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第1節
東日本大震災・東京電力福島第一原
子力発電所事故への対応

1．東京電力福島第一原子力発電所1〜4
号機の廃止措置等に向けた取組等

（1）	ロードマップの改訂
東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置について
は、原子力災害対策本部の下に設置された政府・東京
電力中長期対策会議において、2011年12月21日に
決定された「東京電力（株）福島第一原子力発電所1
〜4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」
（以下「中長期ロードマップ」という。）に基づき、
使用済燃料プールからの燃料取出しのような短期の
取組と、炉内の融けた燃料（以下「燃料デブリ」とい
う。）の取出しに向けた技術開発等の中長期の取組が
進められています。
この中長期ロードマップでは、廃止措置終了まで
の30年〜40年の期間を3つに区分し、各期間の時期
的目標を設定しています。また、東京電力福島第一
原子力発電所の状況や、廃炉に関する研究開発成果等
を踏まえ、継続的に見直していくことを原則にしてお
り、2013年度においても、6月27日に「東京電力福
島第一原子力発電所廃炉対策推進会議」で、中長期
ロードマップの改訂が行われました。
この改訂は、号機毎の状況の違いを詳細に分析する
ことで、可能な限りスケジュールの前倒しを検討し
ています。また、号機別の使用済燃料プールからの
燃料取出し、原子炉格納容器等からの燃料デブリ取出
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しに当たっては、状況に応じた複数のプランを用意
し、例えば初号機としての2号機の燃料デブリの取出
しは、早ければ2020年度上半期から開始することを
目指しています。なお、実際に、4号機使用済燃料
プール内の燃料取出しを2013年11月までに開始し
ており、当初の予定より1か月前倒しして第2期に移
行しています。

（2）	冷却・冷温停止
1〜3号機の原子炉には、注水冷却を継続しており、
安定状態の監視を継続しています。原子炉の状態は、
温度や放射性物質等の計測により監視しています。
2013年度は、水素リスク低減のためのサプレッショ
ンチェンバーへの窒素封入の実施（1号機：2013年9
月から連続封入、2号機：同年5月から断続的に封入、
3号機：監視中）や、水処理設備の負荷を軽減するた
めの原子炉注水量の低減（2号機：2014年1月、3号
機：同年2月）などを行っています。

（3）	汚染水対策
地下貯水槽からの漏えい（2013年4月）、タービン
建屋東側の地下水汚染（同年6月）、汚染された地下
水の福島第一原子力発電所の港湾内への流出（同年9
月）など、急速に深刻化する汚染水問題については、
根本的な解決が急務となり、同年9月、原子力災害
対策本部において「東京電力㈱福島第一原子力発電所
における汚染水問題に関する基本方針」（以下「基本
方針」という。）を決定しました。
この基本方針では、汚染水問題の原因を根本的に断
つ対策として、内外の技術や知見を結集し、政府が

2011年12月
（ロードマッブ策定） 2013年11月 2021年12月 30～40年後

安定化に向けた
取組 第１期 第２期 第３期

〈冷温停止達成〉
・冷温停止状態
・放出の大幅抑制

使用済燃料プール内の燃料取出し
開始までの期間（２年以内）

燃料デブリ取出しが開始されるま
での期間（10年以内）

廃止措置終了までの期間
（30～40年後）

【第 121-1-1】東京電力福島第一原子力発電所 1〜4 号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ
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総力を挙げて対策を実施するための体制を整備しまし
た。具体的には、①原子力災害対策本部の下に、内
閣官房長官を議長、経済産業大臣を副議長とした「廃
炉・汚染水対策関係閣僚等会議」（以下「関係閣僚等
会議」という。）を設置するとともに、現地における
政府、東京電力等の連携と調整を強化するため、②
現地に政府職員を常駐させることとし、「廃炉・汚染
水対策現地事務所」を設置したほか、③現地における
関係者の情報共有体制の強化と関係者間の調整を図る
「汚染水対策現地調整会議」を設置しました。同時に、
この基本方針では、汚染水問題に関する3つの対策と
して、①汚染源を「取り除く」、②汚染源に水を「近
づけない」、③汚染水を「漏らさない」という方針を
定め、対策を講じていくこととしました。
具体的には、まず、汚染源を「取り除く」対策に
おいては、例えば、多核種除去設備（ALPS）による
高濃度汚染水の浄化の加速化を掲げるとともに、国費
を活用した、より高性能な多核種除去設備の開発など
を進めることとしています。また、②汚染源に水を
「近づけない」対策については、例えば、国費による
凍土方式の陸側遮水壁の構築や、汚染前の地下水を海
に放出する地下水バイパスの稼働などの対策を進める
こととしています。さらに、③汚染水を「漏らさな
い」対策については、例えば、タービン建屋東側の
海側における水ガラスによる地盤改良や、海側遮水壁
の設置などを進めています。加えて、タンクからの
漏えいリスクを減らすため、ボルト締め型タンクのリ
プレースに向けて、溶接型タンクの設置を加速する
こととしています。

この基本方針で定められた内容を実現していくた
め、2013年9月には、原子力災害対策本部長決定で、
関係閣僚等会議よりも機動性の高い「廃炉・汚染水対
策チーム」が設置されるとともに、技術的難易度が

高く、国が前面に立って取り組む必要がある凍土方
式の陸側遮水壁とより高性能な多核種除去設備の実現
に対する2013年度予備費が閣議決定されました。
また、具体的なアクションプランとして、国内外
の叡智の活用の実施、予防的・重層的な取組の取りま
とめ、現場目線での取組、国際的な情報発信の強化
を実施することが、2013年9月に開催された関係閣
僚等会議で取りまとめられました。実際に、国際廃
炉研究開発組合（IRID）による汚染水対策に関する
技術情報の公募が実施され（2013年 9月〜10月）、
計780件の応募が寄せられました。うち約3割が海
外からの応募でした。これらの応募内容を踏まえ、有
識者から成る「汚染水処理対策委員会」において、地
下水や雨水の挙動に関する技術的な検討結果や、汚染
水が漏えいするリスクに関する分析・評価結果を盛り
込んだ報告書が、2013年12月に取りまとめられまし
た。
この報告書を踏まえ、2013年12月には「東京電力
㈱福島第一原子力発電所における廃炉・汚染水問題に
対する追加対策」が原子力災害対策本部で決定されて
います。汚染水問題に対する予防的・重層的な追加対
策として、溶接型タンク設置の加速化や2013年度補
正予算を活用した技術的難易度が高いもの（港湾内の
海水の浄化技術、土壌中の放射性物質の除去技術な
ど）の技術検証などの取組が進められていくこととな
ります。
さらに、2013年12月に閣議決定した「原子力災害
からの福島復興の加速に向けて」を踏まえ、「東京電
力福島第一原子力発電所廃炉対策推進会議」を、関係
閣僚等会議に統合するとともに、関連する組織の整理
を行うことで、廃炉・汚染水対策にかかる司令塔機能
を一本化し、体制の強化が図られています。
今後は、これらの対策を講じた後、なお大量貯蔵
に伴うリスクが残存するトリチウム水の取扱いについ

【第 121-1-2】廃炉・汚染水対策の体制



41

第1節　東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故への対応

41

第
２
章

て、あらゆる選択肢の総合的な評価が実施され、対
策が検討されるとともに、技術的難易度が高いテー
マに関する実証試験の公募が行われ、技術検証が進め
られることとなります。

（4）	使用済燃料プールからの燃料取出し
当面の最優先課題とされていた4号機使用済燃料
プールからの燃料取出しについては、当初予定より
も1か月前倒しとなった2013年11月より取出しを
開始し、2014年内の作業完了に向けて、作業が進め
られています（2014年 5月 26日現在、1,533体中
924体を移送済み）。
また、3号機については、燃料取り出しに向けて撤
去作業を進めていた建屋上部の大型ガレキの撤去が
2013年10月に完了されています。その後、2013年
12月より、使用済燃料プール内のガレキ撤去作業が
開始されています。

（5）	燃料デブリ取出し
燃料デブリの取出し開始に向けて、1〜3号機の調
査や建屋内除染が進められるとともに、これらを遠隔
で行う機器・装置や格納容器止水のための研究開発が
進められています。1〜3号機の原子炉建屋内は線量
も高く、容易に人が近づける環境ではありませんが、
遠隔操作機器・装置等による除染や調査を進めること
で、少しずつ原子炉建屋内の様子が分かってきてい
ます。
例えば、1号機では、2013年11月に行われた水上
ボート型ロボットによるトーラス室内の調査におい
て、格納容器から出ていると推測される水流が初めて
映像で確認されました。これは、格納容器の破損箇
所の特定に資するものと期待されています。
また、2号機では、2013年3月に、遠隔調査ロボッ
トによって、トーラス室（サプレッションチェン
バーが設置されている部屋）内の調査を行い、汚染
水水面より高い位置からの漏えいが無いことを確認し
ました。2014年1月には、遠隔調査ロボットによっ
てサプレッションチェンバー内部の水位が測定され
ました。この測定により判明した、サプレッション
チェンバー内外の水位差から、2号機のサプレッ
ションチェンバーの漏えい開口面積は約10c㎡と見
積もられています。
3号機では、2014年1月に、がれき撤去作業中の
遠隔ロボットにより、1階の床面に流水が観測されま

した。分析の結果、流水は格納容器内部から出てい
るものと認められたため、3号機格納容器内の水位
は、1階床面付近まであるものと推測されています。

（6）	作業要員確保
東京電力福島第一原子力発電所では、今後も引き続
き、線量の高い環境下での多くの作業が想定されてい
ます。このため、作業員の安全を確保しながら、長
期にわたって要員を確保していくための取組が進め
られています。
このような取組の一環として、東京電力は、2013
年11月に策定した緊急安全対策の中で現場作業の加
速化・信頼性向上に向けた労働環境の抜本改善を取り
まとめています。例えば、作業環境の改善に向けた
線量低減対策として、除染の加速化による全面マスク
省略エリアの拡大やガレキ撤去による作業性の向上が
行われています。また、厚生施設等の改善として、
事務所棟の拡充や大型休憩所、給食センターの設置
にも着手されています。このほか、作業員の労務費
割増分についての増額措置などが行われています。
こうした取組を通じて、作業の安全性の向上等、
実施体制の強化に取り組んでいます。

（7）	コミュニケーションの充実
東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置に向けた
取組は、周辺地域の住民の安心・安全に深く関わるも
のです。また、風評被害を払拭するという観点から
も、国内外の叡智を結集して、活用するという観点
からも、国内外に対して正確な情報を発信し、また、
国内外からの御意見を伺い、コミュニケーションを
充実させることが重要です。
国際社会とのコミュニケーションとしては、例え
ば、2013年4月と11月には、IAEAの専門家からな
るレビューミッションを受け入れています。レ
ビューミッションからは、我が国の取組に対しての
助言とともに、「日本政府と東電はより積極的な姿勢
で福島第一原発の多くの困難な課題に取り組んでい
る。また、現状は非常に複雑で、長期的に安定した
プラントを実現するためには解決しなければならない
課題（例：汚染水管理、燃料や燃料デブリの取出し）
があるが、これらの課題に対し、日本は、よく練ら
れた対応策を用意している。」との評価を受けていま
す。
また、周辺地域とのコミュニケーションの一環と
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して、2014年2月には廃炉・汚染水対策福島評議会
の第1回会合が開催されました。同評議会では、周
辺地域とのコミュニケーションの強化等について取
り組んでいます。

（8）	原子力損害賠償支援機構法の一部改正
30年から40年程度かかると見込まれる東京電力福
島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策については、
国が前面に立って、より着実に廃炉を進められるよ
う、技術的観点から、支援体制を強化する必要があ
ります。このため、「原子力損害賠償支援機構」を「原
子力損害賠償・廃炉等支援機構」に改称し、その業務
に「事故炉の廃炉支援業務」を追加すること等を定め
た「原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律
案」を2014年2月に通常国会に提出し、5月に成立
しました。

（9）	廃炉に係る料金・会計制度の改正（廃炉に係
る会計制度検証ワーキンググループ）
バックフィットを求める新規制基準の導入等を踏
まえ、2013年 6月より、現行の料金・会計制度が、
円滑かつ安全な廃炉を行う上で適切なものとなって
いるかについて、会計の専門家等から構成される「廃
炉に係る会計制度検証ワーキンググループ」におい
て審議しました。その結果、原子力において、「発電
と廃炉は一体の事業である」との考え方に立ち、料
金・会計ルールを見直すことが適当とされました。
具体的には、
①原子力発電設備の減価償却について、廃炉中も電
気事業の一環として「事業の用に供される設備」
として整理されるものは、運転終了後も引き続き
減価償却費を料金原価に含め得ることとする。
②解体引当金について、これまで、「稼働率76％で
40年間運転」したときに満額積み立てられる仕
組みとしていましたが、今般、
ア各期の引当額を平準化する観点から、「生産
高比例法」から「定額法」へと変更する
イ実際に解体が本格化するまでに引当が終了す
れば廃炉に支障がないことから、運転期間
40年に「安全貯蔵期間10年」を加えた期間
を原則的な引当期間とする

こととし、2013年10月1日から、改正された関係省
令を施行しました。

2．原子力損害賠償
（1）	原子力損害賠償紛争審査会における原子力損

害の範囲の判定等に関する中間指針等
政府は2011年3月11日の東京電力福島第一、第
二原子力発電所事故に関して、原子力損害賠償を円滑
に進められるよう、原子力損害の範囲など当事者によ
る自主的な解決に資する一般的な指針の策定等の業務
を行うため、原子力損害の賠償に関する法律に基づき
同年4月11日に「原子力損害賠償紛争審査会」（以下
「審査会」という。）を設置しました。
審査会においては、被害者の迅速な救済を図るた
め、原子力損害に該当する蓋然性の高いものから順
次、指針として提示することとしており、2011年8
月5日に、原子力損害の範囲の全体像を示す「東京電
力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原
子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」（以下「中
間指針」という。）を策定しました。その間、各省庁
に加え、地方公共団体、事業者団体等からヒアリン
グを行うとともに、17分野76名の専門委員による各
分野の被害状況調査を行い、被害状況等の把握に努め
ました。
その後、審査会では、2011年12月6日に自主的避
難等に係る損害に関する中間指針第一次追補、2012
年3月16日、政府による避難区域等の見直し等に係
る損害についての中間指針第二次追補、2013年1月
30日、農林漁業・食品産業の風評被害に係る損害に
ついての中間指針第三次追補を策定しました。
また2013年5月には、審査会委員による現地調査
や現地の審査会開催を実施し、そこでの地元の御意見
も踏まえ、同年12月26日、中間指針第四次追補を
策定しました。これは、避難指示が長期化した場合
の住宅の賠償や、精神的損害などについて、賠償の
対象となる範囲を示したものです。また、これらの
指針に明記されていない損害についても、事故との相
当な因果関係がある損害と認められるものは賠償の対
象となり、東京電力株式会社には、個別具体的な事
情に応じた柔軟な対応を求めています。
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（2）	原子力損害賠償紛争審査会における指針等を
踏まえた賠償基準の策定・請求受付の開始
東京電力における原子力損害に係る賠償の基準につ
いては、順次策定が行われており、2013年12月6日
には、田畑に係る賠償の受付が開始されました。
また、2013年12月20日に閣議決定された「原子
力災害からの福島復興の加速に向けて」、及び同月26
日に原子力損害賠償紛争審査会において策定された
「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故
による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第
四次追補」において、生活の再建に必要な賠償の考え
方が新たに示されました。これらの考え方を受けて、
東京電力は2014年4月14日より、移住を余儀なく
された方への一括の精神的損害賠償の受付を開始した
ほか、同月30日には住居確保に係る損害賠償に関す
る相談への対応を開始しました。
現在、住居確保に係る損害賠償や山林の賠償につい
て、詳細な基準の検討が行われているところであり、
引き続き、被害者の実態に沿った賠償を進めていく
こととしています。

（3）	原子力損害賠償紛争解決センターの取組状況
原子力損害賠償紛争審査会は、今回の東京電力福島
第一、第二原子力発電所事故により被害を受けた方々
の原子力事業者（東京電力）に対する損害賠償につい
て、円滑、迅速、かつ公正に紛争を解決することを
目的として、同審査会の下に「原子力損害賠償紛争解
決センター」を設置し、2011年9月、東京都港区と
福島県郡山市の2か所において業務を開始しました。
同センターにおいては、事故の被害を受けた方から
の申立てにより、仲介委員が当事者双方から事情を聴
き取って損害の調査・検討を行い、双方の意見を調
整しながら、和解案を提示する、和解の仲介業務を
実施しています。

同センターでは、2012年2月以降、多くの申立に
共通すると思われる問題点に関して一定の基準を示す
「総括基準」を順次策定・公開しており、2014年3月
末までに14本の総括基準を策定・公開しています。
また、今後の賠償を円滑に進めていく上での参考と
するため、センターで実施されている和解仲介の結
果を広く周知し、和解実例を順次公開しています。具
体的には、新聞広告で周知するほか、代表的な和解
事例を盛り込んだパンフレットを作成し、被災者の
方々の手元において頂くため約21,000部を被災自治
体等に配布しました。
さらに、申立案件の審理の迅速化を図るため、仲
介委員を約250名規模まで増員するなど、センター
の体制の強化を図っており、これまで8か月程度要
していた審理期間を、6か月程度にまで短縮しまし
た。

（4）	原子力損害賠償補償契約に関する法律に基づ
く措置
政府は、原子力損害賠償補償契約に関する法律に基
づき、原子力損害賠償補償契約を原子力事業者と締結
しており、地震、噴火等により原子力損害が発生し
た場合には、この契約に基づく補償金を支払うことと
なっています。
東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、政府
は、2011年 11月、原子力損害賠償補償契約に基づ
き、同発電所分の1,200億円を東京電力へ支払いまし
た。

（5）	原子力損害賠償支援機構
①設立の背景
2011年3月11日の東日本大震災により、東京電力
福島原子力発電所事故による大規模な原子力損害が発
生したことを受け、同年6月14日に「東京電力福島

【第 121-2-1】原子力損害賠償紛争審査会　委員（2014 年 3 月現在）
会　　長 能見　善久 学習院大学　法務研究科　教授
委　　員 大谷　禎男 弁護士／駿河台大学　法科大学院　教授

大塚　　直 早稲田大学大学院　法務研究科　教授
鎌田　　薫 早稲田大学総長、早稲田大学大学院　法務研究科　教授
草間　朋子 東京医療保健大学　副学長
高橋　　滋 一橋大学　副学長・教授
中島　　肇 桐蔭横浜大学　法科大学院　教授／弁護士
野村　豊弘 学習院大学　法学部　法学科　教授
米倉　義晴 放射線医学総合研究所　理事長
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原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政
府の支援の枠組みについて」が閣議決定されました。
具体的には、政府として、これまで原子力政策を推
進してきたことに伴う社会的な責任を負っているこ
とに鑑み、
（ア）	被害者への迅速かつ適切な損害賠償のための万

全の措置
（イ）	東京電力福島原子力発電所の状態の安定化・事

故処理に関係する事業者等への悪影響の回避
（ウ）	電力の安定供給
の3つを確保するため、「国民負担の極小化」を図る
ことを基本として、損害賠償に関する支援を行うため
の万全の措置を講ずることが確認されました。
こうした中、2011年8月10日に原子力損害賠償支
援機構法及び関連する政省令が公布・施行され、原子
力事業に係る巨額の損害賠償が生じる可能性を踏ま
え、原子力事業者による相互扶助の考えに基づき、将
来にわたって原子力損害賠償の支払等に対応できる
支援組織を中心とした仕組みを構築するため、同年9
月12日に原子力損害賠償支援機構が設立されました。
なお、原子力損害賠償支援機構法の附則において、
原子力損害賠償の実施状況等を踏まえ、原子力損害の
賠償に関する法律の改正等の抜本的な見直しを始めと
する必要な措置を講ずるものとされています。

②原子力損害賠償支援機構の枠組み
原子力損害賠償支援機構（以下「機構」という。）
を中心とした原子力事業者による相互扶助の枠組みは
以下のようになっています。
（ア）	原子力事業者からの負担金の収納
機構は、機構の業務に要する費用に充てるため、
原子力事業者から負担金の収納を行います。機構は、
毎事業年度、損益計算において利益が生じたときは、
原子力損害が発生した場合の損害賠償の支払等に対応
するため、損害賠償に備えるための積立てを行いま
す。

（イ）	機構による通常の資金援助
機構に、電気事業、経済、金融、法律、会計に関
して専門的な知識と経験を有する者からなる「運営委
員会」を設置し、原子力事業者への資金援助に係る議
決等、機構の業務運営に関する議決を行います。原
子力事業者が損害賠償を実施する上で機構の援助を必
要とするときは、機構は、運営委員会の議決を経て、

資金援助（資金の交付、株式の引受け、融資、社債
の購入等）を行います。
機構は、資金援助に必要な資金を調達するため、
政府保証債の発行、金融機関からの借入れをすること
ができます。

