大幅に高騰したことから、石油代替エネル
ギーの導入に大きな経済性が生まれたことも一因と
なり、1973年に77％であった石油依存度は、2009
年度には45.2％まで下がっていて、エネルギー源の
多様化が進んだことが分かります。特に、エネルギー
源の多様化は、発電分野で著しく、発電電力量でみ
ると、1973年に71.4％であった石油火力の割合は、
2009年度にはわずか6.1％まで低下し、その代わりに
原子力や天然ガスの割合が大幅に増加しました。しか
しながら、運輸部門においては、未だにガソリン等
石油系燃料が98.1％を占めており、運輸部門におけ
るエネルギー源の多様化は重要課題の一つといえま
した。

7．2012（平成24）年度において運輸
部門のエネルギーの多様化の推進に
関して講じた施策

（1） 揮発油等の品質の確保等に関する法律の改正
（再掲　第2章第2節1．（2）②　参照）

（2） バイオ燃料の導入支援
①バイオ燃料導入加速化支援対策費補助金（890
百万円）
エネルギー供給構造高度化法におけるバイオ燃料
の導入目標を達成し、バイオ燃料の円滑な導入を促進
するために、石油精製業者に対し、必要となるイン
フラ（バイオ燃料の混合設備等）整備支援を行いまし
た。

（3） バイオ由来燃料税制の整備及び施行
バイオ燃料の導入を加速化するため、バイオエタ
ノール又はETBEを混合したガソリンについて、そ
の混合分に係るガソリン税（揮発油税及び地方揮発油
税）を免税する措置を講じました（2009年2月25日
より2013年3月31日までの間）。当該措置により、
バイオエタノールの混合分の税額（1lにつき最大約
1.6円）が軽減されました。
また、ETBEのうちバイオマスから製造したエタ

ノールを原料として製造したものに係る関税率3.1％
を2010年度に引き続き暫定的に1年間無税とする措
置を講じました。

（4） バイオ燃料製造設備に係る固定資産税の軽減
措置
農林漁業由来のバイオマスを活用した国産バイオ燃
料の生産拡大を図るため、「農林漁業有機物資源のバ
イオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律
（農林漁業バイオ燃料法）」に基づく生産製造連携事業
計画に従って新設されたバイオ燃料製造設備（エタ
ノール、脂肪酸メチルエステル（ディーゼル燃料）、
ガス、木質固形燃料の各製造設備）に係る固定資産税
の課税標準額を3年間2分の1に軽減する措置を講じ
ました（農林漁業バイオ燃料法施行日（2008年10月
1日）より2014年3月31日までの間）。

（5） 「バイオマス事業化戦略検討チーム」の設置
2012年2月に、バイオマス利用技術の到達レベル
の横断的な評価と事業化に向けた戦略の検討を行うた
め、農水省他、バイオマス関係省庁により、バイオ
マス活用推進会議の下に「バイオマス事業化戦略検討
チーム」を設置し、同年9月、バイオマス活用の事
業化を重点的に推進し、地域におけるグリーン産業
の創出と自立・分散型エネルギー供給体制の強化を
実現するための指針として「バイオマス事業化戦略」
を策定しました。

（6） バイオマスエネルギーの技術開発・実証段階
の取組

①戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発
事業（2,000百万円）
2030年頃の実用化を見据え、微細藻類由来のバイ
オ燃料製造技術、バイオマスを熱分解し、触媒を用
いて再合成することにより多様なバイオ燃料の製造を
可能とするBTL（Biomass-To-Liqued）等の次世代
技術開発を実施するとともに、メタン系バイオガスを
ガス管等に注入することを目指した実用化技術開発を
実施しました。

②バイオマスエネルギー等高効率転換技術開発事業
（1,947百万円）
セルロース系バイオマスからバイオ燃料等を高効率
で製造する革新的要素技術の研究開発を実施しました。
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③セルロース系エタノール革新的生産システム開発
事業（1,245百万円）
経済的かつ安定的な実用化レベルのバイオエタノー
ル生産拡大を目指し、食料と競合しないセルロース
系資源作物の栽培から、バイオエタノールの製造に
至る、革新的技術を用いた一貫生産システムの開発を
行いました。

④バイオ燃料導入加速化事業（981百万円）
バイオ燃料の製造･供給について、実証事業から民
間事業への移行を図るため、沖縄においてサトウキビ
の副産物である廃糖蜜由来のバイオエタノールを活
用しながら、石油精製会社の参加を得て、当該地域
のガソリンの相当割合をE3（3%バイオエタノール
直接混合ガソリン）化し、取扱いSS（ガソリンスタ
ンド）数を増やしてE3供給量を拡大しました。

⑤地球温暖化対策技術開発事業（競争的資金）
（6,000百万円の内数）
第一世代のバイオディーゼル燃料（FAME）に関
し、接触分解技術・水素化処理を組み合わせて第二世
代ディーゼル燃料（炭化水素）を生産するシステム
に関する技術実証研究等を実施しました。

⑥農山漁村におけるバイオ燃料等生産基地創造のため
の技術開発（600百万円の内数）
地産地消によるバイオ燃料の生産を進め、農山漁村
における新産業の創出に向け、草本、木質、微細藻
類からバイオ燃料を製造する技術開発等を推進しまし
た。

（7） 燃料電池／水素エネルギー利用技術開発等
（後掲　第3章第1節2．（9）①　参照）

（8） クリーンエネルギー自動車の導入促進
（後掲　第5章2．（3）①（オ）　参照）
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国は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関
する法律やエネルギー供給構造高度化法により適切
な導入目標の設定等を行うとともに、再生可能エネル
ギーの導入拡大、化石燃料の高度利用、電力・ガス
の供給システムの強化に関する各種施策の推進を通じ
て、自立的かつ環境調和的なエネルギー供給構造を
実現することとしました。

第1節
再生可能エネルギーの導入拡大

1．再生可能エネルギーの導入拡大に向
けたこれまでの取組

（1） エネルギー政策上の位置付け
太陽光、風力、バイオマス等、再生可能エネルギー
の導入拡大は、エネルギー源の多様化によるエネル
ギー安全保障の強化や、低炭素社会の創出に加え、
新しいエネルギー関連の産業創出・雇用拡大の観点
からも重要であり、地域活性化に寄与することも期待
されることから、国としてその普及を推進してきまし
た。また、これに加え、クリーンエネルギー自動車
や燃料電池等についても「革新的なエネルギー高度
利用技術」として、その開発や普及を促進してきまし
た。
更に、再生可能エネルギーは、住宅用太陽光発電
に代表されるように、国民一人一人がエネルギー供
給に参加するものであり、地域独自の創意工夫を活か
すことができるものでもあります。他方、現時点で
は、出力の不安定性やコストが高い等の課題を抱えて
いることも事実であり、これらの課題の克服には、蓄
電池の開発等、更なる技術開発の進展等が必要です。
従って、コスト低減や系統安定化、性能向上等の
ための技術開発等について、安全の確保や社会的課題
にも留意しつつ、産学官等関係者が協力して戦略的に
取り組むことにより、長期的にはエネルギー源の一
翼を担うことを目指し、施策を推進してきました。

（2） これまでの取組について
1970年代の二度のオイルショックにより、我が国
の経済は大きな影響を受け、石油代替エネルギーと
しての再生可能エネルギーの重要性が認識されるこ
ととなりました。これを受け、法制度については
1980年に、「石油代替エネルギーの開発及び導入の促
進に関する法律」（石油代替エネルギー法）を制定し
ました。
石油代替エネルギーの技術開発については、1974
年に通商産業省工業技術院（当時（現独立行政法人産
業技術総合研究所））において「サンシャイン計画」
を開始しました。この計画は、将来的にエネルギー
需要の相当部分をまかない得るエネルギーの供給を
目標として、太陽、地熱、石炭、水素エネルギーの
四つの石油代替エネルギー技術について重点的に研
究開発を進めるものでした。
また、1980年に設立された新エネルギー総合開発
機構（現・独立行政法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構（NEDO））において石炭液化技術開発、大
規模深部地熱開発のための探査・掘削技術開発、太陽
光発電技術開発等が重点プロジェクトとして推進さ
れました。
1993年、「サンシャイン計画」は、「ムーンライト
計画」と統合され、「ニューサンシャイン計画」とし
て再スタートすることとなりました。「ニューサン
シャイン計画」は、従来独立して推進されていた新
エネルギー、省エネルギー及び地球環境の三分野に
関する技術開発を総合的に推進するものでありました
が、2001年の中央省庁再編に伴い、「ニューサンシャ
イン計画」の研究開発テーマは、以後「研究開発プ
ログラム方式」によって実施されることとなりまし
た。
その後の国内外のエネルギーをめぐる経済的・社
会的環境の変化に伴い、石油代替エネルギー供給目
標の達成のために促進を図るため、石油代替エネル
ギーのうち、経済性における制約から普及が十分で
ない、新エネルギーの普及促進を目的として、1997
年に「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置

第3章
自立的かつ環境調和的なエネルギー供給構造
の実現
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法」（新エネルギー法）を制定しました。新エネル
ギー法は、国や地方公共団体、事業者、国民等の各
主体の役割を明確化する基本方針の策定や新エネル
ギー利用等を行う事業者に対する金融上の支援措置
等を定めたものです。
また、2002年6月に、「電気事業者による新エネル
ギー等の利用に関する特別措置法」（RPS法）を公布
し、2003年4月より完全施行しました。RPS法は、
電力の小売を行う事業者（一般電気事業者、特定電気
事業者、特定規模電気事業者）に対し、再生可能エ
ネルギー電気（再生可能エネルギーを変換して得ら
れる電気）を一定量以上利用することを義務付ける法
律です。
さらに、2012年 7月からは、このRPS制度に代
え、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調
達に関する特別措置法」に基づいて、再生可能エネル
ギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）に
よって発電された電気を、国が定める一定の期間に
わたって、国が定める一定の価格で購入することを
電気事業者に義務づける固定価格買取制度を日本でも
導入し、再生可能エネルギーの大幅な導入拡大を進
めています。
再生可能エネルギーの推進に向けて、固定価格買
取制度の施行に加え、立地に関する規制の見直しや研
究開発支援、再生可能エネルギー発電設備の設置に
際しての税制優遇など、政策を総動員して取り組みま
した。

（3） 技術開発・実証段階・導入段階における支援
再生可能エネルギーの導入・普及に向け、産学官
の適切な役割分担の下で、コスト低減や性能向上のた
めの技術開発に取り組みました。また、一定レベル
までの確立された新技術は、性能や経済性の把握、信
頼性向上のための実証試験が不可欠である一方、直接
には収益を生まないため、実証試験を加速化すること
で社会的利益の増大が期待できるものについて、国が
積極的に支援しました。
また、比較的割高である太陽光発電や風力発電、
バイオマスエネルギー利用等による再生可能エネル
ギーの導入拡大に向けて、固定価格買取制度や導入
費用の一部に対する補助等による支援を行いました。

2．2012（平成24）年度において再生
可能エネルギーの開発、導入及び利用
に関して講じた施策

（1） 再生可能エネルギーの固定価格買取制度の施行
再生可能エネルギーには大きな可能性があるもの
の、現在はコストが高い等の理由により普及が十分に
進んでいません。こうした再生可能エネルギーの利
用推進を図るため、2012年7月1日から、固定価格
買取制度が施行されました。これは、再生可能エネ
ルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）
によって発電された電気を、国が定める一定期間、
電気事業者が固定価格で調達することを義務づけるも
のです。
電気事業者が調達した再生可能エネルギー電気は、
電気事業者の送電網を通じて広く利用されるため、調
達に要する費用は、再生可能エネルギー発電促進賦
課金という項目で電気料金の一部として、全ての電気
の使用者に御負担いただきます。本制度により、再
生可能エネルギー発電設備を設置する者のコスト回
収の見通しが立ちやすくなり、普及が進むとともに、
スケールメリットによるコストダウンが期待されま
す。
調達価格（電気事業者が買い取る際の価格）と調達
期間（調達価格での買取りが継続する期間）（以下「調
達価格等」）については、国会の同意を得た上で任命
される委員から構成される調達価格等算定委員会（以
下「委員会」）の意見に基づき、関係大臣（農林水産
大臣、国土交通大臣、環境大臣、消費者担当大臣）
への協議等を経た上で、経済産業大臣が毎年度告示し
ます。
2012年度の調達価格等については、同年4月27日
にとりまとめられた委員会の意見を尊重し、意見どお
り調達価格等を決定し、同年6月18日に告示しまし
た【第331-2-1】。また、法律の規定に従い、調達価格
等について、委員会の意見と併せて、同年8月7日
に国会に報告がなされました。
また、2013年度に新規参入される方に適用される
調達価格等の議論については、2013年1月21日から
委員会において開始され、委員会は、「平成25年度
調達価格及び調達期間に関する意見」を同年3月11
日にとりまとめました。この意見を尊重する形で、同
年3月29日に、以下の内容で2013年度の調達価格
が決定されました。
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① 　太陽光発電については、システム費用（太陽光
パネル、パワコン、架台、工事費を含む価格）
が市場の創造等に伴い下落したことを反映し、
2012年度調達価格を引き下げ。具体的には、非
住宅用（10kW以上）は、平成24年度調達価格
が42円/kWhのところ、4円20銭の引下げと
なり、37.8円/kWhに、住宅用（10kW未満）
は、2012年度調達価格が42円/kWhのところ、
4円の引き下げとなり、38円/kWhに。
② 　風力発電、中小水力発電、地熱発電、バイオ
マス発電については、2012年度調達価格を据え
置き。

（2） 系統安定化対策
再生可能エネルギーが大量に電力系統へ接続され
ると、余剰電力の発生や周波数変動等の系統安定上の
問題が生じる可能性があります。このため、太陽光

発電の出力抑制のための技術開発支援や太陽光発電の
出力予測技術の開発支援などを行いました。また、再
生可能エネルギーの大幅な導入拡大のためには、風
況の良い地域での風力発電の活用や太陽光発電の大規
模な導入を柔軟に受け入れることが可能な、系統側の
抜本的な対策が必要不可欠です。このため、特に適
地が限られる風力発電の導入拡大のための送電網の整
備・実証についての検討、再生可能エネルギーの出
力変動を吸収する系統用蓄電池の開発・コスト低減化
のための予算措置等を行いました。

①大型蓄電システム緊急実証事業費補助金（平成24
年度予備費29,589百万円）
世界で初めて、発電事業者側ではなく、電力会社
の変電所に、大型の蓄電池を設置し、再生可能エネ
ルギーの接続量を大幅に拡大する実証事業を行うた
めの補助を行いました。

【第331-2-1】告示された調達価格等
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（3） 導入促進のための主な取組
①住宅用太陽光発電導入支援復興対策基金造成事業費
補助金（86,993百万円）、住宅用太陽光発電高度
普及促進復興対策基金造成事業費補助金（32,394
百万円）
住宅用太陽光発電の導入を加速させるため、住宅用
太陽光発電システムを設置する者に対して1kW当た
り3.5万円又は、3.0万円の補助を実施しました。

②再生可能エネルギー発電システム等設備設置に対
する補助金

（ア） 地方自治体等における再生可能エネルギー導入
促進

ⅰ．独立型再生可能エネルギー発電システム等対
策事業（976百万円の内数）
固定価格買取制度の適用対象とならない、自家
消費向けの再生可能エネルギー発電システム等
の導入促進を図ることを目的に、当該発電システ
ム等導入事業を行う地方自治体等に対し、事業費
の2分の1以内の補助を行いました。
ⅱ．再生可能エネルギー発電設備等導入促進支援
復興対策事業（平成23年度3次補正32,599百万
円）
東日本大震災後の電力供給不足への懸念に対応
し、かつ、被災地の再生可能エネルギーを中核
とした雇用創出と関連活性化を図ることを目的
に、被災地において再生可能エネルギー発電設
備等の導入を行う事業者に対し、事業費の10分
の1以内の補助を行いました。
ⅲ．地域エネルギー開発利用設備資金利子補給金
（2百万円）
ⅳ．再生可能エネルギー等導入推進基金事業

（グリーンニューディール基金）（12,100百万円）
地域主導での再生可能エネルギー等を活用し
た自立・分散型エネルギーの導入による災害に
強く環境負荷の小さい地域づくりを推進するた
め、地方公共団体が行う防災拠点等への再生可能
エネルギーの導入等への支援を行いました。
ⅴ．環境を考慮した学校施設（エコスクール）の
整備推進
近年の地球規模の環境問題に対し、学校施設に
ついても環境への負荷の低減に対応した施設づく
りが求められていることから、文部科学省、農
林水産省、経済産業省及び国土交通省が協力し

