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第１節

ものでした。

人類の歩みとエネルギー

ギー源とする蒸気機関が工場や輸送機器（蒸気機関

18 世紀に入り産業革命が起こると、石炭をエネル
車等）において動力源として利用されるなど、工業化

１．人類の歴史とエネルギー

の進展に伴いエネルギー消費量が急速に増加すると

人類は、生活スタイルの発展段階に応じて、エネ

ともにエネルギーの利用用途も広がりました。これ

ルギー利用の用途を徐々に高度化・多様化させてき

によって社会の生産力が上昇し、より便利でより豊

ました。エネルギー消費量も、エネルギーの利用用

かな生活を享受することもできるようになります。

途の拡大に加え、石炭や石油、天然ガスなど使い勝

さらに、エネルギーの利用用途が広がるに従って、

手の良いエネルギー源の普及により、一貫して上昇

エネルギー源にも一層の汎用性が求められるようにな

してきました。

ります。このため、20 世紀中頃に石炭よりも使い勝手

人類とエネルギーの関係は、約 50 万年前に薪など

が良く、利用用途を拡大しやすい石油が主要なエネル

を使って火を利用し始めたときから始まったといわ

ギー源としての地位を占めるようになると（流体革命

れています。その後、農耕や牧畜を始めた人類は移

2）
、工場や輸送機器（船舶、自動車、航空機）
、発電

動や輸送に家畜や風力（帆船）を利用したり、穀物を

用の燃料として、また、暖房用の燃料や化学製品の原

製粉するために水力や風力を、暖房や炊事のために主

料等として石油が大量に消費されるようになります。

として薪を利用していましたが、そのエネルギー消

また、電気エネルギーの利用が産業部門においても家

費量及びエネルギーの利用用途は、非常に限られた

庭部門においても普及し消費量も拡大したことで、発

【第 111-1-1】 世界のエネルギー消費量と人口の推移
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本白書に記載されている地図は、我が国の領土を網羅的に記したものではありません。

2 「流体革命」とは、1950 年代に中東やアフリカに相次いで大油田が発見されたことを契機として、石炭に替わって石油が交通機関、暖房用、
火力発電等の燃料などとして使用されるようになり、エネルギーの主役が石炭から石油に移行したことを言います。
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のようなエネルギー消費量及び利用用途の更なる拡大

２．現代社会の多様なエネルギー利用用途

に応じて社会の生産力もまた大きくなり、それに伴っ

現代社会において、エネルギーは衣・食・住・労

て生活水準や公衆衛生も向上するので人口の増加ペー

働・移動・娯楽などあらゆる方面で活発に利用されて

スも一段と急速に伸び、それがまた一層のエネルギー

います。物資の生産を行う工場等においては各種機械

消費量の増加をもたらすようになると考えられます。

類を稼働させるための燃料や電気が欠かせませんし、

また、今後も世界人口は増加する見込みであり、

人や物の移動のためにも燃料や電気を利用していま

加えて新興国におけるエネルギー消費量も工業化や

す。また、オフィスや家庭生活においても、電化製

モータリゼーションの進展等により増加しています。

品や情報機器の普及によってより一層のエネルギー

このため、2030 年の世界のエネルギー消費量は 1990

を必要とするようになりました。

年の約２倍に達するなど、エネルギー消費量はこれ
からも増加し続けていくものと考えられています。

我が国においても、エネルギー消費量は増加傾向を
示してきました。1973 年度からのエネルギー消費量の
伸びだけを見ても、産業部門は 0.9 倍にとどまりまし

【第 111-2-1】 エネルギー資源の供給過程と利用形態
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【第 111-2-2】 自動車保有台数の推移
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たが、民生部門が 2.4 倍、運輸部門は 1.9 倍となって

なエネルギーを適切に供給し続けなければ、社会シ

います。
（後掲 第２部第１章第１節１． 参照）

ステム自体が機能しなくなることになりかねません。

その原因の一つに、モータリゼーションの進展が

したがって、現代社会においては安定かつ低廉な

あります。我が国の自動車保有台数は 1973 年度末か

エネルギーなくしては、個人の生活が、産業が、ひ

ら 2011 年度末までの間に約３倍となっており、今や

いては社会全体が機能できず、社会が成り立ち得ない

人の移動や物流に自動車はなくてはならないものに

構造になっており、エネルギーの重要性は、ますま

なっています。加えて、業務用及び家庭用といった

す高まっています。

民生部門のエネルギー消費も顕著に拡大しています
が、これはエアコン等の空調機器や大型電化製品の普
及、IT 化の進行に伴うパソコン等の情報機器の普及
が背景にあると考えられます。
また、近年は、工場等の生産プラントの監視制御、

３．エネルギーチェーンと課題
２．で述べたように、エネルギーと現代社会は
切っても切れない関係にあります。社会生活を維持
するためには、エネルギーの供給が脅かされたり、

