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第1節
資源・エネルギーの安定的かつ安価
な供給確保
我が国は、東日本大震災以降、原発停止に伴う化

石燃料の需要増加や、資源価格の上昇等により、燃
料調達費が大幅に増大しており、資源の安定的かつ安
価な供給の確保を図っていくことが喫緊の課題と
なっています。このため、政府としては、資源外交
の積極的な展開を通じた資源国との関係強化を図ると
ともに、リスクマネー供給等を実施することにより、
我が国企業による権益確保の支援や供給源の多角化に
向けた取組を推進してきました。

具体的には、首脳・閣僚レベルによる資源外交や、
二国間の資源開発協力の枠組み作り等と合わせて、資
源国のニーズに対応した、人材育成・交流、先端医
療、技術協力など幅広い分野において日本の強みを活
かした協力事業を実施するなど、資源国との重層的な
関係構築に向けた広範かつきめ細かな支援策を講じま
した。また、JOGMEC を通じたリスクマネー供給支
援、資源開発を促進する税制支援やフロンティア地
域での地質構造調査の実施等を通じて、我が国企業に
よる資源開発プロジェクトへの参画や資源権益の確
保を強力に促進することにより、供給源の多角化に向
けた取組を進めました。

また、我が国周辺海域に存在する石油・天然ガス、
メタンハイドレート、海底熱水鉱床、レアアースな
どの資源は、我が国にとって最も安定的な供給源で
あり、「海洋基本計画」（2013 年 4 月閣議決定）に基
づき、国による計画的な探査や生産技術等の開発に取
り組みました。

＜具体的な主要施策＞

1．石油・天然ガスの安定的かつ安価な
供給確保への取組

（1）	我が国企業による自主開発プロジェクトの推
進への支援

①探鉱出資・資産買収等出資【2013年度当初：
465.0 億 円、2013年 度 補 正：117.0 億 円、
2013年度産投：510.0億円】
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

（JOGMEC）においては、我が国資源開発会社等によ
る石油・天然ガスの探鉱・開発や油ガス田の買収等を
資金面で支援するため出資を行っています。2013 年
度はカナダ・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
しました。

②政府系金融機関による資源金融（（株）国際協力銀
行（JBIC））【金融】
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））【金融】
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・引取り等のための投融資に対し支援を
行いました。
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④海外投資等損失準備金制度【税制】
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 2016 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）【税制】
鉱業を営んでいる者が、鉱業所得等を探鉱費に充て

るための準備金として積み立てた時に損金算入できる
制度及びその準備金を取り崩し実際に新鉱床探鉱費に
充てた場合等には特別控除できる制度について、鉱業
の実態を踏まえ制度を拡充するとともに、準備金積立
ての適用期限が 2016 年 3 月 31 日までとされました。

⑥海外地質構造調査等事業【2013年度当初：16.0
億円】
事業リスクが高いため、我が国資源開発企業等が探

鉱に踏み切れていない海外のフロンティア地域にお
いて、JOGMEC が、地質構造の調査を行うことによ
り、我が国資源開発企業等の進出を促進しています。
2013 年度は、フロンティア地域である東アフリカに
おいて、調査の実施等を行いました。具体的には、
ケニアで調査を実施するとともに、セーシェルにお
いて調査事業の契約を締結しました。また、グリー
ンランド島北東部海域での地質構造調査により得た優
先入札権を活用し、2013 年 12 月に我が国資源開発企
業が欧米メジャーと共同で同海域の 2 鉱区を落札し
ました。

（2）	政府による積極的な資源外交
①産油国開発支援等事業【2013年度当初：26.2億
円】
資源国との戦略的かつ重層的な関係を構築するた

め、資源国のニーズに対応して、人材育成・交流、
先端医療、環境対策技術など、幅広い分野での協力
事業を日本企業等の強みを活かし実施するとともに、
資源国に対する日本からの投資促進等について支援し
ました。2013 年度は、アラブ首長国連邦（アブダビ）