（ウ）	機構による特別資金援助
（ⅰ）	特別事業計画の認定
機構は、原子力事業者に資金援助を行う際に政府の
特別な支援が必要な場合、原子力事業者と共に「特別
事業計画」を作成し、主務大臣の認定を受けることが
必要です。
特別事業計画には、原子力損害賠償額の見通し、
賠償の迅速かつ適切な実施のための方策、資金援助の
内容及び額、経営の合理化の方策、賠償履行に要す
る資金を確保するための関係者（ステークホルダー）
に対する協力の要請、経営責任の明確化のための方策
等について記載し、機構は、計画作成に当たり、原
子力事業者の資産の厳正かつ客観的な評価及び経営内
容の徹底した見直しを行うとともに、原子力事業者に
よる関係者に対する協力の要請が適切かつ十分なもの
であるかどうかを確認します。
その上で、主務大臣は、関係行政機関の長への協
議を経て、特別事業計画を認定することとなります。

（ⅱ）	特別事業計画に基づく事業者への資金援助
特別事業計画の認定後、政府は、機構による特別
事業計画に基づく資金援助（特別援助）を実施するた
め、機構に国債を交付し、必要に応じて、機構は政
府に対し国債の償還を求め（現金化）、原子力事業者
に対し必要な資金を交付します。
政府は、国債が交付されてもなお損害賠償に充てる
ための資金が不足するおそれがあると認めるときに限
り、予算で定める額の範囲内において、機構に対し、
必要な資金の交付を行うことができます。

（ⅲ）	機構による国庫納付
原子力事業者は、機構の事業年度ごとに、機構の
業務に要する費用に充てるため、機構に対し、一般
負担金を納付します。特別事業計画の認定を受けた原
子力事業者は、一般負担金に加えて、特別負担金を
納付します。
機構は、負担金等を原資として国債の償還額に達す
るまで国庫納付を行います。
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ただし、政府は、負担金によって電気の安定供給
等に支障を来し、または利用者に著しい負担を及ぼす
過大な負担金を定めることとなり、国民生活・国民経
済に重大な支障を生ずるおそれがある場合、予算で定
める額の範囲において、機構に対し、必要な資金の
交付を行うことができます。

（ⅳ）	損害賠償の円滑化業務
機構は、損害賠償の円滑な実施を支援するため、

（ａ）被害者からの相談に応じ必要な情報の提供及び
助言を行うとともに、（ｂ）原子力事業者が保有する
資産の買取り及び（ｃ）賠償支払の代行（原子力事業
者からの委託を受けて賠償の支払、国または都道府県
知事の委託を受けて仮払金※の支払）を行うことがで
きます。
※平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措
置に関する法律に基づく国による仮払金

（6）	特別事業計画認定の経緯
①	2011年 11月4日に特別事業計画を認定（緊急特
別事業計画の認定）
②2012年2月13日に認定特別事業計画の変更認定
（緊急特別事業計画の一部変更認定）
③同年5月9日に認定特別事業計画の変更認定（総合
特別事業計画の認定）

④2013年 2月4日に認定特別事業計画の変更認定
（総合特別事業計画の一部変更認定）
⑤同年6月25日に認定特別事業計画の変更認定（総
合特別事業計画の一部変更認定）
⑥2014年1月15日に認定特別事業計画の変更認定
（新・総合特別事業計画の認定）

政府は、東京電力による迅速かつ適切な賠償の実施
を確保するため、2011年11月に機構及び東京電力に
より政府宛申請された特別事業計画を初めて認定しま
した。政府は、東京電力による迅速かつ適切な賠償
の実施や経営合理化等を含む改革を着実に実施するた
め、2012年5月には、認定特別事業計画の変更の認
定（「総合特別事業計画」の認定）を行いました。当
該計画においては、その時点での要賠償額の見通し2
兆5,462億7,100万円から、原子力損害の賠償に関す
る法律第7条第1項に規定する賠償措置額として既に
東京電力が受領している1,200億円を控除した金額2
兆4,262億7,100万円を、損害賠償の履行に充てるた
めの資金として交付することとしていました。その
後、新たな賠償基準の策定等により、要賠償額が増
額する見通しとなったため、政府は、2013年2月、
6月に、それぞれ認定特別事業計画の変更（総合特別
事業計画の一部変更）の認定を行いました。その後、
同年12月に原子力災害対策本部決定・閣議決定され

【第 121-2-2】原子力損害賠償支援機構による賠償支援
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た「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」にお
いて、国と東京電力の役割分担が明確化されたこと等
を受けて、政府は、2014年1月に、認定特別事業計
画の変更認定（「新・総合特別事業計画」の認定）を
行いました。当該計画において、東電は、「責任と競
争」の両立を基本に、東電グループ全体として賠償、
廃炉、福島復興等の責務を全うしていくとともに、電
力の安定供給を貫徹しつつ、電力システム改革を先取
りした新たなエネルギーサービスの提供と企業価値
向上に取り組むこととしています。なお、当該計画
では、機構は東京電力に対し、「新・総合特別事業計
画」申請時点（2013年12月27日）の要賠償額の見
通しから上記1,200億円を控除した金額4兆4,788億
4,400万円を、損害賠償の履行に充てるための資金と
して交付することとしています。交付の時期について
は、既に機構が交付した約4兆547億円（2014年5
月22日時点）を控除した金額を、2014年度までに交
付する予定となっています。

（7）	賠償の実績及び業務の改善
○賠償に向けた体制の整備及び賠償の実績
東京電力は、2011年4月15日に国の「原子力発電
所事故による経済被害対応本部」において、原子力災
害対策特別措置法の規定に基づき、当面の必要な資金

を「仮払補償金」として支払う決定がなされたことを
受け、同日、仮払補償金の開始を公表しました。ま
た、同社は原子力損害賠償紛争審査会による中間指針
（2011年8月5日）を踏まえ、同年8月30日に個人
の本賠償、9月21日に法人・個人事業者の本賠償の
開始を公表するとともに、本賠償の対象、賠償額の
算定基準等を提示しました。個人・事業者ともに同年
9月に請求書送付・受付（一次請求：同年3月分〜8
月分）を開始し、同年10月5日に本賠償の支払いを
開始しました。2014年 5月30日現在で、仮払補償
金、本賠償合計で約3兆8,883億円の支払いが行われ
ています（仮払：約1,502億円、本賠償：約3兆7,381
億円）

〈新・総合特別事業計画（2014年1月15日認定）の
ポイント〉
①原子力損害の賠償
現時点における要賠償額の見通しは4.9兆円と
なっているが、東電は、事故の原因者として被害
者の方々に徹底して寄り添うとともに、賠償額の
増加にとらわれず、最後の一人まで賠償を貫徹する
ことを約束する。
引き続き約1万人体制で「迅速かつきめ細やかな
賠償」を徹底するとともに、原子力損害賠償紛争解

【第 121-2-3】東京電力による損害賠償の仮払い・本賠償の支払状況（2014 年 5 月 30 日現在）
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決センターによる和解仲介案を尊重する。また、
未請求者の方々に対して、ダイレクトメール、電
話連絡、戸別訪問に加え、2013年度中にマス広告
による呼びかけも行う。
②福島復興に向けた取り組み
福島復興本社の設立（2013年1月）以降、東電
は、「10万人派遣プロジェクト」により、社員一人
ひとりが、被災現場や避難場所に足を運び、被害
者の方々や、地元自治体の御意見・御要望を地道
に承り、除染や復興の推進活動に全力を注いでき
た。
今後はさらなる福島復興の加速化に向け、東電
は、「10万人派遣プロジェクト」による社員の派遣
を継続し、特に生活環境の整備や農業漁業商工業の
再開支援へのご協力などに人的・技術的資源を集中
投入する。また、福島復興本社における企画立案
機能のさらなる強化等のため、500人規模の管理職
の福島専任化を行い、国や自治体との連携加速、
産業基盤の育成や雇用創出に主体的に取り組む。加
えて、同本社は、今後帰還される住民に先立って、
Jヴィレッジから避難指示区域内に移転する。
さらに、復興の中核となる産業基盤の整備や雇用
機会の創出に向け、国と連携して「先端廃炉技術グ
ローバル拠点構想」の実現に尽力するほか、世界
最新鋭高効率石炭火力の建設を進めるなど、人材
面・技術面・資金面において東電自らの資源を積極
的に投入する。
③事故炉の安定収束・廃炉と原子力安全
東電は、福島第一原子力発電所の汚染水問題への
対応を真摯に反省し、ハード・ソフト両面の対策、
現場のモチベーション向上策などを総合的に実施
する。加えて、1兆円超の追加支出枠を合理化など
によって捻出するほか、多核種除去設備（ALPS）
増強による2014年度中の全汚染水（RO濃縮塩水）
の浄化（トリチウム以外）、福島第一原子力発電所
5・6号機の廃炉及びモックアップ実機試験への活
用を行う。
また、国のガバナンスの下で廃炉・汚染水対策を
国家的プロジェクトとして完遂するため、原子力
部門から独立した「（仮称）廃炉カンパニー」を創
設し、事故対処に集中できる体制を整備するととも
に、我が国の専門的知見を有する社内外の人材の積
極的な活用により、廃炉等に係る技術的課題を克服
できるよう、オールジャパンの体制で取り組む。

これらにより、東電は、廃炉・汚染水対策につ
いて事故後の緊急的な対応を改め、国とともに30
〜40年にわたる長期的な廃炉作業を、緊張感を
持って着実に進めていく。また、事故炉の廃炉対
策など技術開発や人材育成を通じて広く世界に貢献
するため、国とともに廃炉や原子力安全に関する研
究開発のための国際的プラットフォームの整備を
進める。
さらに、従来の安全文化・対策に対する過信と傲
りを一掃し、不退転の覚悟を持って原子力部門の
安全改革に取り組むことで、世界最高水準の安全意
識と技術的能力、社会との対話能力を有する原子力
発電所運営組織を実現していく。
④経営の合理化のための方策
東電は、2012年4月の総特策定後、外部専門家
を活用した調達改革、リスク限度の精緻化・見直し
などに踏み込んだ抜本的な合理化を断行し、計画を
上回る成果を挙げつつある。また、社内カンパニー
制・管理会計を導入し、全社へのコスト意識の徹底
を図ってきた。今後もこれらを徹底し、総特目標
に1.4兆円上積みし、10年間累計で4.8兆円のコス
ト削減を目指す。
こうした合理化を始めとする様々な経営努力に
より、自己資本比率を高め、2016年度中の公募社
債市場への復帰を目指す。
⑤HDカンパニー制の下での事業運営の方向性
今後の競争激化や震災後の節電の定着などを踏ま
えると、事業基盤である電力需要の中期的な減少リ
スクは否定できない。このような前提の下、東電
は、HDカンパニー制を活用した徹底的なビジネス
モデルの改革を推進する。
具体的には、福島復興本社と廃炉を含む原子力事
業、グループ本社機能を持つ持株会社の下に、燃
料・火力、送配電、小売の各事業子会社を設置す
る。これにより、持株会社は、経営層によるグルー
プ全体のマネジメントを行うとともに、賠償、廃
炉、福島復興に責任を持って取り組み、東電グルー
プとして「事故責任の貫徹」を堅持する。また、
各事業子会社は、事業の特性に応じた事業戦略を実
現し、我が国経済全体に貢献しつつ、企業価値を
向上させる。

3．原子力被災者支援
東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故
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【第 121-3-1】原子力災害からの福島復興の加速に向けて（2013 年 12 月 20 日閣議決定）
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の発生から3年が経過しましたが、福島県内の避難状
況については、2014年4月1日時点で、福島県全体
の避難者数は約13.5万人であり、このうち、避難指
示区域からの避難者数は約8.1万人、既に指示が解除
された区域（旧緊急時避難準備区域）からの避難者数
は約2.1万人という状況です。
こうした状況に対応し、福島の復興・再生を一層加
速するために、政府は大きな方針として、①早期帰
還支援と新生活支援の両面で福島を支える、②福島第
一原子力発電所の事故収束に向けた取組の強化、③国
が前面に立って福島の再生を加速する、の3つの基
本的な方向性を定めた、「原子力災害からの福島復興
の加速に向けて」を2013年12月に閣議決定しまし
た。閣議決定では、帰還に向けた取り組みの拡充と、
新たな生活の開始に向けた支援の拡充の両面から福島

の復興・再生を支援することとしました。この方針に
おいては、避難指示解除準備区域や居住制限区域を中
心に、線量水準に応じた健康管理や防護措置を具体
化・強化するとともに、帰還困難区域を始めとした地
域について、住民の方々の意向も踏まえ移転先・移
住先での新しい生活を始めるために必要な追加賠償も
行うこととするなど、両面での支援を充実することと
しています。

このような取組を通じ、国は地元と十分に協議し、
福島の再生の道筋を順次具体化していきます。避難指
示の解除・早期帰還支援の実現に向け、市町村ごとの
実情に即した取組を実施し、また、同時に帰還困難
区域等の将来像について地元と一緒になって検討を
深めていきます。
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（1）	避難指示区域等の見直し
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い設定した
警戒区域及び避難指示区域（計画的避難区域を含む。）
について、「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び
避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後
の検討課題について」（2011年12月26日原子力災害
対策本部決定）に基づき、避難指示区域の見直しを実
施し、警戒区域を解除するとともに、2013年8月8
日までに11市町村全てで避難指示区域を三つの区域
（避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区
域）に再編しました。
そして、2014年3月10日の原子力災害対策本部に
おいて初の避難指示区域の解除（田村市）の決定を行
い、同年4月1日に施行しました。引き続き、他の
市町村についても避難指示区域の解除に向けた調整を
行っていくこととしています。

（2）	帰還に向けた安全・安心対策
2012年3月7日の復興推進会議・原子力災害対策
本部会合において、避難指示の解除に向け、線量水

準に応じて講じるきめ細かな防護措置の具体化等につ
いて、年内を目処に一定の見解を示すことを決定しま
した。これを受けて、原子力規制委員会は「帰還に
向けた安全・安心対策に関する検討チーム」を設置
し、本検討チームでの議論を踏まえ、「帰還に向けた
安全・安心対策に関する基本的考え方」（2013年11
月20日原子力規制委員会決定）を決定しました。
国としては、この「帰還に向けた安全・安心対策に
関する基本的考え方」を踏まえ、2013年12月の「原
子力災害からの福島復興の加速に向けて」（2013年12
月20日閣議決定）において、住民の方々の自発的な
活動を支援する以下を柱とした総合的・重層的な防護
措置を講じることとしました。
・国が率先して行う個人線量水準の情報提供、測定
の結果等の丁寧な説明なども含めた個人線量の把
握・管理

・個人の行動による被ばく低減に資する線量マップ
の策定や復興の動きと連携した除染の推進などの
被ばく低減対策の展開

・保健師等による身近な健康相談等の保健活動の充
実や健康診断等の着実な実施などの健康不安対策
の推進

・住民の方々にとって分かりやすく正確なリスク
コミュニケーションの実施

・帰還する住民の方々の被ばく低減に向けた努力等
を身近で支える相談員制度の創設、その支援拠点
の整備
このような対策を通じ、住民の方々が帰還し、生
活する中で、個人が受ける追加被ばく線量を、長期
目標として、年間1ミリシーベルト以下になること
を引き続き目指していくこととしています。また、線
量水準に関する国際的・科学的な考え方を踏まえた我
が国の対応について、住民の方々に丁寧に説明を行
い、正確な理解の浸透に努めていくこととしていま
す。

（3）	福島・国際研究産業都市構想研究会（イノ
ベーション・コースト構想研究会）
原子力関連企業が地域経済を支えてきた「浜通り」
の産業集積・産業基盤の再構築は、原子力被災者支
援・福島再生にとっての重要なテーマです。また、
今後30年〜40年におよぶ福島第一原子力発電所の廃
炉作業を安全に完了させるためには、この地域に国内
外の叡智と技術の結集が必要不可欠です。 

伊達市

2014年４月１日時点

帰還困難区域
居住制限区域
避難指示解除準備区域

凡例

福島第一
原子力発電所

福島第二
原子力発電所

田村市

福島県 拡大

いわき市

川内村

楢葉町

富岡町

大熊町

双葉町

浪江町
葛尾村

川俣町

飯舘村

南相馬市

広野町

 避難指示区域の概念図

20km

【第 121-3-2】避難指示区域の概念図（2014 年 4 月 1
日現在）
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そうした中、原子力災害現地対策本部長の私的懇談
会として、福島県知事や、浜通り自治体首長に各分
野の有識者を加え、「福島・国際研究産業都市構想研
究会（イノベーション・コースト構想研究会）」を
2014年1月に立ち上げました。
この研究会では、原発事故後の福島県浜通り地域の
地域経済の将来像を検討し、迅速な廃炉に必要な研究
開発・実証とそれらを基盤とした新産業・雇用の創出
を目指すこととしています。廃炉研究開発拠点、ロ
ボット開発・実証拠点、産学連携拠点などについて
議論を行い、構想の実現に向け検討を進めていきま
す。

（4）	除染の実施
東日本大震災に伴う原子力発電所の事故によって
放出された放射性物質による環境の汚染が生じてお
り、これによる人の健康または生活環境に及ぼす影響
を速やかに低減することが喫緊の課題となっていま
す。こうした状況を踏まえ、「平成二十三年三月十一
日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電
所の事故により放出された放射性物質による環境の汚
染への対処に関する特別措置法」（以下「放射性物質
汚染対処特措法」という。）が可決・成立し、2011年

8月30日に公布されました。
同年11月11日には「放射性物質汚染対処特措法に
基づく基本方針」を閣議決定し、環境の汚染の状況に
ついての監視・測定、事故由来放射性物質により汚染
された廃棄物の処理、土壌等の除染等の措置等に係る
考え方が取りまとめられ、関係者の連携の下、事故
由来放射性物質による環境の汚染が人の健康または生
活環境に及ぼす影響が速やかに低減されるよう、ま
た、復興の取組が加速されるよう、同方針に基づき
取り組むこととしています。放射性物質汚染対処特措
法に基づき、国が除染を実施する除染特別地域におい
ては、市町村ごとに策定する特別地域内除染実施計画
に従って事業を進めることとしており、福島県の10
市町村（田村市、楢葉町、川内村、南相馬市、飯舘村、
川俣町、葛尾村、浪江町、大熊町、富岡町）について、
同計画を策定し、除染の進捗状況について2013年9
月に実施した総点検を踏まえ、一部の市町村について
は同年12月に同計画の見直しを行いました。2014年
3月末までに、田村市、楢葉町、川内村及び大熊町に
ついては同計画に基づく除染が終了しました。また、
南相馬市、飯舘村、川俣町、葛尾村、浪江町及び富
岡町については、見直した計画に基づき除染作業を実
施中です。また、市町村が中心となって除染を実施

【第 121-3-3】市町村の避難指示区域の見直し及び解除について（2014 年 3 月 31 日現在）
［新たな避難指示区域］（2011年12月26日原子力災害対策本部決定）
・避難指示解除準備区域：年間積算線量20ミリシーベルト以下となることが確実であることが確認された地域。
・居住制限区域：現時点からの年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、引き続き避難を継続することを求める地域。
・帰還困難区域：事故後６年を経過してもなお、年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある、現時点で年間積算線量が
50ミリシーベルト超の地域。

※基準となる年間積算線量は、全ての市町村において2012年3月31日時点のもの。

［区域見直しを決定した市町村（日付は実施日）］
2012年	 ４月１日	 田村市、川内村
	 ４月16日	 南相馬市
	 ７月17日	 飯舘村
	 ８月10日	 楢葉町
	 12月10日	 大熊町
2013年	 ３月22日	 葛尾村
	 ３月25日	 富岡町
	 ４月１日	 浪江町
	 ５月28日	 双葉町
	 ８月８日	 川俣町

［避難指示区域の解除の要件］（2011年12月26日原子力災害対策本部決定）
①空間線量率で推定された年間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実であること
②電気、ガス、上下水道、主要交通網、通信など日常生活に必須なインフラや医療・介護・郵便などの生活関連サービスが概ね復旧するこ
と、子どもの生活環境を中心とする除染作業が十分に進捗すること

③県、市町村、住民との十分な協議

［避難指示区域の解除を決定した市町村（日付は施行日）］
2014年	 ４月１日	 田村市
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する除染実施区域においては、市町村が除染実施計画
を策定し、除染事業を進めることとされており、8県
94市町村において除染実施計画が策定され（2014年
3月末現在）、各地で除染作業が進められています。
これらについては、着実な進捗が見られており、計
画した除染が終了した市町村も見られるところです。
環境省においては、放射性物質汚染対処特措法が
2012年1月に全面施行されたことに伴い、福島県等
における除染を推進するために、同月、福島環境再
生事務所を開所し、体制の整備を行いました。更に、
福島県及び環境省では、除染等に関する専門家を市町
村等の要請に応じて派遣するとともに、除染の関連情
報の収集・発信を行うための拠点として、国、福島
県、関係機関、関係団体等の連携を図る除染情報プ
ラザを設置しました。

4．原子力規制
（1）	原子力規制委員会の概要
原子力規制委員会は、2011年3月11日に発生した
東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波による東京
電力福島第一原子力発電所の重大事故の教訓を踏ま
え、従前は関係行政機関が担っていた原子力の規制、
核セキュリティに加え、原子力基本法（昭和30年法
律186号）及び原子力災害対策特別措置法（平成11

年法律第156号）の規定に基づく原子力災害対策指針
の策定等、原子力防災に関する技術的・専門的立場か
らの事務を一元的に担う組織として、2012年9月に
設置されました。2013年4月より、国際約束に基づ
く保障措置、放射線モニタリング及び放射性同位元素
の使用等の規制についての事務も担っています。
2014年3月現在の定員は1,025名、2013年度予算
は63,273百万円（補正後）です（なお、内閣府にお
いて、別途、原子力防災関連予算33,766百万円（補
正後）を計上。ともに復興庁に計上されている東日本
大震災復興特別会計を含む）。2013年度中に、原子力
規制委員会を47回開催し、必要な審議、評価、決定
等を行いました。