電車や道路等の交通管制、水や電気といったライフ

供給されるエネルギーの経済性が極端に悪化するな

ラインの制御等をコンピュータシステムが担うように

どして、円滑な利用ができなくなることは避けなけれ

なってきています。これらのシステムによって現代

ばなりません。

社会は円滑に機能することができており、これらのシ

現代社会の機能維持に不可欠なエネルギーは、企

ステムが停止してしまうと、物資の生産が停止したり

業や家庭などの最終需用者に利用されるまでに、国境

品質が一定しなくなる、流通が滞ったり移動が円滑に

を越えて「生産（調達）
」
、
「流通」、
「消費」といった

できない、ライフラインが停止するなどの問題が生じ

複雑かつ長いエネルギーチェーンを経る必要があり

てきます。このように、社会がコンピュータシステ

ます。また、各段階の横断的要素として、
「技術開発」

ムによって制御される場面が増えてきている今日で

も必要となります。

は、コンピュータシステムを稼働させるために必要
【第 111-2-3】 コンピュータ制御されるシステムの例
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みならずパイプライン等を使った陸上輸送でも起こ

エネルギーの利用に当たってはまず、資源の採掘や

り得るため、それに備える必要もあります。

発電といった生産活動が試みられることになります。
生産活動を行うに当たっては、生産活動を行う許

②流通

可が得られることが前提となります。また、資源の

エネルギーが無事に商業生産あるいは輸入ができ

採掘等に当たって、自然災害や事故、テロ事件が発

た後は、国内の消費者に対し、しっかりと供給され

生した場合などには、商業生産が進まなくなることが

ることが必要です。
国内でエネルギーを流通させるに当たって、必要

あります。
次に、生産が行われているエネルギー資源を調達

となるインフラ設備に不備があった場合、自然災害

する場合、資源の生産国が輸出を許可することが必要

によりインフラ設備が破壊された場合などには、必要

になります。エネルギー自給率の低い我が国にとっ

なエネルギーが行き届かなくなるため、それに備え

ては、非常に重要な段階です。

る必要があります。

国際情勢や国内情勢の変化により、生産国における
政策変更が生じた場合には、エネルギー源の輸入に

③消費

支障を来すことが起こり得ます。輸出の停滞は、生

エネルギーが物理的に消費者や企業に届けられる

産国の外交政策に起因するもののみならず、生産国に

場合でも、原油価格の高騰などにより低廉な価格での

おけるエネルギー資源の需要増加や資源の枯渇と

調達・供給ができない時には、経済活動や個々の家

いった理由によっても生起することがあります。

計に対して悪影響を及ぼすことがあります。また、各

資源が無事に輸出された場合であっても、輸入国ま

エネルギー源について、CO2 排出等の環境への負荷

で確実に輸送されることが必要です。周囲を海で囲ま

をできるだけ低減させていくべきであることは言うま

れており、資源供給国と物理的に離れている場合が多

でもありません。

い我が国にとっては、これも非常に重要な段階です。
国際紛争や沿岸国の政策によ っ て輸送路上の
チョークポイントを通航できなくなった場合や、輸

④技術開発
資源等を開発し、エネルギーを取り出すためには、

送路上で海賊による襲撃等があった場合などには、

それを可能にする技術の開発が必要です。例えば、資

エネルギー源を円滑に輸入することができなくなり

源の採掘・利用技術や電気エネルギーに変換するた

ます。こうした輸送路上のトラブルは、海上輸送の

めの発電設備の開発、省エネや環境負荷を軽減する技

【第 111-3-1】 エネルギーチェーンと課題
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術の開発などです。

特に我が国は、資源小国であるため自国内で利用可

これらの技術開発は、長期間にわたって相応の資

能なエネルギー源をまかなうことが非常に困難であ

金と人材を投入することにより、技術的制約の克服が

り、また、国境を越えて送電線やパイプライン等を

可能になります。

整備してエネルギーを近隣諸国と融通し合うことも
容易ではありません。その点で、欧米諸国等とは置

実際にエネルギーが利用されるまでには、エネル

かれている状況が異なり、我が国はこれらの国々と

ギー源ごとに、それぞれたくさんの段階を経る必要

比べてもより厳しいエネルギー環境に置かれている

があります。そしてその各段階には、それぞれ様々

と言えます。

な課題があり、それに対応していくことが求められま

その反面、我が国は従来から厳しいエネルギー環

す。こうしたグローバルなエネルギーチェーンをな

境に置かれているが故に、エネルギー関連技術の開

すエネルギーの各プロセスの中で、どれか一つでも

発には長年注力をしてきました。そのため、エネル

問題が発生すると、安定かつ低廉なエネルギーが最

ギー関連技術については、諸外国をリードし得る能

終需要者に届かなくなる恐れがあります。

力を持っていると評価できるでしょう。

人類の発展とともに歩んできたエネルギーの開発
利用の歴史には、エネルギーチェーンの至る所で顕

そこで本章においては、このような「技術立国とし

在化した課題とその対応策の事例が豊富に存在してい

て多くの優れたエネルギー技術を有する一方で、四

ます。責任あるエネルギー政策を構築する上では、

方を海に囲まれ、天然資源に乏しい」という我が国の

このような過去の事実から学び得られる知見をしっ

特性も踏まえながら、エネルギーチェーンの各段階

かりと踏まえることが必要と考えられます。

において過去にどのような課題が発生し、そして各国

４．エネルギーに係るリスク低減のために

はどのような対策を重ねることでその課題に対応して
きたのか、世界の事例を収集し検証します。その上

これまで述べてきたとおり、現代社会においては低

で、これらの事例に照らして、これからの我が国の

廉なエネルギーが潤沢に供給され続けることが、社

責任あるエネルギー政策を構築する上で重要となる

会が機能する上での大前提となっています。社会の

視座を抽出し、今後の議論の一助とすることとしま

機能を維持するためには、適切なエネルギー政策を

す。

行うことでエネルギーに係るリスクを全体として低
減化しておくことが必要不可欠です。
【第 111-4-1】 各国のエネルギー自給率の比較（2010 年）
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第2節