における我が国先端医療技術の導入支援、日アブダビ
教育 ･ 交流センター運営等の留学促進事業等のプロ
ジェクトを実施しました。

②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【2013年度当初：27.4億円】
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。2013 年度はサウジ
アラビアにおいて、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
やアラブ首長国連邦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）	海洋エネルギー開発の強化
①国内石油天然ガス基礎調査【2013年度当初：
170.1億円】
2013 年度は、約 5,600k㎡の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
我が国資源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 年度は、新潟県佐渡南西沖海域にお
いて基礎試錐（試掘調査）を実施しました。試掘の結
果、顕著な石油・天然ガスの徴候は確認できませんで
したが、地層の一部で微量の石油・天然ガスの徴候を
確認するとともに、今後の石油・天然ガス開発を判断
していく上で必要となる地質データを取得しました。

②メタンハイドレート開発促進事業【2013年度当
初：87.3億円】
日本周辺海域に相当量の賦存が期待されるメタンハ

イドレートを将来のエネルギー資源として利用可能
にすることを目的として、世界に先駆けて商業的産出
のために必要な技術整備を行ってきました。2013 年
度は、砂層型メタンハイドレートについては、2013
年 3 月に実施した世界初となる洋上でのガス生産実験
の結果解析作業を実施するとともに、表層型メタンハ
イドレートについては、資源量を把握するため、日
本海側にて広域的な分布調査等を実施しました。
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C O L U M N

主要自主開発プロジェクトの概要
①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
田で生産中です。

②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。
（ア）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％）、伊藤忠商事及び伊藤忠石油開発（約 16％）、石油資源開発（約 15％）、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）が参画しています。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、協議中です。

（イ）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。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。2013 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。

③マハカム鉱区
インドネシアカリマンタン島東側沖合海上の原油・天然ガスの生産鉱区です。国際石油開発帝石が

50％、トタールが 50％の権益を保有しており、日量約 13.7 億立方フィートの天然ガスなどを生産
中です。生産された天然ガスは、主にボンタン LNG プラントへ供給され、LNG として日本などに輸
出しています。

④ NWS プロジェクト
オーストラリア西豪州の LNG プロジェクトです。三菱商事及び三井物産が共同で 16.7％の権益を

保有しているほか、ウッドサイド、BP、シェブロン、BHP ビリトン、シェルなどが参画しています。
西豪州沖合海上の天然ガス田を開発し、西豪州カラサの LNG プラントで、現在年間約 1,630 万トン
の LNG を生産中です。そのうち年間約 1,000 万トンを日本向けに輸出しています。

⑤米国の LNG プロジェクト
中部電力・大阪ガスがフリーポート LNG プロジェクトに、住友商事がコーヴポイント LNG プロ

ジェクトに、東芝がフリーポート（拡張）LNG プロジェクトに、三菱商事・三井物産がキャメロン
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2．石炭の安定的かつ安価な供給確保へ
の取組

（1）	産炭国との関係強化
①海外炭開発支援事業【2013年度当初：10.0億円】

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
が行う探鉱活動等への支援や炭鉱開発に不可欠なイン

フラ調査等を実施しました。

②産炭国石炭開発・利用協力事業【2013年度当初：
3.0億円】
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。

LNG プロジェクトに関与しています。全てのプロジェクトで米国政府から LNG 輸出許可を獲得して
おり、2017 年以降に、LNG の生産が開始される見込みです。

⑥カナダの LNG プロジェクト
カナダでは、三菱商事が LNG カナダプロジェクトに、石油資源開発がパシフィック・ノースウエ

スト LNG プロジェクトに、出光興産がトリトン LNG プロジェクトに、国際石油開発帝石がオーロラ
LNG プロジェクトに関与しています。2019 年以降に LNG の生産が開始される見込みです。

⑦イクシスプロジェクト
オーストラリア北部準州の LNG プロジェクトです。国際石油開発帝石が 66％、トタールが 30％

の権益を保有しています。日本企業が主導・操業する初の大型 LNG プロジェクトで、2012 年 1 月
に最終投資決定を行い、現在、2016 年末の生産開始を目指して作業中です。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 輸入量の約 7％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 65％、

シェル 35％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、現在作業中です。今
後、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。2013 年 8 月末に原油生産が開始され、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。

⑩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発見されたカシャガン油田は、可採埋蔵量が 90～

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。2013 年 9 月、最初の生産井から原油生
産が行われましたが、現在、パイプラインからのガスリークにより生産を停止しており、原因究明中
です。
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③低品位炭ガス化多用途利用技術実証【2013年度
当初：7.0億円】
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産炭国低品位炭利用技術最適化実証事業【2013年
度当初：2.6億円】
産炭国を中心とした、低品位炭の発電分野における