（2）	原子力規制行政に対する信頼の確保に向けた
取組

①原子力規制委員会の体制強化
原子力規制委員会設置法（平成24年法律第47号）
附則第6条第4項に基づき、原子力規制委員会全体と
して専門性を高めていくため、独立行政法人原子力安
全基盤機構の解散に関する法律案が2013年10月に
第185回臨時国会に提出され、11月に成立しました
（平成25年法律第82号）。2014年3月の同法施行に
伴い、原子力安全基盤機構が原子力規制委員会に統合

【第 121-4-1】原子力規制委員会組織図（統合前との比較）
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され、その業務が移管されました。
移管された業務の実施に加え、原子力規制委員会で
の厳格かつ適正な審査・検査や東京電力福島第一原子
力発電所対応、原子力防災対策の充実等を確保するた
め、統合に伴う一時的な業務増へ対応するための定員
を一部含め、原子力規制委員会の定員は、全体で545
人から1,025人に増員されました。組織についても、
［1］原子力規制委員会の管理・運営の統括部門と［2］
旧原子力安全基盤機構の安全研究部門を中心とした
「技術基盤グループ」から成る「長官官房」、［3］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。）に基づく審査・検査や東京電力福島第一原子
力発電所対応を行う「原子力規制部」、［4］事故時の
住民避難やモニタリング体制の整備を進める「放射線
防護対策部」、［5］原子力規制人材の育成を行う「原
子力安全人材育成センター」が設置されることとなり
ました。

②透明性・中立性の確保、人材育成
原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電
所事故の教訓を踏まえて設置されたとの経緯から、国
民からの信頼性の向上に向けて、継続的に取り組んで
いくことが極めて重要であると認識しています。原子
力規制委員会は、原子力利用に対する確かな規制を通
じて、人と環境を守るという使命を果たすため、科
学的・技術的見地から、公正・中立に、かつ独立し
て意思決定を行うこと、その際、多様な意見を聴く
ことによって独善的にならないように留意すること、
形式主義を排し、現場を重視する姿勢を貫き、真に
実効ある規制を追求すること、意思決定のプロセスを
含め、規制に関わる情報の開示を徹底し、透明性を
確保することを組織理念として、様々な政策課題に
取り組んでいます。
例えば、2013年7月の実用発電用原子炉の新規制
基準の策定や、その後の基準への適合性審査において
は、多くの有識者を交えて科学的・技術的な観点から
精力的な議論及び審査を進めました。
中立性の確保については、2012年9月に独自に定
めた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遵守しまし
た。また、原子力規制委員会及び各種検討会合等の
インターネット動画サイトによる生中継、会議の議
事、議事録及び資料の公開、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
要等を原則公開することに加え、行政文書の積極的公
開、幅広い報道機関に対する積極的な記者会見（定例
は原子力規制委員会委員長／週1回、原子力規制庁
定例ブリーフィング／週2回）等を継続し、意思決
定過程の透明性の確保に努めました。
加えて、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す。原子力規制委員会
全体の専門性の向上を着実に実施するため、原子力規
制に関する専門研修等に加え、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。

③国際機関及び諸外国との連携・協力
国際社会からの信頼確保や連携・協力及び国際社会
への情報発信も重要課題です。原子力規制委員会は、
2013年 5月及び9月の国際原子力規制者会議
（INRA）の主催を始めとして、各種会議等における
意見交換、原子力規制に係る情報交換に関する海外の
原子力規制機関等との二国間取決め等文書（米国、英
国、フランス、カナダ、ロシア、スウェーデン、ス
ペイン及びフィンランド）の作成及び原子力安全条
約の履行に係るレビュー等を通じた国際機関や諸外
国との連携の強化に加え、諸外国の原子力規制に係る
経験や知見を積極的に取り入れるよう努めました。ま
た、国際原子力機関（IAEA）、経済協力開発機構原
子力機関（OECD/NEA）等の国際機関や海外の原子
力規制機関等に、帰還に向けた安全・安心対策に関す
る基本的考え方（英語版）や東京電力福島第一原子力
発電所近辺の海域モニタリングの結果等について、積
極的に情報発信しました。さらに、IAEAの総合的
規制評価サービス（IRRS）を、2015年末を目処に受
け入れることを表明しました。

（3）	原子力施設等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事故後の対応
2011年3月11日に深刻な重大事故が発生した東京
電力福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策につい
ては、政府が総力を挙げて対策を実施することとなっ
ています。原子力規制委員会としても、「廃炉・汚染
水対策関係閣僚等会議」等に規制当局として参加し、
技術的・専門的な助言を行っています。具体的に、
東京電力福島第一原子力発電所の実用発電用原子炉施
設については、原子力規制委員会は、原子炉等規制
法に基づき、2012年11月に「特定原子力施設」に指
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定するとともに、東京電力に「措置を講ずべき事項」
を示し、当該施設の保安等の措置を実施するための計
画（以下「実施計画」という。）の提出を求め、同年
12月に東京電力から実施計画を受領しました。
原子力規制委員会は、「特定原子力施設監視・評価
検討会」を設け、「措置を講ずべき事項」に合致して
いるか等の視点から、現地調査も踏まえながら審査を
行い、留意事項を示した上で、2013年8月に実施計
画を認可しました。実施計画を認可した後、これま
でに作業の進捗状況に応じ、7件の実施計画の変更を
認可しました。また、実施計画の遵守状況の検査と
して、保安検査を3件、使用前検査を5件、溶接検
査を3件実施するなど、東京電力の取組を確認してい
ます。
留意事項のうち、敷地周辺の放射線防護について
は、2014年1月時点においても敷地境界における実
効線量の低減が達成されず、今後もさらに増大するお
それがある状況を踏まえ、原子力規制委員会は、同
年2月に、東京電力に対して、敷地境界における実
効線量を段階的に低減させ、遅くとも2016年3月末
までに、施設全体からの放射性物質等の追加的放出に
よる敷地境界の実効線量の評価値を1mSv／年未満と
することなどを指示しました。
護岸付近の地下水から放射性物質が検出されたこと
に端を発する汚染水問題に対しては、地中/海洋への
汚染水の拡散範囲の特定、拡散防止策を検討するため
の「汚染水対策検討ワーキンググループ」及び東京
電力福島第一原子力発電所事故に関連した海洋モニタ
リングの現状を踏まえ、その在り方について検討を行
う「海洋モニタリングに関する検討会」を立ち上げ、
継続して議論しました。
これまでもリスクの高さを指摘してきた高濃度汚染
水が滞留している海水配管トレンチについて、「汚染
水対策検討ワーキングループ」においてタービン建
屋との止水や濃度低減の取組等の対策の進捗を確認し
ました。
リスクの高さが指摘されてきた4号機使用済燃料
プールについては、当初の計画を前倒しして燃料の
取出しが開始され、原子力規制委員会においては、東
京電力の作業の進捗を確認しています。取出し作業の
開始にあたって東京電力から提出された実施計画に
ついて、時宜に即して審査や検査が行われたとして、
IAEAからも良好事例として評価されました。
その他、汚染水の漏えいが続き、東京電力福島第

一原子力発電所における現場管理能力が著しく低下し
ているとの懸念から、原子力規制委員会委員長は、
2013年10月及び2014年3月に東京電力代表執行役
社長に対し、作業員の環境やサイト内の放射線対策な
ど、環境を整備することや、燃料取出しを注意して
進めること等を求めました。また、原子力規制委員
会では、汚染水対策を始めとする現地の監視体制の強
化を図るため、2013年5月までに福島第一原子力規
制事務所の原子力保安検査官計2名を増員するなど、
東京電力福島第一原子力発電所全体のリスク低減に向
け、継続して取り組みました。
2013年11月には、住民の帰還に当たり、基本的な
考え方を提示しました。個人が受ける被ばく線量に着
目し、住民の帰還に向けて被ばく線量低減や健康不安
対策等、数々の取組や対策を提起しました。

②東京電力福島第一原子力発電所事故に係る放射線モ
ニタリング
東京電力福島第一原子力発電所の事故に係る放射線
モニタリングについては、関係府省や福島県等が連携
して「総合モニタリング計画」に沿って陸域や海域
等のモニタリングを実施し、解析結果を、毎週、公
表しています。海域のモニタリングについては、「海
洋モニタリングに関する検討会」を立ち上げ、モニタ
リング強化の検討等を行いました。また、2013年11
月には、IAEAの海洋モニタリングの専門家による
視察を受け入れ、原子力規制委員会と日本の関係機関
は放射線レベルを監視するための包括的なモニタリン
グプログラムを策定していることについて評価されま
した。

③原子炉等規制法に基づく規制基準等の見直し
原子力規制委員会は、発電用原子炉については
2013年 7月に、核燃料施設等については同年12月
に、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既設の施設にも反映することを義
務付ける制度（バックフィット制度）の導入に伴う
新たな規制基準を策定・施行しました。
発電用原子炉については検討チームを立ち上げ、
設計基準の強化やシビアアクシデント対策等に関する
基準や地震及び津波に対する設計基準等について議論
を行いました。その際、国会事故調査委員会報告書
などで、これまでに明らかにされた情報を踏まえ、海
外の規制基準も確認しながら、世界で最も厳しい水準
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の新規制基準を策定しました。新基準では、東京電
力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ、地震
や津波に耐える性能の強化に加え、巨大地震や大津波
により、万一過酷事故が発生した場合に対する十分な
準備を取り入れています。
核燃料施設等については、取り扱う核燃料物質等の
形態や施設の構造が多種多様であることから、それら
の特徴を踏まえて、施設ごとに基準を策定することと
し、それぞれの施設に応じた基準等について検討しま
した。基準の策定に当たっては、IAEAの安全要件
等に示された考え方を取り入れたほか、各国の規制基
準を参考にしました。

④適合性審査の実施
原子力規制委員会では、発電用原子炉及び核燃料施
設等に係る新規制基準に基づき、適合性審査を開始し
ました。
発電用原子炉については、現在全ての運転が停止し
ている中で、2013年度中に8事業者10原子力発電所
17プラントについて申請が行われている状況にあり
ます（2014年5月に新たに申請を受領し、9事業者
11原子力発電所18プラントになりました）。こうし
た中、原子力規制委員会においては、これまでに申
請がなされたものについて、2013年度において100
回の審査会合、8回の現地調査の実施に加え、申請書
の記載内容に関して事実確認をするための事務的なヒ
アリングを順次行い、適合性審査を進めました。
審査においては、設置変更許可、工事計画認可及
び保安規定変更認可に係る申請書について、新規制基
準への適合性を確認する作業を進めています。具体的
には、基準地震動や基準津波の評価、それらに対す

る耐震・耐津波設計方針の確認、シビアアクシデント
等の発生及び拡大防止に必要な設備、手順、体制、
訓練等の確認や有効性評価、内部溢水、内部火災、
竜巻に関する影響評価や対策等について確認を行っ
ています。
また、核燃料施設等についても、8施設より申請が
あり、新規制基準に基づく適合性審査を進めました。
加えて、六ふっ化ウランを正圧で扱う燃料加工施設
及び中高出力試験研究炉に係る現状確認を進めまし
た。

⑤原子力発電所敷地内破砕帯の調査
旧原子力安全・保安院での検討において、発電所敷
地内の破砕帯の追加調査が必要とされた6つの発電所
について、関係学会から推薦を受けた有識者で構成す
る会合を開催し、現地調査と評価を実施しています。
2012度からの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続き、
2013年度は日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉
もんじゅ、関西電力美浜発電所及び北陸電力志賀原
子力発電所について有識者会合による現地調査と評価
を開始し、20回の評価会合等と8回の現地調査等を
実施しました。
敦賀発電所については、2013年5月に原子炉建屋
直下を通る破砕帯が「耐震設計上考慮する活断層」で
あるとの評価を取りまとめました。その後、事業者
から追加調査結果が提出され、評価の見直しの要否に
ついて有識者会合で議論を行っています。大飯発電
所については、2014年2月に安全上重要な施設の直
下を通る破砕帯について、「将来活動する可能性のあ
る断層等」ではないとの評価を取りまとめました。

【第 121-4-2】従来の規制基準と新規制基準との比較（発電用原子炉）
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⑥全国の原子力施設の検査等の状況
原子力規制委員会では、原子炉サイト近傍に原子力
規制事務所（全22か所）を設置し、原子力保安検査
官を配置して、日々の保安規定の遵守状況の確認や
施設定期検査の立会い等を行っています。
原子力施設の規制への適合性を確認するために、原
子炉等規制法（2013年7月7日までは電気事業法（昭
和39年法律第170号））に基づき、商業用の原子力
発電所16施設で施設定期検査を実施しています。ま
た、原子炉等規制法に基づき、15施設（試験研究用
原子炉施設全4施設、加工施設全6施設、研究開発
段階炉［廃止措置中］全1施設、実用発電用原子炉
［廃止措置中］1施設、再処理施設1施設、廃棄物管
理施設全2施設）で施設定期検査を実施しました。ま
た、同法に基づき、保安規定遵守状況を確認する検
査（保安検査）を、62施設（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）について行いました。

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6件（特定原子力施設5件、加工施設1件）
でした。

⑦放射性同位元素等による放射線障害の防止
原子力規制委員会では、放射性同位元素等の放射線
利用による放射線障害を防止するため、放射性同位元
素等による放射線障害の防止に関する法律に基づき、
許可使用者等（2014年3月末現在の事業所数7,751）
について、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃
棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性
汚染物の廃棄その他の取扱いに関する規制を行って
います。2013年度内に、39件の新規使用許可、426
件の許可使用に係る変更許可、204件の立入検査等を
行いました。
また、当該法律に基づき報告のあった事故・故障
等は4件でした。

（4）	危機管理体制の整備のための取組
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、2012
年9月の原子力規制委員会の設置に合わせ、原子力基

【第 121-4-3】原子力発電所の新規制基準への適合性審査の申請状況等
（2014 年 5 月 20 日現在）
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本法、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。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
れています。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されています。
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。原子力規制委員会にお
いては、2012年10月に同指針を策定した後も検討を
重ね、数次の改定を行いました。2013年6月の改定
では、緊急時モニタリングの実施体制や運用方法、安
定ヨウ素剤の事前配布の方法等について具体化しまし
た。また、9月の改定では、緊急時における防護措置
の実施の判断基準となる緊急時活動レベル（EAL）
の枠組みについて、新規制基準を踏まえたものに改定
しました。

これらの原子力規制委員会の検討を踏まえた対応の
実行性を高めるため、2014年1月には、防災基本計
画の原子力災害対策編が修正されました。

②緊急時対応への取組
2012年9月19日の「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等）が発生した際に、緊急
時対応センター（ERC）の立上げや現地原子力規制
事務所長等が緊急時対策所に参集する等の原子力規制
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」が決定されています。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
信システムなどが整備されています。
2013年10月11日及び12日に川内原子力発電所を
対象として、国も主催者となり、原子力事業者、地
方公共団体等が一体となって原子力総合防災訓練を
実施しました。
このほか、地方自治体等の主催による原子力防災訓
練が、泊発電所、美浜発電所、伊方発電所、島根原
子力発電所、志賀原子力発電所、東通原子力発電所、

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緊急事態応急対策・原子力災害事後対策の総合調整

平
時

緊
急
時

原子力利用における
安全の確保に関する
専門的・技術的知見
を提供

原子力利用における
安全の確保に関する
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、総合防災訓練の企画
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
を担う観点から、知見
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）

【第 121-4-4】政府の原子力防災体制
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玄海原子力発電所、女川原子力発電所、浜岡原子力
発電所で実施されました。
また、原子力事業者の防災訓練は原子力災害対策特
別措置法に基づき、原子力規制委員会にその結果を報
告することとなっています。現地の原子力規制事務
所に駐在する原子力防災専門官等により訓練を現場で
確認するとともに、原子力規制委員会はこの訓練につ
いて評価を行うため、原子力事業者訓練報告会を開催
し、原子力事業者の訓練についての評価を行いまし
た。
また、地域における原子力災害対策の要となる地域
防災計画（原子力災害対策編）は、関係地方公共団体
が策定することとされており、緊急時に備え、その
内容の具体化を図り、実効性を高めていくことが重要
です。避難計画や要援護者対策の具体化等を進めるに
当たって、地方公共団体のみでは解決が困難な対策
について、内閣府を中心に政府を挙げて積極的に対応
することとしています。2013年9月3日の原子力防
災会議において「地域防災計画の充実に向けた今後の
対応」が決定され、13地域（泊、東通、女川、福島、
東海、柏崎刈羽、志賀、福井、浜岡、島根、伊方、
玄海、川内）それぞれに、内閣府により課題解決の
ためのワーキングチームが設置されました。各地域
に共通して対応すべき事項については、原子力防災会
議の下で関係府省等により検討結果が取りまとめられ
「共通課題についての対応方針」として、2013年10
月9日に関係道府県に提示されました。

③環境モニタリング
原子力発電施設等の周辺地域における放射線の影響
及び全国の環境放射能水準を調査するため、全国47
都道府県における環境放射能水準調査や、原子力発電
所等周辺海域（全16海域）における海水等の放射能
調査、原子力発電施設等の立地・隣接道府県（24道
府県）が実施する放射能調査等の支援を実施しまし
た。このほか、米国原子力艦寄港に係る放射能調査
を着実に実施しました。

（5）	核セキュリティ及び保障措置に係る取組
①核セキュリティに係る取組
核セキュリティにおける主要課題への対応に関し
ては、2013年7月より、核セキュリティに関する検
討会において、輸送における核セキュリティ、個人
の信頼性確認制度といった個別課題の具体的検討を

進めるため、それぞれの課題を取り扱うワーキング
グループを開催して検討を行っています。
国際的要請への対応としては、2014年 1月、
IAEAに対し国際核物質防護諮問サービス（IPPAS）
のミッション受け入れの正式要請を行いました。
また、2005年に、IAEAにおいて開催された条約
改正案の審議のための会議において採択された核物質
防護条約の改正の締結のため、2014年2月、核物質
防護条約の国内担保法である「放射線を発散させて人
の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法
律の一部を改正する法律案」を第186回国会に提出し
ました（同年4月成立）。
許認可等については、82件の核物質防護規定の変
更の認可、59件の核物質防護規定の遵守状況の検査
を行いました。また、2013年度の核物質防護検査で
は、独立行政法人日本原子力研究開発機構敦賀本部高
速増殖炉研究開発センターにおいて核物質防護規定
遵守義務違反が認められ、11月、同機構に対して文
書により厳重に注意するとともに、再発防止を求める
こととしました。

②保障措置に係る取組
原子力規制委員会は、日・IAEA保障措置協定に
基づき、我が国の核物質が核兵器などに転用されてい
ないことの確認をIAEAから受けるために必要な、
［1］原子力施設や大学などが保有する全ての核物質の
在庫量等を取りまとめてIAEAに報告し、［2］その
報告内容が正確かつ完全であることをIAEAが現場
で確認するための査察等への対応を実施しています。
2013年7月にIAEAより公表された、「2012年版保
障措置声明」においては、我が国は例年と同様に「全
ての核物質が平和的利用の範囲にあると見なされる
（拡大結論）」との評価がなされています。

第2節
東日本大震災・東京電力福島第一原
子力発電所事故後に講じたエネル
ギーに関する主な施策
我が国は、東日本大震災・東京電力福島第一原子力
発電所事故後にエネルギーに関して生じた課題につ
いて、様々な対応を行ってきました。本節では、主
に2013年4月から2014年3月末までに講じたエネ
ルギーに関する主な施策についてまとめています。
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1．安定的な資源確保のための総合的な
施策

（1）	資源供給国との関係強化と上流進出の促進
世界的な資源獲得競争の激化や東日本大震災以降の
化石燃料の調達コスト増大等、資源をめぐる内外の厳
しい情勢を踏まえ、資源の安定的かつ安価な供給確保
を図っていくことがより一層重要となっています。
そのため、資源外交の積極的な展開による資源国との
関係強化や、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資
源機構（JOGMEC）を通じたリスクマネー供給等を
通じて、我が国企業による権益獲得を支援する等、供
給源の多角化に向けた総合的な政策を推進していま
す。
また、2012年は貿易赤字が6.9兆円に拡大するな
ど、燃料調達費の引下げが急務であったことを踏ま
え、2013年4月に「燃料調達コスト引下げ戦略閣僚
会議」を開催し、「燃料調達コスト引下げに向けた当
面のアクションプラン」を取りまとめました。具体
的には、①低廉なLNG確保に対する支援強化、②国
内制度改革の推進、③エネルギー選択肢増強による
交渉ポジションの強化、④戦略的かつ効果的な情報
発信を当面のアクションプランとして定め、各種の
取り組みが進めています。

〈LNG〉
東日本大震災以降、需要が急増しているLNGにつ
いては、シェールガスの生産拡大により、天然ガス
の国内価格が低下している米国から新たにLNGを輸
入することは、LNGの安定的な確保と輸入価格の引
下げを両立する上で極めて重要な方策の一つです。一
方、米国からのLNG輸出には米国政府の許可が必要