て、エコスクールのモデル的整備を推進してお
り、その整備の際に新エネルギーを導入する場
合には、費用の一部を補助しました。
ⅵ．小規模地方公共団体対策技術率先導入補助事
業（300百万円）
先端的な再生可能エネルギー・省エネルギー
設備を率先導入し、模範的な先行事例を示す小規
模な地方公共団体に対して、費用の一部を補助し
ました。

（イ） 事業者による再生可能エネルギー導入促進
ⅰ．独立型再生可能エネルギー発電システム等対
策（976百万円の内数）
固定価格買取制度の適用対象とならない、自家
消費向けの再生可能エネルギー発電システム等
の導入促進を図ることを目的に、当該発電システ
ム等の導入事業を行う事業者に対し、事業費の3
分の1以内の補助を行いました。
ⅱ．環境関連投資促進税制（グリーン投資減税）
事業者が省エネや再エネの導入拡大に資する
設備を取得等した場合、その取得価額の 30％
の特別償却又は 7％の税額控除（中小企業者等
のみ）を認める税制措置が講じられています。
また、2012 年 7月 1日から 2013 年 3月 31 日
までの間に一定の太陽光発電設備及び風力発電
設備を取得等し、その後事業の用に供した場
合には、普通償却限度額との合計で取得価額
まで特別償却ができる税制措置が講じられてい
ます。
ⅲ．家庭・事業者向けエコリース促進事業（1,800
百万円の内数）
家庭や事業者が、再生可能エネルギー設備等
の低炭素機器をリースにより導入する際に、
リース料の一部を助成しました。
ⅳ．地域の再生可能エネルギー等を活用した自立
分散型地域づくりモデル事業（1,000百万円）
再生可能エネルギーや未利用エネルギーによ
る自立・分散型エネルギーシステム（これらに
併せての蓄電池導入を含む）の集中導入を産学官
で推進する事業について、補助を行いました。
ⅴ．農山漁村再生可能エネルギー供給モデル早期
確立事業（532百万円）
農山漁村において、農林漁業者等の参画を得た
再生可能エネルギー電気の供給モデルの構築を
支援しました。
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ⅵ．地域還元型再生可能エネルギーモデル早期確
立事業（平成24年度補正1,000百万円）
農山漁村の活性化を図るため、再生可能エネル
ギー発電事業による収入を地域の農林漁業の発
展に活用するモデル的な取組の構築を支援しまし
た。

（ウ） 非営利組織による再生可能エネルギーの導入促
進

ⅰ．独立型再生可能エネルギー発電システム等対
策事業（976百万円の内数）
固定価格買取制度の適用対象とならない、自家
消費向けの再生可能エネルギー発電システム等
の導入促進を図ることを目的に、当該発電システ
ム等の導入事業を行う非営利団体等に対し、事業
費の2分の1以内の補助を行いました。

（エ） クリーンエネルギー自動車の導入支援（後掲　
第3章第5節2．（3）①（カ）　参照）

（オ） 民生用燃料電池導入支援補助金（9,000百万円）
2009年度から世界に先駆けて本格販売が開始され
た家庭用燃料電池システム（エネファーム）の早期
の自立的な市場の確立を目指し、導入初期段階におけ
る市場を創出するため、設置者に対し、導入費用の
一部を補助しました。
（カ） 民生用燃料電池導入緊急対策事業（平成24年度

予備費25,055百万円）
集中的に家庭用燃料電池システムの導入支援を行
い、市場の自立化を急ぐとともに景気の下支えとして
個人消費（家庭用燃料電池システムの購入）の喚起を
緊急に図ることを目的として、設置者に対し、導入
費用の一部を補助しました。

③電気事業者による新エネルギー等の利用に関する
特別措置法（RPS法）の整備及び施行
2011年度にRPS法の義務が課せられた電気事業者
は、10電力会社をはじめとする計43社、その義務量
の総量は110.3億kWhであり、電気事業を廃止した
1社を除き全ての電気事業者が義務を履行しました。
また、2012年度は、RPS法が廃止された6月末まで
は27.575億kWh、同年7月以降は再生可能エネル
ギー特別措置法附則第12条における経過措置規定に
より、53.188億kWhの義務量が課されました。

④再生可能エネルギーに対する理解促進
新エネルギー等設備導入促進事業（566百万円）

再生可能エネルギーの普及の意義や制度内容につ
いて新聞・インターネット広告を使った制度告知を
はじめ、制度解説パンフレット、再エネ発電設備の
市民ファンド・共同出資事例集、住宅用太陽光発電
を巡る悪質商法の注意喚起リーフレット等の制作や、
再エネをテーマにしたシンポジウムの開催等を行い、
幅広い層に向けて、普及・啓発事業を行いました。

（4） 技術開発・実証段階における主な取組
①太陽光発電の技術開発・実証段階の取組
（ア） 革新型太陽電池研究開発事業（2,359百万円の内

数）
2050年を見据えた高性能・低価格な革新的太陽電
池の実現を目指し、多接合型太陽電池や、量子ナノ
構造太陽電池等の基礎研究を実施しました。
（イ） 太陽光発電システム次世代高性能技術の開発
（5,978百万円の内数）
高効率化及びコスト低減を追求する観点から、各種
の実用太陽電池の高性能化のための次世代技術の確
立、横断的な材料開発及び周辺技術の開発を行いまし
た。
（ウ） 有機系太陽電池実用化先導技術開発（1,965百万

円）
より安価な太陽電池として期待されている有機系太
陽電池の分野において、要素技術の開発を行い、変
換効率の向上や長寿命化等の課題に対応するととも
に、将来の大量生産を見据えた連続生産プロセルの開
発などを行いました。
（エ） 太陽光発電新技術等フィールドテスト事業（62

百万円の内数）
新型太陽電池、新型機器、新システム及び新工法
等の新技術等による太陽光発電システムの有効性の実
証及び設置範囲の拡大等を図るため、（独）新エネル
ギー・産業技術総合開発機構と設置者による共同実証
試験を実施しました。
（オ） 戦略的創造研究推進事業　先端的低炭素化技術

開発（4,750百万円の内数）
温室効果ガス削減に大きな可能性を有し、かつ従来
技術の延長線上にない新たな科学的・技術的知見に基
づく革新的技術（ゲームチェンジング・テクノロ
ジー）となる、太陽光発電やバイオテクノロジー、
蓄電デバイス等の研究開発を推進しました。



201

第1節　再生可能エネルギーの導入拡大

201

第
３
章

②風力発電の技術開発・実証段階の取組
（ア） 洋上風力発電等技術研究開発（5,200百万円）
洋上における風況観測の手法、洋上風力発電システ
ムの設計指針及び環境影響評価手法の確立等を目指
し、着床式洋上風力発電システム及び観測タワーを
実際に設置し、その実現可能性等について検討を行い
ました。また、7MW級の超大型洋上風車の実現に必
要となる研究開発を行いました。
（イ） 次世代風力発電技術研究開発（617百万円）
風力発電に係る基礎・応用技術や自然環境対応技術
について、国際動向を把握するとともに、我が国の
特性を考慮した研究開発を行いました。具体的には、
複雑地形の風況解析手法、小形風車信頼性評価手法、
落雷保護技術等の研究開発を行いました。
（ウ） 風力発電施設における希少猛禽類に対する効果

的なバードストライク防止策の検討（21百万円）
希少な海ワシ類が風車のブレードに衝突し死亡す
る事故（バードストライク）について、立地環境条
件による衝突リスクの検証や海ワシ類の渡り状況の調
査等を行い、事故防止対策についての検討を行いまし
た。
（エ） 洋上風力発電実証事業（3,048百万円）
浮体式洋上風力発電について、漁業者と協力しつ
つ、パイロットスケール（100kW）の小規模試験機
の設置・運転・発電を行い、実証海域における海象等
環境調査を実施するとともに、商用スケール（2MW）
の実証機の詳細設計・建造等を行いました。
（オ） 浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業（平

成23年度3次補正12,500百万円）
福島県を「再生可能エネルギー先駆けの地」とす
るためのシンボルとして、世界をリードする浮体式
洋上風力発電技術の実用化を目指すため、技術的な設
計仕様の検討や海域調査を行うとともに、発電所付近
での操業等、海域利用者との調整を行いました。
（カ） 浮体式洋上風力発電施設の安全性に関する研究

開発（47百万円）
浮体式洋上風力発電施設の安全性の確保がその普及
拡大に向けた重要な課題となることから、台風、地
震等我が国固有の状況を踏まえた浮体式風車特有の技
術的課題について検討を行いました。

③バイオマスエネルギーの利用
（前掲　第2章第1節7.（6）　参照）
（ア） 地球温暖化対策技術開発等事業（競争的資金）

（6,000百万円の内数）
草木質・廃棄物系バイオマスの燃料製造に関する技
術開発及び実証研究等を実施しました。
（イ） 戦略的創造研究推進事業　先端的低炭素化技術

開発（4,750百万円の内数）
（再掲　第3章第1節2．（4）①　参照）
（ウ） 下水道革新的技術実証事業（2,872百万円の内数）
下水道における創エネ・省エネ対策の導入を促進す
るため、低コストで高効率な下水汚泥のエネルギー
利用や下水熱利用技術の実証事業を実施しました。
（エ） 地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発
（940百万円）

（再掲　第2章第3節7．（6）⑥　参照）

④燃料電池／水素エネルギー利用技術開発等
（後掲　第3章第1節2．（8）①　参照）

⑤蓄電池に関する技術開発等
蓄電池全体について、総合的、包括的な戦略をしっ
かり描くために、2012年7月に蓄電池戦略を策定し、
コスト低減等による蓄電池の普及の加速化に向けた課
題を整理すると共に、今後、実施すべき施策を取り
まとめました。本戦略においては、2020年に世界全
体の蓄電池市場規模（20兆円）の5割のシェアを我
が国関連企業が獲得することを目標に掲げ、電力系統
用の大型蓄電池、定置用蓄電池、車載用蓄電池の3
分野に重点を置くこととしました。
（ア） 革新型蓄電池先端科学基礎研究事業（3,500百万

円）
既存の蓄電池の性能向上及び革新型蓄電池の実現に
向けた基礎技術の確立を目指し、蓄電池の充放電にお
ける材料挙動解析の研究開発等を実施しました。
（イ） リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発
（2,000百万円）
電気自動車等の動力であるリチウムイオン電池の性
能を理論限界まで追求するためのトップランナー型
の技術開発や、用途拡大による量産効果を狙い国際競
争力の強化につなげるため自動車以外のアプリケー
ションに対応するリチウムイオン電池の開発を行い
ました。
（ウ） 新エネルギー系統対策蓄電池システム技術開発
（2,000百万円）
風力発電、太陽光発電の大量導入に向けて、系統
対策用の蓄電池として、安全性や耐久性等を追求した
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蓄電システムの開発を行いました。
（エ） 戦略的創造研究推進事業　先端的低炭素化技術

開発（4,750百万円の内数）
（再掲　第3章第1節2．（4）①　参照）

⑥福島県内における研究開発拠点整備等
「東日本大震災からの復興の基本方針」（平成23年
7月29日東日本大震災復興対策本部）に記載された
再生可能エネルギーに係る世界最先端の研究開発拠
点を福島県に形成するため、福島県郡山市において、
産学官の連携により、再生可能エネルギーに関する
実証的技術開発を行う産業技術総合研究所の研究開発
拠点（2013年度中に完成予定）の着工を開始しまし
た。この研究開発拠点を活用し、超高効率太陽電池
に関する研究開発を実施することとしており、完成す
るまでの間は、各参加機関の研究施設において基礎段
階からの研究開発を実施しています。

⑦地域における先進的対策の実証の取組
（ア） チャレンジ25地域づくり事業（2,700百万円）
全国のモデルとなるような低炭素地域づくりに向け
た、都市の未利用熱やバイオマスエネルギー等を活
用した先進的対策について、事業性、採算性及び波
及性等を検証する事業を行いました。
（イ） 災害等非常時にも効果的な港湾地域低炭素化推

進事業（1,400百万円）
港湾空間の温室効果ガス削減を推進、非常時におい
ても港湾への電力供給を可能にする仕組みについて、
その企画・検討及び効果を実証する事業を行いまし
た。

（5） 規制・制度の見直し・緩和
行政刷新会議は、2012年3月に「規制・制度改革
に関する分科会報告書（エネルギー）」を、6月に「規
制・制度改革委員会報告書（復旧・復興／日本再生）」
を取りまとめ、そうした検討を踏まえ4月に「エネル
ギー分野における規制・制度改革に係る方針」を、7
月に「規制・制度改革に係る方針」を閣議決定しまし
た。
また、11月には「日本再生加速プログラム」が閣
議決定されました。
これらの閣議決定や取りまとめを受けて、各府省庁
において、再生可能エネルギーの導入拡大等に関す
る各種規制の見直し・緩和が行われました。

＜主な規制・制度の見直し・緩和の内容＞

（太陽光発電）
○　電気事業法上の保安規制の合理化
2012年6月、経済産業省は、電気事業法施行規則
を改正・施行し、太陽電池発電設備に関して、工事
計画届出や使用前安全管理審査の対象となる範囲を
「出力500キロワット以上」から「出力2000キロワッ
ト以上」に引き上げました。

○　工場立地法上の取扱いの見直し
2012年6月、経済産業省は、工場立地法施行令及
び工場立地法施行規則を改正・施行し、太陽光発電施
設が工場立地法上の届出対象施設から除外されるとと
もに、工場立地法上の環境施設に位置付けられること
となりました。

（風力発電）
○　環境影響評価の手続き迅速化
2012年5月、経済産業省は、「風力発電に係る環境
影響評価における低周波音の取扱いについて」を公表
し、風力発電に係る環境影響評価においては、低周
波音について環境基準が無くとも、遅滞なく適切に審
査することが可能である旨周知しました。また、風
力発電等における環境影響評価手続の迅速化を図るべ
く、事業者が環境影響評価手続に活用できる環境基礎
情報の整備を行いました。

○　洋上風力発電に関する制度環境の整備
2012年7月、国土交通省は、浮体式風力発電設備
について建築基準法及びこれに基づく命令の規定を適
用除外とする旨の告示を公布・施行し、浮体式風力発
電設備については、船舶安全法に基づく安全性の審査
に一本化しました。

（地熱発電）
○　ボイラー・タービン主任技術者の不選任要件の
緩和
2012年4月、経済産業省は、電気事業法施行規則
等を改正・施行し、一定の条件を満たす小型のバイナ
リー発電設備に係るボイラー・タービン主任技術者
の選任等が不要となりました。
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（小水力発電）
○　河川法の許可手続の簡素化
2013年1月、国土交通省は、河川法施行令を改正
し、小水力発電（最大出力が1000kw未満のもの）
のための水利使用について、特定水利使用から除外す
るなどの水利使用区分の見直しを行い、許可手続の簡
素化を行いました（2013年4月1日施行）。これによ
り、許可申請から許可までの期間が短縮され、申請
者の負担が軽減されることとなります。

○　ダム水路主任技術者の選任不要化範囲の明確化
2012年11月、経済産業省は、「電気事業法におけ
る「ダム」の取扱いについて」を公表し、ヘッドタ
ンクや農業用水路等内に設けられた堰が電気事業法に
おける「ダム」に当たらないことを周知しました。

（再生可能エネルギー全般）
○　保安林における許可要件・基準の見直し
2012年6月、農林水産省は、「保安林解除及び作業
許可要件に係る留意事項について」を発出し、保安林
の指定解除に関しては、用地事情の確認範囲や代替施
設の設置の必要性が明確化され、保安林の作業許可に
関しては、工事のために必要となる道路部分の拡幅等
について合理的な理由が認められる場合に柔軟な対応
が可能である旨が明確化されました。

（6） ハード、ソフト両面の環境整備及び関係行政
機関による連携
新エネルギーを一層普及させるため、ハード面で
は、クリーンエネルギー自動車の燃料等を供給する
ための設備や2015年の燃料電池自動車の市場投入に
向けた水素供給設備の整備のための技術実証等を行
い、ソフト面では、住宅用太陽光発電システムに係
る価格動向や施行品質向上に関する調査等を行いまし
た。また、バイオマスについては、「バイオマス活用
推進基本計画」を踏まえ、関係省庁と連携しながら、
バイオマス資源を高効率にエネルギー転換する技術
開発や実証試験等を行い、バイオマスの利活用を推進
しました。また、2012年2月に関係府省合同で「バ
イオマス事業化戦略検討チーム」を設置し、バイオ
マス利用技術の評価と事業化に向けた戦略の検討を行
いました。更に、風力発電の導入については、風力
発電設置の際の土地の使用に関する諸手続に時間を要
するという問題があるため、関係省庁において、各