有効利用を目的として、低品位炭の前処理・燃焼技術
等の最適化をめざす実証事業を実施しました。

⑤産炭国石炭採掘・保安技術高度化事業等【2013年
度当初：22.3億円】
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。

（2）	大型船の受け入れ機能の確保・強化
国土交通省では、2013 年度に、小名浜港において、

大型の石炭輸送船舶に対応した水深 18m の国際物流
ターミナルの整備に着手するとともに、12 月には、
国土交通大臣が、同港を港湾法に基づく特定貨物輸入
拠点港湾（石炭）に指定するなど、資源・エネルギー
等の安定的かつ効率的な海上輸送網の形成に向けた取
組を推進しました。

3．鉱物資源の安定供給の確保
（1）	海外資源確保の推進
①エネルギー使用合理化希少金属資源開発推進基盤
整備委託費【2013年度当初：8.2億円】
最新の鉱床地質学の成果等を活用し、低炭素社会を

実現するための省エネ機器、次世代自動車の製造に必
要不可欠なレアメタル等の基礎的な資源探査等を実施
しました。

②希少金属資源開発推進基盤整備事業【2013年度
当初：10.1億円】
グリーン部素材、次世代自動車及び蓄電池の生産

に必要不可欠なレアメタル等鉱物資源の探査等を委託
し、安定供給を図りました。

③共同資源開発基礎調査事業【2013年度当初：5.9
億円】
資源保有開発途上国で、相手国と共同で資源開発調

査を行うとともに、資源開発に係る技術やノウハウの
移転等の人材育成を行いました。

（2）	レアメタルのリサイクルや代替材料開発の推
進

①リサイクル優先レアメタルの回収技術開発【2013
年度当初：1.7億円】

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する
法律」（2012 年 8 月成立）に基づいた回収・リサイク
ルスキームの検討と並行し、製錬事業者が市中の使
用済小型家電製品等からタンタル及びコバルトを回収
するための技術開発を行いました。

②超電力使用削減低品位銅電解精製プロセス開発事業
【2013年度当初：1.1億円】
銅製錬業はエネルギー多消費型産業。電解精製が

可能なプロセスを開発し、電解工程での電力使用量の
大幅な低減を図りました。

③資源循環実証事業【2013年度当初：2.8億円】
レアメタルのリサイクルが経済的に成り立つ状況を

目指すため、民間団体等によるレアメタルを含む使用
済製品の回収スキーム構築やリサイクル技術実証に
ついて補助を行いました。

④希少金属代替材料開発プロジェクト【2013年度
当初：8.2億円】
レアアース等の希少金属の機能を、より豊富に存

在する資源に代替もしくはその使用量を大幅に削減す
る実用化技術開発等について委託及び補助を行いまし
た。

⑤次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術
開発【2013年度当初：30.0億円】
ジスプロシウム等のレアアースを使用せず、従来

以上に強力な磁性体の開発等を行うとともに、電力消
費の半分を占めるモーターについても、設計及び試
作を行い、エネルギー損失を 25％削減できる高性能
モーターの開発を進めました。
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⑥新リサイクル制度開始【制度】
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、2013 年 4 月より小型家
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）をスター
トさせ、これまでに 35 社の再資源化事業計画を認定
しました。

（3）	希少金属の国家備蓄
○希少金属備蓄対策事業費【2013年度当初：4.1億
円】
代替が困難で、供給国の偏りが著しいレアメタルに

ついて、短期的な供給障害等に備えるため、備蓄を
行いました。

（4）	海洋鉱物資源開発の推進
①深海底資源基礎調査事業【2013年度当初：36.9
億円】
我が国周辺海域のコバルトリッチクラスト等深海

底鉱物資源のポテンシャル評価のための調査を行う
とともに、関連技術の基礎調査を実施しました。

②海底熱水鉱床採鉱技術開発等調査事業【2013年
度当初：19.5億円、2013年度補正：17.0億円】
海底熱水鉱床、海底レアメタル・レアアースの開

発に必要な共通の要素技術調査や採掘・選鉱・揚鉱・
製錬技術の検討、実証試験機・パイロットプラント
の設計等を行い、まず海底熱水鉱床において適用し、
海底鉱物資源開発に向けた調査を実施しました。

C O L U M N

「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」に関して講じた施策
「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、開発を進めてきました。その後、新たな「海洋基本計画」（2013 年 4 月）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 月に新たな「海洋エネル
ギー・鉱物資源開発計画」を策定しました。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。