となっていることから、2013年2月の日米首脳会談
の際に、安倍総理からオバマ大統領に対してLNG輸
出の早期承認を要請するとともに、茂木経済産業大臣
からは2013年5月、7月の米国訪問時を含め、機会
ある毎に早期承認を要請するなど積極的な働きかけを
行ってきました。こうした一連の資源外交の結果、
2014年2月には、現時点で日本企業が関与する4件
全てのLNGプロジェクトについて輸出承認を獲得す
ることができました。米国からのLNGは、2017年
以降に供給される予定であり、最終的には日本の総輸
入量の約2割に相当する約1,700万トンの調達が見込
まれています。米国におけるLNGプロジェクトが順
調に生産開始に至るよう、政府としても引き続き、支
援していきます。
また、シェールガスの生産が拡大しているカナダ
においても、日本企業が参画するLNGプロジェクト
が複数検討されています。2013年9月の日加首脳会
談を踏まえ、同年10月には茂木経済産業大臣がカナ
ダを訪問し連邦政府の天然資源大臣等と会談を行い、
「石油・天然ガスに関する協力声明」等に署名しまし
た。ブリティッシュ・コロンビア州政府との間では、
インフラ整備等の課題を議論する政策協議をこれまで
2回開催しており、引き続き、カナダからの低廉な資
源供給に向けた取組を推進していきます。
北米以外にも、ロシアやモザンビークなど総理を
筆頭とする資源外交を積極的に行うことにより、資源
国との関係強化を行っており、日本企業の資源開発
への参画支援を通じた資源権益の確保と、供給源の多
角化を進めています。また、我が国のバーゲニング
パワーの強化に向けて、消費国間の連携強化に取り
組んでいます。2013年9月には、「第2回LNG産消
会議」を東京で開催し、閣僚級、関係企業トップを
含め、世界約50か国・地域から約1000人を超える
関係者が参加しました。同会議では、LNG消費国間
の連携の広がりや、日本における低廉な調達に向けた
様々な取組を紹介しつつ、高いLNG価格からの脱却
が喫緊の課題であることを世界に情報発信しました。
なお、2014年 5月、イタリアで開催されたG7エ
ネルギー大臣会合において、緊迫するウクライナ情
勢等を踏まえ、エネルギー安全保障を強化する方策
について議論がなされ、共同声明が採択されました。
ガス市場については、売り手の同意なしに第三者や他
地域への転売を禁止する当事者間の契約条項である仕
向地条項の緩和や、生産者と消費者の対話等を通じた第２回 LNG 産消会議（2013 年 9 月） 
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天然ガス市場の柔軟化を促していくことの重要性が共
同声明で確認されました。

〈石油〉
石油については、2013年時点でも中東依存度が約
8割と地域偏在性が高く、中東諸国との関係維持・強
化を図るとともに、供給源を多角化する取組を着実に
進めることが重要です。2013年2月に茂木経済産業
大臣が、サウジアラビア王国及びアラブ首長国連邦
（UAE）を訪問し、特に、我が国が自主開発油田を保
有するUAEでは、2018年に期限を迎える海上油田
権益の更新に向けた働きかけや、医療・教育等を含む
幅広い協力について意見交換を行いました。2013年
5月には安倍総理がサウジアラビア王国、UAEを訪
問し、サウジアラビアでは、アブドッラー国王、サ
ルマン皇太子との会談を行い、日本への安定的な石油
供給へのコミットメントを確認するとともに、二国
間協力をあらゆる分野で発展させることで一致しまし
た。UAEのアブダビでは、ムハンマド皇太子等と会
談し、日UAE間の長期にわたる石油開発協力の重要
性と、今後、政治、経済、文化・人的交流等の幅広
い分野での包括的パートナーシップを構築していく
ことで一致しました。2014年1月には、茂木経済産
業大臣が再度UAEを訪問し、ムハンマド皇太子と会
談した際に、日本企業が開発に参画する上部ザクム油
田の15年間の権益延長に関して二国間で支持してい
くことで合意しました。さらに、2014年2月にはサ
ウジアラビアのサルマン皇太子、アブダビのムハンマ
ド皇太子が相次いで来日し、我が国との石油の共同備
蓄事業の拡大等を確認するなど関係強化に向けた意見
交換が行われました。
また、供給源の多角化に向けて、2013年8月には
茂木経済産業大臣が、資源フロンティアとして期待
されるアフリカを訪問しました。日本の経済産業大臣
として、初めてタンザニアとケニアを訪問し、ケニ
アのルト副大統領等との会談では、現在、JOGMEC
とケニア国営石油会社が実施中の地質調査について共
同で推進していくこと等を確認しました。さらに
2013年12月には、大規模な石油の埋蔵が期待される
デンマーク王国領グリーンランド島北東海域におけ
る石油・天然ガスの探鉱鉱区の優先入札において、日
本企業が参画するコンソーシアムが2つの鉱区を落
札しました。我が国は、グリーンランド周辺海域で
の地質構造調査の段階から、欧米資源メジャーと対

等に積極的に関与してきた結果、優先入札権を獲得し
ており、今回の優先入札に至ったものです。引き続
き、フロンティア地域における地質構造調査の実施
を含め、石油の供給源の多角化に向けた取組をしっ
かりと進めていきます。

〈石炭〉
石炭については、我が国の供給源を多角化し、安
定的な石炭供給を確保するため、要人外交、政策対
話等を活用しつつ、人材育成、技術協力等を通じて
資源国との関係を強化しています。2013年度には、8
月にモンゴル国バトバヤル経済開発大臣との会談にお
いて茂木経済産業大臣よりタバン・トルゴイ炭田の石
炭取引等について言及しました。また、9月にはモン
ゴル国アルタンホヤグ首相との首脳会談において、安
倍総理よりモンゴルにおける鉱物資源開発に関し、日
本企業の参画の促進を期待し、これに対し配慮するこ
とを要請しました。
また、2014年1月、モザンビーク共和国ゲーブー
ザ大統領との首脳会談においては、安倍総理より我が
国企業が参画する石炭等プロジェクトの円滑な進捗
は両国の成長にとって重要であるとして、長期安定
的な操業への協力を要請するとともに、モザンビー
ク自身による資源開発と活用に向けた人材育成を含む
取組として「日モザンビーク天然ガス・石炭発展イ
ニシアティブ」を表明しました。

〈鉱物資源〉
鉱物資源において、2013年6月に開催された第5
回アフリカ開発会議（TICAD	V）に先立ち、資源の
安定供給確保のための取組として、同年5月に日本と
アフリカのwin-winな関係構築に向けた資源開発の
在り方について議論するため、初めての試みとなる
「日アフリカ資源大臣会合」を開催しました。本会合
では、茂木経済産業大臣と南アフリカ共和国のシャ
バング鉱物資源大臣が共同議長となり、15か国のア
フリカ資源国が参加（うち11か国からは資源担当大
臣が参加）し、アフリカにおける①資源投資促進とイ
ンフラ整備、②資源産業基盤の強化、人材育成、③
環境・保安面で持続可能な資源開発、④地域社会との
共生の4つの基本方針について議論されるとともに、
茂木経済産業大臣から、資源探鉱や開発プロジェク
トに対するリスクマネー供給支援（今後5年間で
JOGMECを通じて20億ドル）や資源分野での人材
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育成（今後5年間で1,000名）が盛り込まれた「日ア
フリカ資源開発促進イニシアティブ」を説明し、参
加国からの賛同を得ました。同大臣会合における結果
は、TICAD	Vに報告され、その内容は同会議にお
ける成果である「横浜行動計画」に盛り込まれまし
た。
また、同大臣会合に合わせ、日アフリカ間の資源
開発をテーマとした国際会議である「J-SUMIT（国
際資源ビジネスサミット）」を初めて開催しました。
同会議では、アフリカの資源担当大臣、資源メ
ジャー、日本企業、政府関係機関等から80の講演等
に加え、日本の資源探査衛星、水インフラ、自動車、
鉱山技術の展示が行われ、①「最後のフロンティア」
であるアフリカを中心とした海外での資源ビジネスの
可能性、②日本の技術の活用による資源ビジネスの促
進という二つの観点から、日本企業とアフリカ資源
国、資源メジャー等との間で情報共有とビジネス
マッチングが図られ、アフリカへの持続的な開発を
後押しをするための良い「出発点」となりました（参
加者約2,000名）。
また、2014年2月には、磯﨑経済産業大臣政務官
が南アフリカ共和国で開催されたアフリカ鉱業投資会
議「マイニング・インダバ」に参加し、南アフリカ共
和国を始めとする6か国の鉱物資源担当大臣等と資
源・エネルギー分野におけるさらなる関係強化に向
けた意見交換を実施するとともに、アフリカ支援に係
る日本側の基本方針等について講演を行いました。
こうした資源外交を通じた資源供給国との関係強化
と並行して、鉱物資源の安定的な確保に向けた総合的
な取組として、レアメタルの短期的な供給障害に備え
ることを目的としたレアメタル国家備蓄、使用済製品
からの有用金属の回収・リサイクルを加速化させるた
めの技術開発、希少金属を豊富に存在する資源で代替

する技術の開発や希少金属の使用量を削減するための
技術開発等の取組を進めています。

〈リスクマネー供給〉
また、資源開発事業は、探鉱リスクやカントリー
リスクなど、事業リスクが高く、巨額の資金を要す
ることに加え、我が国企業は、資源メジャーと呼ば
れる海外企業等に比して、資金力に差があることか
ら、資源権益の獲得を推進するためには、資金面で
の支援も必要となっています。そのため、リスクマ
ネー供給機能の強化の一環として、2012年に
JOGMEC法を改正（同年 9月 15日施行）し、
JOGMECを通じた出資や債務保証等のリスクマネー
供給支援について産業投資資金の活用が可能になりま
した。2013年度には、産業投資資金や補正予算を含
め1,319億円の予算を措置し、JOGMECを通じた出
資や債務保証等のリスクマネー供給支援を行いまし
た。
具体的には、石油・天然ガスについては、カナダ
におけるシェールガス案件や、フロンティア地域で
ある東アフリカ案件を含む出資4件を新たに採択し、
金属鉱物資源については、オセアニアにおけるニッ
ケル及び鉄鉱石の探鉱プロジェクトに対し、資金融
資を行いました。我が国企業による資源権益の獲得を
支援し、供給源の多角化を進めるべく、引き続き、
こうしたリスクマネー供給支援や、資源外交等に積
極的に取り組んでいくこととしています。

（2）	国内資源開発の推進
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得る極
めて重要な存在です。そのため、「海洋基本法」（2007
年7月施行）及び「海洋基本計画」（2008年3月）に
基づき策定した「海洋エネルギー・鉱物資源開発計
画」（2009年3月）に従い、その開発を計画的に進め
てきました。同開発計画は、2013年4月に策定され
た新たな「海洋基本計画」や、最近のエネルギー・
鉱物資源を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、2013年
12月には新たな「海洋エネルギー・鉱物資源開発計
画」として策定されました。同計画において、鉱種
毎に、新たな開発の目標と達成に至る筋道、必要と
なる技術開発を記すとともに、各省庁間の連携、国
と民間の役割分担、さらには、横断的配慮事項とし
て、人材育成、国際連携、海洋の環境保全、国民の日アフリカ資源大臣会合（2013 年 5 月）
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理解促進に留意し、適切に進めることとしています。

メタンハイドレートに関して、主に太平洋側に確
認されている砂層型メタンハイドレートについては、
2013年3月に、海域において世界初となるガス生産
実験を実施したところです。引き続き、長期間・安
定的なガス生産に必要な技術開発や、生産コストの引
下げなどが重要な課題であり、こうした課題に集中的
に対応しつつ、2018年度を目途に商業化の実現に向
けた技術の整備を行う予定です。また、2023年から
2027年の間に、民間企業が主導する商業化プロジェ
クトが開始されるよう、国際情勢をにらみつつ、技
術開発を実施します。主に日本海側に確認されている
表層型メタンハイドレートについては、資源量把握

が課題であり、2013年度から本格的な資源量調査を
開始したところです。2013年度の調査では、上越沖
と能登西方沖の調査海域において、表層型メタンハイ
ドレートの存在の可能性がある構造（ガスチムニー
構造）が、225か所存在し、多くは直径約200m〜
500m程度、大きなもので約900mの大規模構造であ
ることが確認されました。今後、2013年度以降3年
程度で年調査を集中的に実施するとともに、調査結果
も踏まえつつ、有望地点では地質サンプルの取得等を
行っていく予定です。
石油・天然ガスについては、我が国周辺海域の資源
ポテンシャルを把握するため、三次元物理探査船「資
源」を活用した基礎物理探査を毎年6,000k㎡実施し、
2018年度までに概ね62,000k㎡の三次元基礎物理探

 

【第 122-1-1】新たな「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」の概要
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査を実施します。その結果を踏まえ、有望海域を選
定の上、基礎試錐を機動的に実施していきます。こ
れらにより得られた地質データ等の成果については
民間企業に引き継ぎ、探鉱活動の促進を図ります。

海底熱水鉱床については、2023年以降に民間企業
が参画する商業化を目指したプロジェクトが開始さ
れるよう、資源量評価や採鉱・揚鉱に係る機器の技術
開発、環境影響評価手法の開発等を推進します。

コバルトリッチクラストについては、2013年7月、
JOGMECを通じて国際海底機構から南鳥島沖公海域
におけるコバルトリッチクラストの探査鉱区の承認
を得るとともに、2014年 1月、JOGMECと国際海
底機構（ISA）との間で探査契約が締結されました。
今後、国際海底機構との探査契約に基づき、2014
年から南鳥島沖鉱区の資源量評価や生産技術の確立等
に取組み、2028年までに民間企業による商業化の可
能性を追求します。

レアアースを含む海底堆積物については、2013年
度から3年間程度で南鳥島周辺の排他的経済水域内に
おいて、分布状況の調査等を実施し、将来の資源と
してのポテンシャルを総合的に評価します。

マンガン団塊については、国際海底機構と契約して
いるハワイ沖の探査鉱区について、引き続き、資源
量の評価等を行い、他国の動向等も踏まえながら、商
業化の可能性を見極めます。

2．徹底した省エネルギー社会の実現と、
スマートで柔軟な消費活動の実現

（1）	省エネルギー対策
我が国は1970年代の石油危機以降、官民の努力に
よりエネルギー効率を約4割改善し、世界的にも大
きくリードしています。例えば、石油危機を契機と
して1979年に制定されたエネルギーの使用の合理化
に関する法律では、産業、業務、運輸の各部門の事
業者に対し、毎年度、省エネルギー対策の取組状況
やエネルギー消費効率の改善状況を政府に報告させ
ることを義務付けており、省エネルギーの取組を自
律的に促す枠組みを構築しています。また、業務・
家庭部門においては、エネルギー消費機器を対象と
するトップランナー制度が規定されており、各機器

の製造事業者等に対してエネルギー消費効率の向上
を促す体系を実現しています。こうした省エネル
ギーの取組を、部門ごとに効果的な方法によってさ
らに加速していくことで、より合理的なエネルギー
需給構造の実現と、温室効果ガスの排出抑制を同時に
進めていくことが重要です。そのため、部門ごとの
省エネルギーの取組を一層加速すべく、目標となり
得る指標を速やかに策定します。
また、エネルギーの使用の合理化に関する法律が
改正され、2014年4月から需要サイドにおける電力
需要のピーク対策に資する取組を評価する措置が講
じられるようになったところであり、今後、電力需
要のピークを抑制する事業者の取組を通じて、電力
需要の平準化が進んでいくものと考えられます。さら
に、電力消費の一層の効率化が期待される次世代パ
ワーエレクトロニクス機器を始めとした技術革新の
進展により、より効率的なエネルギー利用や、各エ
ネルギー源の利用用途の拡大が可能となります。加
えて、電力システム改革等の構造改革によって、供
給量だけでなく需要量を管理することを含め、様々
な主体がエネルギー需給構造に参入することで、今
後、エネルギーの利用に関して多様な選択肢が需要
家に対して示される環境が整っていくことになりま
す。
多様な選択肢が提供される市場では、需要家が合理
的な判断に基づいて自由に選択する消費活動を通じ
て、供給構造やエネルギー源の構成に変動を生じさ
せると考えられます。
こうした新たなエネルギー需給構造の構築を加速
していくための取組を強化していくことが必要です。

（2）	各部門における省エネルギーの強化
①業務・家庭部門における省エネルギーの強化
業務・家庭部門において高い省エネルギー効果が
期待されるのは、建築物・住宅の省エネルギー化で
す。特に、熱の出入りが大きい開口部や壁等への高
性能の窓や断熱材の導入は有効ですが、エネルギー
を消費する機械器具を対象としたトップランナー制
度においてはこれまで対象外でした。トップラン
ナー制度は、1998年のエネルギーの使用の合理化に
関する法律の改正により導入された制度で、家電や自
動車等の製品を指定し、その時点で最も消費電力量や
燃費水準等が優れた製品を参考に数値基準を定め、製
造事業者・輸入業者に対し、販売する製品が目標年度
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までに当該基準を満たすことを求めるものです。
こうした省エネルギーの取組を建築物・住宅の分
野でも推進すべく、住宅・ビルや他の機器等のエネル
ギーの消費効率の向上に資する製品を新たにトップ
ランナー制度の対象に追加することとし、2013年、
省エネ法を改正しました。これにより、建築材料が
トップランナー制度の対象に加わり、今般、断熱材
の基準が示されたところです。
また、エネルギー消費機器についても、引き続き
トップランナー制度の対象を拡大しており、LED電
球を対象に追加しています。

②運輸部門における多様な省エネルギー対策の推進
運輸部門については、自動車に係るエネルギーの
消費量がその大部分を占めており、その省エネルギー
化が重要です。そのため、自動車単体の対策を進め
るとともに、省エネルギーに資する環状道路等幹線
道路ネットワークの整備や高度道路交通システム
（ITS）の推進などの交通流対策等を含めた総合的取
組を進めていきます。

③産業部門等における省エネルギーの加速
1970年代の石油危機以降、エネルギー消費原単位
を約4割改善し、既に高い省エネルギーを達成して
います。近年においても、産業部門においては、こ

うした省エネルギーの取組を継続しているところで
す。このように既に高い省エネルギーを達成してい
る産業部門において、省エネルギーをさらに進める
ためには、省エネルギー効果の高い設備への更新を
進める必要があります。
そのため、省エネルギー設備投資に対する支援に
加え、製造プロセスの改善等を含む省エネルギー改
修に対する支援など多様な施策を用意することで、企
業自ら最善の省エネルギー対策を進めていく環境を
整備します。
さらに、業種横断的に、大幅な省エネルギーを実
現する革新的な技術の開発を促進していきます。加え
て、スマートなエネルギー使用の取組を促していく
ため、BEMS（ビルエネルギー管理システム）など
のエネルギーマネジメントシステム設備の導入を促
すとともに、エネルギーマネジメントの手順を定め
たISO50001の認証取得を促進し、省エネルギー対
策の情報提供等を実施しています。

（3）	エネルギーマネジメント
電力需給ひっ迫を解消するためには、供給サイド
の対応とともに、需要をスマートにコントロールす
る「エネルギーマネジメント」1の推進が重要です。
これまでの日本のエネルギー政策は、需要を所与の
ものとして、電力会社の発電量を積み上げる議論が中

1　エネルギーマネジメント：HEMS（ホーム）、BEMS（ビル）、MEMS（マンション）、CEMS（コミュニティ）、供給側の状況に応じて電力
需要を変化させる「ディマンドリスポンス」

【第 122-2-1】省エネ法の改正について
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心でした。一方、特に家庭・ビルのピーク需要を技
術や料金体系でコントロールできれば、ピーク時の
需要が抑えられ、その分半導体製造業など安定的に電
気を必要とする産業に対して安定供給が図りやすくな
ります。また、非効率な火力発電の焚き増し等が不
要となることで、中長期的には効率的な供給システム
の構築につながります。経済産業省では、スマート
コミュニティ4地域（横浜市、豊田市、けいはんな
学研都市、北九州市）で、幅広い住民の参画による
大規模なディマンドリスポンスの実証実験を行いま

した。北九州の実験（180世帯、50事業所が対象）
では、一般家庭において通常料金（23円/kWh）を
15円/kWh、夜間料金を6円/kWhにする代わりに、
夏のピーク時間帯に、翌日の需要予測に応じて、電
気料金を最大150円/kWhまで変動させる料金体系
で実際に電力供給した結果、2012年度、2013年度の
実証結果として、2割ものピークカットが継続的に実
現可能であることを確認しました。これまでの実証実
験で消費者のピーク需要を無理なく、技術やシステ
ムでコントロールすることが可能であり、かつ、消
費者にメリットがあることを実証しています。
また、効率的なエネルギーマネジメントにも資す
るコージェネレーションの導入促進にも取り組んで
います。具体的には、コージェネレーションの導入
促進に向け、経済産業省は2012年8月に「熱電併給
推進室」を設置しました。また、同年10月には、電
気事業法における特定供給の許可基準を緩和し、それ
までは、供給者の発電設備が需要の100％を満たすこ
とを許可の要件としていたところ、需要の50％まで
は電力会社等からバックアップを受ける場合であっ
ても許可を行うこととし、工場団地などでコージェ
ネレーションなどの分散型電源を導入しやすい環境
を整備しました。さらに、コージェネレーションの
導入に必要なイニシャルコストの低減やキャッシュ

【第 122-2-2】スマートコミュニティ４地域実証

【第 122-2-3】ディマンドリスポンスとは
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フロー改善のための支援を実施しています。