複雑なエネルギーチェーンに潜む
様々な課題と対応
本節では、以下の事例を取り上げます。

１．生産（調達）
事例 1：エクソン・バルディーズ号原油流出事故

１．生産（調達）
ここでは、エネルギーの生産（調達）段階におい
て存在する課題を、
●

生産活動に係る課題

●

輸出入に係る課題

●

輸送に係る課題

という３つのカテゴリーに分けて見てみます。

事例 2：メキシコ湾原油流出事故
事例 3：ハリケーンカトリーナ
事例 4：生産プラントへのテロ

（１）生産活動に係る課題
エネルギーの生産に当たっては、災害やテロ・事

事例 5：スリーマイル島原発事故

故などの予測が困難な突発的な事態により、円滑な開

事例 6：チェルノブイリ原発事故

発・利用に支障が生じる可能性が常に存在します。

事例７：第１次・第２次石油危機
事例８：資源ナショナリズム
事例９：資源獲得競争の激化

①大規模海洋汚染
大規模海洋汚染は修復が困難な環境汚染の代表例で

事例 10：生産国の需要増加

あり、エネルギー資源の商業利用において大きな課

事例 11：スエズ運河封鎖

題となっています。

事例 12：ソマリア沖・アデン湾の海賊対策
事例 13：ロシアガス危機

２．流通

（ア）事例 1：エクソン・バルディーズ号原油流出事故（1989）
（ⅰ）事故の概要
1989 年 3 月、エクソン社の原油タンカー、エクソ

事例 14：北米北東部大停電

ン・バルディーズ号がアラスカ州プリンスウィリア

事例 15：インド大停電

ム湾において座礁しました。この事故では積載量のお

事例 16：東日本大震災

よそ 20% に当たる約 4 万 kl（約 24 万バレル）の原油

事例 17：ドイツ送電系統の輸送能力拡大と安定化

が流出し、当時、海上で発生した人為的環境破壊の

３．消費
事例 18：石油価格高騰と乱高下

うち最大級のものとなりました。また、原油除去に
化学的分散剤を用いましたが、その後分散剤には原油
そのものより悪影響があることも判明しました。

事例 19：天然ガスの調達価格
事例 20：ドイツにおける電気料金

【第 112-1-1】 座礁したエクソン・バルディーズ号

事例 21：エネルギー消費と環境への負荷

４．技術開発
事例 22：燃料電池の開発
事例 23：シェールガス採掘技術の開発
事例 24：太陽光発電の実用化
事例 25：LNG の実用化

出典） http://archive.orr.noaa.gov/index.php
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この原油流出により、1 万 1000 人以上のアラスカ
の住民がエクソン社の従業員とともに汚染地域全域で

【第 112-1-3】 炎上する石油掘削施設（ディープウォー
ター・ホライズン）

環境回復のための作業に携わりましたが、防除対応の
遅れから大規模な海洋汚染を招き、ラッコなどの哺
乳動物、海鳥、魚類に深刻な被害をもたらし、アラ
スカ先住民の地域経済にも多大な影響を与えました。
【第 112-1-2】 高圧温水で海岸を洗浄する作業員

出典） http://cgvi.uscg.mil/media/main.php?g2̲itemId=836285

（イ）事例 2：メキシコ湾原油流出事故（2010）
（ⅰ）経緯
2010 年 4 月 20 日にメキシコ湾沖合の石油掘削施設
出典） http://archive.orr.noaa.gov/index.php