砂層型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、2013 年 3 月に実施した海域での世界初のガス生産実験の結果解析作業を実施しました。ま
た、表層型については、資源量を把握するため、日本海側にて広域的な分布調査等を実施しました。

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、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。

コバルトリッチクラストとマンガン団塊については、資源量調査と生産関連技術について、国際海
底機構が定めた探査規則を踏まえ、研究開発に取り組んでいます。特に、コバルトリッチクラストに
ついては、2014 年 1 月に JOGMEC が国際海底機構との間で南鳥島沖約 600km の公海域における
排他的探査権に係る契約を締結し、資源量評価や生産技術の開発に取り組んでいます。

さらに、レアアースを含む海底堆積物については、将来のレアアース資源としてのポテンシャルを
検討するため、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、将来の開発・生産を念頭
に広範な技術分野の調査・研究を行っています。



233

第2節　石油製品サプライチェーンの維持・強化

233

第
２
章

4．市場安定化に向けた取組
（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（国際エネルギー機関）、OPEC

（石油輸出国機構）等が参画した国際機関協働データ
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組を続けてきました。

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、
2014 年 5 月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
①証券監督者国際機構（IOSCO）との連携

経済産業省は、商品取引所取引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取引
の透明性向上を図るため、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。IOSCO
は、2013 年 6 月 24 日、ETF（上場投資信託）の規
制の指針となること及びこれらの商品に関する最良の
業界慣行を発展させることを目的に「ETF の規制に
関する原則」を公表しました。また、同年 7 月 17 日、
金融指標の健全性、信頼性と指標管理機関に対しての
監督の強化を図るため「金融指標に関する原則」を公
表しました。

②商品先物市場監督当局間の協力
2013 年 7 月から 8 月にかけて、経済産業省、農林

水産省、及び金融庁は、欧州 29 か国の証券監督当局
との間で、クロスボーダーで活動する商品ファンド
を含む投資ファンド業者に関わる「ファンド及び

ファンドマネージャーの監督に関する協議、協力及
び情報交換に係る覚書」に署名しました。

（3）	LNG先物市場、電力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・相対契約です。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的リス
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ます。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。これを受け、リ
スクヘッジの場としての LNG 先物市場の創設を提言
した LNG 先物市場協議会報告書が 2013 年 3 月に取
りまとめられ、LNG のスポット取引の価格等を集
計・公表すべきとの当該報告書の提言を受けて、2014
年 3 月にスポット LNG 価格調査を実施しました

（2014 年 4 月公表）。
また、電力先物取引を可能にするため、先物取引

の対象に「電力」を追加することを内容とした、商品
先物取引法の一部を改正する法律案を国会に提出しま
した。

第2節
石油製品サプライチェーンの維持・
強化
国内の人口減少や自動車等の燃料効率の大幅な改善

といった構造的な石油需要減少を背景に、我が国の
石油産業は、精製・元売・販売のそれぞれの部門とも
厳しい経営環境に直面しており、国内の石油供給網

（製油所・油槽所・SS）を支える石油産業全体の経営
基盤強化が課題です。また、東日本大震災時に、電
力や都市ガスの供給障害が発生した中、エネルギー
供給の「最後の砦」としての石油の役割が再認識され
る一方、首都直下地震等の更なる大規模災害を想定し
た場合の供給網の脆弱性も明らかになりました。こう
した観点から、平時からの事業基盤強化と、ハード・
ソフト両面にわたる危機対応能力強化により、強靭な
石油サプライチェーンを構築すべく、精製・元売部
門から販売部門まで系列全体を包含する対策を進めま
した。
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（1）	石油精製・元売部門
産油国から原油を輸入し、製油所において原油をガ

ソリン等石油製品に精製し、SS 等に卸売を行う石油
精製・元売部門は、アジア新興国において輸出競争力
の高い石油コンビナート・製油所が次々に新設され
る中、アジア市場における激しい国際競争に晒されて
います。将来的には、アジア地域全体でも供給過剰
になる厳しい見通しがある中で、我が国製油所におけ
る精製装置の集約強化や、高付加価値型の基礎化学品
生産体制の強化、コンビナート内における事業所間
連携の強化による生産性向上を支援しました。