3．再生可能エネルギーの導入加速
近年、新興国を中心としたエネルギー需要の急増
に伴う国際的な資源獲得競争の激化や、国内外におけ
る地球温暖化対策の強化が求められる状況の中、温室
効果ガスを排出せず、国内で生産できることから、エ
ネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、
重要な低炭素の国産エネルギー源である再生可能エ
ネルギーの果たす役割の重要性が高まってきています。

（1）	2013年度の状況
固定価格買取制度（FIT）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
者に義務付ける制度であり、「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」（以
下「再生可能エネルギー特措法」という。）に基づき
2012年 7月1日から開始されました。これにより、
再生可能エネルギーの発電投資の費用回収の不確実
性を低減させ、こうした投資を促すことで再生可能エ
ネルギーの導入拡大の加速化を担っています。また、
導入拡大が加速すれば、設備の量産化が進み、現時
点では他のエネルギーに比して割高な再生可能エネ
ルギーのコストダウンが進展することも期待されます。
本制度開始を受けて、再生可能エネルギーは順調
に導入が進み、2013年度においては、2014年2月末
までに、638.1万kWの設備が運転を開始しました。

市場でも本制度の導入を機に、2013年度も引き続き、
発電事業者が家庭の屋根を借りて太陽光発電を行う
「屋根貸しモデル」のような、様々な事業プランが展
開されています。また、これまで発電分野とは関わ
りの薄かった業種も含め、多くの事業者が再生可能
エネルギー市場に参入しています。
この結果、全国各地の様々な地域で、長年遊休化
していた工業団地等を活用し、太陽光パネルを設置す
るような例が出るなど、引き続き、かつてない発電
事業への投資が行われています。
さらに、再生可能エネルギー発電事業が中長期的
に投資回収を見込める事業になったことで、メガバ
ンクによるプロジェクトファイナンスの組成や、地
域金融機関や市民ファンドを巻き込んだ地域密着型
の投資案件の組成など、金融面でも新たな動きが拡大
しています。
一方で、固定価格買取制度では、電気事業者が再
生可能エネルギー由来の電気の買取りに要した費用
について、賦課金として電気料金に上乗せする形で国
民の皆様に御負担いただくことになっています。
2013年度においては、賦課金の単価は1kWh当たり
0.35円、合計約3,500億円となっていました。これ
に、これまで実施してきた太陽光の余剰電力買取制度
の負担（全国平均で1kWh当たり0.05円）と併せて、
2013年度では1kWh当たり0.40円（全国平均）の御
負担をお願いすることになりました。これは、一か
月に7,000円程度の電気料金をお支払いいただいてい
るご家庭（一か月300kWh程度の電力使用量を想定）
であれば、一か月約120円の負担となります。

【第 122-3-1】2013 年度における再生可能エネルギー発電設備の導入状況（2 月末時点）
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このほか、固定価格買取制度の認定を受けた案件の
うち、着工が遅れているものについて実態把握を行う
ため、2012年度中に認定を受けた運転開始前の
400kW以上の太陽光発電設備（4,699件）を対象に、
法に基づく報告徴収を実施し、①土地の取得、賃貸
等により場所が決定しているか、②設備の発注等によ
り設備の仕様が決定しているか、等について確認しま
した。これを受け、場所や設備の仕様が決定してい
ないと認められる案件については、順次、行政手続
法に基づく聴聞を実施し、聴聞においても場所や設備
の仕様が未決定と認められた場合は、認定を取り消す
こととしました。また、認定の運用の在り方につい
ても、総合資源エネルギー調査会新エネルギー小委
員会買取制度運用ワーキンググループにおいて議論
を行い、2014年度からは、50kW以上の太陽光発電
設備については、認定から場所や設備の仕様の決定ま
でに期限を設ける等の見直しを行いました。

（2）	調達価格等算定委員会における、2014年度
調達価格の検討経過と結論
再生可能エネルギー特措法においては、経済産業

大臣は毎年度、当該年度の開始前に調達価格と調達期
間（以下「調達価格等」という。）を決定することと
されています。また、決定に当たり、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」という。）の意見を尊重す
ることとされています（2013年度の調達価格等につ
いては、第３部第３章第１節１．（１）参照）。
2014年度の新規参入者に適用される調達価格等の
議論については、2014年1月10日から委員会におい
て開始されました。
委員会では、本制度の適用を受けて運転開始した設
備から法令に基づき義務的に提出されたコストデー
タに基づき、全4回にわたり議論が行われました。そ
の上で、委員会は、「平成26年度調達価格及び調達
期間に関する意見」を2014年3月7日に取りまとめ、
この意見を尊重する形で、以下の内容で2014年度調
達価格が決定されました。

（ア）	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）
が市場の拡大等に伴い下落したこと等を反映し、

【第 122-3-2】調達価格等算定委員会名簿
委　員　長 植田　和弘　京都大学大学院経済学研究科教授
委員長代理 山内　弘隆　一橋大学大学院商学研究科教授

辰巳　菊子　（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会理事・環境委員長
山地　憲治　（公社）地球環境産業技術研究機構（RITE）理事・研究所長
和田　　武　前日本環境学会会長

【第 122-3-3】2014 年度新規参入者への調達価格・調達期間
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年度調達価格を引き下げ。具体的には、非住宅
用（10kW以上）は、2013年度調達価格が
36円／kWh（税抜）のところ、4円の引下げと
なり、32円／kWh（税抜）に、住宅用（10kW
未満）は、2013年度調達価格が38円／kWhの
ところ、1円の引下げとなり、37円／kWhに設定。

（イ）	洋上風力発電については、陸上風力発電と比較
して、高いコスト、固有のリスクを反映し、36
円/kWh（税抜）として買取価格区分を新規設
定。

（ウ）	中小水力発電については、電気設備と土木設備
のライフサイクルの違いから構造的に投資時期
が合致しない中小水力発電設備について、既存
の土木設備を活用した投資を国民負担に配慮し
つつ推進する観点から、既設導水路を活用した

中小水力発電の価格区分を、200kW未満は25
円/kWh（税抜）、200kW以上1,000kW未満は
21円/kWh（税抜）、1,000kW以上30,000kW
未満は14円/kWh（税抜）として、買取価格区
分を新規設定。

（エ）	上記以外については、2013年度調達価格を据え
置き。

（3）	再生可能エネルギーの導入加速〜中長期的な
自立化を目指して〜
再生可能エネルギーについては、2013年から3年
程度、導入を最大限加速し、その後も積極的に推進
していきます。そのため、系統強化、規制の合理化、
低コスト化等の研究開発などを着実に進めます。具体
的な取組として、固定価格買取制度の適正な運用を基
礎としつつ、環境アセスメントの期間短縮化等の規制
緩和等を今後とも推進するとともに、高い発電コス
ト、出力の不安定性、立地制約、使用済設備の適正
処理といった課題に対応すべく、低コスト化・高効
率化のための技術開発、大型蓄電池の開発・実証や送
配電網の整備などの取組を積極的に進めています。ま
た、2013年臨時国会において成立した農林漁業の健
全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の
発電の促進に関する法律（平成25年法律第81号）等
の積極的な活用を図り、地域の活性化に資する再生可
能エネルギーの導入を推し進めています。
また、政府の司令塔機能強化、関係省庁間の連携
促進の観点から、2014年 4月に「再生可能エネル
ギー等関係閣僚会議」を設置し、政府が一丸となっ
て再生可能エネルギーの導入の最大限加速を実現し
ていくことを確認しています。

【第 122-3-4】再生可能エネルギー固定価格買取制度に
基づく賦課金総額と一家庭当たり負担額

（注１） 2012 年度、2013 年度は余剰電力買取制度の賦課金負担も含む数字。 
（注２） 2014 年度は余剰電力買取制度の賦課金負担が 2014 年 9 月の検針分

まで別途発生。
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【第 122-3-5】特定風力集中設備地区での地域内送電網整備・技術実証

地域内送電網の整備と系統用大型蓄電池の導入による再生可能エネ
ルギー導入拡大に向けた取組（開発実証）

風力発電は、大規模に開発した場合、そのコストが火力発電や水力発電と比べても遜色ない水準で
あり、今後の再生可能エネルギーの大幅な導入拡大のためには風力発電の大規模開発が必要不可欠です。

他方、風況が良く大規模な風力発電の立地が可能な場所が北海道や東北の一部に偏っており、こう
した適地は人口が少なくそもそも電力需要が低いことから送電網が十分に整備されていません。

このため、大規模な風力発電の開発を進めるために、追加的な送電網整備が不可欠であり、2013
年度から地域内の送電網を整備するとともに送電網を制御するに当たって必要な技術課題を検証する
実証事業を開始しています。

2013 年度は北海道内において開発可能性調査に着手しており、調査対象エリアにおける風力発電の
ポテンシャル、送電網の基本ルートや容量等について検討を進めています。また、2014 年度は東北
地域においても事業が開始されます。

C O L U M N
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【第 122-3-6】大型蓄電池の導入

【採択事業者及び事業内容】
事業者 種類 規模 設置場所
東北電力 リチウムイオン電池 2万kWh 西仙台変電所

北海道電力及び住友電気工業 レドックスフロー電池 6万kWh 南早来変電所

また、我が国は、世界最先端の大型蓄電池の技術を有しており、この技術を戦略的に活かせば、太
陽光発電や風力発電の出力変動を吸収することができます。電力の系統規模の大きさに応じて再生可能
エネルギーの接続量が設定されていますが、大型蓄電池の活用により電力系統の調整力を確保するこ
とでさらなる受入が可能となります。

このため、電力会社の基幹系統の変電所に、世界最大級の大型蓄電池を設置・活用することで、ど
こまで再生可能エネルギーの導入可能量を拡大できるか徹底検証を行う実証事業を 2013 年度から開
始しました。これは、我が国初の取組であり、系統における具体的な活用に向け、必要な技術・ノウ
ハウの習得を目指します。

具体的には、2013 年 7 月に補助事業者の採択を行っています。本実証事業の成果を踏まえ、大型
蓄電池を系統運用の現場にいち早く実践投入し、再生可能エネルギーの導入拡大に向け最大限取り組
みます。
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浮体式洋上風力発電の技術及び安全性、信頼性、経済性の確立に
向けた取組（開発実証）

我が国の陸上は風力発電の適地が限られており、更なる風力発電の導入拡大を実現するべく、風況
の良い洋上における発電技術の開発を行ってきています。最近では、これまで主流であった着床式の
風力発電のほか浮体式の発電技術の開発が行われるようになってきました。着床式は、その構造上、
水深 30m 程度が限界とされており、遠浅の海が少ない我が国では制約がありましたが、浮体式は水深
が深い海でも設置が可能であるため今後の活用が期待されています。現在、福島県の沖合において、
浮体式洋上風力発電の実証研究事業が行われています。

この事業では、我が国特有の気象・海象条件に適した安全性・信頼性・経済性の高い浮体式洋上風力
発電システムを確立するとともに、漁業との共生策を見出し、世界初の浮体式洋上ウィンドファーム
の実現を目指しています。

2013 年 11 月には、第 1 期工事として、2MW ダウンウィンド型浮体式洋上風力発電設備 1 基と
浮体式洋上サブステーションの設置が完了し、実証海域（福島県沖約 20km 地点）において運転が開
始されました。

今後は、第 2 期工事として世界最大級の 7MW 浮体式洋上風力発電設備等 2 基が実証海域に設置さ
れる予定です。

なお、着床式洋上風力発電については、2013 年に千葉県銚子沖（3 月）及び福岡県北九州沖（6 月）
において実証機の運転が開始されており、データ解析・検証が行われるとともに、超大型風力発電シ
ステム技術や洋上風況観測技術の開発が行われています。

福島県沖　浮体式洋上サブステーション（左）及び 2MW 浮体式洋上風力発電設備（右）
出典：福島洋上風力コンソーシアム
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屋外プールで培養された藻を用いたバイオマス燃料の開発（基礎
研究〜応用研究）

バイオマスについては、太陽光や風力等の再生可能エネルギーにはない、液体燃料として利用でき
る点に着目した技術開発が行われています。

特に近年は、食料生産と競合しない新たな原料として藻類の活用が注目されており、単位面積当た
りの生産性が高く、二酸化炭素固定への寄与率が高いことから、将来的に工業生産されることが期待
されています。

従来は、油分を大量に含む藻は研究室でのビーカー等の一定環境での培養しか実現していませんで
したが、神奈川県横浜市にある IHI 横浜事業所では、これまでの研究によって屋外プールで安定的に
大量の藻を培養することに成功しています。

今後は、より少ないエネルギーと低廉なコストでの藻類由来燃料の大規模生産を行う実現すること
を目指し、太陽光のみでの大規模培養技術等が確立されることが必要です。

木質系バイオマス原料を用いたバイオマス燃料の開発（応用研究〜
開発実証） 

また、木質系バイオマスを原料とした BTL
（Biomass　To　Liquid）の技術開発も行われて
います。例えば、三菱重工業では富山大学と共
同で、木質系バイオマス用に最適化されたガス
化炉を開発するとともに、ジェット燃料合成に
最も適した触媒について研究することにより、
これまで国内で取り組まれていなかった実用化
に向けた低コストなバイオジェット燃料の製造
プロセスの構築の実現に向けて取り組んでいま
す。

藻油の精製前（左）と精製後（右）屋外培養プール

BTL 燃料製造装置
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自治体や民間企業等の地域の各主体によるバイオディーゼル導入
の取組 （開発実証〜普及性能向上）

バイオディーゼルは、廃油やナタネなどの幅広い原料から製造が可能で、今後、地域における循環
型エネルギーとして、利用の促進が期待されています。

このため、国は、バイオディーゼルの一体的・先進的な流通システムの技術的な課題に取り組む地
域や事業者に対して支援を行っています。

北海道帯広市では、地域循環エネルギーとして広くバイオディーゼルの普及拡大を目指して市や民
間企業等からなる「とかちバイオディーゼル燃料普及促進協議会」を発足し、帯広地方石油販売協同
組合とも連携して、バイオディーゼル製造に関連する事業の強化と、原料（廃油）や製品（バイオ
ディーゼル）の流通インフラの整備や流通経路を確保する取組を行っています。この取組は、バイオ
ディーゼル混合軽油（B5 軽油）の流通量目標として、2012 年実績約 800kL から、2015 年までに
5,000kL、2020 年までにとかち地域の軽油消費量の 20% となる 20,000kL と段階的な目標を定め、
これまでに、廃油等を回収する大型回収車両を導入することで原料収集コストの削減と運搬効率が大き
く向上しています。また、市による町内会での度重なる説明会や学校訪問での子供達への PR 等による
意識醸成、市が中心となって事業者間調整を行うことで、市内広域でスーパーやガソリンスタンド等
に廃油の小口回収拠点の分散設置が実現し、住民参加・協力により、従来回収できなかった地域にお
ける廃油回収量が増加する等の効果を上げています。

今後は、こうした取組への支援を引き続き行うとともに、普及に向けて解決すべき課題の抽出・整
理を行うことで更なるバイオディーゼルの製造・供給・流通の促進及び安定化を図っていきます。

原料（廃油）回収拠点（57 か所） バイオディーゼル（B5 軽油）専用給油設備（市内 1 か所）
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C O L U M N

蓄電池の寿命劣化の原因究明や大容量化等に向けた取組（基礎研究）
現在、スマートフォンやタブレット、電気自動車等に用いられているリチウムイオン電池は耐久性

や蓄電容量など性能限界があるため、今後の電気自動車の高性能化や再生可能エネルギー発電の導入
拡大のために活用するには課題があります。このため、従来技術の延長線上にない新しい蓄電池技術
による耐久性や蓄電容量等に優れた「革新型蓄電池」の実現が期待されています。

この革新型蓄電池の実現に向けて、現在、蓄電池の基礎的な反応原理の解明に取り組んでいます。
具体的には、充放電中に蓄電池の内部で起きる電気化学反応の観察を行うため、世界最高性能の放射
光施設である『SPring-8』と大強度陽子加速器施設である『J-PARC』において実験を行っています。
その結果、リチウムイオン電池の充放電中に起こる基礎的な反応原理である電極材料の結晶構造変化の
観察に世界で初めて成功しました。今後、これらの知見を生かし、2030 年に向けて革新型蓄電池の
実現を目指します。

蓄電池内部で起こる反応を調べるための世界最高性能の設備であり、世界で初めて電極材料の結晶構
造変化の観察に成功しています。

SPring-8（放射光ビームライン） J-PARC（中性子ビームライン）



75

第2節　東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故後に講じたエネルギーに関する主な施策

75

第
２
章

C O L U M N

「福島再生可能エネルギー研究所」について
2014 年 4 月 1 日に福島県郡山市に開所した独立行政法人産業技術総合研究所の「福島再生可能エ

ネルギー研究所」は、産業界、大学、地域等との幅広い連携を通じて、再生可能エネルギーに関する
世界最先端の研究開発・実証研究を行う研究開発拠点です。

本研究所で創出される研究成果を通じて被災地域における新産業の育成や雇用創出等に貢献していき
ます。

■太陽光
太陽光発電については、発電コストや安定供

給等の面から、更なる技術開発が必要です。「福
島再生可能エネルギー研究所」では、高効率・
低コスト・高信頼性・軽量結晶シリコン太陽電
池モジュールの開発や、福島大学や独立行政法
人科学技術振興機構と連携した、極薄太陽電池
や量子効果（ナノワイヤー）太陽電池の開発を
行います。

研究本館

実証フィールド

産業技術総合研究所で試作した厚さ 100μm のセル
出典：産業技術総合研究所

実験別棟
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■風力
経済効率性、環境調和性を踏まえた風力発電の導入拡大の

ため、高度な風況予測技術、騒音低減技術の開発及びそれら
を利用した風車運転技術の開発により、発電電力量の向上と
使用年数の向上を目指します。

■地熱
独立行政法人産業技術総合研究所が強みを有する地質計

測・探査技術を駆使して、地熱の高度モニタリング技術を活
用した地熱発電の開発コスト削減、地熱貯留層の適切な開
発・管理を通じた環境調和型の地熱発電実現のための研究開
発を行います。

風車騒音計測システム
出典：産業技術総合研究所

開発した弾性波解析ソフトウェア（左）と地熱フィールドでの弾性波モニタリング（右）
出典：産業技術総合研究所

4．原子力政策の再構築
原子力発電は、燃料投入量に対するエネルギー出
力が圧倒的に大きく、数年にわたって国内保有燃料
だけで生産が維持できる低炭素の準国産エネルギー
源として、優れた安定供給性と効率性を有しており、
運転コストが低廉で変動も少なく、運転時には温室効
果ガスの排出もないことから、安全性の確保を大前提
に、エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要な
ベースロード電源です。このため、いかなる事情よ
りも安全性を全てに優先させる前提の下、原子力規制
委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合
すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力
発電所の再稼働を進めることとしています。

我が国では、原子力の安全確保のために必要な技
術・人材の維持・発展、原子力利用に伴い発生する使
用済燃料問題への対応と核燃料サイクルの推進、原子
力に関する国民への丁寧な広聴・広報や原子力関係施
設の立地自治体との信頼関係の構築、原子力利用にお
ける国際的協力等に取り組んでいます。2013年度は
総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会原
子力小委員会の下に「放射性廃棄物ワーキンググルー
プ」、「地層処分技術ワーキンググループ」、「原子力
の自主的安全性向上に関するワーキンググループ」
を設置し、最終処分に向けた取組の見直しや、原子
力産業界の自主的かつ継続的な安全性向上について検
討しました。
※原子力政策の再構築の、その他の項目については本



77

第2節　東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故後に講じたエネルギーに関する主な施策

77

第
２
章

章第1節を参照。

（1）	高レベル放射性廃棄物の最終処分
①放射性廃棄物ワーキンググループ及び地層処分技

術ワーキンググループの設置
東京電力福島第一原子力発電所事故は、我が国にお
ける高レベル放射性廃棄物の最終処分の問題に対する
国民の関心を飛躍的に高めました。特に、原子力政
策上の重要な課題としての認識が改めて深まり、地層
処分の技術的・社会的信頼性に対する懸念や立地選定
を進める上での合意形成の改善等の必要性が高まっ
ています。
高レベル放射性廃棄物の処分については、2000年
に制定された「特定放射性廃棄物の最終処分に関する
法律」に基づき、処分事業の実施主体として設立され
た原子力発電環境整備機構（NUMO）が、2002年よ
り全国の市町村を対象に最終処分場の設置に向けた文
献調査の公募を開始しましたが、現在に至るまで文献
調査を実施するに至っていない状況でしたが、原子
力委員会からの検討依頼を受けた日本学術会議が、東
京電力福島第一原子力発電所事故後の2012年9月に
「高レベル放射性廃棄物の処分に関する取組について
（回答）」をとりまとめ、原子力委員会に対し回答しま
した。同回答においては、原子力政策についての社
会的合意を得た上で最終処分地選定に向けた合意形成
に取り組むべきであり、そのために最終処分政策を抜
本的に見直すべきとした上で、以下を提言しました。
・地層処分の安全性につい専門家間の十分な合意が
ないため、自立性・独立性のある科学者集団によ
る専門的な審議を尽くすべき。

・そのための審議の期間を確保するとともに、科学
的により優れた対処方策を取り入れることを可能
とするよう、今後、数十年から数百年の間、廃
棄物を暫定的に保管（暫定保管）すべき。