において大規模な事故が発生し、約 78 万 kl5 もの原
油が海洋に流出しました。この流出量は史上最悪の海

（ⅱ）対応 〜 安全規制の強化、国際協調、環境に
配慮した慎重な開発
この事故の後、アメリカは 1990 年油濁法（OPA

洋汚染と言われた 1989 年のエクソン・バルディーズ
号原油流出事故の約 4 万 kl をはるかに超えるもので
した。

90）を制定し、積荷が海洋に流出しない二重船体構造

事故が発生したのはメキシコ湾沖合 80km、水深

を 2015 年までに全タンカーに採用する防止策や、事

1,522m の地点で掘削作業中だった、BP 社の石油掘

故時に備えた事前準備、事故対応、油流出対策、被

削施設「ディープウォーター・ホライズン」です。

害賠償、環境評価資金等を管理する国立油濁基金セン

技術的不手際により掘削中の海底油田から逆流してき

ターの設立が定められました。更に、この事件を契

た天然ガスが引火爆発し、海底へ伸びる 5,500m の掘

機として、海洋汚染事故に対するさらなる国際的な対

削パイプが折れて大量の原油がメキシコ湾へ流出しま

策の必要性が認識され、油流出事故への対策を強化す

した。その被害規模は数百億 US ドルといわれます。

る条約が締結されました 3 4。
また、本事件は単に海上運輸の問題にとどまらず、 （ⅱ）対応
全米の石油・化学・原子力産業の労働組合が、米国議

アメリカでは、この事故後沖合での石油掘削事業を

会が包括的な国家エネルギー政策を立法化するまで

一時的に凍結しました。また、2000 年代、石油メ

北極圏野生生物保護区における掘削調査に反対する声

ジャー各社は規模の拡大ではなく利益の追求を重視

明を発表するなど、アメリカの資源開発自体に影響を

し、IRR など内部投資指標を重視した合理的経営を

与えました。

追及してきました。特に、金融危機以降は採算性を
重視した再編を進めていましたが、問題を起こした場
合の企業へのインパクトは甚大であることの認識を新
たにし、徹底した安全操業と経営効率の両立を重視し

3 http://www.pcs.gr.jp/doc/jsymposium/2001/2001̲harlan̲henderson̲j.pdf
、「1973 年の船舶による汚染の防止のための国際条約に
4 1990 年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約（OPRC 条約）
関する 1978 年の議定書（MARPOL マルポール 73/78 条約）の改正」
5 BP 社発表
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【第 112-1-4】 被災した石油精製プラットフォーム

②自然災害
事例 3：ハリケーンカトリーナ（2005）
（ア）経緯
自然災害がエネルギー生産地に被害を与え、それ
によってエネルギーの供給支障と市場の混乱を招く
ことがあります。2005 年 8 月にアメリカのメキシコ
湾岸地方をおそった大型ハリケーンカトリーナ、そ
してその 20 日後に襲来して被害を拡大させたハリ
ケーンリタはその一例です。

出典） http://research.archives.gov/description/5692692

従来も、大型ハリケーンが石油や天然ガスの生産
に影響を与えることはありましたが、カトリーナは
アメリカの石油・ガスの供給センターである同地域
の製油所、天然ガス生産施設に甚大な被害を与えまし
た 6。アメリカでは、1976 年以降製油所の新設がさ
れておらず、既設の製油所がフル稼動に近い状態だっ
たため、石油製品の潜在的な供給力不足が懸念されて
いましたが、その懸念が現実のものになりました 7。

【第 112-1-5】 ハリケーンによる原油・天然ガス生産へ
の影響
（万バレル/日）

アメリカメキシコ湾原油生産（2005年8月29日〜2006年1月25日）
160
140

8月29日：150万
通常の生産水準
150万バレル/日

120
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06年1月25日：113万

100

月 日
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月 日
月 日
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月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

９月 日

９月 日

面的又は部分的な操業停止に追い込まれ、8 か所の製

９月 日
９月 日

0

生産中
９月 日

に伴う電気系統の故障等直後の被害と停電の影響で全

生産中
９月 日

20

９月 日

／日）が停止しました。また、湾岸の製油所も浸水

9月24日：0万

９月 日
９月 日

40

９月 日

60

／日）
、天然ガス生産の約 8 割（80 億立方フィート

10月19日：53万

9月6日：63万

９月 日
９月 日
８月 日

80

設備の損壊により、石油生産の約 9 割（140 万バレル

8月30日：7万

８月 日

石油・ガスの生産面では、従業員の避難や洋上生産

ハリケーン・リタ
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油所（180 万バレル／日）が生産停止に追い込まれま
した。更に、輸入原油の荷揚げ港（通常 100 万 B/D
を受入）の稼動がほぼ停止し、沖合の原油・天然ガス
生産施設と沿岸の製油所やガス処理プラントを結ぶパ
イプライン及び製品を北東部など需要地へ輸送するパ

（億立方フィート）

アメリカメキシコ湾天然ガス生産（2005年8月29日〜2006年1月25日）
100
8月29日：100億
ハリケーン・カトリーナ

80

イプラインも、電力不足や土砂災害による被害を受け
ました。
この結果、アメリカにおけるエネルギー安定供給

8月30日：12億

通常の生産水準
150万フィート/日

ハリケーン・リタ

06年1月25日：83万

9月6日：58億

60

10月19日：48億
9月25日：20億

40

に対する懸念が高まり、原油、石油製品、天然ガス
ともに価格が急騰しました。NYMEX の WTI 期近

生産中

月 日

月 日

月 日
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月 日

月 日

月 日

月 日
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９月 日
９月 日
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年の最高値を記録しました。

生産中
８月 日

物価格は 2005 年 8 月 30 日に 69.8 ドル／バレルと同

20

10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 １

29 31 ２ ５ ７ ９ 12 14 16 20 22 24 26 30 ５ ７ 14 19 24 28 ３ ９ 16 5 25

6 アメリカの原油生産の約 3 割、天然ガス生産の約 2 割、石油精製能力の約 5 割が集中し、また原油の輸入拠点でもあります。
7 1976 年以降、製油所の新設がされておらず、既設の製油所がフル稼動に近い状態だったアメリカでは、石油製品の潜在的な供給力不足が
懸念されていました。2005 年のハリケーン被害によりそれが現実のものとなったことを契機に、アメリカ政府は議会に精製施設建設の規制緩
和を求め、同年 10 月 7 日には製油所の新増設に関する支援措置を盛り込んだ法案が下院で可決しました
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【第 112-1-6】 ハリケーンによる製油所操業への影響
（バレル/日）
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③テロ