また、首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の大規
模災害の発生を想定し、こうした事態に際して石油供
給の早期回復を可能にするため、製油所における非常
用発電機等の導入や耐震・液状化・津波対策等のハー
ド対策を進めるとともに、精製・元売会社系列ごとの
製油所から系列 SS までの系列供給網全体を包含する
BCP（系列 BCP）の策定、災害時石油供給連携計画
の訓練、被災地への石油供給を円滑化するための関係
省庁との連携強化等のソフト対策も進めました。石油
の国家備蓄についても、災害時の被災地における石油
供給の早期回復に資するよう、ガソリン等の石油製品
の形態での国家備蓄の増強を進めました。

（2）	石油販売部門（SS）
消費者への石油製品の最終供給を担う SS を運営す

る石油販売部門には、危機発生時においても一定の供
給機能を果たせるようにするための高い安全性・耐久
性を持った設備を確保するための持続的な投資を求
められることとなります。このため、平時・緊急時
を問わずに安定供給のための中核機能を将来にわたっ
て担っていく意識と高い意欲のある SS に対する設備
投資支援などを行い、経営基盤強化を支援しました。
また、過疎地域や地理的に不利な条件にある離島にお
ける石油製品の安定供給の確保に取り組みました。

＜具体的な主要施策＞

1．国内における石油製品サプライ
チェーンの維持

（1）	石油精製・元売部門の強靱な経営基盤の構築
①エネルギー供給構造高度化法（高度化法）による
原油等の有効利用の促進【法律】
原油一単位あたりから精製されるガソリン等石油製

品の得率を向上させ、余すところなく原油を利用する
（原油の有効利用）体制を強化すべく、高度化法に基
づく石油精製業者向け「判断基準」（2010 年 7 月 5 日
経済産業大臣告示）により、我が国製油所全体の「重
質油分解装置の装備率（各石油精製業者が利用する重
質油分解装置能力の、常圧蒸留装置（原油処理装置）
に対する比率：重質油分解装置能力（分子）／原油処
理装置能力（分母））」の向上を義務付けました。対象
となる石油精製業者は、自社の装備率の向上に向け、
常圧蒸留装置の削減（「分母」の減少）、重質油分解装
置の新設・増設（「分子」の増加）、または、それらの
組合せによる対応を進め、我が国製油所全体で重質油
分解装置の装備率は 10％程度（告示制定時）から
13％程度（2013 年度末）へと改善されました。

この判断基準の運用の結果、全ての石油精製業者が
「常圧蒸留装置（分母）」の能力を削減したため、我が
国の原油処理能力は、過去 10 年のピークである 2008
年 4 月初の能力（28 製油所・約 489 万 B/D）に比し
て、2014 年 4 月初の能力（23 製油所・約 395 万 B/
D）は約 2 割削減されました。

②精製機能集約強化事業【2013年度当初：51.0億
円】
今後、国内石油製品の需要減退が予想される中、

石油の安定供給確保の基盤である我が国石油精製業者
のなお一層の国際競争力確保に向け、精製機能の集約
強化を行う際の製油所の機能転換に係る取組を支援し
ました。

③コンビナート連携石油安定供給対策事業【2013
年度当初；29.0億円】
各地の石油コンビナートの特長を活かしつつ、製

油所と石油化学等の異業種が連携し、電気・蒸気・冷
却水等の用役設備の共用や事業所間の配管接続による
原料や留分の相互融通等を行う取組を支援しました。
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④重質油等高度対応処理技術開発委託費【2013年
度当初：7.0億円】
石油精製プロセスにおける反応装置等の最適化のた

め、分子レベルでの詳細組成構造解析を行い、その
結果をもとに石油成分の反応や分離挙動等をコン
ピュータによりシミュレーションするペトロリオミ
クス技術開発を実施しました。

⑤重質油等高度対応処理技術開発費補助金【2013年
度当初：7.5億円】
重質原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プロセスを分子レベルで制御する
技術の開発を行いました。

⑥石油利用低炭素化分析評価事業【2013年度当初：
3.5億円】
精製過程で生じる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取組に対する支
援を行いました。

（2）	石油販売部門（SS）の経営基盤強化
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。

○給油所次世代化対応支援事業【2013年度当初：
6.8億円】
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。

（3）	石油製品の品質確保
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、揮発油等の品質の確保等に関する法律等の適
切な運用等を行いました。

○石油製品品質確保事業費補助金【2013年度当初：
16.0億円】
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。