・高レベル放射性廃棄物が無制限に増大することを
防ぐために、その発生総量の上限を予め決定すべ
き（総量管理）。

・科学的な知見の反映の優先等立地選定手続きの改
善、多様なステークホルダーが参画する多段階
合意形成の手続き等を行うべき。

これを受け、原子力委員会では、2012年12月に、
「今後の高レベル放射性廃棄物の地層処分に係る取組
について（見解）」を取りまとめ、今後の政府が取り

組むべき方向性を提示しました。同見解において、原
子力委員会は、最終処分方法として地層処分は妥当な
選択とした上で、以下を提言しました。
・地層処分の安全性について、独立した第三者組織
の助言や評価を踏まえつつ、最新の科学的知見に
基づき、定期的に確認すべき。

・最新の科学技術的知見に基づき、処分計画を柔軟
に修正・変更することを可能にする可逆性・回収
可能性を考慮した段階的アプローチについて、
その改良改善を図っていくべき。

・原子力・核燃料サイクル政策に応じた放射性廃棄
物の種類や処分場規模について、選択肢を示し、
それらの得失について説明していくべき。

・立地自治体を始めとするステークホルダーと実
施主体が協働する仕組みの整備など、国が前面に
出る姿勢を明らかにするべき。

こうした日本学術会議や原子力委員会の提言も参考
にしつつ、これまでの最終処分に向けた取組を抜本的
に見直すため、総合資源エネルギー調査会電力・ガ
ス事業分科会原子力小委員会の下に「放射性廃棄物
ワーキンググループ」及び「地層処分技術ワーキン
ググループ」が設置されました。

②放射性廃棄物ワーキンググループ
放射能廃棄物ワーキンググループにおいては、上
記提言などを踏まえた高レベル放射性廃棄物の最終処
分に向けた現世代の取組の在り方や処分地選定に向け
た取組の改善策等について、2013年5月より、計13
回にわたり多様な意見・専門性を有する有識者による
審議が実施され、その間随時、国民の皆様からの意
見を頂くとともに、パブリックコメントを経て、
2014年5月に報告書の取りまとめが行われました。
この中では、将来世代の負担を最大限軽減するた
め、現世代の責任として、現時点の最良の技術を適
用し長期的な人の手による管理に依らない最終処分を
目指すべきであること。そして、現時点で最も有望
である地層処分を前提に取組を進めつつ、一定期間廃
棄物を取り出し可能な状態で維持し、今後の技術進展
等を踏まえ将来世代が最良の処分方法を再選択できる
ようにする「可逆性・回収可能性」を担保することが
有力な対処方策であるとされました。具体的には、今
後の研究開発や処分地選定を進める中で明らかになる
知見を活用し地層処分の技術的信頼性を定期的に評価
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するとともに、代替処分方法等の研究開発を並行的に
進めていくことで、最終処分に対する社会的合意形成
を段階的に進めていくことが重要とされました。ま
た、その際、最終処分の問題が原子力利用における
避けて通れない課題の1つであることを認識し、原子
力政策の在り方と合わせて理解を得ていく必要性が示
されました。
さらに、最終処分事業の進展に向け、国が前面に
立って取り組む必要性が示され、広く全国を対象と
した調査地域の公募では調査受入れの科学的妥当性の
説明が困難であることから、国が科学的により適性が
高いと考えられる地域（科学的有望地）を示す等を通
じ、地域の地質環境特性を科学的見地から説明し、立
地への理解を求めていくことや、受入れ地域の持続的
発展に資する支援策を国と自治体が協力して検討して
いくことが必要とされました。さらに、国民・地域
の信頼を得る上で、調査受入れを検討する自治体にお
いて多様な立場の住民が参画する地域の合意形成の仕
組みや“行司役”的視点に立った第三者評価・説明
が必要とされました。
これに合わせて、2013年12月には、最終処分の問
題について国が前面に立って解決するべく、政府とし
ての新たな取組方針を検討し、関係行政機関の緊密な
連携の下、これを総合的かつ積極的に推進するため、
内閣総理大臣の指示を受け、最終処分関係閣僚会議が
設置・開催されました。同会議においても、①地層処
分を前提に取組を進めつつ、将来世代が最良の処分方
法を再選択できるよう可逆性・回収可能性を確保し、
廃棄物の減容化・有害度の低減や直接処分も含めた代
替処分方法の調査・研究を推進することや、②地域の
理解の下、国が科学的により適性の高い地域を提示し
ていくこと等の基本的な方向性が示されています。

③地層処分技術ワーキンググループ
地層処分技術ワーキンググループにおいては、
2000年以降研究開発が進展してきた地層処分の技術
的信頼性について最新の科学的知見を用いて改めて確
認・再評価等を行いました。特に、東京電力福島第
一原子力発電所事故による地層処分に対する国民の懸
念を払拭する観点から、関連学会からの推薦等による
専門家の参画の下、中立・公正で自律的な検討が深め
られるよう運営がなされました。審議は2013年10
月から計8回開催され、パブリックコメントを経て、
2014年5月に報告書の取りまとめが行われました。
この中では、地層処分を行う場として、①ガラス
固化体の溶解や緩衝材の変質を抑制する観点から地温
が低いこと、②漏出した放射性物質の移動を抑制する
観点から地下水の流れが緩慢であること、③金属容器
の腐食、放射性物質の地下水への溶解を抑制する観点
から酸化性の環境ではないこと等が好ましい地質環境
特性として整理されるとともに、各々の好ましい特
性を有する地質環境が我が国に十分存在すると考えら
れると評価されました。

また、これらの好ましい地質環境特性に著しい影響
を及ぼすと考えられる火山活動、隆起・侵食、断層
活動などの天然事象が整理され、これらの天然事象の
偏在性やプレート運動の継続性を踏まえれば、段階
的な処分地選定調査により、将来十万年程度の期間、
好ましい地質環境が大きく変化する可能性が低い地域
を選定できる見通しが得られたと評価されました。こ
れにより、我が国における地層処分の技術的実現可能
性があらためて確認されるとともに、技術的信頼性の
向上に向けた今後の研究課題もあわせて提示されまし
た。

今後は、この2つのワーキンググループ報告や最
終処分関係閣僚会議での検討を踏まえ、東京電力福島
第一原子力発電所の事故を機に国民の懸念が高まっ
ている高レベル放射性廃棄物の処分事業の進展に向け
て、国が前面に立って取組を促進していくこととし
ています。

多重バリアシステム

人工バリア 天然バリア

バリア1
ガラス固化体 オーバーパック

［金属製の容器］
緩衝材
［粘土］

岩盤

地
下
３
０
０
メ
ー
ト
ル
以
深

地上施設

地下施設

バリア2 バリア3 バリア4

高レベル放射性廃棄物処分施設

放射性物質
を地下水に
溶け出しに
くくする

約20cmの炭素
鋼の容器。当面
1000年間は確
実に地下水から
隔離。

約70cmの粘土。
地下水と放射性物質
の移動を遅くする

【第 122-4-1】高レベル放射性廃棄物の地層処分の概要
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（2）	原子力の自主的安全性向上
①原子力の自主的安全性向上に関するワーキンググ

ループの設置
東京電力福島第一原子力発電所事故は、我が国の原
子力平和利用におけるリスクガバナンスの在り方に大
きな疑問を投げかけることとなりました。原子力安全
については、2012年、原子力規制委員会が設置され、
安全の確保を最優先に世界において最も厳しい水準の
規制を追求することとされています。他方、当然、
規制水準を満たすこと自体が安全を保証するものでは
ありません。原子力事業者が規制水準を満たすだけの
対応に終始することは、安全に対する原子力事業者の
慢心を呼び、新たな「安全神話」に陥ることに繋がり
ます。
原子力の安全性については、国際原子力機関

（IAEA）安全基本原則の第一の原則として掲げられ
ているとおり、一義的には原子力事業者が責任を負っ
ています。このため、原子力事業者が自主的かつ継
続的に安全性を向上させていく意思と力を備えること
が必要であり、また、これを備えた存在として認識
されなければ、国民の原子力事業への信頼も回復しま
せん。東京電力福島第一原子力発電所事故を経験した

我が国は、規制水準さえ満たせば原発のリスクがない
とする「安全神話」と決別し、産業界の自主的かつ継
続的な安全性向上により、世界最高水準の安全性を不
断に追求していくという新たな高みを目指すことが求
められています。
こうした問題意識の下、原子力の自主的かつ継続的
な安全性向上について議論するため、総合資源エネル
ギー調査会電力・ガス事業分科会原子力小委員会の
下に「原子力の自主的安全性向上に関するワーキン
ググループ」が設置されました。本ワーキンググ
ループにおいては、大学、研究機関等を中心とする
有識者を委員とし、原子力事業者、メーカー、産業
界団体などからの代表をオブザーバーとして、2013
年 7月17日から2014年 3月25日まで12回にわた
る活発な議論が行われました。原子力の自主的安全性
向上については、積極的に海外に学ぶことが重要であ
るとの観点から、本ワーキンググループでは、海外
有識者をオブザーバーやプレゼンターとして迎える
とともに、同時通訳と資料の英訳等により多様な議論
参加の慫慂と情報発信を行ってきました。
（プレゼンテーションを実施した海外有識者：Rick	
Grantom（C.R.Grantom	P.E.	&	Assoc.LLC）、Tony	

 

【第 122-4-2】地層処分の安全確保の考え方
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R.	Pietrangelo（Nuclear	Energy	Institute	SVP	&	
CNO）、Neil	M.	Wilmshurst（Electric	 Power	
Research	Institute	VP	&	CNO）、Roger	Spinnato
（Institute	of	Nuclear	Power	Operations	Director	
Internasional	Division）

②ワーキンググループの提言
原子力の自主的な安全性向上に向けた取組は、政府
も含めた原子力事業に関わる者の自発的な行動により
具体化され、実践されていくべきものです。本ワー
キンググループでは、これらの主体の自主的かつ継
続的な行動を期待しつつ、今後必要とされる取組の在
り方と然るべきロードマップの骨格について提言案
を提示し、広く国民の皆様から御意見を頂くべくパブ
リックコメントに付しました。
ワーキンググループの提言案では、自主的かつ継
続的な安全性向上の取組を実現していくためには、ま
ず、「①適切なリスクガバナンスの枠組みの下でのリ
スクマネジメントの実践」の重要性が述べられていま
す。社会に甚大な被害を与え得る原子力事業は、原
子力のリスクと向き合い、経営トップのコミットメ
ントの下で、質の高いリスクマネジメントを行うこと
が事業を継続する大前提です。このため、原子力事

業者は、立地地域の住民等の多様な外部ステークホ
ルダーの関与や世界の新知見の取り込みを通じて、
原子力のリスクに関する問題枠組みを設定し、リスク
管理目標の下で適切なリスク評価とリスク判断を行
い、必要な安全対策を実施する、という常に安全性
向上の更なる高みを目指す「リスクガバナンス枠組
み」を構築し、その枠組みの下で各原子力事業者が適
切なリスクマネジメントを実施することが求められま
す。
また、提言案では、リスクマネジメントを実践し
ていく中、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓
を出発点に実践が求められる取組として、「①低頻度
の事象を見逃さない網羅的なリスク評価の実施」、「②
深層防護の充実を通じた残余のリスクの低減」、「③外
部事象に着目した事故シークエンス及びクリフエッ
ジの特定と、レジリエンスの向上」、「④軽水炉の安全
性向上研究の再構築とコーディネーション機能の強
化」の必要性が示されました。
まず、自主的かつ継続的な安全性向上の取組を実現
していくためには、各原子力事業者の経営トップの
コミットメントの下で、リスク分析、リスク評価、
必要な対応策の実施、コミュニケーション等の内
容・手順まで考慮した質の高いリスクマネジメントが

【第 122-4-3】米国産業界による自主的かつ継続的な安全性向上に向けた仕組み
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行われることの重要性が確認されました。社会に甚大
な被害を与え得る原子力事業において、事故リスクの
把握と必要な対応策の実施は経営のトップイシュー
でなければならず、これを実現するリスクマネジメン
トの確立は原子力事業の大前提となるべきであると、
提言案にまとめています。
特に、事故に繋がる事象の網羅的な評価、脆弱点
抽出、対策の効果の定量化などの効果を持つ確率論的
リスク評価（PRA）は、効果的なリスクマネジメン
トを実施する上での出発点となる重要なツールであ
り、諸外国では積極的に活用されています。他方、
我が国においては、PRAは、とりわけ外的事象に関
してこれまで必ずしも積極的に活用されてこなかっ
た状況にあります。東京電力福島第一原子力発電所事
故の教訓としても得られていますが、可能性は低いも
のの、仮に事態が進展すると社会に甚大な影響を与え
てしまう事象に対する緊急時対応能力を向上させるた
めに、PRAを通じた網羅的なリスク評価は、不可欠
かつ優先して整備すべきリスクマネジメント・ツー
ルと考えられています。
原子力事業者の自主的安全性向上の取組は、各原子
力事業者のコミットメントに基づくものでなければ
なりません。加えて、海外の事例を参考にしつつ、
こうした取組を根付かせるための原子力分野全体とし
ての仕組みを構築していくことも必要であると提言案
にまとめています。本提言に基づき、原子力に関わ
る各主体が自主的かつ継続的な安全性向上に取り組ん
で追求していく中で、「東京電力福島第一原子力発電
所の事故の経験と教訓を活かし世界の原子力安全の向
上を主導する立場を獲得する」という目標が共有さ
れ、自律的な安全性向上を実現する枠組みが確立する
ことが期待されています。

5．化石燃料の効率的・安定的な利用の
ための環境の整備

省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの導入
拡大とともに、エネルギーセキュリティの向上やエ
ネルギーコスト削減の観点から、高効率火力発電の
活用も重要な課題です。そのため、高効率火力発電
（石炭・LNG）について、環境に配慮しつつ導入を進
めるとともに、技術開発を進めて発電効率の更なる向
上を目指しています。

（1）	世界最高水準の発電効率の更なる向上
先進超々臨界圧火力発電技術（A-USC）や、石炭
ガス化複合発電（IGCC）及び石炭ガス化燃料電池複
合発電（IGFC）、高効率ガスタービン実用化技術開
発のための実証に取り組みました。

（2）	電源の新増設・リプレースの原則入札・火力
電源入札ワーキンググループ
経済産業省では、「電気料金制度・運用の見直しに
係る有識者会議」において取りまとめられた報告書に
基づき、一般電気事業者による電源調達に競争原理を
導入し、卸供給事業者（IPP事業者）を始めとする新
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た、「新しい火力電源入札の運用
に係る指針」（以下「火力電源入札GL」という。）を
取りまとめ、2012年9月18日に公表しました。これ
に基づき、一般電気事業者が1,000kW以上の火力電
源を自社で新増設・リプレースしようとする場合は
原則入札とし、効率性・透明性を高めます。
火力電源入札GLを踏まえ、2012年11月に総合資
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「火力電源入札ワーキンググループ」を設
置しました。2013年度は4回にわたり審議を行い、
東京電力株式会社の火力入札案件に関し、落札者決定
のための評価報告書案を了承するとともに、同社が福
島県に石炭ガス化複合発電（IGCC）を建設するに当
たり、本発電所の建設が火力電源入札GLに記載され
ている火力入札の対象外とするケースに該当するこ
とを了承しました。また、審議の過程において、発
電事業者が保有する電源の余力活用を行う場合に入札
実施会社が発電事業者に支払うべき料金の割り戻しを
求めることは適当ではないとの意見が出され、2013
年5月に火力電源入札GLを改訂しました。さらに、
入札実施会社が自社応札しない場合に事前に上限価格
を公表するか否かを入札実施会社が選択できるように
すべきとの意見が出され、2014年2月に電気事業法
施行規則の改正及び火力電源入札GLの改訂を行いま
した。

（3）	環境アセスメントの迅速化・明確化
経済的・安定的な電力の供給を確保するとともに、
環境負荷をより低減していくためには、新増設やリプ
レースによって最新鋭の高効率な火力発電所を導入
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することにより、老朽火力の代替や供給力の強化を進
めて行くことが重要です。このため、従来3年程度
かかる環境アセスメントの手続期間を、リプレース
の場合には1年強程度まで短縮し、新増設についても
短縮に取り組むという方針に基づいて、適切かつ迅速
に火力発電所の環境アセスメントの審査に取り組みま
した。
また、電力業界全体でCO2排出量を管理・抑制す
る枠組の構築を促すことや、環境アセスメント手続に
おいて事業者が利用可能な最良の技術（Best	
Available	Technology：BAT）を採用しているか、
国の目標・計画との整合性を持っているかについて、
必要かつ合理的な範囲で国が審査するという方針を明
確化しました。

6．供給構造改革の推進
（1）	電力システム改革
①電力システム改革小委員会　制度設計ワーキング

グループ
2013年2月の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報告書、同年4月に閣議
決定された電力システムに関する改革方針、同年11
月に成立した電気事業法の一部を改正する法律（平成
25年法律第74号）等において、遅くとも2020年ま
でに実現すべき電力システム改革の工程、手順の基本
的な方向性が示されました。これを受け、電力シス
テム改革を着実に進めていく上での実務的な課題への
対応も含めた具体的な制度設計に関する検討・審議を
行うため、2013年7月に、総合資源エネルギー調査
会基本政策分科会電力システム改革小委員会の下に制
度設計ワーキンググループを設置し、5回にわたる精
力的な議論を行いました。

②電気事業法の一部を改正する法律（第１段階）の成立
電力システムに関する改革方針（2013年4月閣議
決定）を受け、改革の第１段階である広域的運営推進

機関の創設や、電力システム改革の段階的実施に関す
るプログラム規定の整備を行うため、電気事業法の一
部を改正する法律案の検討を行いました。同法案は、
2013年4月12日の閣議決定後、第183回通常国会に
提出され、衆議院において可決されたものの、参議
院においては採決に至らず、廃案となりました。そ
の後、2013年10月15日に再度閣議決定を行い、第
185回臨時国会に再提出され、2013年11月13日に
成立しました。

〈第１段階の法律改正の内容〉
①広域的運営の推進
電力需給のひっ迫時に区域（エリア）を越え
て広域的な電力融通の指示等を行う「広域的運営
推進機関」を創設する。
経済産業大臣による供給命令の発動要件を災害
等非常時以外にも拡充するとともに、卸供給事業
者に対する供給命令制度等を新たに整備する。
②自己託送制度の見直し
自家発設置者が、別の場所にある自社の工場等
に電気を供給する場合に、一般電気事業者に対し
てその送配電網を利用させる義務を課す。
③電気の使用制限命令に係る制度の見直し
「罰則付きの命令」のみが規定されている電気
の使用制限措置について、より緩やかな措置とし
て、経済産業大臣による勧告制度を創設する。
④電力システム改革の段階的な実施に関するプログ
ラム規定の整備（附則）
電力システムに関する改革方針を踏まえ、電力
システム改革の第２段階と第３段階について、法
案提出時期と実施時期を規定する。さらに、資
金調達に支障を生じないようにするための措置、
安定供給確保の方策等についての留意事項等を規
定する。

【第 122-6-1】電力システム改革小委員会　制度設計ワーキンググループ　各開催回の議題
開催回 開催日 議題
第１回 ８月２日 ○広域的運営推進機関の業務及び組織、卸電力市場の活性化に向けた取組状況について
第２回 ９月19日 ○小売全面自由化に関する詳細制度設計等について
第３回 10月21日 ○小売全面自由化、卸電力取引の活性化、需給調整の具体策等について
第４回 12月９日 ○広域的運営推進機関のルール、卸電力市場の活性化の状況等について
第５回 １月20日 ○広域的運営推進機関の設立準備に向けた検討、小売全面自由化に伴う詳細制度設計等について
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③電気事業法等の一部を改正する法律案（第２段階）
の閣議決定・通常国会への提出
電力システムに関する改革方針（2013年4月閣議
決定）や、電気事業法の一部を改正する法律（平成
25年法律第74号）の附則に定めた改革スケジュール
に基づき、改革の第2段階である「電気の小売業への
参入の全面自由化」を実施するために必要な措置等を
定めた電気事業法等の一部を改正する法律案の検討を
行いました。同法案は、2014年2月28日に閣議決定
がなされ、通常国会に提出されました。

〈第2段階の法律改正案の内容〉
１．電気事業法の一部改正
①小売参入の全面自由化の実施
○現在、一般電気事業者にしか認められていない
家庭等への電気の供給を自由化する（小売参入
の全面自由化）
○自由化に伴い、電気事業の類型を見直し、発電
（届出）・送配電（許可）・小売（登録）の事業
区分に応じた規制体系へ移行する

②電気の安定供給を確保するための措置
○一般送配電事業者（一般電気事業者の送配電部

門）に対して、需給バランス維持、送配電網の
建設・保守、最終保障サービス（需要家が誰か
らも電気の供給を受けられなくなることのない
よう、セーフティネットとして最終的な電気
の供給）、離島のユニバーサルサービス（離島
の需要家に対する、他の地域と遜色ない料金水
準での電気の供給（需要家全体の負担により費
用を平準化））を義務付けるとともに、これら
を着実に実施できるよう、地域独占と総括原価
方式の託送料金規制（認可制）を措置する
○小売電気事業者に対して、需要を賄うために必
要な供給力を確保することを義務付ける
○広域的運営推進機関に対して、将来的な供給力
不足が見込まれる場合に備えたセーフティ
ネットとして、広域的運営推進機関が発電所の
建設者を公募する仕組みを創設する