こうしたエネルギーの供給途絶のおそれが生じた

エネルギー資源開発は、従来から紛争地域で行わ

ことを受け、IEA は 2005 年 9 月 2 日に加盟各国が協

れることが多く、テロのリスクは今に始まったこと

調して備蓄を放出することを決定しました（湾岸戦争

ではありません。しかし、2001 年のアメリカにおけ

以来 14 年ぶり）。具体的には、30 日間で 200 万バレ

る同時多発テロ事件以来、国際社会はテロとの戦いの

ル／日の備蓄原油を放出することを決め、我が国を

様相を呈してきており、エネルギー関連施設へのテ

含む加盟 26 か国に協力を要請しました。我が国で

ロの危険性は益々高まっています。

は、IEA の決定を受け、約 730 万バレルの民間備蓄
を市場に放出しました。国内の石油元売り各社は、ア

事例 4：生産プラントへのテロ

メリカ向けに石油製品の輸出を行い、産油国側でも、 （ア）概要
OPEC が 10 月から 3 か月の間、供給余力の中から必

エネルギー関連施設に対するテロ攻撃は決して珍

要な供給を行うなど、市場の安定化のための努力が行

しいものではなく、世界的には頻発している厳しい現

われました。

実が存在します。パイプライン、油田、電力施設な

上記のような消費国及び産油国双方の努力により、
世界の石油市場の混乱は沈静化に向かいました。

どエネルギー関連施設は従来からテロの主要なター
ゲットとなってきました。特に、近年エネルギー施

カトリーナとリタの被害を契機に、エネルギー消

設に対するテロ事件は増加傾向にあります。テロの定

費国における災害といった特定地域での突発的な事

義により発生件数の統計値は異なりますが、アメリカ

態によっても、国際石油市場を介して世界中に大き

国家テロ対策センターの報告書 8 では、石油タン

な影響を及ぼしうることが明らかになり、市場の安定

カー、パイプライン、送電網等への世界のテロ発生

化への取組みの必要性が認識されることになりまし

件数は 2010 年の 299 件から 2011 年には 438 件と急

た。また、消費国が備蓄の放出を行い、産油国が不

増しています。

足分の供給を賄うなど、消費国と産油国が協調して石

2013 年 1 月 16 日には、アルジェリア東部のイナメ

油市場の安定化に向けた取組を行うことの重要性も再

ナスにある天然ガス精製プラントが武装勢力より襲撃

認識されました。

されました。日本政府はアルジェリア政府に人質の
人命を最優先した慎重な対応を求めましたが、翌 17

8 Country Reports on Terrorism 2011
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複雑なエネルギーチェーンに潜む様々な課題と対応

発生年
1984年
6月

国・地域

概要

エルサルバドル

左派ゲリラ組織ファラブンド・マルティ民族解放戦線（左派政党を結成し現在は与党）
が5人の人質を取りダムおよび水力発電所を占拠。施設を爆破し、136人が死亡した。

1998年10月

コロンビア北部セゴビア地区

原油パイプラインが爆破され、周辺地域に原油流出。大規模な火災が発生し、48人が死
亡し100人以上が負傷した。民族解放軍（ELN：National Liberation Army）が関与
しているとされる。同組織は誘拐を頻繁に行い、2001年以降に800人以上の人質を取
り身代金を求めている。ELNは石油などのインフラを狙い、襲撃や誘拐により金銭を要
求して自らの資金源とするという特徴がある。

1999年
8月

キルギス南部オシ州

日本人鉱山技師４人を含む7人を拉致した事件。ウズベキスタンの過激派「ウズベキス
タン・イスラム再生運動」が関与したとされている。

2002年10月

イエメン南部ムカラ沖

フランスのタンカーが爆発炎上（自爆テロ）

ナイジェリア南西部ラゴス郊外

高圧原油パイプラインから原油を収奪する目的で、地域の民衆を中心にパイプラインを
破壊していたところ爆発し、200人超が死亡した。爆発の原因は不明だが、同様の規模
の事故は前後に頻発しており、2000年代合計で数千人規模の死者を出している。ニ
ジェール・デルタ解放運動（MEND）が関わったとの見方もある。同組織は石油を採掘
する外国政府や外国資本に対する攻撃や誘拐を2006年以降頻繁に行っている。

2007年
4月

エチオピア東部アボレ地区

オガデン民族解放戦線（ONLF）の武装集団200人が原油探査を行っていた中国シノ
ペックを襲撃、警備をしていた軍と交戦になり、74人が死亡した。ONLFは1984年に
結成されたイスラム系のソマリ人反政府組織で、ソマリ州オガデン地方の分離独立を求
め、同地方への弾圧を強める政府軍と武装闘争を行っている。

2009年
8月

サヤノシュシェンスカヤダムの水力発電所の施設が損壊、死者74名の事故が発生。老朽
ロシアシベリア連邦管区ハカス
化した送水管が破裂して、大量の水が機械室に流れ込んだものとされているが、チェ
共和国
チェン系イスラム自爆テロ組織リヤドッサーリヒーンによるものとも考えられている。