（4）	「SS過疎地域」や離島等における安定供給の
確保

①石油製品流通網維持強化事業【2013年度当初：
4.9億円】

「SS 過疎地域」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、SS の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。

②灯油配送合理化促進支援事業【2013年度補正：
58.0億円】
過疎地域や豪雪地域において、地域における灯油の

安定供給を図ることを目的として、灯油ローリーの
大型化や共同所有による灯油配送の合理化の促進を支
援しました。

③離島ガソリン流通コスト支援事業【2013年度当
初：30.5億円】
本土の SS に比べてガソリン調達にかかる輸送コス

トが割高となる離島の SS 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
輸送コストに対する支援措置を講じました。また、離
島の SS が行うガソリン販売に関する検査や設備等の
導入及び補修に対する補助を行いました。

④離島石油製品流通合理化・安定供給支援事業
【2013年度当初：0.7億円】
離島における地域の実情を踏まえた具体的な供給体

制の在り方を検討するために、基礎自治体や SS 事業
者等を中心としたコンソーシアムによる協議会を設
置し、協議会で行う離島の石油製品の流通合理化や安
定供給対策の検討・策定に対して支援を行いました。

（5）	SSにおける環境対策
地下タンクからの危険物漏えい未然防止対策や早期

発見対策などの SS が地域社会と共生していくために
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不可欠となる環境対応等を支援しました。

①環境対応型石油製品販売業支援事業【2013年度
当初：5.0億円】
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。

②給油所地下タンク漏えい防止緊急対策事業【2013
年度補正：87.4億円】
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。

（6）	石油産業の設備等を活用した水素の供給イン
フラ整備

○高効率水素製造等技術開発費補助金【2013年度
当初：7.5億円】
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。

（7）	LPガス流通合理化の推進
①LPガス流通合理化対策調査【2013年度当初：
1.7億円】
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。

②LPガス販売事業者構造改善支援事業【2013年度
当初7.3億円】
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。

③国際交流事業【2013年度当初：0.2億円】
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。

④LPガス配送合理化推進事業【2013年度当初：
1.3億円】
充填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、充填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．緊急時対応の充実・強化
（1）	災害による緊急時供給体制のネットワーク構

築
①製油所における石油供給インフラの強靭化
（ア）	石油製品出荷機能強化事業（非常用電源等の強

化）【2013年度当初：51.0億円】
首都直下地震・南海トラフ巨大地震等の大規模災害

が発生、被災地域の製油所で石油精製機能が相当期間
停止した場合であっても、救助・復旧活動等に不可
欠なガソリン・灯油等の石油製品を出荷するための能
力を維持することが必要です。このため、製油所で
の「非常用 3 点セット」（非常用発電機、非常用情報
通信システム（衛星通信等）、ドラム缶石油充填出荷
設備）の導入を支援しました。
（イ）	石油供給インフラ強靭化事業（石油コンビナー

ト・インフラの強靭化）【2013年 度補
正:125.0億円】

巨大地震発生時には、被災地の製油所の石油精製設
備は相当期間停止せざるを得ないことを前提に、石油
製品の供給の早期回復を確保すべく、①設備の安全停
止を確実にした上で、②製油所内の石油製品在庫や国
家備蓄を迅速に出荷し、③被災地外や海外の製油所等
からタンカーで転送されてくる石油製品を入荷し、
次々にタンクローリー等で出荷する機能を守ること
が必要です。

こうした機能を 7 年程度かけて抜本的に向上させる
べく、耐性総点検の結果も踏まえた第一弾の対策とし
て、耐震・液状化・津波対策、設備の安全停止対策、
入出荷バックアップ能力増強策を支援する石油供給
インフラ強靱化事業を措置しました。
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②石油精製元売会社のBCP強化・関係省庁による支
援体制強化
大規模災害発生時に石油精製元売会社が連携して石

油供給を行うために事前に策定する「災害時石油供給
連携計画」の届出制度を、石油備蓄法改正（2012 年
度）により導入しました。2013 年度には、各社から
届け出られた災害時石油供給連携計画の実効性を確保
すべく、初めての訓練を、資源エネルギー庁、内閣
府、和歌山県、石油業界が連携して実施しました。