種規制緩和の議論を行いました。加えて、2015年の
燃料電池自動車・水素供給設備の市場投入に向けて、
2010年6月18日に閣議決定された「規制・制度改革
に係る対処方針」に基づき、2010年12月に「規制の
再点検に係る工程表」を公表しており、これに則っ
て民間団体等が行うデータの取得や有識者による検
討等を支援し、規制の再点検を進めました。これに
より、水素供給設備において、より高圧（70MPa）
の水素を市街地で充塡するための省令等の改正が
2012年11月に行われました。

（7） 水力及び地熱の開発、導入及び利用
①水力の開発、導入及び利用
再生可能な純国産エネルギーである水力発電の開
発は我が国として積極的に推進する必要があります
が、水力発電は初期投資が大きく初期の発電単価が他
の電源と比較し割高であること、また、今後開発地
点が奥地化・小規模化していくこと等から、中小水力
開発に対する支援を行ってきました。このため、事
業者に対し、建設費の一部を補助すること等により、
開発を促進しました。
（ア） 小水力等農村地域資源利活用促進事業（692百万

円）
農業水利施設を活用した小水力等発電の整備を推進
するため、調査設計等の取組を支援しました。
（イ） 小水力発電導入促進モデル事業費補助金（699

百万円）
小水力発電メーカーと発電事業者等が共同で、試
験設備を用いた実用化に向けた実証事業を行い発電設
備の低コスト化を実現する開発を促進しました。ま
た、更なる自治体や民間企業等の参入を促進するた
め、事業参入に際して必要な手続きや課題等の整理の
ための調査を実施しました。
（ウ） 中小水力・地熱発電開発費等補助金（中小水力

発電開発事業）（2,043百万円の内数）
一般電気事業者及び卸電気事業者等の行う中小水力
開発に対し、建設費の一部を補助することにより、水
力の初期発電原価を引き下げ、開発を促進しました。
（エ） 中小水力開発促進指導事業基礎調査（164百万

円）
中小水力開発促進の基礎資料とするための調査を行
うとともに、国際エネルギー機関（IEA）の「水力
技術と計画に係る実施協定」に参加し、得られた技術
情報を国内外に発信しました。
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（オ） 新エネルギー等導入促進基礎調査（水力開発導
入基盤整備調査）（435百万円の内数）

開発可能性の有望な地点を選定し概略設計等を行う
ことにより、未開発となっている地点の調査を行い
ました。
（カ） 中小水力発電事業利子補給金助成事業費補助金
（133百万円）
地方自治体（公営電気事業者）が水力発電所の建設
に際して要した資金の返済利息に関して、利子補給を
行いました。

②地熱の開発、導入及び利用
クリーンで純国産の地熱エネルギーによる安定的
な電力供給は、地球環境問題等社会的要請に応えるも
のとして重要ですが、事業リスクが高いこと等の課題
もあり、政府として支援しました。
（ア） 中小水力・地熱発電開発費等補助金（地熱発電

開発費補助金）（2,043百万円の内数）
地熱開発は、開発リスクが大きいこと等の課題を抱
えているため、発電機等の設置に対して補助を行いま
した。
（イ） 地熱資源開発調査事業（9,050百万円）
発電時のCO2排出量がゼロで環境適合性に優れ、
出力が安定した純国産のエネルギー源である地熱資
源の開発を促進するため、地熱資源の調査（ポテン
シャル調査等）に対する支援を行いました。
（ウ） 温泉エネルギー活用加速化事業（370百万円）
地域の特性に応じた温泉エネルギーの自立的普及
に向けて、初期需要を創出することによりコストの低
減を図るため、温泉熱等の利用を行う民間団体等に対
して補助を行いました。
（エ） 地域主導による再生可能エネルギー事業のため

の緊急検討事業（410千円）
再生可能エネルギーの導入を加速化するため、地
域でのコーディネーター育成や地域の関係者が参画
する協議会を中心とした事業化計画の策定等に対して
支援を行いました。

（8） 水素エネルギー社会の実現に向けた取組
①燃料電池／水素エネルギー利用技術開発等
（ア） 固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発事業
（3,500百万円）
自動車用及び定置用として利用される固体高分子形
燃料電池（PEFC）の実用化推進と更なる普及拡大に

向けて、電解質膜や電極触媒を中心とした性能向上・
低コスト化に資する基礎的技術開発及び実用化技術開
発を行いました。
（イ） 固体酸化物形燃料電池システム要素技術開発事

業（618百万円）
固体酸化物形燃料電池（SOFC）について、耐久
性・信頼性向上のためのセルスタック（発電部位）の
劣化機構解析を行うとともに、実用性向上のための技
術開発を行いました。
（ウ） 固体酸化物形燃料電池システムを用いた産業用

発電プラント研究開発事業（900百万円）
火力発電システムの大幅な効率向上を目指し、既存
のガスタービン複合発電システムに固体酸化物形燃
料電池（SOFC）を組み合わせたトリプルコンバイン
ドサイクル発電システムの実用化のための要素技術の
開発を行いました。
（エ） 水素製造・輸送・貯蔵システム等技術開発
（1,500百万円）
水素供給設備に必要な機器やシステム等の技術開発
を行うとともに、2015年の燃料電池自動車の市場投
入に向けた規制見直しに必要なデータ取得、国際標
準への提案等を行いました。
（オ） 水素先端科学基礎研究事業（800百万円）
水素供給設備の設計に必要となる高温・高圧下状態
における水素の物性データを測定し、インフラ整備
に用いる材料について水素脆化、水素トライボロジー
等に関する研究を行うとともに、水素貯蔵材料に関す
る開発を行いました。
（カ） 地域水素供給インフラ技術・社会実証（3,006

百万円）
2015年の燃料電池自動車市場投入に向けて水素ス
テーションを国内3箇所商用実証として整備すると
ともに、実使用条件に近い状態で燃料電池自動車への
水素充填を実施し、機器やシステムの稼働に係る実証
試験を行いました。
（キ） 高効率水素製造等技術開発（852百万円）　再掲

第2章2節3（.4）①　参照）
（ク） 新エネルギーベンチャー技術革新事業（1,600

百万円）
太陽光発電、風力発電、バイオマス、燃料電池・
蓄電池等における中小・ベンチャー企業が有する潜
在的技術シーズを発掘し、その開発及び実用化を支
援しました。
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②高圧ガス保安等の規制への対応
（再掲　第3章第1節2．（6）　参照）

（9） 熱利用の拡大
①再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業
（4,003百万円の内数）
地域において再生可能エネルギー熱利用設備を率
先して導入する地方公共団体等に対し、事業費の2分
の1以内の補助を行いました。

②再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業
（4,003百万円の内数）
再生可能エネルギー熱利用設備の加速度的な導入
促進を図ることを目的に、当該設備の導入事業を行う
事業者に対し、事業費の3分の1以内の補助を行いま
した。

（10） バイオガスの利用拡大
①エネルギー供給構造高度化法を活用したガス事業
者へのバイオガス利用目標の設定
下水処理場や地方自治体等との連携しつつ、都市ガ
ス導管注入実証事業、精製設備の高効率化技術の開発
等を行いました。

第2節
原子力発電

1．原子力政策の変遷
我が国の原子力開発は、1954年の保守3党による
原子力予算の計上で幕を開けました。当時、我が国
の原子力の開発状況は先進国に比べ著しく立ち遅れて
いました。そこで、できる限り速やかに原子力開発
利用を推進する必要が指摘され、1955年、自主・民
主・公開の三原則に従いその利用を平和目的に限るこ
とを謳った「原子力基本法」が制定されました。
原子力開発の行政機構としては、1956年に「原子
力基本法」に基づき、国の施策を計画的に遂行し、原
子力行政の民主的な運営を図るため原子力委員会が発
足するとともに、総理府に原子力局が設置され、推
進体制が整備されました。また、原子力委員会によ
り、安全の確保、平和利用の堅持等の原子力に係る

基本的考え方、我が国の原子力研究開発利用の基本方
針や推進方策等を示した「原子力開発利用長期基本計
画（当時）」が策定（以降約5年毎に改定）されまし
た。以上のような経過を経て、我が国最初の商業用
原子力発電所（日本原子力発電（株）東海発電所）が
1965年5月に臨界を記録し、翌1966年に営業運転を
開始しました。
第一次オイルショックにより電力危機への不安が
増大したこと等を背景として、1974年、政府は、い
わゆる電源三法（電源開発促進税法、電源開発促進対
策特別会計法 2、発電用施設周辺地域整備法）により、
発電用施設周辺地域の整備や安全対策をはじめとする
発電施設の設置円滑化のために必要な交付金や補助金
を交付する制度を創設し、電源立地を促進するための
基盤を整備しました。翌1975年には、原子力発電の
安全性に関する調査・実証実験等の委託費及び、原子
力発電施設の耐震信頼性実証実験や原子力広報研修施
設整備費等の補助金が新設されました。
さらに、第二次オイルショックを経て、新エネル
ギーの開発・導入とともに原子力開発の推進が図ら
れました。
2000年5月には、原子力発電を推進するに当たり、
適切な対策が不可欠である高レベル放射性廃棄物の処
分を計画的かつ確実に実施するため、「特定放射性廃
棄物の最終処分に関する法律（最終処分法）」が成立
しました。これにより、高レベル放射性廃棄物の処
分実施主体の設立、処分費用の確保方策、3段階の処
分地選定プロセス等が定められました。
2005年10月には、今後10年程度の間の我が国の
原子力政策の基本的考え方等を示す「原子力政策大綱
（「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」か
ら改称）」が原子力委員会により策定され、2010年
12月より改定の検討を開始しましたが、2011年3月
の福島第一原発事故などを踏まえ、2012年10月には
大綱の策定を見合わせることとしました。また、東
京電力㈱福島第一原子力発電所事故の反省を踏まえ、
2011年6月より、エネルギー・環境会議において原
子力政策を含む今後のエネルギー政策について検討
を行い、2012年9月に「革新的エネルギー・環境戦
略」を策定しました。しかし、同年12月に発足した
安倍内閣においては、いかなる事態においても、国
民生活や経済活動に支障がないよう、エネルギー需

2　2007 年 4 月 1 日に「電源開発促進対策特別会計法」は廃止され、同様の業務は「特別会計に関する法律」に引き継がれました。
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給の安定に万全を期すという観点から、前政権のエネ
ルギー・環境戦略をゼロベースで見直し、エネル
ギーの安定供給、エネルギーコスト低減の観点も含
め、責任あるエネルギー政策を構築することとして
います。
原子力の安全確保については、2001年1月の中央
省庁再編時に、安全性の確保をより確実なものとする
ため、エネルギー利用に関する原子力安全規制と、
電力・ガス・鉱山等に関する産業保安を一元的に担う
原子力安全・保安院が設立されました。その後、
2012年9月には、東京電力（株）福島第一原子力発
電所事故を踏まえ、原子力利用の推進と規制を分離
し、原子力安全に関する規制を一元化した上で、専
門的な知見に基づき中立公正な立場から原子力安全規
制に関する職務を担う機関として原子力規制委員会が
設置されました。

2．資源確保・安定供給強化への総合的
取組

（1） 国民との相互理解を深めるための取組と立地
地域との共生への取組
原子力政策を進めるに当たっては、安全確保を大
前提として、原子力の意義・役割等について国民との
相互理解を深めるとともに、立地地域との共生を図る
ことが重要です。
具体的には、地元住民との直接対話による「顔の見
える」取組の強化、より少数の住民を対象としたきめ
の細かい取組、地道に信頼関係を積み上げた上での責
任者による国の考え方と方針の表明、地域振興の継続
的な取組、国の検査への立地地域の参加等を通じて、
国と立地地域との信頼関係を強化してきました。
原子力発電に係るシンポジウム等における不適切な
関与に対応するために、2011年10月に策定された
「原子力発電に係るシンポジウム等の運営に係る行動
規範」について、外部有識者から構成されるアドバイ
ザリーボードの助言を受け、2012年6月にその一部
改正を行いました。

①原子力発電に関する広聴・広報活動
東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故を受けて、
立地地域等に対して、風評被害対策や放射線の知識普
及に関する事業を実施しました。
具体的には、被災地域産品の販路拡大事業を実施し
ており、また自治体等主催の講演会へ放射線等の専門

家の派遣等を行いました。

②核燃料サイクル施設に関する広聴・広報活動
核燃料サイクルの必要性や安全性等に関する国民的
な信頼と相互理解の向上を図るための広聴・広報活動
を実施しました。
具体的な取組として、2011年度は、立地地域の住
民が多く訪れる場所や各種イベントを活用した立地・
隣接市町村広報を実施しました。
高レベル放射性廃棄物の処分事業については、処分
事業の必要性等に関する国民全般への広聴・広報活動
として、NPOと連携したワークショップの開催等の
取り組みを実施しました。

③地域担当官事務所による広聴・広報活動
原子力発電や核燃料サイクルを進めるに当たって
は、安全の確保を大前提に原子力に対する国民との相
互理解を図ることが肝要であることから、青森県、福
島県、新潟県、福井県に地域担当官事務所を設置し
て、地域のニーズに沿った、一方通行ではない双方
向のコミュニケーションを図る等の広聴・広報活動
を行いました。

④原子力教育に関する取組
全国の都道府県が学習指導要領の趣旨に沿って主
体的に実施する原子力を含めたエネルギーに関する
教育の取組（副教材の作成・購入、指導方法の工夫改
善のための検討、教員の研修、施設見学会、講師派
遣等）に必要な経費を交付する「原子力・エネルギー
教育支援事業交付金」を運用しました（2012年度交
付件数：28都道府県）。また、児童生徒が原子力につ
いての知識を学び、自ら考え、判断する力を育むた
めの環境の整備として、教育職員を対象とした放射線
に関するセミナーの開催や学習用機器（簡易放射線
測定器「はかるくん」）の貸出しを行うとともに、児
童生徒を対象とした出前授業等を開催するなど、原子
力やエネルギーに関する教育の推進のための環境整
備を進めました。

⑤電源立地地域との共生
電源立地地域対策交付金については、2003年度よ
り、主な交付金を統合するとともに、交付金の使途
を従来の公共用施設の整備に加え、地場産業振興、福
祉サービス提供事業、人材育成等のソフト事業へも
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拡充する制度改正を行いました。
また、2013年1月に当該交付金によって自治体が
造成した基金の計画内容を変更できるよう制度改正を
行いました。

⑥エネルギー全般に関する知識の普及
（後掲　第10章第1節2．（1）　参照）

⑦エネルギー教育の推進
（後掲　第10章第1節2．（5）　参照）

（2） 原子力発電に関する取組
2010年6月には、「原子力政策大綱」の基本方針を
実現するため、経済産業大臣の諮問機関である総合資
源エネルギー調査会電気事業分科会原子力部会にお
いて「原子力発電推進行動計画」が取りまとめられま
した。また、同月、エネルギー政策基本法に基づき
「エネルギー基本計画」の第二次改定が閣議決定され、
原子力発電を基幹電源として位置付け、安全の確保を
大前提として、国民との相互理解を図りつつ、積極
的に推進することとされましたが、東京電力㈱福島第
一原子力発電所事故の反省を踏まえ、現行のエネル
ギー基本計画をゼロベースで見直し、新たなエネル
ギーミックスとその実現のための方策を含む新しい
計画についての議論に2011年6月から着手していま
す。

（3） 既設原子力発電所の安全性向上のための研究
開発
東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故で得られた
教訓を踏まえ、既設原子力発電所の更なる安全対策高
度化に向けた課題（緊急時対応に資する資機材等の集
中管理、シビアアクシデントにも耐えられる計装・計
器等の開発等）に関する技術開発を実施しました。

（4） 核燃料サイクルとサイクル関連産業
①使用済燃料の再処理
使用済燃料の再処理は、原子力発電所で使い終わっ
た使用済燃料から、まだ燃料として使うことのできる
ウランと新たに生成されたプルトニウムを取り出すこ
とをいいます。青森県六ヶ所村に建設中の日本原燃
㈱再処理事業所再処理施設（年間最大処理能力：800
トン）では、2006年3月から実際の使用済燃料を用
いた最終試験であるアクティブ試験を実施してきま