2006年
5月

出典） The Global Terrorism Database（GTD）より作成

日にはアルジェリア軍が軍事行動をもって武装勢力
を制圧し、我が国のエンジニアリング会社日揮の社員
10 名を含む多数の民間人犠牲者を出しました。

④原子力事故
2011 年 3 月の東京電力福島第一原発事故後、我が
国はエネルギー政策の見直しを行っていますが、こ
の事故は地域に深刻な影響を与え、諸外国のエネル

（イ）対応

ギー政策にも大きな影響を及ぼしました 9。過去に

アルジェリアでの事件を受けて、我が国ではテロ

も、同様に地域と原子力発電の開発に大きな影響を与

事件発生時の政府の対応について検証を行うととも

えた例としては、1979 年のアメリカ・スリーマイル

に、テロや騒じょう事件などの緊急事態に関し、在

島原発事故と 1986 年の旧ソ連・チェルノブイリ原発

留邦人及び在外日本企業の保護の在り方等に関する政

事故が挙げられます。

府の基本方針をまとめるため、在アルジェリア邦人
に対するテロ事件の対応に関する検証委員会を開催

（ア）事例 5：スリーマイル島原発事故（1979）

し、2013 年 2 月 28 日に検証報告書をとりまとめまし

スリーマイル島原発事故は 1979 年に発生しまし

た。ここでは、初動体制や情報収集等に係る 16 の項

た。この事故により、当時のアメリカにおける原子

目について検証が行われ、警察庁の国際テロリズム緊

力発電の開発は大きく見直され、アメリカ国内の原子

急展開班のより迅速な派遣を実現させること、各国関

力建設計画が 100 基以上キャンセルされました。

係機関との間の一層の信頼関係の醸成及び情報源の開
拓に努めること、防衛駐在官の体制の強化・拡充を図
ること、官邸に一元的に、情報が集約され、共有が
図られる必要があることなどが提言されています。

（ⅰ）経緯
原子力発電は、1950 年代から開発が本格化し、ア
メリカでは 1954 年に原子力法が改正され、民間事業
者による原子炉の所有・運営が認められて以降、原子
力発電所の建設が進められました。1970 年代には包
括的エネルギー政策である「Project independence」

9 アメリカは、エネルギー省高官が原子力政策の維持を表明。ドイツは、2011 年 6 月に 2022 年末までに全原子力発電所の段階的停止を決定しています。
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【第 112-1-8】 国際原子力・放射線事象評価尺度（INES）から見た過去の原子力事故
基準１
人と環境
レベル0〜3については、被ばく線量と被ば
くした人の数に基づき評価。事故レベル（4
〜7）では、放出された放射性物質の量に
基づき評価。

7
深刻な事故

6
大事故

事
故

5
広範囲な影響を伴う
事故

4
局所的な影響を伴う
事故

3
重大な異常事象
異
常
事
象

2
異常事象

基準２
施設における放射線バリアと管理
敷地境界の外での個人に対する重大な影
響はないが、個人への影響の可能性や放
射線管理の運営における欠如の重大性を
評価。

●旧ソ連・チェルノブイリ発電所事故(1986)
●東電福島第一原子力発電所事故(2011)
●旧ソ連・キシュテム (1957,高放射能レベ
ル廃棄物タンクの爆発による放射性物質の
環境への大量の放出)
●英国・ウィンズケール原子炉事故 (1957,
炉心での火災後の放射性物質の環境への
放出)

●米国・スリーマイルアイランド発電所事故
(1979, 炉心の重大な溶融)

●ＪＣＯ臨界事故 (1999)

●仏国・サンローラン発電所事故 (1980, サ
イト外への放射性物質の放出を伴わない原
子炉内の一部燃料の溶融)

（事例なし）

●英国・セラフィールド(2005,大量の放射性
物質の施設内放出)

●スペイン・バンデロス発電所火災事象
(1989,原子力発電所における火災により安
全系統の機能喪失)

●アルゼンチン・アトーチャ (2005,原子力発
電所における作業員の年間限度を超える過
大被ばく)

●仏国・ガダラーシュ (1993,設計で想定さ
れていない区域への汚染の拡大)

●美浜発電所２号機蒸気発生器伝熱管損
傷事象 (1991)
●もんじゅナトリウム漏れ (1995)
●敦賀発電所２号機一次冷却材漏れ
(1999)

1
逸脱

0
尺度未満

基準３
深層防護
「深層防護の劣化」をカバーするため、
実際の影響は伴わないが、安全対策が
機能しないような状況を評価。

※上記３つの基準ごとにレベルを評価し、それらのうち最高の数値が評価結果となる。
出典：IAEA, INES THE INTERNATIONAL NUCLEAR AND RADIOLOGICAL EVENT SCALE USERʼS MANUAL, 2008 Edition 、原子力 2010