また、資源エネルギー庁から石油業界に対して、
首都直下地震等を念頭において、系列石油サプライ
チェーン全体の石油供給機能を早期回復させるべく、

「系列 BCP」（業務継続計画：Business Continuity 
Plan）の策定を要請し、各石油精製・元売会社は
2013 年度中に「系列 BCP」の策定を完了しました。
資源エネルギー庁は、策定した各社の系列 BCP のレ
ベルアップを助ける仕組みとして、外部有識者で構
成される「系列 BCP 格付け審査委員会」を組織し、
格付け評価に取りかかりました。

災害時に、石油精製・元売会社が被災地に向けて石
油を円滑に供給するためには、①製油所・油槽所に通
じる航路・道路の早期啓開（がれき処理・復旧等）、
②タンクローリーの緊急通行車両確認や長大・水底
トンネル通行許可特例、③給油困難地域へのドラム缶
詰め石油の輸送協力等、関係省庁による協力が不可欠
です。資源エネルギー庁では、内閣府、総務省消防
庁、国土交通省、防衛省、警察庁等との間で、災害
時の石油供給を円滑化するため、「国土強靱化政策大
綱（2013 年 12 月国土強靱化推進本部決定）」のプロ
グラム等に基づく協力枠組みの確立に向け、関係省庁
との検討を開始しました。

③SSの災害対応能力強化
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、2012 年度改正
石油備蓄法に基づき、地域における災害時石油供給の
拠点となる「中核 SS」を全国各地に整備し、加えて

「中核 SS」にガソリン等石油製品の備蓄の確保を進め
ることにより、地域における災害時に石油供給体制の
強化を進めました。
（ア）	地域エネルギー供給拠点整備事業【2013年度

当初：42.0億円】
SS の閉鎖時に地下タンク等が放置されることを防

止するとともに、地域の個々の SS の災害対応能力を

強化するため、SS が有する地下タンク等の入替え・
大型化に係る費用について支援しました。
（イ）	災害時給油所地下タンク製品備蓄促進事業
【2013年度補正：15.0億円】

東日本大震災では SS において地下タンクの燃料が
在庫切れになったことを背景に、被災地域で燃料供
給に支障が生じました。このため、本事業を通じて
地域における供給の拠点となる「中核 SS」における
一定量の在庫の備蓄を図りました。

（2）	国家備蓄・産油国共同備蓄の維持・増強
①国家石油備蓄と産油国共同備蓄の増強【2013年
度当初：995.5億円】
約 5,000 万 kl の国家備蓄石油及び国内 10 か所の国

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原油
の機動的な放出を可能にすべく、緊急放出訓練等も実
施しました。それとともに、東日本大震災の反省を
踏まえて石油製品（ガソリン・灯油・軽油・A 重油）
の形態での国家備蓄の増強を進め、国内需要の 4 日分
に相当する国家備蓄石油製品を全国各地に分散して増
強し、災害時の被災地における即応体制を強化しまし
た。

また、国家備蓄のほか、我が国は、主要な原油輸
入先であるアラブ首長国連邦（UAE）のアブダビ国
営石油会社とサウジアラビアのサウジアラムコ社に対
し、国内の原油タンクを貸与し、両国営石油会社が
所有する原油を蔵置しています（2009 年 12 月から、
鹿児島県の JX 喜入（きいれ）基地にて、アブダビ国
営石油会社との事業を開始（開始当時約 60 万 kl）、
2011 年 2 月から、沖縄県の沖縄石油基地（OCC）に
て、サウジアラムコ社との事業を開始（開始当時約
60 万 kl））。これらの原油は、平時には、両国営石油
会社の東アジア向けの供給・備蓄拠点として、当該タ
ンクとタンク内の原油は商業的に活用される一方、危
機時には、タンク内の原油を我が国石油会社が優先購
入できることになっています。

本プロジェクトは、産油国との関係を強化するこ
とや、沖縄等の地域が産油国にとっての東アジア向
け原油供給拠点になること等の様々な副次的な意義
も有するプロジェクトであることに鑑み、サウジア
ラムコ社との間で、2013 年 6 月に事業の延長に合意
し、同年 12 月に貸与タンク容量を拡大し、100 万 kl
の原油タンクを貸与する体制となりました。アブダビ
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国営石油会社との間でも、2014 年 2 月に貸与タンク
容量を拡大し、100 万 kl の原油タンクを貸与するこ
とに合意しました。

②国家石油ガス備蓄【2013年度当初：134.6億円】
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 か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。