した。
2008年2月より、アクティブ試験の最後の段階で
ある第5ステップを実施し、分離建屋の酸回収設備
等における試験は終了、高レベル廃液ガラス固化建屋
の高レベル廃液ガラス固化設備、低レベル廃液処理建
屋の低レベル廃液処理設備、再処理施設全体における
試験を継続してきました。

②ウラン濃縮
ウラン濃縮は、核分裂性物質であるウラン235の
濃縮度を、天然の状態の約0.7％から軽水炉による原
子力発電に適した3％～5％に高めることをいい、我
が国では、日本原燃㈱が青森県六ヶ所村のウラン濃
縮施設において遠心分離法という濃縮技術を採用しま
した。同社は、1992年 3月から年間150トンSWU
の規模で操業を開始し、1998年には年間1,050トン
SWU規模で操業を行っていましたが、新型遠心分離
機への置き換え工事のため操業を停止しました。同社
は、2000年度から2009年度にかけて新型遠心分離機
の開発を行い、現在使用の遠心分離機を順次新型遠心
分離機に置き換えており、2012年3月に年間37.5ト
ンSWU規模で操業を再開しました。

③MOX燃料加工
MOX燃料加工は、再処理工場で回収されたプルト
ニウムをウランと混ぜて、プルサーマルに使用され
る混合酸化物（MOX）燃料に加工することをいいま
す。我が国では、日本原燃㈱が青森県六ヶ所村にお
いてMOX燃料加工工場を2016年3月に竣工すべく
2010年10月に工事着工しました。

④使用済燃料の中間貯蔵
使用済燃料の中間貯蔵とは、使用済燃料が再処理さ
れるまでの間の時間的調整を図るための措置として中
間的に貯蔵・管理することをいいます。我が国では、
青森県むつ市において、リサイクル燃料貯蔵（株）の
中間貯蔵施設が2010年8月に工事着工しました。

⑤プルサーマル
プルサーマルは、海外では1960年代から実施さ
れ、既に約6,300体以上のMOX燃料の使用実績があ
ります。また、国内は日本原子力発電（株）の敦賀
発電所1号機（BWR）や関西電力（株）の美浜発電
所1号機（PWR）で少数体のMOX燃料を用いた実



208

第3章　自立的かつ環境調和的なエネルギー供給構造の実現

208

第3部 平成24年度においてエネルギーの需給に関して講じた施策の概況

第
３
章

証試験において、燃料の健全性が確認されました。
我が国におけるプルサーマルは、1961年にまとめ
られた「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計
画」において、プルトニウムの軽水炉での利用に関す
る方針が示されました。その後プルサーマル実現に
向けた取組が進められましたが、1995年12月に高速
増殖原型炉「もんじゅ」二次系ナトリウム漏えい事故
が起こり、福井、福島、新潟の三県の知事から、原
子力政策に対する国民的合意形成及び核燃料サイクル
の全体像の明確化を求める提言がなされました。原子
力委員会は、これに応える形で、1997年1月に「当
面の核燃料サイクルの具体的な施策について」を決定
し、同年2月には「当面の核燃料サイクルの推進につ
いて」が閣議了解されました。この中で、「現時点で
最も確実なプルトニウムの利用方法であるプルサー
マルを早急に開始することが必要である。」との位置
付けがなされ、これを踏まえ橋本総理大臣（当時）か
ら、福島県、新潟県及び福井県の三県の知事に対し、
閣議了解の説明及び協力要請が行われました。
プルサーマルの実施については、2009年12月に九
州電力（株）玄海原子力発電所3号機で国内で初めて
のプルサーマルによる営業運転が開始されました。
また、2010年3月には四国電力（株）伊方発電所3
号機、2011年1月には、関西電力（株）高浜発電所
3号機の営業運転を開始しました。

⑥プルトニウム利用の透明性向上
我が国は、1994年、プルトニウム利用の透明性向
上のため、世界に先駆けて原子力白書等を通じ施設の
区分ごとに存在するプルトニウム量の公表を始めまし
た。2001年以降は、「我が国のプルトニウム管理状
況」として、内閣府が毎年公表しました。また、
1997年からは国際プルトニウム指針に基づき、国際
原子力機関（IAEA）を通じて、我が国のプルトニウ
ム保有量を公表しました。さらに、「我が国における
プルトニウム利用の基本的な考え方について」（2003
年8月、原子力委員会決定）を受け、更なるプルト
ニウム利用の透明性の向上を目的として、電気事業者
等は2006年より、「プルトニウム利用計画」を公表
しており、原子力委員会がその利用目的の妥当性の確
認を行ってきました。

（5） 高速増殖炉サイクル
高速増殖炉（FBR：Fast Breeder Reactor）サイ

クルは、発電しながら消費した燃料以上の燃料を生産
すること（増殖）によりウラン資源の利用効率を飛躍
的に高めて長期的なエネルギーの安定供給に貢献す
ることができ、更に使用済燃料に含まれるマイナー
アクチニドを燃料として再利用すること等によって
高レベル放射性廃棄物の潜在的有害度を低減できる可
能性も有します。こうした特性から、これまで、「原
子力政策大綱」や「エネルギー基本計画」等を踏ま
えて、その実用化に向けた研究開発に取り組んできま
した。東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故を踏ま
え、2012年度は国際協力の観点から、我が国が参加
している国際的な枠組（第4世代原子力システムに関
する国際フォーラム（GIF））における「ナトリウム
冷却高速炉に関する安全設計クライテリアの構築と国
際共有」に向けた取組及び施設の維持管理等の必要最
低限なものを実施しました。

（6） 原子力発電と核不拡散の両立に向けた国際的
な枠組に係る取組作りへの積極的関与

①原子力を巡る国際的動向
（再掲　第2部第2章第2節2．（1）　参照）

②原子力発電と核不拡散の両立に向けた国際的な枠組
みに係る取組
原子力発電を核不拡散と両立していくためには、核
不拡散体制の維持が安全確保とともに極めて重要であ
り、これまで核兵器不拡散条約（NPT）や、それに
基づく国際原子力機関（IAEA）による包括的保障措
置協定及び追加議定書、包括的核実験禁止条約
（CTBT）等、種々の国際的枠組みが創設されてきま
した。我が国は、厳格な輸出管理、保障措置等を講
じていくことにより、原子力発電と核不拡散との両立
に向けた取組を世界に示してきました。
特に、保障措置については、従来から、IAEAと
締結した保障措置協定に基づき厳格な適用を確保して
いるほか、より効果的・効率的に実施するための保障
措置技術の開発を進めてきました。1999年12月に
は、IAEA保障措置の強化のための追加議定書を締
結し、拡大申告の提出や補完的アクセスの受入等、そ
の着実な実施を図ってきました。その結果、「全ての
核物質が平和的活動の中に留まっている」との結論
をIAEAより毎年得てきました。この結論により、
IAEAの査察の実施を効率化した「統合保証措置」の
導入が2004年より開始され、更にその効果及び効率
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を一層進化させるため、同一サイト内の複数の施設を
対象とした「サイト統合保障措置手法」が、2008年
8月より導入されました。なお、2011年3月の東日
本大震災の影響により、一部の原子力施設において
は、保障措置活動が制限されていましたが、施設等
の復旧後、2011年8月までの間に福島第一原子力発
電所及び第二原子力発電所を除く全ての施設におい
て、厳格なフォローアップ活動が実施され、通常の
保障措置活動の実施が可能となりました。その後、第
二原子力発電所については2011年5月以降、第一原
子力発電所については2011年10月以降、実施可能
な限りの保障措置活動が行われています。
また、国際的核不拡散体制に貢献するため、アジ
アの国々を対象にした保障措置に関するトレーニン
グコースをIAEAと連携して実施しました。

（7） 国際展開
（後掲　第8章第1節6．参照）

（8） ウラン燃料の安定供給に向けた取組の強化
①ウラン探鉱開発事業
カナダ、オーストラリア、カザフスタン、モンゴ
ル等において、我が国企業による海外のウラン鉱山の
権益獲得等のウラン資源安定供給確保の取組を進めま
した。ウラン燃料の安定供給確保に資するウランの自
主開発輸入の比率を高めるため、我が国企業によるウ
ラン鉱山開発プロジェクトの円滑な進展を目的とし
て、資源外交の強化、（独）石油天然ガス・金属鉱物
資源機構によるウラン探鉱事業へのリスクマネー供
給、日本貿易保険（NEXI）や国際協力銀行（JBIC）
による公的金融支援等を実施しました。

②ウラン輸送
我が国の原子力発電の運転に不可欠なウラン燃料の
調達に関する輸送リスクを軽減するため、経済性・安
全性の観点から新たな輸送経路の確立に向け実施した
事業可能性調査の成果を踏まえ、低濃縮ウランをロシ
ア極東地域を経由して日本まで輸送する実証事業を実
施しました。

③ウラン備蓄
我が国として国内外の核燃料供給に貢献するため、
国内の貯蔵施設に一定量の低濃縮ウランを確保する事
業を開始しました。

（9） 放射性廃棄物対策
2005年10月に策定された原子力政策大綱では、放
射性廃棄物については、「発生者責任の原則」、「放射
性廃棄物最小化の原則」、「合理的な処理・処分の原
則」、「国民との相互理解に基づく実施の原則」の四つ
の原則のもと、安全に処理・処分することが重要であ
るとしました。
これらの原則に沿って、我が国では、発生する放
射性廃棄物を適切に区分し（第332-2-1）、各種の放射
性廃棄物の処理・処分に関する方針の決定や安全規制
等の整備を進めてきました。また、放射性廃棄物の
合理的な処理・処分の実施に向けた効果的な技術の研
究開発を推進するとともに、広聴・広報活動による国
民との相互理解促進活動にも取り組んできました。

①低レベル放射性廃棄物の処理・処分
（ア） 原子力発電所から発生する低レベル放射性廃棄

物
原子力発電所で発生した低レベル放射性廃棄物は、
2011年3月末現在、全国の原子力発電所内の貯蔵施
設で容量200ℓドラム缶に換算して約50万本分（東
京電力㈱福島原子力発電所内の貯蔵量は、東日本大震
災の影響のため、現在事業者において評価中であり、
含まない）の貯蔵となりました。これら低レベル放射
性廃棄物の一部は、青森県六ヶ所村の日本原燃㈱低
レベル放射性廃棄物埋設センターにおいて埋設処分
が行われてきました。
（イ） ウラン濃縮施設やウラン燃料成型加工施設から

発生する放射性廃棄物（ウラン廃棄物）
民間のウラン燃料加工施設、ウラン濃縮施設から発
生したウラン廃棄物については、各事業所において安
全に保管されました。
（ウ） 再処理施設やMOX燃料加工施設から発生する

放射性廃棄物（長半減期低発熱放射性廃棄物：
TRU廃棄物）

TRU廃棄物は、再処理施設やMOX燃料加工施設
等の操業や解体に伴い発生します。これらの中には、
半減期（最初にあった放射性核種の量が半分になる
までの時間）の長い核種が一定量以上含まれるため、
高レベル放射性廃棄物と同様に、わたしたちの生活環
境から長期間にわたり隔離するため、深い地層へ処分
（地層処分）することが必要なものがあります。地層
処分が必要なTRU廃棄物については、2007年6月
に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」が改
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正され、最終処分の対象廃棄物に地層処分が必要な
TRU廃棄物等が追加されました。また、この法律に
基づき原子力発電環境整備機構（NUMO）がこの廃
棄物の処分に関する取組を進めてきました。
一方、研究機関や大学における原子力分野の研究開
発や医療分野等での放射性同位元素の利用等に伴っ
て発生する低レベル放射性廃棄物（研究施設等廃棄
物）の処分については、研究施設等廃棄物の発生量が
最も多く、技術的知見を有する日本原子力研究開発機
構を、これらの廃棄物の埋設処分の実施主体として明
確に位置づけるため、2008年6月に独立行政法人日
本原子力研究開発機構法が改正されました。これを受
けて、同年12月に文部科学省及び経済産業省が「埋
設処分業務の実施に関する基本方針」を策定しまし

た。そして、この基本方針に沿って、2009年11月
に日本原子力研究開発機構が「埋設処分業務の実施に
関する計画」を策定しました。その後、「埋設処分業
務の実施に関する計画」に従って、日本原子力研究
開発機構は、処分場の設備仕様、レイアウト等の概
念設計を実施し、その結果を踏まえ、2012年3月に
「埋設処分業務の実施に関する計画」を改定しました。

②高レベル放射性廃棄物 3の地層処分事業
高レベル放射性廃棄物は、低レベル放射性廃棄物に
比べてその発生量自体は少ないですが、長期間にわ
たって放射能を有する核種を比較的多く含むため、
この放射能が生活環境に影響を及ぼさないよう長期間
にわたって生活環境から隔離する必要があります。

3　高レベル放射性廃棄物とは、再処理施設で使用済燃料からウランやプルトニウムを分離・回収した後に残る、放射能レベルの高い廃液また
はそれをガラスと混ぜて固めたガラス固化体のことをいいます。

【第332-2-1】放射性廃棄物の種類と概要

（出所） 「原子力・エネルギー」図面集2010
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そのため、高レベル放射性廃棄物は、ガラスと混ぜ
て高温で溶かし、「キャニスタ」と呼ばれるステンレ
ス製の容器に注入したあと、冷やして固めます（ガラ
ス固化体）。このガラス固化体は熱を発生するため、
30～50年間程度一時貯蔵して冷却し、最終的に地下
300mより深い安定した地層中に処分することとして
きました。
高レベル放射性廃棄物の処分については、これを計
画的かつ確実に実施するため、2000年5月に「特定
放射性廃棄物の最終処分に関する法律」（2007年6月
改正）が制定されました。これにより、処分実施主
体の設立、処分費用の確保、三段階の処分地選定プ
ロセス等が定められました。また、同法に基づき閣
議決定された「特定放射性廃棄物の最終処分に関する
計画」（2008年3月改定）では、平成40年代後半を
目途として地層処分を開始するとされてきました。
同法に基づき設立されたNUMOにより、高レベル
放射性廃棄物の処分に向けた取組が進められてきまし
た。NUMOは、高レベル放射性廃棄物の処分施設の
設置可能性を調査する区域について、2002年12月か
ら、全国の市町村を対象に公募を行いました。
これまで、関心を有する地域は現れているものの、
最初の調査である文献調査を開始するには至ってい
ません。これを踏まえ、2007年11月には、総合資源
エネルギー調査会原子力部会放射性廃棄物小委員会
において、処分事業を推進するための取組の強化策が
とりまとめられました。
この強化策の中では、（ア）処分事業の必要性等に
関する国民全般の広報の拡充、処分の安全性や処分地
選定手続き、地域振興等に関する地域広報の充実、
（イ）国が前面に立った取組として、NUMOの公募
による方法に加え、地域の意向を尊重した国による文
献調査実施への申入れを追加、（ウ）都道府県を含め
た広域的な地域振興構想の提示、（エ）国民理解に資
する研究開発及び国際的連携の推進等が示されてきま
した。国においては、本強化策を踏まえ、以下の取
組等を実施しました。
（ⅰ）広聴・広報活動

高レベル放射性廃棄物等の処分事業は、国民
全般からの信頼と理解・協力を得ることが極め
て重要であるため、広聴・広報活動を実施し、
地層処分事業の必要性等を国民一人一人に考え
てもらい処分地選定につなげていく必要があり
ます。

東京電力㈱福島第一原子力発電所事故後の状
況等を踏まえ、広聴活動に重点を置いたワーク
ショップの開催、地層処分模型展示車の運用、
インターネット上で自由な議論や情報の共有が
できる場を引き続き設ける等、処分事業の必要
性等に関する国民全般への広聴・広報活動を実
施しました。

（ⅱ）研究開発
研究開発については、（独）日本原子力研究開
発機構が中心となって整備している深地層研究
施設等での地層処分に係る基盤研究開発の着実
な推進を行ってきました。この基盤研究開発を
計画的かつ効率的に進め、その成果を処分事業
や安全規制へ効果的に反映するため、資源エネ
ルギー庁、（独）日本原子力研究開発機構等が
中心に取りまとめた「地層処分基盤研究開発に
関する全体計画（2010年3月改定）」に基づき、
国や関係機関が一層の連携・協力を図りつつ研
究開発を進めました。
NUMOでは、地層処分事業を推進するため
に設立からの技術成果を取りまとめた報告書
「地層処分事業の安全確保（2010年度版）」を
2011年9月に公開しました。また、東日本大震
災を踏まえ、地層処分事業の安全確保に関する
追加検討を進めました。