③需要家保護を図るための措置
○現在の一般電気事業者に対し、一定期間、経過
措置として料金規制を継続する
○小売電気事業者に対し、需要家保護のための規
制（契約条件の説明義務等）を課す

④その他

 

【第 122-6-2】電力システム改革の工程と電気事業法改正スケジュール
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○現在の一般電気事業者が、引き続き一般担保付
社債を発行できるようにする（改革の第３段階
での法的分離の実施に際して改めて検討を行
い、必要な措置を講じる）
○電気の卸売に係る規制の撤廃、卸電力取引所に
おける取引の適正性確保（取引所の法定化）、
保安規制の合理化を行う

2．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の一部改正
○電気事業法の事業類型の見直しに伴い、再生可
能エネルギー電気の買取義務者を一般電気事業
者等から小売電気事業者等に変更する

3．商品先物取引法の一部改正
○電力先物取引を可能にするため、商品先物取引
法における先物取引の対象に「電力」を追加す
る

（2）	ガスシステム改革
電力システム改革とあいまって、ガスが低廉・安
全かつ安定的に供給され、消費者に新たなサービス
など多様な選択肢が示されるガスシステムの構築のた
め、2013年11月に、総合エネルギー調査会基本政
策分科会の下に「ガスシステム改革小委員会」が設置
されました。
同小委員会は、2014年 3月までに6回開催され、
小売りの自由化範囲の拡大、供給インフラのアクセス
向上と整備促進等の論点について、ガス事業者から意
見聴取を行いました。

7．国内エネルギー供給網の強靱化
（1）	石油・LPガスの災害対応能力強化に向けた

取組
2011年 3月に発生した東日本大震災においては、
地震や津波等により、東北・関東地方にある製油所や
サービスステーション（SS）を始めとする多くの石
油供給拠点が被災したため、被災地等への石油製品や

LPガスの安定供給に大きな支障を来しました。この
教訓を踏まえ、大規模災害が発生した場合において
も、その被害を最小化し、石油・LPガスの供給を早
期に回復させることを目的としたハード・ソフト両
面の対策に取り組みました。
ハード面の強化に関する取組としては、石油供給
拠点の災害対応能力強化に対する支援や、国家石油製
品備蓄の増強を行いました。具体的には、製油所等
における非常用発電機等の導入や石油製品の入出荷設
備の耐震強化・津波対策、タンクローリーの出荷設
備、桟橋などの入出荷設備の増強に対する支援、SS
における、地下タンクの入換え・大型化や自家発電機
の設置等への支援、災害時に緊急車両への優先給油を
行う中核SSにおける製品在庫の確保について、国と
自治体の連携による支援を行いました。LPガスにつ
いては、輸入基地や二次基地への移動式電源車の配
備、災害時に地域のLPガス供給を図るための中核充
填所の整備や、避難所となり得る需要家への燃料備蓄
の支援等を実施しました。
また、2012年度より拡充を進めていた国家石油製
品備蓄については、ガソリン、灯油、軽油、A重油
の備蓄を国内消費量の約4日分にまで増強しました。
ソフト面の取組としては、「石油備蓄法」に基づい
て石油会社が策定した「災害時石油供給連携計画」の
訓練を2013年6月に内閣府や石油業界、和歌山県と
共同で実施するとともに、石油会社に対して、製油
所からSSに至る系列供給網全体のBCP（Business	
Continuity	Planning：事業継続計画）を策定するよ
う要請しました。
2014年度以降も引き続き、石油・LPガスのサプラ
イチェーンの災害対応能力強化や、災害時石油供給
連携計画に基づく訓練に取り組むとともに、災害時の
協力体制等について、石油業界・関係省庁と検討して
いくこととしています。

【第 122-6-3】ガスシステム改革小委員会　各開催回の議題
開催回 開催日 議題
第１回 11月12日 ○ガス事業の将来性、ガスシステム改革の目的と論点について
第２回 11月28日 ○多数のLNG基地と大規模導管網を持つ大手3事業者からヒアリング
第３回 12月25日 ○LNG基地1、2箇所と一定規模の導管網を持つ6事業者からヒアリング
第４回 1月30日 ○導管で卸調達を行う事業者のうち7事業者からヒアリング
第５回 2月24日 ○タンクローリーや鉄道貨車で卸調達を行う事業者のうち6事業者からヒアリング
第６回 3月11日 ○簡易ガス事業者団体からのヒアリング、今後の進め方及び論点について
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（2）	東西の周波数変換設備や地域間連系線の強化
2011年3月に発生した東日本大震災により、大規
模電源が被災する中、東西の周波数変換設備や地域間
連系線の容量に制約があり、また、広域的な系統運
用が十分にできなかったことなどから、不足する電
力供給を手当てすることができず、国民生活に大きな
影響を与えました。
このようなことを踏まえ、総合資源エネルギー調
査会電力システム改革専門委員会が2013年2月に取
りまとめた報告書においては、①東西の周波数変換設
備については、まずは2020年度を目標に、現在の
120万kWから210万kWまで増強し、それ以降で
きるだけ早期に300万kWまで増強すること、②北
本連系設備については、現在の60万kWから90万
kWまでの増強を早期に実現することが提言されまし
た。現在、これらの実現に向けて、検討・準備を進
めているところです。
また、今後は、2013年11月に成立した改正電気事
業法に基づき創設予定の広域的運営推進機関が中心と
なって、東西の周波数変換設備や地域間連系線等の
送電インフラの増強を進めることとしています。

8．その他
（1）	電気料金制度の見直し等
①電気料金制度をめぐる動き
東日本大震災発生以降、電力需給のひっ迫や原子
力損害賠償、燃料コスト増による電力コスト上昇懸念
など、電気事業を取り巻く状況は大きく変化しまし
た。こうした中、経済産業省においては、「電気料金
制度・運用の見直しに係る有識者会議」を2011年11
月に開催し、広範な論点について現行制度下において
実施すべきものを中心に検討を行い、報告書（2012
年3月）をまとめました。同報告書を踏まえ、「一般
電気事業供給約款料金審査要領（以下「審査要領」と
いう。）」を2012年3月に改正するなどの措置を講じ
ました。
また、経済産業省においては、東京電力からの電
気料金値上げ申請が行われるに当たり、電気料金認可
プロセスに外部専門家の知見を取り入れ、専門的かつ
中立的・客観的な観点から料金査定方針等の検討を行
うために、「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」（以下「委員会」という。）を設
置しました（委員長：安念潤司　中央大学法科大学院
教授、委員長代理：山内弘隆　一橋大学大学院商学研

究科　教授）。（2013年7月１日の審議会の見直しに
伴い、委員会名が「総合資源エネルギー調査会　電
力・ガス事業分科会　電気料金審査専門小委員会」に
変更されましたが、委員長、委員の構成に変更はな
く、引き続き料金審査が行われました。※以下、「電
気料金審査専門委員会」「電気料金審査専門小委員会」
をあわせて「委員会」としますが、委員会の具体的な
回を特定する必要がある場合には、前者を「第○回委
員会」、後者を「第○回小委員会」と略称する。）
以降、委員会は、東京電力、関西電力、九州電力、
東北電力、四国電力、北海道電力及び中部電力の電
気料金値上げに係る認可申請について、査定方針案を
中立的・客観的かつ専門的な見地から検討しました。
審査に当たっては、審議の透明性を高める観点か
ら、委員会の審議は、議事内容、配付資料を含め全
て公開形式で開催しました。加えて、オブザーバー
（消費者団体、中小企業団体、消費者庁）の参加を得
て、活発に御議論を頂くとともに、自治体、消費者
団体、中小企業団体関係者を招き、意見を聴取しま
した。
なお、委員会は、電気事業法及び同法に基づく規
則、審査要領、「電気料金制度・運用の見直しに係る
有識者会議報告書」等の予め定められたルールに則っ
て、査定方針案を中立的・客観的かつ専門的な見地か
ら検討しました。

②東北電力株式会社、四国電力株式会社及び北海道電
力株式会社の電気料金値上げに係る認可申請につい
て
2013年2月14日付で東北電力及び20日付で四国
電力、4月24日付で北海道電力から、電気事業法第
19条第1項の規定に基づき、電気料金を規制部門で
それぞれ平均11.41％（東北電力）、10.94％（四国電
力）、10.20％（北海道電力）引き上げること等を内容
とする料金変更認可申請が提出されました。同年3月
5日から7月24日まで、東北電力及び四国電力から
経済産業省に提出された料金変更認可申請について、
委員会を10回開催し審議しました。また、同年4月
25日から7月26日まで、北海道電力から経済産業省
に提出された料金変更認可申請についても審議を行
い、委員会を8回開催しました。同年5月9日には
東北電力の値上げに係る公聴会を仙台にて、5月14
日には四国電力の値上げに係る公聴会を高松にて、6
月20日には北海道電力の値上げに係る公聴会を札幌
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にて開催しました。
委員会で取りまとめられた査定方針案をもって経
済産業省は消費者庁と協議を行い、2013年8月1日
に協議が整いました。これを受け、経済産業省とし
ての査定方針を策定し、翌2日に物価問題に関する関
係閣僚会議の了承を得ました。なお、査定方針のポ
イントは以下のとおりです。

①火力燃料費について、原価算定期間中に価格改定
されるLNGの長期契約について、2013年度、
2014年度は電力会社中最も安価なもの（トップ
ランナー価格）、2015年度は天然ガス価格リンク
を一部反映した価格を原価とする。
②人件費のうち、従業員の給与水準は、一般的な
企業の平均値と、類似の公益企業の水準を平均と
する（東北642万円　→　596万円、四国645万
円　→　615万円、北海道643万円　→　624万
円）。
③資材調達における経営効率化等は、東京電力の例
を勘案し、コスト削減額が原則10%に満たない
場合には、未達分を原価からカットし、子会社・
関係会社取引はさらに一般管理費を10%カット
等とする（四国電力はいずれも10.5%）。
④卸電力取引所の活用について、四国電力、北海
道電力は、安定供給に必要な予備力を確保した上
でもなお、総体的に見て高い水準の供給予備率で
あり、更なる卸電力取引所の活用が可能であるた
め、売り入札に係る利益額を想定して料金原価か
ら減額する。

2013年 8月2日に東北電力及び四国電力、8月6
日に北海道電力から提出された申請内容の修正が、査
定方針通りであることが確認できたため、電気事業法
第19条に基づき経済産業大臣が認可を行い、最終的
な規制部門の電気料金値上げ幅は、東北電力で平均
8.94%、四国電力で平均7.80%、北海道電力で平均
7.73%となりました。
消費者への十分な周知を図るために、東北電力、
四国電力及び北海道電力の規制部門の電気料金値上げ
の実施時期を2013年9月1日としました。

③中部電力株式会社の電気料金値上げに係る認可申請
について
2013年10月27日付で、中部電力から、電気事業

法第19条第1項の規定に基づき、電気料金を規制部
門で平均4.95％引き上げる等の料金変更認可申請が
提出されました。
同年11月7日から2014年3月14日まで、委員会
は、中部電力から経済産業省に提出された料金変更認
可申請について9回開催し、審議を行いました。
2013年12月26日には中部電力の値上げに係る公聴
会が名古屋にて、開催されました。
委員会で取りまとめられた査定方針案をもって経
済産業省は消費者庁と協議を行い、2014年4月10日
に協議が整いました。これを受け、経済産業省とし
ての査定方針を策定し、同月15日に物価問題に関す
る関係閣僚会議の了承を得ました。なお、査定方針
のポイントは以下のとおりです。

①燃料費について、原価算定期間中に価格改定され
る契約で最も安価なものと北米の天然ガス価格に
リンクした価格を併用する。また、水力の発電
電力量の算定方法を見直し、火力発電所が稼働減
となることによる燃料費の抑制を反映する。
②卸電力取引所の活用について、卸電力取引所での
売買による、発電余力の活用、安価な電気の調
達によって生じる利益を想定して料金原価から
減額する。
③修繕費について、配電設備の取替えの着手が遅れ
たために原価算定期間における料金原価が増加し
たものについては、料金原価から減額する。

2014年4月18日に中部電力から提出された申請内
容の修正が査定方針通りであることが確認できたた
め、電気事業法第19条に基づき経済産業大臣が認可
を行い、最終的な規制部門の電気料金値上げ幅は、平
均3.77%となりました。
なお、電気料金値上げの実施時期を2014年5月1
日といたしました。

（2）	ガス料金制度の見直し
①現行のガス料金制度の問題点と見直しに至る経緯
2011年3月の東日本大震災以降、電力、ガスなど
エネルギーの低廉かつ安定的な供給の重要性が格段
に高まり、料金制度についてもその在り方が問い直さ
れました。こうした中、まず電気料金制度について
は、2012年3月に「電気料金制度・運用の見直しに
係る有識者会議」の報告書が取りまとめられ、現行制
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度の下での値上げ認可時における原価の厳格な査定や
情報公開の拡大等の考え方が示されました。
ガス料金についても、現行の総括原価方式の下で実
施すべき料金制度の見直しを行うこととして、2013
年7月に総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業
分科会の下に「ガス料金制度小委員会」を設置し、同
年10月に報告書が取りまとめられました。

②ガス料金制度の見直し内容
報告書では、ガス料金制度・運用の見直しに当たっ
て、見直し後の電気料金制度・運用、消費者庁等に
よる公共料金に関する提言を参考として、現行法の趣
旨に立ち返り、「値上げ認可時においては原価の厳格
な査定を行う一方、値下げ届出時や事後評価において
は一般ガス事業者による説明と行政による事後
チェックを的確に行うこと」を徹底すること、また、
総括原価方式の本来の目的である、「事業に要する費
用すべての回収を認めるのではなく、あるべき適正な
費用のみの回収を認めること」を徹底することが適当
であるとされました。その際、一般ガス事業の特性
も踏まえながら、手続の実施に係る費用と得られる便
益を比較し、より効率的かつ効果的な手法を選択する
ことにも留意すべきであるとされました。
以上の基本的考え方に基づき、2013年度中に、一
般ガス事業供給約款料金算定規則、一般ガス事業供給
約款料金審査要領等について所要の改正を行いまし
た。

〈報告書の概要〉
（ⅰ）原価の適正性の確保

ガス事業法は、一般ガス事業者に対して、規制
部門での地域独占を認めて供給義務を課すことでガ
スの安定供給を確保する一方、供給者を選択できな
い需要家の利益を保護する観点からガス料金の適正
性を行政が担保する料金規制を行うこととしてい
る。したがって、「ガス事業の運営に要する費用を
すべて原価として認める」のではなく、料金規制を
行う趣旨は、「あるべき適正な費用に限定して料金
原価での回収を認める」ことにあり、とりわけ、
需要家に負担を求めるガス料金の値上げ認可を行う
場合には、ガスの供給により優先度の高い費用に重
点化することが求められる。具体的には、値上げ
認可時における広告宣伝費、寄付金、団体費につ
いて、基本的には、原価への算入を認めるべきで

はない。その他、規制料金として回収することが
不適切なもの（交際費、政治献金、書画骨董等）
についても、原価への算入を認めるべきではない。

ガス事業法が求める「能率的な経営の下における
適正な原価」を値上げ認可に当たって確保するた
め、各費用の性格に応じて、適切な経営効率化努
力を織り込んだ原価査定を行う必要がある。具体的
には、原料費について共同調達の実施や調達先の多
様化等により、個別に可能な限り効率化努力を評価
すること、人件費についてメルクマール等により
査定を行うこと、設備関係費等について入札等を行
うことを原則とすることがそれぞれ適当である。

認可時における原価算定期間については、事業者
の十分な経営効率化努力を織り込む観点から、3年
を原則とすることが適当である。

原価算定期間の複数年化に伴い、料金設定当初に
想定した原料構成が国産天然ガスの枯渇等により大
きく変動した場合、予め適正な原価として認可を経
ていることを条件に、総原価を洗い替えることな
く、当該部分の将来の原価の変動のみを料金に反映
させる料金改定を認めることが適当である。

（ⅱ）事後評価及び情報公開
料金設定時におけるガス料金の適正性について
は、値上げ時においては行政による認可プロセスに
おいて確保することとなるが、値下げ時においては
届出による改定が可能であるため、事後評価による
適正性の確保が求められる。具体的には、値上げ
認可時には原価への算入が認められない広告宣伝
費、寄付金、団体費について、値下げ届出時の原
価に算入する場合には、一般ガス事業者による説明
責任が重要であることから、対外的な説明をわかり
やすくするため、こうした費用を値下げ届出時の法
定書類上、明確にすることが適当である。また、
料金の適正性を確保するため、消費者に対してこれ
まで以上の情報公開を行うこととして、行政及び事
業者は、値上げ認可申請時又は値下げ届出時の法定
書類を公表することが適当である。

部門別収支については、規制部門の利益によっ
て自由化部門の赤字を補填することを防ぐ観点か
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ら、これまで大口需要部門に当期純損失金額が生じ
た場合のみ事業者名及び当該純損失金額を行政が公
表することとしていたが、評価の透明性の観点か
ら、部門別収支計算書の全体を常に公表することが
適当である。

原価・原資算定期間終了後に料金改定を行わない
事業者は、現行料金を維持した場合における収支見
通し等について説明すること等により、引き続き現
行料金を採用する妥当性を評価することが適当であ
る。また、行政は、上記の事業者による評価を評
価し、経営状況に照らして必要以上の内部留保の積
み増しや株主配当が確認され、需要家利益を阻害す
るおそれがあると認められる場合、又は、今後の
収支見通しが悪化し、現行の料金水準を維持するこ
とで、ガスの安定供給に支障が生ずるおそれがある
ような場合には、必要に応じてガス事業法第18条
の規定に基づく供給約款変更認可申請命令の発動の
要否について検討することが適当である。

（ⅲ）値上げ認可時の審査プロセス
値上げ認可時の審査に当たっては、料金査定を
行う上での技術的な手法の検討や原価の妥当性を評
価するための前提となる調査など外部専門家による
知見を活用することが適当である。その対象事業者
の範囲については、値上げの影響を受ける需要家数
等を勘案すべきである。認可時に行う公聴会につい
て、より多くの消費者等が参加できるよう早期の開
催案内、周知方法の工夫等を行うべきである。

（3）	電力需給対策
① 2013 年度夏季の電力需給対策
（ア）	電力需給見通し
2013年度夏季の需給見通しについては、総合資源
エネルギー調査会総合部会の下に設置された電力需
給検証小委員会において、2013年3月末から4月下
旬にわたり、検証を行いました。
検証の結果、「いずれの電力管内でも、電力の安定
供給に最低限必要とされる予備率	3%以上を確保でき
る見通しであるが、大規模な電源脱落等によって電
力需給がひっ迫する可能性もあり、引き続き予断を
許さない状況であること」が明らかになりました。
これを受けて2013年4月26日に開催された電力
需給に関する検討会合において、「2013年度夏季の電
力需給対策」を取りまとめました。

（イ）	電力需給対策
（ⅰ）節電要請
沖縄電力を除く9電力管内について、数値目標を伴
わない一般的な節電要請を行いました。節電要請期間
は2013年 7月1日〜9月30日の平日（同年8月13
日〜15日を除く）9時〜20時としました。なお、節
電要請に当たっては、被災地、高齢者や乳幼児等の
弱者、熱中症等の健康被害に対して、配慮を行うこ
ととしました。

（ⅱ）その他の電力需給対策
大規模な電源脱落等により、万が一、電力需給が
ひっ迫する場合への備えとして、①火力発電所等の
計画外停止のリスクを最小化するため、発電設備等の
保守・保全を強化すること、②電力需給のひっ迫が

【第 122-8-1】2013 年度夏季の需給見通し（８月）

 

(万kW) 東３社 北海道 東北 東京 中部及び
西日本 中部 関西 北陸 中国 四国 九州 ９電力 沖縄

供給力 7,857 524 1,520 5,813 9,827 2,817 2,932 574 1,250 595 1,659 17,684 238
最大電力需要 7,365 474 1,441 5,450 9,279 2,585 2,845 546 1,131 562 1,610 16,644 156

予備力（供給－需要） 492 50 79 363 548 232 87 28 119 33 49 1,040 83
予備率 6.7% 10.5% 5.5% 6.7% 5.9% 9.0% 3.0% 5.2% 10.5% 5.9% 3.1% 6.2% 53.1%

【第 122-8-2】2013 年度夏季の需給実績（8 月）

 

7,540 544 1,502 5,494 9,666 2,728 2,936 553 1,168 577 1,704 17,206 181
6,865 450 1,322 5,093 9,260 2,623 2,816 526 1,112 549 1,634 16,125 153
675 95 180 401 405 105 120 27 56 27 70 1,080 27
9.8％ 21.1％ 13.6％ 7.9％ 4.4％ 4.0％ 4.3％ 5.1％ 5.0％ 5.0％ 4.3％ 6.7％ 17.9％

(万kW) 東３社 北海道 東北 東京 中部及び
西日本 中部 関西 北陸 中国 四国 九州 ９電力 沖縄

供給力

最大電力需要

予備力（供給－需要）

予備率
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予想される場合に、自家発事業者からの追加的な電力
購入を行えるよう準備すること、③自家発電の活用を
図るため、設備の増強や余剰電力の電力会社への売電
を行う事業者に対して、設備や燃料費の補助による支
援を行うこと、④卸電力取引所において、幅広い供
給者が取引所に参加することで広域的かつ機動的な電
力調達が可能となるような新たな仕組みを整備するこ
と及び⑤随時調整契約等の積み増し、アグリゲー
ターやネガワット取引の活用その他のディマンドリ
スポンス等、需要面での取組の促進を図ることなど、
需給両面での対策を講じることとしました。