（3）	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
【2013年度当初：20.8億円】
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。

C O L U M N

石油産業の変遷
1．石油政策の変遷（1951 年～2002 年）

（1）石油業法、緊急時二法等の制定（1951 年～1985 年）
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鑑み、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」という。）」（1985 年 12 月公布）が定
められました。
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（2）規制緩和の推進（1987 年～2002 年）
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、円高方向への推移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、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。

さらに、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、石油精製業を巡る制度に関しては、平時における需給調整規制の廃止等が提言されました。
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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。さらに、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 2012 年度末で 8,862 か所となり、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 か所（登録業者数 31,599））に減少傾向にあり、2012 年度末には 36,349 か所（登
録事業者数 18,269）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）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。

2．環境保全に向けた取組（1968 年～2014 年）
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」という。）

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。

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。

さらに、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 月から実施されました。2011 年より PM の基準値強化等が行われましたが、2014 年 1
月には、同年 10 月から順次適用される基準（NOx の基準値強化等）の改正が行われました。

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



241

第2節　石油製品サプライチェーンの維持・強化

241

第
２
章

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（沖縄・離島を除く。）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）。

【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
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C O L U M N

石油等備蓄制度について
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。さらに、
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、2013 年末時点で、加盟国（純輸入国に限る）平均 157 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緊急時の石油供給体制等の整備強化
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。さらに 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。以降、国家備蓄を拡充し、1998 年には国家備蓄目標である 5,000 万 kl 体制となりました

（第 322-2-2）。なお、2004 年に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。

これまで、我が国は、湾岸戦争（1991 年）、ハリケーン「カトリーナ」によるアメリカ国内の石油
施設等の被害の発生（2005 年）、リビア情勢等による世界的な石油供給の混乱（2011 年）といった
事態に際し、IEA 加盟国と協調して備蓄を放出し、国際的な石油供給不足に対応してきました。緊急時
に機動的に備蓄石油を放出できるよう、放出訓練の実施や国家備蓄石油の放出能力の増強等を行って
います。

2012 年には、東日本大震災の教訓を踏まえ、迅速に被災地等に石油製品を供給できるよう、石油
備蓄法を改正しました。具体的には、海外からの石油輸入が不足する場合のみならず、国内の災害に
よる石油の供給不足の場合にも、経済産業大臣の判断で備蓄石油を放出できることとしました。また、
我が国の国家備蓄石油は、それまでほとんどが「原油」であったため、ガソリン、灯油、軽油、A 重
油といった石油製品を国家備蓄として積み増すこととし、その管理方法の最適化を図るため、国が直
接、その管理を石油会社に委託できる環境の整備を図りました。さらに、災害時に被災地等への石油
供給を石油会社が一致協力して行うことができるよう、石油会社に対して、共同で、地域ごとに、共
同作業体制の構築、設備の共同利用、石油の輸送に関する協力事項等を定めた災害対応に関する計画

（災害時石油供給連携計画）を予め作成し、災害時に実行するよう義務付けました。
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このほか、2009 年から開始した産油国共同備蓄事業（我が国の危機対応能力向上のため、国内の民
間原油タンクを政府支援の下で UAE やサウジアラビアの国営石油会社に貸与し、我が国への原油供給
が不足する際には、当該原油タンクの在庫を我が国向けに優先供給する）について、事業の延長合意
や貸与タンクの増量など、事業の拡充を図りました。

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 81％を輸入に依存し、輸入の約 83％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 か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。

2013 年度末時点で、我が国では約 62 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 か所で備蓄基地の整
備を進めて、2013 年 3 月に 2 つの地下基地（倉敷・波方）が完成、同年 8 月末には波方基地に、米
国からシェールガス由来のＬＰガスを積んだ第一船が入港しました。今後も着実に国家備蓄ＬＰガス
の購入・蔵置を進めていきます。2013 年度末現在約 27 日分の国家備蓄 LP ガスを保有していました

（第 322-2-3）。
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、それらの管理を 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。

【第322-2-2】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。
出典：	 資源エネルギー庁「石油備蓄の現況」（2014年5月時点）を基に作成

0
72 73 74 75

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

国家備蓄
民間備蓄

【第322-2-3】LPガスの国家備蓄と民間備蓄日数の推移
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出典：	 資源エネルギー庁「LPガス備蓄の現況」（2014年5月時点）を基に作成