3．原子力の安全の確保
（1） 原子力規制委員会の発足
平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震と津波
に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所の重大
事故の教訓を踏まえ、原子力利用の「推進」と「規制」
を分離し、規制事務の一元化を図るとともに、専門
的な知見に基づき中立公平な立場から、独立して原子
力安全規制に関する業務を担う行政機関として、24
年9月19日、環境省の外局として原子力規制委員会
が発足しました。原子力規制委員会は、内閣総理大
臣が任命した委員長及び4人の委員から構成され（25
年2月15日に国会同意）、その事務局機能は原子力規
制庁が担います。「原子力に対する確かな規制を通じ
て、人と環境を守ること」を組織の使命として掲げ、
5つの活動原則とともに、原子力規制委員会の組織理
念として決定しています。
25年3月現在の定員は473名（図332-3-1）、24年
度予算（補正後）は37,755百万円です（なお、内閣
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府において、別途、原子力防災関連予算21,842百万
円（補正後）を計上）。24年9月19日から25年3月
末日までに、原子力規制委員会を35回開催し、必要
な審議、評価、決定等を行いました。

（2） 原子力施設の安全確保に向けた取組
①東京電力福島第一原子力発電所の安全確保
東京電力福島第一原子力発電所の安全確保及び同1
～4号機の廃炉に向けて、平成24年11月7日に核原
料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
（昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」と
いう。）に定める「特定原子力施設」として指定し、
「措置を講ずべき事項」を提示しました。これを受け
平成24年12月7日に東京電力から提出された実施計
画について、原子力規制委員会委員、原子力規制庁
職員、外部有識者等から成る「特定原子力施設監視・

評価検討会」において許可に向けて検討を進めていま
す。また、原子力災害対策特別措置法（平成11年法
律第156号）に基づき東京電力から原子力規制委員会
に報告があったもののうち、3号機使用済燃料プール
内への鉄骨落下、停電による使用済燃料プール代替
冷却システム等の一部設備の停止等、施設の安定的な
運転に影響を与える可能性のある事象や放射性物質を
含む水の系外への漏えいなどの事象については、原子
力規制委員会が再発防止策等の妥当性について確認し
ました。

②規制基準等の見直し
平成24年6月に原子炉等規制法が改正され、重大
事故（シビアアクシデント）対策の強化や、最新の技
術的知見を取り入れ、既設の施設にも新規制基準への
適合を義務づける制度（バックフィット制度）の導

【図332-3-1】原子力規制委員会　組織図
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入等を行うこととなりました。このうち、改正法に
基づき25年7月までに施行する必要のある発電用軽
水型原子炉に係る新規制基準等の策定に関しては、原
子力規制委員会委員、外部有識者、原子力規制庁職
員等から成る検討チームを3つ設け、東京電力福島
第一原子力発電所事故の教訓や国際原子力機関
（IAEA）等の国際基準を踏まえ、検討を行いました。
25年2月には、重大事故対策を取り入れ、地震・津
波対策等を強化した新規制基準の骨子案を取りまと
め、パブリックコメントを実施しました。
また、核燃料施設等についても、平成25年12月
までの施行に向けて、新規制基準等の策定作業を開始
しました。

③敷地内破砕帯の調査
旧原子力安全・保安院の指示により追加調査を行っ
ている原子力発電所の敷地内の破砕帯については、平
成24年10月以降、関西電力大飯発電所、日本原子
力発電敦賀発電所及び東北電力東通原子力発電所にお
いて、順次現地確認を行い、活断層であるかどうか
の評価のための検討を行いました。これらの現地調
査・評価は、担当委員及び関係学会からの推薦を受け
た者から成る有識者会合を発電所ごとに設けて実施し
ました。

④全国の原子力施設の安全性の点検
平成25年3月現在の原子力発電所の運転状況等は
図332-3-2のとおりです。
原子力施設の安全を確保するために、電気事業法に
基づき、18施設（実用発電用原子炉全17施設、研究
開発段階炉［建設中］全1施設）で定期検査を実施し
ており、また、原子炉等規制法に基づき、5施設（加
工施設2施設、研究開発段階炉［廃止措置中］1施設、
再処理施設1施設、廃棄物管理施設1施設）で施設定
期検査を実施しました。また、同法に基づき、保安
規定の遵守状況を確認する検査（保安検査）を、62
施設について行いました（加工施設全6施設、試験研
究用原子炉全6施設、試験研究用原子炉［廃止措置
中］全8施設、実用発電用原子炉全17施設、実用発
電用原子炉［廃止措置中］全2施設、研究開発段階炉
［建設中］全1施設、研究開発段階炉［廃止措置中］
全1施設、再処理施設全2施設、廃棄物管理施設全2
施設、廃棄物埋設施設全2施設、核燃料物質使用施
設全15施設）。
また、原子炉等規制法に基づき報告のあった事故・
故障等は7件（実用発電用原子炉4件、試験研究炉及
び使用施設3件）でした。

【図332-3-2】全国の原子力発電所とその運転状況（2013年3月31日現在）
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（3） 危機管理体制の整備及び事故時の影響緩和の
ための取組

①原子力災害対策の体制整備
東京電力福島第一原子力発電所事故の経験と教訓を
踏まえた新たな原子力災害対策を構築するため、平成
24年9月19日の原子力規制委員会の設置に合わせ、
原子力基本法（昭和30年法律第186号）、原子力災
害対策特別措置法等の関連法令が改正され、政府の新
たな原子力災害対策の枠組みが構築されました（図
332-3-3）。
原子力災害対策に係る施策は、政府全体が一体的に
取り組み、これを推進することが必要です。このた
め、政府全体の原子力防災対策を推進するための機関
として、内閣に「原子力防災会議」が設置され、原
子力規制委員会委員長が会議の副議長に位置づけられ
ました。また、大量の放射性物質の放出等、原子力
緊急事態が発生した場合に設置される「原子力災害対
策本部」においては、原子力規制委員会委員長がその
副本部長に位置づけられ、原子力施設の安全に係る技
術的・専門的事項の判断については、原子力規制委員
会が一義的に担当することとなりました。
また、このような新たな原子力災害対策の体制整備
に伴い、平成24年9月6日、我が国の防災に関する

方針をまとめた防災基本計画の原子力災害対策編が改
正されました。さらに、原子力災害発生時の対応に
ついて、原子力規制委員会を含めた関係省庁の具体的
な活動要領を定めるため、10月19日に開催された第
1回原子力防災会議において、原子力災害対策マニュ
アルが了承されました。同マニュアルにおいては、
政府としての具体的な要員配置や対応手順等が定めら
れ、原子力規制委員会は、総理大臣官邸（以下「官邸」
という。）内に設置される原子力災害対策本部の事務
局の中枢となり、情報収集・情報発信、事業者の事
故収束活動の監督、避難等の周辺住民に対する防護措
置に係る専門的判断等を行うこととされました。

②原子力災害対策指針の策定
原子力災害対策特別措置法では、原子力規制委員会
は、事業者、国、地方自治体等による原子力災害対
策の円滑な実施を確保するため、原子力災害対策指針
を定めることとされています。このため、原子力規
制委員会において、発足後速やかに同指針の議論を開
始し、平成24年10月31日に同指針を策定しました。
その後も、緊急時における防護措置の判断基準やそ
れに応じた防護措置、スクリーニングや安定ヨウ素
剤の予防服用等の被ばく医療等について、内容の充実

【図332-3-3】政府の原子力防災体制

内閣

内閣府

事務局
（事務局長：原子力規制庁長官＊）

＊マニュアルに明記

原子力規制委員会

原子力規制委員会

原子力施設の安全の確保

本部との連携

事務局

原子力防災会議

環境省 内閣府

環境省 内閣府

その他関係省庁

その他関係省庁

（事務局長：環境大臣）

原子力災害対策本部
原子力緊急事態に係る繋急事態応急対策・原子力災害事後対策の総合調整

平
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急
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原子力利用における
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専門的・技術的知見
を提供
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専門的・技術的知見
を提供

公害に係る健康被害の
補償及び予防、放射性
物質による環境の汚染
への対処に関する事務
を担う観点から、知見
を提供・取組をリード

原子力災害対策指針に基づく施策の実施の推進等、
原子力防災に関する平時からの総合調整

それぞれの事務の観点か
ら、原子力防災会議の施
策や総合調整に参加地域防災計画の策定支援、

自治体向け防災対策予算の
執行、総合防止訓練の企画
等を行う。

公害に係る健康被害の
補償及び予防、放射性
物質による環境の汚染
への対処に関する事務
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を提供・取組をリード

（原子力防災担当：
防災担当と連携）

原子力施設における
事故の収束

原子力防災専門官が、
原子力災害の発生又は
拡大の防止の円滑な実
施に必要な業務を行
う。

それぞれの事務の観点から、
原子力災害対策本部の施策
や総合調整に協力

（常設）

（原子力緊急事態宣言をしたときに臨時に設置）
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を図るべく、原子力規制委員会委員、外部有識者、
原子力規制庁職員等から成る検討チームを設け、検
討を行いました。それを受けて、原子力規制委員会
において、平成25年1月30日には、原子力災害対
策指針の改定原案を取りまとめ、パブリックコメン
トを行った上で、2月27日、同指針を改定しました。
同指針を踏まえた、関係地方公共団体における地域防
災計画の策定の支援を進め、また、防災資機材やオ
フサイトセンターの整備支援に必要な予算措置を計
上して、地域における原子力災害対策の体制整備を図
りました。

③原子力規制委員会の緊急時対応への取組
平成24年9月19日の平成24年度第1回原子力規
制委員会において、警戒事象（原子力発電所立地市町
村における震度5弱以上の地震の発生や立地都道府県
における大津波警報の発令等）が発生した際の原子力
規制委員会の対応について定めた、「原子力規制委員
会初動対応マニュアル」を決定しました。また、緊
急時における情報連絡を円滑かつ確実なものとするた
め、国、地方公共団体、事業者における各拠点が接
続されたテレビ会議システム、衛星回線を活用した通
信システムなどを整備しました。
平成24年10月25日に宮城県沖で地震が発生（石
巻市で震度5弱を観測）した際には、上記マニュア
ルに沿って原子力規制委員会委員長以下、委員及び
原子力規制庁幹部がERC（原子力規制庁緊急時対応
センター）に参集し、原子力規制委員会原子力事故
警戒本部を設置して緊急時対応を行いました。また、
10月5日には、原子力規制委員会委員が、自衛隊及
び警察の協力を得て、日本原燃株式会社・六ヶ所再
処理施設への現地参加訓練を行ったほか、11月には
原子力規制委員会委員及び原子力規制庁幹部等を対象
とした参集訓練を実施しました。また、12月には課
長級以下の原子力規制庁職員を対象とした通信機器の
習熟訓練及び官邸の危機管理センターとの情報伝達
訓練を実施しました。
また、事故の際に適切に環境モニタリングが実施で
きるよう、放射線モニタリング対策官事務所にモニタ
リングカーを配備するとともに、平成24年10月19
日、原子力緊急事態における原子力規制委員会の応急
対策に関して技術的事項の検討に関する支援を行う緊
急事態応急対策委員を任命しました。

④放射線モニタリング
原子力規制委員会の発足に伴い、放射線モニタリン
グについては、同委員会がその司令塔機能を担うこと
となりました。放射線モニタリング結果について、1
週間ごとに解析し、1ヶ月ごとに解析結果をとりまと
め、評価・公表しました。

⑤核物質防護
核物質防護（核セキュリティ）に関しては、平成
24年 9月19日から平成25年 3月31日までに、45
件の施設変更の認可を行ったほか、41件の核物質防
護検査（核物質防護規定の遵守状況についての検査）、
29件の特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結
確認を行いました。また、平成25年3月4日、「核
セキュリティ検討会」を立ち上げ、幅広い視点から、
当面の諸課題に対応することとしました。

（4） 原子力規制行政に対する信頼の確保に向けた
取組
原子力規制委員会及び検討チーム等の会議の議事、
議事録及び資料の原則公開、委員3人以上が参加する
規制に関わる打合せの概要、被規制者との面談の概要
等の原則公開、行政文書の積極的公開、報道機関に
対する幅広く積極的な記者会見（定例は原子力規制委
員会委員長／週1回、原子力規制庁報道官／週2回）
等を行い、意思決定過程の透明性の確保に努めまし
た。また、意思決定に関与する者の中立性を確保す
るため、原子力規制委員会委員の在任期間中の行動規
範や外部有識者の選定に当たっての要件等を定めま
した。
また、実効ある規制事務を遂行するためには職員の
資質向上を図ることが重要であり、原子力安全規制に
関する専門研修等に加え、職員の使命感の向上を図る
ための研修、原子力工学の知識の維持・向上のための
研修等を実施しました。
国際社会からの信頼確保や連携・協力も重要課題で
あり、2012年10月に、原子力規制委員会委員が米
国、英国及びフランスの原子力規制機関及び国際原子
力機関（IAEA）を訪問し、新設された原子力規制委
員会の概要及び原子力規制の取組状況等について説明
するとともに、今後の連携・協力のあり方等について
意見交換を行いました。また、2012年12月に日本政
府とIAEAが共催した「原子力安全に関する福島閣
僚会議」の専門家会合において、原子力規制委員会委
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員長が基調講演を行うとともに、同会議の開催期間中
に、米国、英国、フランス、ドイツ、カナダ、ロシア、
韓国、ベトナム及びベラルーシの原子力規制機関と
それぞれ会談を行い、米国及びフランスとの間で原子
力安全の協力に関する従来の二国間取決めが引き続き
有効なものであることを確認するための覚書にそれぞ
れ署名しました。また、米国、英国及びフランスの
原子力規制機関のトップとしての豊富な経験をはじ
め、国際的な幅広い活動歴を有する3名の有識者を国
際アドバイザーに委嘱し、12月14日、東京において
原子力安全に関する意見交換を行いました。

4．原子力発電利用における国際的協力
地球環境問題への対応とエネルギー安全保障の観
点から原子力発電を導入、拡大させようという国々
が原子力発電計画を進めていく上では、安全や核不拡
散、核セキュリティを確保するための法体系や規制
体系の整備、それらに携わる人材の育成等多くの基盤
整備が必要となります。我が国は原子力発電を長期に
わたり継続的に利用してきた先進的な国として、二国
間での協力と併せて、多国間の枠組みにおいても新規
導入国の基盤整備支援に取り組んできました。
また、世界的な原子力発電の拡大と核不拡散の両立
のため、IFNEC（国際原子力エネルギー協力フレー
ムワーク）や核燃料供給についての国際的な管理構
想等国際的な枠組み作りの動きに対し、我が国は、原
子力平和利用の模範国として、これまでの経験や技術
を最大限に活かし、積極的な協力・貢献を行いまし
た。

（1） IAEAでの協力
①原子力安全への取組
IAEAが行うアジア地域を対象とした原子力安全の
維持・向上に関する各種協力プロジェクト、耐震安
全性に関する活動及び放射性廃棄物の処分方法、安全
確保等に関する調査研究事業に拠出を行うことによ
り、国際的な原子力安全活動に協力・貢献しました。
2012年12月には、IAEAと共催で福島県郡山市に
おいて「原子力安全に関する福島閣僚会議」を開催し
ました。本会議には、117の国及び13の国際機関か
ら、閣僚等のハイレベルを含む出席があり、東京電
力（株）福島第一原子力発電所事故から得られた知見
及び教訓を閣僚及び専門家レベルで国際社会と共有す
るとともに、原子力安全の強化に関する国際社会の

様々な取組の進捗を議論しました。我が国は、IAEA
の原子力規制に対するIRRSミッションや東京電力
（株）福島第一原子力発電所の廃炉に対するミッショ
ンの受入れや、国際的な原子力安全の強化に貢献して
いくことを表明しました。

②原子力発電の理解促進への取組
国際原子力機関への拠出を通じ加盟国のオピニオン
リーダーを対象とした広報セミナーや原子力広報担
当者を対象としたワークショップを開催しました。
これにより、原子力発電の役割や安全性に関する正確
な情報の提供、透明性の高い情報公開による、原子
力に対する一般公衆の理解を増進する活動に協力、貢
献しました。

③原子力発電導入のための基盤整備支援への取組
国際原子力機関への拠出を通じ、原子力発電導入を
検討している国へIAEA及び国際的な専門家グルー
プによるレビューミッション派遣等の支援を行い、
その評価を通じて当該国の制度整備等が確実になさ
れ、核不拡散、原子力安全等への対応がなされるこ
とに協力、貢献しました。