② 2013 年度夏季の結果
2013年度夏季は、全国各地で記録的な猛暑に見舞
われ、猛暑となった中部電力及び九州電力管内では、
電力需給検証小委員会の想定を超える最大需要を記録
しました。また、供給面では、一部の火力発電所の
計画外停止の期間が長期化したこと等により、各電力
管内の最大需要日の供給力（実績）の合計が電力需給
検証小委員会の想定を下回りました。8月22日には、
関西電力管内で、最大需要と2013年度夏季のうち3
番目に大きい電源トラブルとが重なり、電力需給が
ひっ迫する可能性があったため、関西電力は、日本
卸電力取引所からの電力の追加調達、他電力から電力
の緊急融通を行うことで、電力の安定供給を図りまし
た。
結果的に、2013年度夏季において、電力の安定供
給に最低限必要な予備率は確保されましたが、2013
年度冬季に向けて、電力需給は予断を許さない状況で
あることを再認識せざるを得ない状況でした。

③ 2013 年度冬季の電力需要対策
（ア）	電力需給見通し
2013年度冬季の電力需給見通しについては、審議
会の組織見直しを踏まえ、総合資源エネルギー調査
会基本政策分科会の下に設置された電力需給検証小委
員会において、2013年10月に検証を行いました。

検証の結果、「いずれの電力管内でも電力の安定供
給に最低限必要とされる予備率3％以上を確保できる
見通しであるが、火力発電所等の計画外停止が発生す
るリスクがあり、予断を許さない状況であること」、
「北海道電力管内については、他電力からの電力融通
に制約があること、発電所一機のトラブル停止が予備
率に与える影響が大きいこと、厳寒であるため、万一
の電力需給のひっ迫が、国民の生命、安全を脅かす
可能性があること等の特殊性があること」が明らかに
なりました。
これを受けて2013年11月1日に開催された電力
需給に関する検討会合において2013年度冬季の電力
需給対策を取りまとめました。

（イ）	電力需給対策
（ⅰ）節電要請
沖縄電力を除く9電力管内について、数値目標を伴
わない一般的な節電要請を行いました。節電要請期間
は、2013年12月2日〜2014年3月31日の平日（12
月30日及び31日並びに1月2日及び3日を除く）9
時〜21時（北海道電力及び九州電力管内については
8時〜21時）としました。
また、冬季の北海道の特殊性を踏まえ、北海道電
力管内には2010年度比でマイナス6％以上の数値目
標付きの節電要請を行いました。節電要請期間は、
2013年12月9日〜2014年3月7日の平日（12月30
日及び31日並びに1月2日及び3日を除く）16時〜
21時としました。
なお、節電要請に当たっては、高齢者や乳幼児等
の弱者に対して、無理な節電を要請することがないよ
う、配慮を行うこととしました。

（ⅱ）その他の電力需給対策
火力発電所等の計画外停止のリスクを最小化するた
め、①発電設備等の保守・保全を強化すること、②
電力需給のひっ迫が予想される場合に、広域的な電
力融通、卸電力取引市場の活用、自家発事業者から

【第 122-8-3】2013 年度冬季の需給見通し（2 月） 

 

7,528 604 1,500 5,424 8,974 2,502 2,655 550 1,141 542 1,584 16,502 207
6,861 563 1,378 4,920 8,544 2,355 2,576 519 1,052 506 1,536 15,405 115
667 41 122 504 430 147 79 31 89 36 48 1,097 92
9.7% 7.2% 8.9% 10.2% 5.0% 6.3% 3.0% 6.0% 8.5% 7.2% 3.1% 7.1% 80.6%

(万kW) 東３社 北海道 東北 東京 中部及び
西日本 中部 関西 北陸 中国 四国 九州 ９電力 沖縄

供給力

最大電力需要

予備力（供給－需要）

予備率
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の追加的な電力購入等を行えるよう準備すること、及
び③随時調整契約等の積み増し、アグリゲーターや
ネガワット取引の活用その他のディマンドリスポン
ス等、需要面での取組の促進を図ることにより、需
給両面での対策を講じることとしました。
また、北海道電力管内については、冬季の北海道
の特殊性を踏まえ、過去最大級の電源脱落に備え、計
画停電を含む停電を回避するため、数値目標付きの節
電要請に加え、北海道電力は計画停電回避緊急調整プ
ログラムを準備し、大規模な電源脱落等による需給
ひっ迫時にこれを発動することとしました。過去最
大級を上回る電源脱落の発生に備え、北海道電力は、
計画停電回避緊急調整プログラムでは対応できない大
規模な電源脱落時に電力需要を削減するため、緊急時
ネガワット入札等の仕組みを整備することとしまし
た。

④ 2013 年度冬季の結果
2013年度冬季は、東日本を中心に記録的な寒波に
見舞われ、東北電力、東京電力及び中部電力管内で
は、電力需給検証小委員会の想定を超える最大需要を
記録しました。また、供給面では、発電所の計画外
停止の影響等により、各電力管内の最大需要日の供給
力（実績）の合計は電力需給検証小委員会の想定を下
回りました。北海道電力管内では、2013年12月17
日から2014年1月13日まで、火力最大機である苫

東厚真4号機（70万kW）の計画外停止が発生し、1
月10日には、寒波の影響により電力需要が増加した
ことで、2013年度冬季の最小予備率を記録しました。
更なる火力発電機や北本連系設備の計画外停止が発生
した場合には、電力需給がひっ迫する可能性があり
ました。
結果的に、2013年度冬季において、電力の安定供
給に必要な予備力は確保されましたが、原子力発電所
の稼働停止が続く中、2014年度夏季に向けて、電力
需給は引き続き予断を許さない状況でした。

（4）“水素社会”の実現に向けた取組の加速
水素は、利便性やエネルギー効率が高く、利用段
階で温室効果ガスの排出がないエネルギー源です。
一方、取扱い時の安全性の確保が必要であり、技術
面、コスト面、制度面、インフラ面で多くの課題が
存在しています。このような水素を本格的に利活用す
るためには、現在の電力供給体制や石油製品供給体制
に相当する、社会構造の変化を伴うような大規模な体
制準備が必要となります。
このため、水素の製造から輸送・貯蔵、利用に関
わる様々な要素を包含している全体を俯瞰したロー
ドマップを策定すべく、2013年12月に産学官からな
る「水素・燃料電池戦略協議会」を設置し検討を進め
ています。

【第 122-8-4】2013 年度冬季の需給実績（2 月）

 

7,405 602 1,569 5,234 9,005 2,490 2,692 564 1,176 529 1,554 16,410 154
6,878 540 1,395 4,943 8,368 2,365 2,523 516 1,039 487 1,438 15,246 108
528 62 174 292 636 126 169 48 137 41 115 1,164 46
7.7％ 11.5% 12.5% 5.9% 7.6％ 5.3% 6.7% 9.2% 13.2％ 8.5％ 8.0％ 7.6％ 42.8％

(万kW) 東３社 北海道 東北 東京 中部及び
西日本 中部 関西 北陸 中国 四国 九州 ９電力 沖縄

供給力

最大電力需要

予備力（供給－需要）

予備率
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定置用燃料電池の導入拡大
定置用燃料電池は、都市ガスや LP ガスから取り出した水素と、空気中の酸素を化学反応させること

で発電を行います。エネルギーを化学反応により直接電気に変換させるため、エネルギーロスが少な
く、窒素酸化物（NOx）等の有害物質をほとんど排出しない上、騒音もありません。

さらに、発電した際に発生する熱を給湯や暖房に活用することで、さらにエネルギー効率を向上さ
せることが可能であり、優れた省エネ・省 CO2 性能を誇ります。

また、定置用燃料電池は、東日本大震災以降注目を浴びている分散型エネルギーシステムの一つで
もあり、家庭や地域におけるレジリエンスへの貢献も可能です。

 
燃料電池の仕組み

出典：日本電機工業会
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■家庭用燃料電池（エネファーム）（普及性能向上）
家庭向けの定置用燃料電池である家庭用燃料電池（エネファーム）は、長年にわたる燃料電池に関

する技術開発の成果を活かして 2009 年に世界に先駆けて市場投入され、2014 年 4 月現在では 7.6
万台が普及しています。

エネファームは電気と熱を効率的に用いることで、90% 以上のエネルギー効率を持つ製品もあり、
エネルギー使用量の増大が懸念される家庭分野における有望な省エネ機器として今後の普及が期待さ
れます。

エネファームは、2030 年に全世帯の約 1 割に当たる 530 万台普及させることを目標にしており、
エネファームの低コスト化・小型化に向けた技術開発や、集合住宅向けのエネファームの販売など、
普及に向けて様々な取組が進められています。

さらに、2014 年 4 月には、我が国の家庭用燃料電池メーカーがドイツのボイラーメーカーと共同
開発した家庭用燃料電池を発売するなど、日本発の省エネ機器として海外での展開も期待されます。

■業務・産業用燃料電池（開発実証）
事業所などで使用する大型の燃料電池については、海外製の業務用燃料電池が日本に参入するなど注

目が集まっています。
我が国においては、発電効率の高い固体酸化物形燃料電池を用いた業務・産業用燃料電池の実用化に

向けた実証が進められており、数年以内の市場投入が見込まれています。

出典：燃料電池普及促進協会

250kW 級ハイブリッドシステム
出典：三菱日立パワーシステムズ
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C O L U M N

燃料電池自動車の“世界最速の普及”に向けた取組

■燃料電池自動車（FCV）（開発実証〜普及性能向上）
燃料電池自動車（Fuel Cell Vehicle: FCV）は、燃料となる水素と空気中の酸素の化学反応によっ

て発電した電気エネルギーを用いてモーターを回して走る自動車です。
航続距離が 500km 以上と長く、燃料の充填時間も 3 分程度と短いなど、既存のガソリン車と同程

度の性能を持つことに加え、燃料となる水素は多様なエネルギー源から製造可能であり、走行時には
地球温暖化の原因となる CO2 を排出しないなど、エネルギーセキュリティの向上や環境負荷低減にも
資する、有力な次世代自動車です。

また、長年にわたる技術開発で蓄積した高度な燃料電池技術や、燃料となる水素を貯蔵する圧縮水
素タンクに用いられる炭素繊維など、燃料電池自動車に用いられる技術は我が国企業が強みを持つ分野
も多く、今後成長が期待される市場でも我が国企業が競争力を持つと考えられます。

我が国では、自動車メーカーが 2015 年に燃料電池自動車の量産車を市場投入することを目標に掲
げており、各社がコンセプトカーを披露するなど、市場投入に向けた準備が加速化しています。さら
に、「日本再興戦略」（2013 年 6 月閣議決定）に掲げた燃料電池自動車の“世界最速の普及”を目指
して、官民を挙げた取組が進められています。

燃料電池自動車の基本的な仕組み

日本の自動車メーカー各社が発表しているコンセプトカー
（左からトヨタ自動車、本田技研工業、日産自動車）
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■水素ステーション（開発実証〜普及性能向上）
燃料電池自動車の普及に向けては、燃料となる水素を

供給するための水素ステーションが不可欠のインフラと
なります。

我が国では、これまで、水素・燃料電池実証（Japan 
Hydrogen & Fuel Cell Demonstration Project: 
JHFC）等で、商用水素ステーションの整備に向けた実
証事業を実施してきました。さらに 2013 年度からは、
燃料電池自動車の市場投入に先駆けて、４大都市圏（首
都圏、中部、関西、北部九州）を中心に商用水素ステー
ションの先行整備が開始されました。

政府としても、民間事業者等の水素ステーション整備に対して補助を行うとともに、水素ステー
ションに係る規制の見直しや、部素材の低コスト化に向けた技術開発を行うなど、水素ステーション
の整備を後押しする取組を行っており、引き続き官民の適切な役割分担の下、水素ステーションの整
備を拡大していくことで、燃料電池自動車が日常生活でも利用できる環境を実現していきます。

■用途の広がり（燃料電池バス、燃料電池フォークリフト等）（開発実証）
燃料電池を中心とする燃料電池自動車に用いられる技術を、バスやタクシー、フォークリフトなど、

乗用車以外の車両に活用しようとする取組も進められています。2020 年の東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会では、大会運用の輸送手段として燃料電池自動車や燃料電池バスを活用すること
も期待され、世界に新たなエネルギー源である水素の可能性を発信する好機となるため、それも見据
えつつ着実に取組を進めていきます。

また、燃料電池自動車は発電した電力を外部に供給することも可能であり（V2H（Vehicle to 
Home）／V2B（Vehicle to Building））、災害等の非常時における避難所などへの電力供給や、電力
需給ひっ迫時の電力供給によるピークカットへの活用などが期待され、このための実証事業も行われ
ています。

海老名中央水素ステーション
（出典：JX 日鉱日石エネルギー）

燃料電池フォークリフト
出典：豊田自動織機

燃料電池バス
出典：日野自動車

FCバス

AC100V AC100V

受電－変換装置

商用電源

DC供給

切換器

燃料
電池

インバーター インバーター

AC200V

避難所（学校体育館）

燃料電池バスによる避難所（体育館）への給電イメージ（V2B）
出典：トヨタ自動車
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“水素社会”の実現に向けた新たな取組
水素エネルギーの需要については、2009 年に世界に先駆けて市場投入された家庭用燃料電池や、

2015 年に市場投入予定の燃料電池自動車にとどまらず、水素発電にまで拡がっていくことが期待さ
れています。

このうち、水素発電については、将来的に安定的かつ大規模な水素需要を生み出す可能性があると
期待されています。現在、燃料の一部を水素で代替する混焼発電については、既存のガスタービンで
も一定程度の水素割合であれば技術的に活用できると考えられており、さらに NOx 排出量を低減しつ
つ水素の混合割合や発電効率の向上等を図るべく技術開発等の取組が進められています。

一方、水素エネルギーの供給については、当面は、副生水素の活用、天然ガスやナフサ等の化石燃
料改質等によって対応することになり
ますが、水素の本格的な利活用のため
には、水素をより安価で大量に調達す
ることが必要になります。このため、
海外の未利用の褐炭や原油随伴ガスを
水素化し、国内に輸送するための様々
な技術が検討されています。

■有機ハイドライド法（応用研究
〜開発実証）

有機ハイドライド法とは、水素をト
ルエンと反応させ、メチルシクロヘキサンとすることで
常温・常圧の液体状態で貯蔵・輸送を行い、水素を取り
出して利用する方法です。本方法は、世界に先駆けて我
が国で実用化された水素の大量貯蔵・長距離輸送技術であ
り、水素サプライチェーンの早期の構築が検討されてい
ます。

■液化水素法（応用研究〜開発実証）
液化水素法とは、水素を− 253℃の極低温で液化させ、

液体状態で貯蔵・輸送を行い、水素を利用する方法です。
本方法は、LNG に比べて貨物の保温等について高度の技
術が要求されることから更なる技術開発は必要ですが、よ
り高い輸送効率を達成するものとして、LNG 輸送で培っ
た我が国の世界的に高度な保温技術等をもとに対応すべく
検討が進められています。

これらの取組によって、将来的に水素発電が導入され
て安定的かつ大規模な水素需要が生じ、これに対応する
ための大規模な水素サプライチェーンが構築されれば、
水素コストが低減し、燃料電池自動車などの他の水素利
活用分野への波及効果が期待されています。

C O L U M N

水素貯蔵・輸送システムのデモプラント
出典：千代田化工建設

デュアル水噴射型水素ガスタービン
出典：川崎重工業

商用水素輸送船のイメージ
出典：川崎重工業
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9．エネルギー基本計画
（1）	総合資源エネルギー調査会における審議
総合資源エネルギー調査会総合部会（部会長　三
村新日鐵住金（株）取締役相談役（注：当時））にお
ける議論は、2013年3月15日の第1回部会から始ま
り、同年6月下旬までに計4回の部会が開催されまし
た。同年7月に経済産業省の審議会組織見直しが行わ
れましたが、総合部会のメンバーと議論は、新たに
設置された基本政策分科会（分科会長　三村新日鐵住
金（株）相談役名誉会長）へそのまま引き継がれ、同
年12月13日に開催された第13回分科会まで、総合
部会から通算して計17回の議論が行われました。
これらの審議においては、エネルギーの生産・調
達、流通、消費の各段階における主要論点や、エネ

ルギー政策の基本的視点（3E+S）に関する最近の状
況、再生可能エネルギーの状況、中長期的な資源確
保戦略、石油・LPガスや天然ガスのサプライチェー
ンの構築、新たなエネルギー産業構造の展望、「消費
面」・「需要面」から見たエネルギー政策の在り方、原
子力政策、長期技術開発戦略、国民各層とのコミュ
ニケーションの在り方など、様々な視点・論点・課
題に関する議論が行われたほか、エネルギー需要家
及びエネルギー供給者並びに関係府省からのヒアリ
ングや海外のエネルギー関係有識者との意見交換も
行われました。
審議の結果は、総合エネルギー調査会基本政策分
科会による「エネルギー基本計画に対する意見」と
して、同年12月16日に三村分科会長によって取り
まとめられました。

【第 122-9-1】総合資源エネルギー調査会　総合部会　各開催回の議題
開催回 開催日 議題
第1回 3月15日 ○エネルギー基本計画の検討について
第2回 4月23日 ○エネルギーの生産・調達段階における主要論点等
第3回 5月20日 ○エネルギーの流通段階における主要論点等
第4回 6月27日 ○エネルギーの消費段階における主要論点等

【第 122-9-2】総合資源エネルギー調査会　基本政策分科会　各開催回の議題
開催回 開催日 議題
第1回 7月24日 ○エネルギー需要家からのヒアリング
第2回 8月27日 ○エネルギー政策の基本的視点（3E+S）に関する最近の状況

第3回 9月4日 ○再生可能エネルギーを巡る情勢について
○東京電力福島第一原子力発電所事故対応と今後の課題について

第4回 9月17日 ○国際エネルギー需給構造の変化を踏まえた中長期的な資源確保戦略について
○安定供給確保のための強靭な石油・LPガスサプライチェーンの構築について

第5回 9月24日
○電力システム改革後の電力産業の姿について
○天然ガスサプライチェーンのあり方及びガスシステム改革について
○新たなエネルギー産業構造の展望について

第6回 10月2日 ○「消費面」・「需要面」から見たエネルギー政策のあり方等について
第7回 10月16日 ○今後の原子力政策について

第8回 10月28日 ○ジョン・ハムレ米国戦略国際問題研究所長による講演
○エネルギー関係の長期技術開発戦略について

第9回 11月12日 ○エネルギー供給者からのヒアリング

第10回 11月18日
○バーゲニングパワーの強化に向けたLNGの新しい共同調達の方向性
○再生可能エネルギーを巡る課題と対応の方向性
○国民各層とのコミュニケーションのあり方等について

第11回 11月28日
○マリア・ファンデルフーフェンIEA事務局長による講演
○原子力政策に関する信頼の向上について
○放射性廃棄物WGの検討状況について（報告）

第12回 12月6日 ○チャールズ・エビンジャー　米ブルッキングス研究所・エネルギー安全保障イニシアティブ上級研究員兼所長に
よる講演等について

第13回 12月13日 ○「エネルギー基本計画に対する意見（案）」について
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（2）	政府部内での取りまとめ
総合資源エネルギー調査会の「意見」を受け、同
年12月17日、第1回原子力関係閣僚会議において、
エネルギー基本計画の原子力関連部分に盛り込むべ
き内容について関係閣僚が議論をしました。また、
2013年 12月 6日から翌2014年 1月6日にかけて、
新しい「エネルギー基本計画」策定に向けたパブリッ
クコメントを実施し、約1万9千件の御意見が寄せら

【第 122-9-3】総合資源エネルギー調査会　基本政策分科会　委員一覧（2013 年 12 月 13 日時点）
分科会長 三村　明夫　新日鐵住金（株）相談役名誉会長

委員

秋元　圭吾　（公財）地球環境産業技術研究機構システム研究グループリーダー
植田　和弘　京都大学大学院経済学研究科教授・研究科長
柏木　孝夫　東京工業大学特命教授
橘川　武郎　一橋大学大学院商学研究科教授
崎田　裕子　ジャーナリスト・環境カウンセラー／NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット理事長
志賀　俊之　日産自動車（株）代表取締役副会長
辰巳　菊子　（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会常任顧問
寺島　実郎　（一財）日本総合研究所理事長
豊田　正和　（一財）日本エネルギー経済研究所理事長
中上　英俊　（株）住環境計画研究所代表取締役会長
西川　一誠　福井県知事
増田　寛也　野村総合研究所顧問、東京大学公共政策大学院客員教授
松村　敏弘　東京大学社会科学研究所教授
山名　　元　京都大学原子炉実験所教授

（計 15 名）

れました。これらの結果も参考に、「政府の原案」を
取りまとめ、その原子力関連部分については2014年
2月25日に開催された第2回原子力関係閣僚会議に
おいて、関係閣僚で了承されました。
その後、政府与党内での議論も踏まえて、エネル
ギー基本計画の最終案が作成され、2014年4月11日
に閣議決定され、国会に報告されました。