の中で原子力発電の推進が盛り込まれ、原子力発電所

は行われていません。しかし、新規建設が行われな

の建設が進められていました。1970 年代は、第１次

い状況の中でも、事業者の自主的な安全性向上の取組

石油危機以後も石油価格が高値で推移していたため、

の促進などが行われ、原子力発電所の稼働率の向上や

各国は代替エネルギー源の確保を進めており、原子

既存原子力発電所の出力向上等により原子力発電量を

力発電所の建設ラッシュが世界的にも進んでいまし

増大させています。

た。また、それまでの重大な原子力事故はいずれも
開発初期の 1950 年代に起きたものでした。
このような各国の流れを、スリーマイル島原発事

（イ）事例 6：チェルノブイリ原発事故（1986）
アメリカのスリ ー マイル島原発事故の 7 年後、

故は変化させる要因となりました。1979 年 3 月 28

1986 年に旧ソ連のチェルノブイリ原発事故が発生し

日、アメリカのスリーマイル島原発 2 号機において、

ました。この事故は、特に欧州の原子力開発に大き

機器の故障や誤操作、誤判断が重なったために炉内

な影響を与えました。

構造物の一部溶融に至る事故が発生しました。この事
故によって、8km 圏内の幼児と妊婦の避難、16km

（ⅰ）経緯

圏内の住民の屋内待機が勧告され、INES（国際原子

1986 年 4 月 26 日、旧ソ連・ウクライナのチェルノ

力・放射線事象評価尺度）でレベル５と評価された事

ブイリ原発第 4 原子炉が爆発し、大気中に大量の放射

故となりました。

性物質が放出されました。放射性物質は主に欧州各
国、特にベラルーシ、ロシア、ウクライナの広範な

（ⅱ）事故の影響と対応 〜 原子力開発の停滞、安
全対策の強化

地域に沈着し、我が国においても、5 月 3 日に雨水中
から放射性物質が確認されました。この事故は、東

この事故により、アメリカでは原子力安全規制の強

京電力福島第一原発事故と同様、国際原子力・放射線

化による建設認可の厳格化がなされたことや、1986

事象評価尺度（INES）においてレベル 7（深刻な事

年に原油相場が下落して化石燃料価格の低下による火

故）に分類されるものでした。1986 年中にウクライ

力コストが安価で推移したこと等から、事故後、現

ナの約 9.5 万人の住民が退避し、30km 圏内は現在で

在に至るまでアメリカ国内で原子力発電所の新規建設

も許可の無い立入りは禁止されたままです 10。

10 http://www.shugiin.go.jp/itdb̲annai.nsf/html/statics/shiryo/201110cherno.htm
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ンなどで原子力政策が転換され、原子力発電以外の多

に WHO、IAEA など 8 つの国際機関と被害を受けた

様なエネルギー源を模索しつつ段階的に原子力発電

3 共和国が合同で発表し 11、事故後 25 年目には国連

所を廃止する決定が相次ぎました。

科学委員会がまとめを発表しています 12。これらの
調査結果によれば、原発内で被ばくした者の内、134
名の急性放射線障害が確認され、3 週間以内に 28 名

（ウ）２つの事故による原子力開発への影響
スリーマイル島原発事故とチェルノブイリ原発事
故は、世界各地で計画された原子力発電の新設の伸長

が亡くなりました。

を抑える要因となりました。1970 年代には世界の原
（ⅱ）各国の対応〜脱原子力、多様な燃料源の模索の

子力発電設備は年平均で約 22％の伸びを示していま
した。これは、わずか 10 年で設備量が約 6 倍に拡大

再開
チェルノブイリ事故は欧州諸国のエネルギー政策

したことを意味します。しかし、1980 年代は年平均

に影響を与えました。スリーマイル島原発事故後の

約 9％の伸びに減速し、1990 年代は年平均約 0.6％の

アメリカでは民間企業の原子力開発が見直されたもの

伸びにとどまりました 13。

の、政府の原子力政策そのものが大きく見直されるこ

これらの例は、突発的な事故により、エネルギー

とはありませんでした。しかしチェルノブイリ原発

源の商業生産が短期間の内に見直された例と言えるで

事故後の欧州では、ドイツ、ベルギー、スウェーデ

しょう。

【第 112-1-9】 アメリカの原子力発電量、発電設備容量の推移
1000
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（出典） IEA 統計より作成

11 Health eﬀect of the Chernobyl accident : an overview Fact sheet303 April 2006（2006 年公表）
12

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, SOURCES AND EFFECTS OF IONIZING RADIATION

UNSCEAR 2008 Report: Sources, Report to the General Assembly Scientiﬁc Annexes VOLUME Ⅱ Scientiﬁc Annex D HEALTH EFFECTS
DUE TO RADIATION FROM THE CHERNOBYL ACCIDENT Ⅶ . GENERAL CONCLUSIONS （2008 年原題／2011 年公表）
13 もっとも、アメリカやフランスでは、出力向上や稼働率の向上により、1990 年代以降も発電電力量は増加しています。
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【第 112-1-10】 欧州の原子力発電量、発電設備容量の推移
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（出典） IEA 統計より作成