④核不拡散への取組
IAEAが行う核不拡散抵抗性・保障措置に関する検
討、安全性の調査・評価の事業等に拠出を行い、ワー
クショップ等を開催しました。

（2） 経済協力開発機構原子力機関（OECD/
NEA）での協力
経済協力開発機構原子力機関への拠出を通じ、原子
力発電及び核燃料サイクルの技術的・経済的課題、放
射性廃棄物、原子力発電の安全確保に関する技術基
盤、産業基盤、放射線に関する知識の普及の調査検
討活動や、OECD/NEAが行うGIF（第四世代原子
力システムに関する国際フォーラム）事務局活動に
協力、貢献しました。

（3）原子力発電拡大と核不拡散を両立するための
枠組構築への協力

①核燃料供給保証
2010年 12月のIAEA理事会において、IAEAが
低濃縮ウランを備蓄・管理し、自前で製造できない途
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上国などが国際情勢の影響などで市場から購入できな
い場合に、その要請に応じて市場価格で提供する核燃
料バンクの設立が決議されました。米欧などが約1億
5千万ドルの運営資金の拠出を約束しました。

②国際原子力エネルギー協力フレームワーク
（IFNEC）
2006年に、米国ブッシュ前政権は、これまでの使
用済み燃料の直接処分一辺倒の方針を転換して、放射
性廃棄物を減量し、核拡散抵抗性に優れた先進的再処
理技術開発を促進するとともに、取り出されたプルト
ニウム等を燃やすための高速炉の開発を推進すること
を目指し、GNEP構想を発表しました。2010年6月
の第6回運営グループ会合において、GNEPは、
IFNEC（The International Framework for 
Nuclear Energy Cooperation）に枠組みを変更し、
信頼性が高く、経済的な燃料サービス・供給の拡大
に資する国際的な供給体制を構築することで、核拡散
のリスクを低減させながらも原子力利用と経済発展を
実現するオプションを提供することを目的とした国
際協力枠組みとなりました。
2012年 7月には核燃料サービスWG、基盤整備
WG及び両WGの合同WGが米国で開催されまし
た。また、10月にはモロッコで執行委員会が開催さ
れ、これらの会合へ日本政府からも出席し、積極的
に議論に貢献しました。

（4） 先進的原子力技術に関する国際協力
安全性、信頼性、核拡散抵抗性に優れた次世代の
原子力システムの開発に向け、アメリカの提唱によ
り、2001年に「第四世代原子力システムに関する国
際フォーラム（GIF：Generation IV International 
Forum）」が発足し、我が国も発足時よりメンバー国
として参加してきました。2005年2月に日本、カナ
ダ、フランス、英国、アメリカの間で、ナトリウム
冷却高速炉（SFR）や超臨界圧水冷却炉（SCWR）を
含む六つの炉型を対象として、研究開発協力を行うた
めの枠組みを構築する国際約束が締結され、炉型ごと
の研究開発協力についての検討を進めました。
我が国は、これまでに四つの炉型について、具体
的な協力のあり方を定めるシステム取決めを締結し、
各システム下の個別の研究開発のあり方を定めるプロ
ジェクト取決めを順次策定し研究開発協力を実施し
てきました。SFRについてはタスクフォースが組織

され、国際的に共通の安全設計クライテリアをとりま
とめるための検討が進められています。
また、SFRについては、（独）日本原子力研究開発
機構、フランス原子力庁（CEA）及び米国エネルギー
省（DOE）が、研究開発協力の取組を強化するため、
2008年1月31日に実証炉／プロトタイプ炉の協力覚
書を作成し、各国の開発計画に沿って、SFRの実用
化に向けた取組を相互に調和させるための検討を実施
しました。また、同年8月には、覚書に基づく協力
の実施を延長し、2010年10月には今後の協力をより
一層強化するため覚書を改正しました。

（5） 海外の原子力安全規制に関する情報収集・調
査等の実施
我が国の原子力安全規制の有効性の維持・向上を図
るために、国際原子力機関（IAEA）等多国間の枠組
み及び二国間の枠組みを活用し、海外の原子力安全に
関する情報収集・調査研究等を行いました。また、原
子力の安全に関する条約について、2011年4月に開
催された締約国による検討会合に出席し、国別報告書
について相互レビューを行いました。また、使用済
燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約に
ついても、2012年5月に開催された締約国による検
討会合に、同条約に基づく義務を履行するためにとっ
た我が国の措置に関する国別報告書を提出し、会合の
場で他の締結国と相互レビューを行いました。

第3節
エネルギーに係る安全の確保

1．エネルギーに係る安全の確保
（1） 石油事業の安全の確保
石油等のうち一定以上の火災危険性を有するものに
ついては、消防法で「危険物」と指定し、火災の防
止等のための規制が行われています。具体的には、施
設の位置、構造、設備等の技術基準への適合、石油
等の取扱い・貯蔵方法等の基準適合等を、一定以上の
石油等を貯蔵し、又は取り扱う事業者等に対し義務付
けています。また、特に大量の石油や高圧ガスを取
り扱っている石油コンビナート等特別防災区域内の
事業者に対しては、消防法等とあわせて石油コンビ
ナート等災害防止法による規制が行われています。
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（2） 電気事業の安全の確保
発電所や送変電設備等の電気工作物については、電
気事業法による規制が行われています。具体的には、
設置者による自主保安を原則とし、電気工作物の技術
基準への適合性確認、保安規程の作成及び届出、主
任技術者の選任を設置者自らが行うことを義務付けて
います。また、一定規模以上の発電所等については、
工事計画を届け出させるとともに、設置者による自主
検査の実施に係る体制を国が審査し、その評定結果に
応じて審査頻度を軽減させることにより、事業者が自
主保安を徹底するインセンティブを与える安全管理
審査制度を導入しています。

（3）ガス（都市ガス）事業の安全の確保
都市ガス用途の導管等のガス工作物については、ガ
ス事業法による規制が行われています。具体的には、
ガス事業者の自主保安を原則としていて、技術基準へ
の適合性確認、保安規程の作成及び届出、主任技術
者の選任を行うことをガス事業者に対し義務付けてい
ます。これら事業者の確認結果や自主検査の検査記録
等は立入検査を実施することにより、国が事後的に確
認を行っているほか、特に重要な設備については、
工事計画の届出を義務づけ、国が事前に審査すること
としました。

（4）液化石油ガスの安全の確保
液化石油ガス（LPガス）の供給及び消費に関して
は、LPガス事故の防止のため、液化石油ガス保安の
確保及び取引の適正化に関する法律により規制が行わ
れています。具体的には、一般消費者等を対象とし
たLPガス販売事業者の登録、供給設備等及びの基準
適合、消費設備等の基準適合、保安業務の実施等を
義務付けており、これらを立入検査等により確認して
います。

（5）鉱山の安全の確保
国内に存在する石油・天然ガス・石炭等の各鉱山に
おける労働者の安全確保、周辺環境の保全と鉱物資源
の保護については、鉱山保安法による規制が行われて
います。具体的には、鉱業権者の自主保安を原則と
しており、現況調査を踏まえた保安規程の作成、保
安統括者及び作業監督者の選任、保安委員会の設置を
行うこと等を義務付けています。また、各鉱山に対
しては、全国に設置された各産業保安監督部等におい

て保安技術やリスクマネジメントに係る指導・監督を
実施しており、鉱業権者・鉱山労働者・国が一体とな
り危害及び鉱害の防止に向けた取組が進められまし
た。

（6）水素等の安全の確保
水素、天然ガス、液化石油ガス等その他エネルギー
源となる高圧ガスについては、高圧ガス保安法により
製造、供給、消費等が規制されています。特に水素
は、①わずかな静電気でも、また、広い濃度範囲で
も発火する、②最大燃焼速度が早く爆発の威力が大き
い、③水素脆化という材料を劣化させる性質がある等
の危険性があります。そのため、具体的な規制とし
て、燃料電池自動車搭載用の容器や水素供給設備に使
用する材料等を限定し、水素供給設備に対する保安距
離の確保等を義務付けています。
規制の見直しに当たっては、安全確保が前提にな
ります。具体的には、民間事業者が見直しを求める
場合は、自主保安の考え方に基づき、見直した場合
の安全性に十分に科学的根拠があることを自ら検証
し、国に対し説明することが必要です。国は、それ
を踏まえて、専門家の意見を聞く等しながら、見直
しの適否を判断します。本年度は、安全性を確認し
た上で、水素供給設備において、より高圧（70MPa）
の水素を市街地で充塡するための省令等の改正を
2012年11月に行いました。

2．自然災害に対する対策
2004年10月23日に発生した新潟県中越地震は地
域に甚大な被害をもたらしましたが、経済産業省は地
震発生後直ちに、被害地域を担当する電気事業者、ガ
ス事業者、石油精製業者、石油販売業者、LPガス事
業者に対し、復旧に全力を尽くすよう指示するととも
に、関係事業者及び事業者団体に復旧対策に最大限の
支援を行うよう要請しました。例えば、ガソリン不
足が懸念されたため、経済産業省は新潟県警察本部に
連絡しタンクローリーが被災地に速やかに到達でき
るよう手配するとともに、被害の比較的小さかった
サービスステーション（SS）においては製品のある
限り営業時間を延長するよう要請しました。また、阪
神・淡路大震災時にならい、現地に対策支援室を設置
し、被害状況及び復旧状況の的確な把握、現地自治
体等との連絡調整、救援物資の調達・供給に関する支
援等を行いました。更に、地震活動の継続、避難の
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長期化を受け、特別措置の拡充をはかり、被災地だ
けでなく避難先で使用された電気、ガス料金の支払期
限も延長することとしました。
本地震に際しては、現地事業者、電気事業連合会、

（社）日本ガス協会、石油連盟、全国石油商業組合連
合会、日本LPガス団体協議会及び近隣の事業者が互
いに協力し、例えば、電気については最大時には作
業員約2,300名、発電機車90台が、ガスについては
作業員約1,600名が動員・投入され、代替的供給手段
の確保も含めた復旧及び復興に貢献しました。なお、
阪神・淡路大震災の教訓から、電気については復電時
における各戸ごとの送電の安全性確認を行い、漏電に
伴う火災の発生を未然に防止することができました。
ガスについてもマイコンメーターの普及が約100％
まで進み、またポリエチレン管の普及を進めた結果、
ガス漏洩による火災等の発生を未然に防止することが
できました。
石油製品については、経済産業省より石油元売各社
に対してもガソリン等の供給を遺漏なく行うように指
示しました。石油元売各社、石油連盟、全国石油商
業組合連合会や石油製品販売業者等は、他地域からの
ガソリン等の被害地域への輸送・営業時間の延長等被
害地域への石油製品の迅速且つ円滑な供給に大きく貢
献しました。また、石油元売各社等は自主的に灯油、
水、食料品及び防寒用品等を被災地へ供給しました。
その他、LPガス及び都市ガスについては、業界団
体・事業者が代替熱源としてのカセットコンロ数万
台の無償提供、避難所での炊き出し、仮設風呂・仮
設住宅への熱源供給等を行いました。
2005年度においても7月に千葉県北西部を、8月
に宮城県沖を震源とする地震が発生したほか、台風や
大雪による災害が発生しました。なかでも、12月22
日には、暴風雪等の影響により、新潟県下越地域を
中心に最大約65万戸の大規模な停電が発生しました。
これを受け、経済産業省は、事業者に対して、早期
復旧に全力を尽くすよう要請するとともに、現地に職
員を派遣する等の対策を講じました。また、一般電
気事業者等に対し、大規模停電の予防対策の実施等を
要請する等、再発防止に全力を尽くしました。更に、
都市ガス及びLPガス事業者等に対しても、寒波・雪
害対策の徹底を要請しました。

2007年度は、7月16日に新潟県中越沖地震が発生
し、停電やガス導管の破裂等が発生しました。停電
については、電力会社によって、地震発生2日後に
は倒壊した家屋や屋内配線の安全性の確認ができない
家屋等を除き、送電を完了しました。ガスについて
は、日本ガス協会や事業者等の応援により、移動式
ガス発生設備の設置や、カセットコンロの搬入等の
対策を講じた他、早期復旧にも努め、LPガスについ
ては7月23日に、都市ガスについては8月27日に
は対象となる全戸に対して供給が可能となりました。
2008年度は、岩手・宮城内陸地震、岩手県沿岸北
部を震源とする地震の二度の大きな地震が起こり、岩
手・宮城内陸地震では約3万戸、岩手県沿岸北部を震
源とする地震では約9千戸の停電が発生する被害を受
けましたが、立ち入り禁止区域以外については迅速に
復旧が進み、電気の供給についての影響は比較的小さ
いものでした。
2009年度は、駿河湾を震源とする地震が起こり、
約1万戸の停電が発生する被害を受けましたが、迅速
な復旧が進み、電気の供給についての影響は比較的小
さいものでした。4

第4節
化石燃料の高度利用

1．石炭の意義と取組
（1） 石炭の開発・利用の意義
石炭は、他の化石燃料に比べ可採年数が長く、世
界各国に幅広く分布する等、供給安定性が高く、経
済性に優れています。
他方、他の化石燃料に比べ、燃焼過程における単
位発熱量当たりの二酸化炭素の排出量が大きいこと
等、環境面での制約要因が多いという課題を抱えてい
ます。我が国は、消費する石炭のほぼ全量を輸入に
依存し、年間約1億7,500万トンを輸入する世界最大
規模の石炭輸入国です。我が国の一次エネルギーの
約2割、発電量の約1／4を石炭火力が占めています。

（2） 石炭の開発及び利用に係る政府の取組
近年、地球環境問題に対する関心の高まりを背景

4　東日本大震災については、平成 22 年度エネルギーに関する年次報告、平成 23 年度エネルギーに関する年次報告、本報告第一部に 2013 年
3 月末頃までの主な施策を記載しています。
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に、世界の二酸化炭素排出量の約3割を石炭火力発電
が占める石炭について、よりクリーンな利用が求め
られてきました。我が国の石炭火力発電技術は、世
界最高水準の発電効率を有しておりますが、更なる低
炭素石炭火力発電の実現を目指し、石炭ガス化複合発
電（IGCC）等の更なる高効率化とCCSの大規模実証
事業及び技術開発を推進してきました。
このようにして、我が国の石炭利用技術の競争力を
将来にわたって維持するとともに、国内石炭火力を
最新鋭技術の実証の場と位置づけ、これを基盤とし
て、海外展開を進めました。
また、中国やインド等による石炭輸入の拡大及び海
外における石炭資源権益獲得や、産炭国における自国
の石炭需給を優先する輸出抑制等の動きがあることか
ら、海外における炭鉱開発支援や協力事業等を通じた
産炭国との関係の強化の我が国の石炭の安定供給確保
のためのさまざまな施策に積極的に取り組みました。
さらに、エネルギーとしての石炭の重要性やクリー
ンな石炭利用の現状等について、広く正しく理解して
もらうため、エコプロダクツ2012におけるセミナー
や石炭の日「クリーン・コール・デー（9月5日）」
の時期に開催する国際会議への協力等様々な普及・
啓発活動に協力しました。

2．2012（平成24）年度において石炭
の開発及び利用に関して講じた施策

（1） 石炭火力発電の高効率化･低炭素化の実現
クリーン・コール・テクノロジーの開発、実証、
普及を進めるとともに、IGCC等とCCSを組み合わ
せた低炭素石炭火力発電の実現等を目指し、2012年
度は、以下の施策を実施しました。

①国内外の低炭素石炭火力発電の実現
（ア） 石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金
（1,370百万円）
酸素吹石炭ガス化複合発電（酸素吹IGCC）技術を
実証規模で確立するため、酸素吹IGCCの詳細設計
及び土木工事を実施しました。
（イ） クリーンコール技術開発（3,006百万円）
ゼロエミッション石炭火力の実現に向け、①IGCC
からCCSまで一貫したトータルシステムの設計等、
②革新的な石炭ガス化技術にかかる先進基礎研究、③
石炭燃焼に伴い発生する微量成分の分析・測定技術の
開発、④石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）向け

石炭ガス化ガスのクリーンナップ要素研究等、⑤高
圧系統が優位に働くCO2分離・回収技術をパイロッ
ト規模でIGCCに組み合わせてシステム検証を実施し
ました。
（ウ） 酸素燃焼国際共同実証事業（350百万円）
オーストラリア・カライド地区における微粉炭火
力発電所を改造し、酸素燃焼技術を用いて発電を行
い、発電所から回収した二酸化炭素を地中貯留する実
証事業を日豪共同で推進しました。
（エ） 高効率褐炭乾燥システム研究（192百万円）
水分含有量が多く、これまで生産地でしか利用され
てこなかった褐炭を有効かつクリーンに利用するた
め、高効率に褐炭を乾燥させるシステムについて技術
開発を実施しました。
（オ） 低品位炭からのクリーンメタン製造技術研究
（50百万円）
褐炭等の低品位炭から利便性の高い代替天然ガス

（メタン、プロパン等）へ高効率に転換する触媒及び
プロセスについて技術開発を実施しました。
（カ） 石炭灰の有効利用技術に関する研究（35百万円）
石炭灰の発生量や有効利用に関する実態を把握する
ため、石炭灰有効利用促進調査を行うとともに、セ
メントを使用せず石炭灰を主原料として構成するコン
クリート（硬化体）の製造技術開発調査等を実施し
ました。

②効率改善やバイオマス混焼及び老朽石炭火力のリプ
レース等による最新設備の導入
石炭火力発電については単位発電量当たりの二酸化
炭素を低減させるため、現在運転中の石炭火力におけ
る効率改善やバイオマス混焼を推進しました。また、
秋以降、「発電所設置の際の環境アセスメントの迅速
化等に関する連絡会議」において検討を行い、火力発
電所等のリプレース等における環境アセスメントの
迅速化等に関する取組内容をまとめました。これによ
り、環境負荷が低減されるリプレース事業において
は、通常3年程度要していた環境アセスメント期間
が、最大1年強程度に短縮されることになります。ま
た新増設に係る審査期間の短縮等についても適用可能
なものは適用し、環境アセスメント期間を短縮するこ
ととしております。これらの取組により、今後、更
なる高効率化、低炭素化に資することが期待されま
す。
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③我が国クリーンコール技術の海外展開の推進
（ア）気候変動対応クリーンコール技術国際協力事業
（660百万円）
専門家派遣による石炭火力発電所の設備診断や技術
移転研修などを通じ、インド等のアジア地域やポー
ランド等の東欧地域への日本のクリーン・コール・
テクノロジーの普及を図りました。
（イ）石炭高効率利用システム案件等形成調査事業
（895百万円）
我が国が有するクリーン・コール・テクノロジー
を海外へ普及するため、アジア、東欧、豪州等69カ
国において、高効率石炭火力発電所新設プロジェク
ト等11件の案件形成調査を実施しました。

3．ガス体エネルギーの意義
天然ガスは、中東以外のアジア、オーストラリア
等の地域にも広く分散して賦存するとともに、他の化
石燃料に比べ相対的に環境負荷が少ないクリーンな
エネルギーであり、安定供給の確保及び環境保全の
両面から重要なエネルギーです（第334-3-1）。このた
め、石油、石炭、原子力等の他のエネルギー源との
バランスを踏まえつつ、天然ガスの導入及び利用拡大
を推進しました。
また、LPガスも、粒子状物質（PM）の排出がな
い等、環境負荷が相対的に小さく、天然ガスととも
にクリーンなエネルギーです。また、災害時におけ
る初期対応に適し、国民生活に密着したエネルギー
です。このため、LPガスを都市ガスとともにガス体

エネルギーとして一体的にとらえるとともに、事業
者の競争環境の整備等を通じ、より一層のガス利用者
の利益の増進を図りました。
その他、天然ガス資源の一種であるメタンハイド
レートは、メタンガスと水が低温・高圧の状態で結
晶化した『氷状の物質』で、日本周辺の海域に相当量
の賦存が見込まれていますが、生産・回収するための
技術が確立していないため『将来のエネルギー資源』
と呼ばれています。このため、政府では、2018年度
を目途に商業化に向けた技術整備を行うことを目標と
して、世界に先駆けて積極的に技術開発を進めまし
た。

4．2012（平成24）年度におけるガス
体エネルギーに関する施策

（1） 天然ガスの開発、導入及び利用
①天然ガスの開発等に向けた取組
（後掲　第4章第1節3．（1）～（4）　参照）

②需要拡大のための方策
（ア） エネルギー使用合理化事業者支援補助金（天然

ガス分）（3,960百万円）
産業用等及び業務用におけるエネルギー多消費型
設備（工業炉、ボイラー等）のエネルギー使用合理
化を図るもので、具体的には、省エネルギー及び二
酸化炭素排出削減に寄与する天然ガスを高度利用する
設備を導入する事業者に対し、その設備導入に要する
経費の一部を補助しました。

【第334-3-1】二酸化炭素排出量等の比較

（出所） IEA「Natural Gas Prospects to 2010」（1986）
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石油 80
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二酸化炭素（ＣＯ2） 窒素酸化物（ＮＯｘ） 硫黄酸化物（ＳＯｘ）
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（イ） 地方都市ガス事業への天然ガス導入促進（57
百万円）

天然ガスの導入及び利用拡大の観点から地方都市ガ
ス事業者が実施するガス種等の変更による天然ガス導
入（熱量変更）に対して、熱量変更初期費用負担の軽
減、技術的能力の補完、技術・ノウハウの移転等に
よる支援を行い、環境負荷の低減等に資する天然ガス
の地方都市ガス事業への導入を促進しました。
（ウ） クリーンエネルギー自動車の導入促進
（後掲　第5章2．（3）①（オ）　参照）
（エ） 環境関連投資促進税制（グリーン投資減税）
（再掲　第3章第1節2．（2）③（イ）ⅱ　参照）
（オ） 燃料電池の技術開発・導入支援
（再掲　第3章第1節2．（8）①　参照）
（カ） 分散型エネルギー複合最適化実証事業（40百万

円）
天然ガスコージェネレーション、太陽光発電設備
や太陽熱温水器等の再生可能エネルギー等を組み合
わせた供給ネットワークを構築し、最新のICT技術
を活用してエネルギー需給両面から最適制御を図る
実証を行いました。

③天然ガス利用技術（GTL）、メタンハイドレートの
開発加速
（後掲　第7章3．（6）②、③　参照）

（2） LPガスの導入及び利用
①LPガス流通合理化の推進
（ア） LPガス流通合理化対策調査（194百万円）
LPガスの流通実態・販売事業者の経営実態等を調
査し、LPガス産業全体の流通機構の適正化、合理化
策を検討するとともに、消費者等に対しLPガスに関
する取引・価格等の情報を提供し、消費者意識の向上
を図り、市場原理の一層の活性化を図るための調査等
を実施しました。
（イ） LPガス販売事業者構造改善支援事業（726百万

円）
小規模事業者が大多数を占めるLPガス販売事業者
の構造改善を促進し、LPガス販売業の体制強化を図
るため、販売事業者団体が行う消費者相談事業の実施
や販売事業者等が行う構造改善推進事業に係る費用に
対し補助を行いました。
（ウ） 国際交流事業（19百万円）
LPガスの産ガス国や消費国との協調と対話の促進
を図るため、国内外のLPガス有識者を招聘し、LP
ガス国際セミナーを開催しました。
（エ） LPガス配送合理化推進事業（150百万円）
充てん所の稼働率を高めるとともに、LPガスの交
錯輸送を解消するため、充てん所の統廃合に伴う設備
の新設及び増設等に対し補助を行いました。

②安定供給確保のための石油ガス国家備蓄等の取組
（再掲　第2章5．参照）
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第1節
電気事業制度

1．電気事業制度改革
（1） 過去四次の電気事業制度改革について
電気事業においては、規模の経済を前提に、電気
供給を営む電気事業者に対して発送電一貫の独占的供
給を認め、一方で料金規制等によってその弊害を排
除するという形の事業規制を課すことが、国民経済的
に見て最適であると考えられてきました。
このような従来の電気事業の公益事業規制の在り方
に対して、1995年、1999年、2003年に三度の制度
改革が行われ、さらに第四次の改革として2008年に
電気事業制度の改正が行われました（第341-1-1）。

①第一次電気事業制度改革（1995年）
1993年12月の総合エネルギー調査会総合部会基本
政策小委員会中間報告において、発電部門への市場原
理導入が提言され、これを受け1995年4月に電気事
業法が一部改正、同年12月に施行されました。
この規制緩和によって、電気事業者以外の事業者
が、電力会社に電気を売ること（卸売）が認められる
ようになりました。電力会社にとっては、電力会
社・卸電気事業者以外からも電気を買うことが可能と
なり、電源調達の選択肢の拡大につながりました。な
お、この電力卸売事業に新規参入する事業者は独立系
発電事業者（IPP）と呼ばれています。
また、電力会社と同様に供給地域と供給責任を持つ
という条件の下で、電力会社以外の事業者が小売まで
行うことができるよう、規制改革が行われました。こ
れによって、自前の発電設備と送配電設備を持つ事
業者が、特定地域の電力需要家に直接、電気を売る

第4章
電力事業制度・ガス事業制度のあり方

【第341-1-1】電力自由化に向けたスケジュール

（出所） 総合資源エネルギー調査会総合部会電力システム改革専門委員会（平成24年4月）

2000年３月～ 2004年４月～ 2005年４月～

自由化部門 自由化部門 自由化部門【契約ｋＷ】
（電圧Ｖ）

【2,000ｋＷ】
（20,000Ｖ）

【500ｋＷ】

【50ｋＷ】
（6,000Ｖ）

（100～200Ｖ）

【特別高圧産業用】大規模工場
【特別高圧業務用】デパート、
　　　　　　　　オフィスビル

【高圧Ｂ】
　中規模工場
　電力量　　9％

【高圧Ａ】
　小規模工場
　電力量　　9％

【低圧】小規模工場、コンビニ
　　　　電力量　　5％

【電灯】家庭
　　　　電力量　　31％

【低圧】小規模工場、コンビニ
　　　　電力量　　5％

【電灯】家庭
　　　　電力量　　31％

【低圧】小規模工場、コンビニ
　　　　電力量　　5％

【電灯】家庭
　　　　電力量　　31％

【高圧業務用】
　スーパー、
　中小ビル
　電力量　　19％

【特別高圧産業用】大規模工場
【特別高圧業務用】デパート、
　　　　　　　　オフィスビル
【高圧Ｂ】中規模工場
【高圧業務用（500ｋＷ以上）】
　　　　　　　　スーパー、中小ビル

【特別高圧産業用】大規模工場
【特別高圧業務用】デパート、
　　　　　　　　オフィスビル
【高圧Ｂ】中規模工場
【高圧業務用】スーパー、中小ビル
【高圧Ａ】小規模工場

電力量　26％

電力量　40％

電力量　63％
【高圧Ａ】
　小規模工場
　電力量　　9％

【高圧業務用】
　500kW未満
　電力量　　14％
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ことができるようになりました。この新しい事業を特
定電気事業といい、その事業者を特定電気事業者とい
うこととなりました。
更に、料金規制の見直しとして、①ヤードスティッ
ク査定の導入、②選択約款の導入、③燃料費調整制
度の導入、④経営効率化制度の見直し、等が行われ
ました。

②第二次電気事業制度改革（1999年）
1999年の制度改革では、国際的に遜色のないコス
ト水準とする観点から電気事業法が改正されました。
改正電気事業法での具体的な制度改正の内容は、小売
部門に競争を導入するため、2000年3月から大規模
工場やオフィスビル、デパート、大病院等の特別高
圧で受電する需要家（原則2万V以上で受電し、電
気の契約容量が原則2,000kW以上の需要家）に対し
ては、電力会社以外の新規参入者も電気を供給するこ
とができるようになりました（新しく電気の小売事業
に参入した事業者は、特定規模電気事業者（PPS）と
呼ばれています）。その際、自由化対象となった需要
家は、我が国の電力販売量の3割弱を占めていまし
た。また、託送ルールの整備、料金規制の見直し、
兼業規制の撤廃等がなされました。

③第三次電気事業制度改革（2003年）
2003年の制度改正では、供給システム改革による
安定供給の確保、環境への適合及びこれらの下での需
要家選択肢の拡大という観点から、電気事業法が改正
されました。
改正電気事業法は2004年4月より一部施行され、
小売自由化範囲が電気の契約容量が原則500kW以上
の高圧需要家に拡大され、我が国の販売電力量の約4
割が自由化対象となりました。
さらに、2005年4月からの全面施行により、小売
自由化範囲は電気の契約容量が50kW以上の全ての
高圧需要家にまで拡大され、我が国の販売電力量の約
6割が自由化対象となりました。また、送配電等業務
支援機関として電力系統利用協議会が、私設・任意の
卸電力取引市場として日本卸電力取引所が本格運用を
開始しました。

④第四次電気事業制度改革（2008年）
2008年の制度改正では、「安定供給」「環境適合」

「競争・効率性」という三つの課題の同時達成、需要

家の視点の重要性、日本型モデルの発展の追及という
観点から、小売自由化範囲の拡大の是非、発電卸電
力市場の競争環境の整備、同時同量・インバランス制
度、託送供給料金制度、安定供給の確保、環境適合
について検討を行いました。
競争環境整備については、卸電力取引所における時
間前市場の具体的な設計を行いました。また、変動
範囲内・外のインバランス料金について見直しを行
い、全てのPPSでインバランス料金の負担が軽減さ
れることとなりました。託送供給料金制度における変
更命令の発動基準に係る超過利潤累積額の上限の設
定、超過利潤の使途の明確化、連系線・FCの投資イ
ンセンティブに係る事業報酬率の設定を行いました。

（2） 電気事業制度改革の成果
①新規参入の状況
2000年に特別高圧需要家への小売自由化が始まっ
たことを受けて、電力小売に新規参入する企業（新電
力）が現れました。新電力は、2011年度には計194
億kWhの電力販売を行いました。また、事業者数
は、2013年2月末現在、全国で78社に達しました。

②電気料金の推移
1995年の電気事業制度改革の開始以降、我が国の
電気料金は着実に低下し、電灯・電力合計の料金単価
は、1994年度から2009年度の間において、約2割の
低下となっていて、電気料金の内外価格差は一部の
国との間では依然残るものの、縮小し、一部逆転す
る傾向となりました。2008年度以降燃料価格の影響
を受け、電気料金は上下しました。

2．2012（平成24）年度において電気
事業制度に関して講じた施策

（1） 電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会
議をうけた諸制度の改正
2012年3月にとりまとめられた「電気料金制度・
運用の見直しに係る有識者会議」（以下、有識者会議）
の報告書を踏まえ、電気料金制度に係る所要の制度改
正を行いました。

①電源構成変分認可制度の導入
有識者会議の報告書では、原価算定期間の複数年化
に伴い、原子力発電の稼働状況等により電源構成が大
きく変動した場合に、原価の適正性が維持できなくな
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る点が指摘され、料金値上げの認可を経ていることを
条件に、原価算定期間内に事業者の自助努力の及ばな
い電源構成の変動があった場合に、総原価を洗い替
えることなく、燃料費等、当該部分の将来の原価の
変動のみを料金に反映させる料金認可改定を認めるこ
とが提言されました。これを受けて、一般電気事業
供給約款料金算定規則等、所要の省令の改正を行いま
した。これにより、総原価を洗い替える必要がない
ことから、査定プロセスが簡略化され、より短期間
での料金改定が可能となったと考えられます。

②料金変更認可申請命令に係る基準の設定　
有識者会議において、原価算定期間終了後に事後評
価を実施することが、また、消費者委員会の「東京
電力の家庭用電気料金の値上げ認可申請に対する意
見」（平成24年7月13日）において、料金変更認可
申請命令等を含めた法令等の見直し・整備にかかる検
討を行うことが提言されました。これを踏まえ、規
制部門の料金設定について、構造的要因として、利
益率が必要以上に高いものとなっていないかを事後
評価として確認するため、客観的な基準を「電気事業
法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」に
おいて設定し、資源エネルギー庁ホームページに公
表しました。その基準の概要は以下の通りです。
ⅰ）電気事業利益率による基準
規制部門の電気事業利益率の直近3カ年度平均値
が、電力会社10社の過去10カ年度平均値を上回っ
ているかどうかを確認。
ⅱ）累積超過利潤による基準
ⅰに該当している場合、料金改定時の事業報酬から
想定される水準を超過して規制部門が利益（超過利
潤）を計上することにより、前回料金改定以降の超過
利潤の累積額が当該事業報酬の額を超えているかどう
かを確認。

③新しい火力入札ガイドラインの策定　
有識者会議の報告書において、一般電気事業者が火
力電源を自社で新設・増設・リプレースしようとす
る場合には、原則としてIPP入札を実施すべきであ
る旨の方針が示されました。これを踏まえ、一般電
気事業者による電源調達に競争原理を導入し、新規参
入者による卸供給を拡大することによって、電力の
安定供給と電気料金の一層の適正な原価の形成を促す
ことを目的として、昨年9月に「新しい火力電源入札

の運用に係る指針」を策定、公表しました。
また、この指針で、透明性・公平性を確保する観
点から、入札仕様等に係る提案募集後の入札要綱の確
定・公表、応募案件の評価・落札者の決定等の際に、
中立的機関による意見を聴くことが求められているこ
とを踏まえ、総合資源エネルギー調査会総合部会電
気料金審査専門委員会の下にワーキンググループを
設置しました。昨年12月には東京電力から提出され
た火力電源の入札要綱案について第1回WGを開催
し、審議を行いました。

（2） 電力システム改革専門委員会における議論
2011年12月にとりまとめられた「電力システム改
革に関するタスクフォース論点整理」や、同月、総
合資源エネルギー調査会基本問題委員会においてと
りまとめられた「新しい「エネルギー基本計画」策
定に向けた論点整理」を受け、今後のあるべき電力シ
ステムの具体的な制度設計を行うため、2012年2月
に総合資源エネルギー調査会総合部会に「電力シス
テム改革専門委員会」を設置しました。8回にわた
り、精力的な検討を進め、同年7月には「電力シス
テム改革の基本方針」をとりまとめました。本基本方
針では、小売全面自由化、卸電力市場の活性化、送
配電部門の広域性・中立性の確保などが改革の基本方
針として提言されています。その後、4回に渡り、詳
細設計について議論を行い、2013年2月には電力シ
ステム改革専門委員会報告書をとりまとめました。本
報告書の概要は下記の通りです。また、先行的に実
施する制度改革についても議論を行い、その結果、部
分供給や系統情報公開に関するガイドラインの策定を
実施しました。
＜報告書の概要＞
1）小売全面自由化
① 家庭等への小売事業への参入を自由化し、一般家
庭等の「電力選択」を実現。競争による効率化
を図る。

② 料金規制を段階的に自由化し（経過期間を措置）、
価格が弾力的に動くことで需要を抑制。

③ 事業者の撤退等で供給が受けられない需要家が生
じないよう、最終保障サービスや離島へのユニ
バーサルサービスを措置。

2）市場機能の活用
経済合理的な電源供給体制と、競争的な市場を実現
するため、卸電力市場活性化の取組を行うとともに、
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行政の市場監視を実施。
3）広域系統運用機関（仮称）の設立
強い情報収集権限・調整権限を有する広域系統運用
機関を設立し、全国大での需給調整、効率的な電源
の活用や、会社間連系線の整備といった課題に対応。
4）送配電部門の一層の中立化
送配電網を再生可能エネルギー事業者などが公平
に利用できるよう、一般電気事業者の送配電部門を別
会社とする「法的分離」方式により、送配電部門の一
層の中立化を図る。
5）安定供給のための供給力確保策
電源開発投資が行われない場合に備え、広域系統運
用機関が電源建設者を公募入札する仕組み等を構築。
6）工程表
第1段階　広域系統運用機関の創設　2015年（2年
後）目途
第2段階　小売（参入）全面自由化　2016年（3年
後）目途
第3段階　送配電部門の法的分離、料金規制撤廃
 2018-2020年（5-7年後）目途

第2節
ガス事業制度

1．ガス事業制度改革
これまでのガス事業制度改革について
ガス事業については、1995年、1999年、2004年
及び2007年の四度にわたり大きな制度改革が行われ
ました（第342-1-1）。

（１）小売自由化範囲拡大等にかかる制度改革につ
いて
1995年の制度改革においては、これまでの一般ガ
ス事業者による地域独占供給を見直し、大口需要家を
対象としたガスの小売自由化等を実施しました。
この制度改革により、年間契約ガス使用量200万
m3以上（46MJ換算）の大口需要家は、ガスの供給
者を選ぶことが可能となり、料金やその他の供給条件
も当事者間の自由な交渉によるものとなりました。
1999年の制度改革においては、小売自由化範囲の
拡大（年間契約ガス使用量100万m3以上（46MJ換
算）に拡大）、接続供給（託送）制度の法定化、料金
規制の見直し（供給約款料金の引き下げについて認可
制から届出制へ移行）等を実施しました。また、公

【第342-1-1】ガス事業の段階的自由化の経緯

（出所） 資源エネルギー庁作成 

 ※（ ）内の数字は大手１０社のガス販売量に占める大口供給販売量の割合（累積）及び対象需要家件数（調定件数）平成２３年度実績

小売自由化範囲の拡大１００万㎥
(約52％、1,987件)

平成7年3月～

平成11年11月～

平成16年4月～

平成19年4月～

５０万㎥
(約56％、3,476件)

１０万㎥
(約63％、11,786件)

大規模工場等

製造業全般
大規模商業施設等

中規模工場
シティホテル 等

小規模工場
ビジネスホテル 等

年間契約ガス使用量大規模 小規模

●大口供給制度の創設
●ヤードスティック的
査定方式導入

●原料費調整制度の導
入

◎託送取扱要領の整備

●料金規制の見直し
→ 認可制から届出制へ
（料金値下げ等、需要家
利益を阻害しない場合）
●卸供給制度の弾力化
→ 認可制から届出制へ
●新規参入を容易にし、
託送の透明性・公平
性のための「接続供
給制度」の法定化
→（大手４社のみ）

●ガス導管事業の創設
●大口供給規制の見直し
→ 許可制から届出制へ
●卸供給の届出制廃止
●全ての一般ガス事業者
・ガス導管事業者に、
託送約款作成・届出・
公表を義務づけ

●情報遮断・差別的取扱
禁止の法定化

●簡易な同時同量の導入
●低圧導管までを対象とした託
送供給約款の整備
●託送料金の設定ルールの柔軟
化
→減価償却費計算における使用
実績に応じた償却費の算出等

こ
れ
ま
で
の
自
由
化
範
囲
拡
大

に
伴
う
主
な
制
度
・
運
用
改
正

１０万㎥未満
(100％、約2,095万件)
家庭用・小口業務用

２００万㎥
(約47％、1,057件)

◎ＬＮＧ基地の有効利用
促進

【 平成 年 月 都市熱部会報告書】
●託送供給制度（同時同量制度、
気化・圧送コストの取扱い、託
送供給約款変更命令発動基準、
届出上限値方式における託送供
給料金改定の機動性向上
●外生的・固定的なコストの変
動を簡便かつ機動的に料金反映
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正・有効な競争を確保するという観点から、2000年
3月、「適正なガス取引についての指針」が制定され
ました。
2004年のガス事業制度改革では、川上から川下ま
で一貫した体制でガスを供給する体制を維持した上
で、新たに、ガス導管事業をガス事業法上に位置付
けるとともに、ガス導管の託送ルールを充実・強化
し、ガス小売自由化範囲を年間契約ガス使用量50万
m3以上まで拡大しました。
更に、託送供給の中立性・透明性の確保や、LNG
基地の有効利用促進の観点から、2004年8月、「適正
なガス取引についての指針」が一部改定されました。
2007年のガス事業制度改革では、2003年のガス事
業制度改革に係る検討結果を踏まえ、自由化範囲の拡
大にあたり、供給者選択の仕組みが実効的に機能する
よう、自由化範囲の担保方法、託送供給制度の充実・
強化、自由化領域の顧客に対する供給義務のあり方の
仕組みの整備、新規の導管設置による利益阻害性判断
基準等に係る対応について審議がなされ、同年4月よ
り小売自由化の範囲を年間契約ガス使用量が10万m3

以上の需要家まで拡大しました。

（２）ガス料金制度改革について
2008年 10月、原料価格の急激かつ大幅な変動と
いった環境の変化を受け、ガス事業の健全な発達及
び需要家利益の保護の観点から、原料費調整制度等の
小売ガス料金に関する制度の見直しを行うため総合資
源エネルギー調査会・都市熱エネルギー部会の下に
「料金制度小委員会」が新たに設置され、原料費調整
制度に関する課題と、これを含めたガス料金に関する
制度の見直しが検討されることとなりました。
このうち、喫緊の課題であった原料費調整制度に
関しては、同小委員会での集中的な検討を通じて、
2009年 1月の都市熱エネルギー部会に報告された
「総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会中
間とりまとめ（第一次）」により、原料価格変動を迅
速に反映させるとともに、料金変動を平準化するため
に、以下のとおり制度を変更することが適当とされま
した（私営一般ガス事業者の例）。
① 当該制度の調整指標としている貿易統計におけ
る原料価格の公表月から料金反映までの期間を、
従来の3ヶ月間から1ヶ月短縮し、2ヶ月間とす
る。

② 3ヶ月分の平均原料価格を毎月反映する仕組みと

する。
③ 当該制度について適切に移行措置を講ずること
を適当とする。

また、原料費調整制度の調整指標として、「全日本
CIF価格」（貿易統計）が一般的に用いられてきてお
り、これについては、引き続き当該指標を基に基準
平均原料価格を算定することが基本であることが確認
されました。他方で、「全日本CIF価格」以外の調整
指標（「購入実績値」）の変動と全日本CIF価格の変
動との間の著しい乖離により、一般ガス事業者の事業
の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合など一定の要
件を満たす場合には、ガスの使用者の利益保護等の観
点から、購入実績値を用いて原料費調整を行うことを
認めることが適当とされました。
これらの原料費調整制度の制度変更に関する報告を
受けて、国は、同年2月に一般ガス事業供給約款料
金算定規則を改正しました。
その後、上述の2009年1月の都市熱エネルギー部
会において、改めて「料金認可プロセスの合理化」「規
制小売料金の妥当性の定期的評価」「推計値を用いた
料金反映までの期間の更なる短縮」及び「新エネル
ギー関係費用の見える化」という検討課題・論点が
整理されたため、これに関して、料金制度小委員会
にて議論が行われ、2009年6月に「総合資源エネル
ギー調査会都市熱エネルギー部会中間とりまとめ
（第二次）」として、部会に対し報告がなされました。
さらに、2011年2月に、総合資源エネルギー調査
会都市熱エネルギー部会において取りまとめられた
「購入実績値方式の見直し」及び「外生的・固定的な
コスト要因の料金反映」について関係省令の改正を行
いました。
① 購入実績値方式の見直しについて
原料費調整制度の調整指標として購入実績値を用い
ることができる場合の実績平均原料価格の算定期間
を、通常の「3月間」ではなく、「1年以内における適
切な期間」とするべく、一般ガス事業供給約款料金算
定規則の改正を行いました。
② 外生的・固定的なコスト要因の料金反映につい
て

電気事業と同様に外生的・固定的なコスト要因とし
ての性質を有する、石油石炭税、消費税の税制の変
更に伴うコストの変動を、簡便かつ機動的な手続によ
り料金に反映する仕組みを設けるべく、事前届出によ
り改定できるよう一般ガス事業供給約款料金算定規則
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等の改正を行いました。

（３）託送供給制度改革について
大口供給に係る制度改革と相俟って、1995年の託
送取扱要領の整備により託送供給制度が導入されて以
来、大口需要家によるガス供給者の選択機会を拡大し
ていくため、また独自の導管を持たずに大口供給に新
規に参入しようとする事業者が一般ガス事業者と公正
かつ有効に競争することができる環境を整備するため
に、1999年に接続供給制度を法定化し、さらに託送
制度の透明化・公平性を確保する観点から、2004年
に託送供給約款の作成・届出・公表の義務化、2007
年には、新規導管の敷設を妨げないため、ガス導管
事業者における託送料金の設定ルールの柔軟化と、
段階的に制度の拡充が進められてきました。
また、さらなる制度の改正として、2008年4月に
取りまとめられた「制度改革評価小委員会報告書」に
おいて指摘された諸課題のうち、簡易な同時同量制度
及び託送料金制度（「気化・圧送コストの取扱い」、「超
過利潤の取扱い」、「託送料金の改定方法」）並びにバ
イオガス導入費用の託送料金原価への算入について、
2010年11月より都市熱エネルギー部会制度改革検討
小委員会・料金制度小委員会合同会議にて審議を行
い、2011年2月に都市熱エネルギー部会において取
りまとめられた以下について、2012年3月に関係省
令の改正を行いました。
① 簡易な同時同量制度の見直しについて
簡易な同時同量制度について、更なる競争促進の観
点から、ネットワークの運用に支障のない範囲でそ
の対象範囲を一定程度拡大することとし、その範囲に
ついては、小売自由化の拡大範囲を指標として、年
間契約供給量の上限を「50万ｍ 3未満」から「100万
ｍ 3未満」としました。
② 気化・圧送コストの取扱い
気化・圧送コストの取扱いについて、現行の「LNG
気化圧送原価」を、導管網全体の圧力維持に貢献して
いる費用を整理する「LNG圧送原価」と、導管網全
体の圧力維持のためのものであるとは言い難い費用を
整理する「LNG気化原価」に分離し、託送供給原価
上、前者は算入し、後者は算入しないこととるため、
一般ガス事業供給約款料金算定規則等の改正を行いま
した。（第342-2-1）
なお、今回の制度の変更に伴う託送供給料金の引下
げについては、託送供給実施者の経営に急激な影響を

及ぼすものであることを勘案し、段階的移行措置等の
経過措置を講ずるべきとの観点から、2018年3月31
日までの間は従前の例によることができることとして
おります。
③ 超過利潤の取扱い
超過利潤の取扱い（乖離額の具体的な算定方法、変
更命令発動基準等）について、ガス事業託送収支計算
規則等の改正を行いました。
④ 届出上限値による託送供給料金改定の機動性向
上について

届出上限値方式による託送供給料金改定について、
直近の（総括的に見直した）料金改定時の配分率等を
用いることにより機能別展開し、部門別原価に配分す
る手法を設けるべく、ガス事業託送供給約款料金算定
規則等の改正を行いました。

（４）ガス事業制度改革の成果
以上のようなガス小売の部分自由化の結果、電気、
石油等の他のエネルギー関係事業者の新規参入者が
増加し、競争が活発化したことに加え、ガス事業者
間における競争も進展しました。
その結果、2011年度において、ガス事業者の総ガ
ス供給量に占める、大口需要家（自由化対象）へのガ
ス供給量の割合は約6割となりました。このうち、従
前の一般ガス事業者以外による新規参入は、33社273
件（2012年3月末現在。国産天然ガス事業者、電力
会社、商社等）となっていて、大口需要家への供給
量に占める割合は約17％（2011年度実績）となりま
した。
経営面では1995年以降、販売量当たりの事業費用
をみるとLNG輸入価格の上昇傾向等を受けて原材料
費が上昇しているものの、労務費等の削減努力によ
り、全体として販売量当たりの事業費用は低減してき
ており、都市ガスの平均販売単価は低下傾向にありま
した。

2．2012（平成24）年度においてガス
事業に関して講じた施策

天然ガスは、東日本大震災以降、原子力発電所の稼
働停止に伴う火力発電用の燃料として需要が増大して
います。また、化石燃料の中で最もクリーンであり、
かつ世界に広く賦存し、シェールガス等の新たな供給
源への期待も高まっており、今後天然ガスが果たす役
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割は一層重要なものとなることが予想されます。
このような背景を踏まえ、ガス事業における制度的
対応を支える上での、ガス市場の基盤となる天然ガス
パイプライン網の整備に向けた専門的検討を行いまし
た。検討に当たっては、総合資源エネルギー調査会
総合部会の下に天然ガスシフト基盤整備専門委員会を
平成24年1月に立ち上げ、全6回の審議の後、我が
国における全体最適的な天然ガス供給基盤の「整備基
本方針」を国が策定し、民間事業者の活力を最大限活
用していくこと等を内容とする報告書を取りまとめま
した。

第3節
負荷平準化対策

1．負荷平準化対策の意義
電気は貯蔵が困難であることから、電気事業者は、
ピーク時の電力需要に合わせて電力を安定的に供給で
きるように、発電から送配電に至る一連の電力設備を
用意しておく必要があります。電力需要の負荷平準化
対策は、昼間の電力需要を夜間にシフトすること等に
より、発電から送配電に至る一連の設備形成の必要量
を抑制し、電力供給コストの低減に資するのみならず
ピーク時の電力消費量の抑制を通じ二酸化炭素排出量
の削減にも資する施策です。また、電力需要の急激な
増加に伴う電力安定供給上のリスクを軽減し、電力供
給システムの安定化、信頼性向上にも寄与します。

2．2012（平成24）年度において負荷
平準化対策の推進に関して講じた施
策

（1） 電力負荷平準化対策

①スマートコミュニティの構築に向けた取組
（後掲　第6章第1節（1）　参照）

②スマートコミュニティ・アライアンスを中核とし
た国際展開戦略等
（後掲　第6章第1節（2）　参照）