（２）輸出入に係る課題

意図どおりの影響を石油消費国が被るには至りません
でした。

①事例 7：第１次・第２次石油危機（1973・1979）
歴史的に石油は重要な戦略物資として、産油国に

ところが、その後第４次中東戦争を契機に発生した
1973 年の石油危機は異なりました。

よって政治的に輸出が制限される事態が頻発してき
ました。特に二度にわたる石油危機は世界経済全体に
極めて深刻な打撃を与えました。現在の各国エネル

（ⅰ）第１次石油危機の経緯
石油危機は、エネルギー消費国のエネルギー政策、

ギー政策の主要な基礎は、石油危機によって創り出

エネルギーミックスへの取組みに多大な影響を与え

されたとさえ言えます。近年は、いわゆる「武器と

た出来事です。過去にも産油国側の政治的要因により

しての石油」という意味での石油危機が再来する可能

世界の石油供給に対する危機感が高まったことはあ

性が仮に小さいとしても、過去の様に中東情勢が不安

りました。例えば、先述の第２次中東戦争です。し

定化すれば多大な影響が生じる状況になっています。

かし、第２次中東戦争が終息するとまもなく、世界
の石油の過剰生産が明らかになり始め、石油価格の低

（ア）第１次石油危機（1973）

下が目立ってきました。

産油国の政治的意図により石油輸出が制限される事

第 1 次石油危機の直接のきっかけは、1973 年 10 月

例は、度々みられます。特に、数次にわたる中東戦

に勃発した第４次中東戦争でした。これを受けて石油

争では、政治的理由によって、アラブ諸国が欧米諸

輸出国機構（OPEC）加盟の湾岸産油国 6 か国が原油

国に対して石油の輸出を制限してきました。1956 年

価格を引き上げ、さらにアラブ石油輸出国機構

の第２次中東戦争ではサウジアラビアは英仏両国への

（OAPEC）が原油生産の段階的削減とアメリカ、オ

石油輸出停止措置をとりました。また、1967 年の第

ランダなどイスラエル支持国への原油禁輸を決定しま

3 次中東戦争ではアラブ産油国は英米独に対する原油

した。アラビアン・ライトはそれまで 3 ドル／バレ

輸出を停止しました。しかし、これらの輸出制限は、

ル台前後で安定して推移していましたが、その後は

産油国の一部が行ったものであったり、石油が供給

10 ドル／バレルを超える水準にまで値上がりしまし

過剰状態にあったりしたため、アラブ諸国の政治的

た。
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【第 112-1-11】 原油価格の推移
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出典） BP 統計より作成

石油危機が世界経済に与えた影響は甚大でした。我

多くの国で主要なエネルギー源が石炭から石油へと

が国では、過剰流動性による「狂乱物価」の中、高

移行するいわゆる「エネルギー流体革命」が進行し

度成長期には二桁台を記録してきた実質経済成長率が

ていました。このような中、主要国は安価な中東産

1974 年度には一気にマイナス成長に落ち込みました。

石油に極度に依存する体質が急速に生まれました。

高度成長期にあった我が国ほどではないにせよ、他

1973 年の主要国の石油依存度はフランスは 65％、ド

の主要国も激しい景気後退が生じました。

イツは 47％、英国は 52％、アメリカは 47％であり、
我が国の石油依存度は 76％で他国に比べて最も高い
ものでした。しかも石油資源に乏しい我が国ではその

（ⅱ）第１次石油危機の背景にあった需要増大

ほとんどを輸入しており、さらにその 78％は中東か

石油危機の直接の原因は産油国の生産調整にあっ

らの輸入でした。

たことは間違いありません。典型的な供給要因の
ショックといわれています。しかし、事態がこれほ

加えて、当時、最大の石油消費国であり、主要な

どまでに深刻化した背景的な要因にも目を向けておか

産油国でもあったアメリカの石油需給が構造的に逼

なければなりません。それは、1960 年代に進行した

迫しつつありました。アメリカのエネルギー需要の

世界的な原油の需給構造の変化です。1960 年代は、

急速な上昇は 1967 年頃に始まり、このころからエネ

【第 112-1-12】 石油危機時の主要国の GDP 成長率
%
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出典） 国連統計より作成
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【第 112-1-13】 第 1 次石油危機時の各国の対応
需給調整施策

その他の政策

フランス

資源や食料の輸入規制緩和、各種増税、財政
石油の輸入枠設定、灯油配給制、エネルギー
引締め、金融引締め、物価規制、食料スタン
価格引上げ、自動車の日曜運転禁止、最高速
プ制、小売マージン凍結、家賃･公共料金凍結、
度規制
資金流入規制の緩和

ドイツ

エネルギー保全法制定、給油自主規制、自動
資源や食糧輸入規制緩和、為替切上げ、各種
車の日曜運転禁止、最高速度規制、エネルギー
増税、金融引締め、土地税の課税
価格引上げ

英国

各種増税、財政引締め、物価規制、賃金規制、
石油電力規正法、ガソリン税増税、広告用照 開発用地税の導入、食料補助金、年金物価ス
ライド制、資金流出規制の強化、資金流入規
明禁止、週3日操業
等
制の緩和

アメリカ

農産物輸出規制、資源や食糧輸入規制緩和、
石油割当法制定、ガソリンスタンド休日閉鎖、
政府備蓄物資の放出、財政引締め、物価規制、
航空機･船舶減便、夏時間導入
賃金規制、失業者保障の強化、低所得者減税

ルギー需要の上昇が GDP より速いペースになって

（イ）第２次石油危機（1979）

いました。アメリカは石油の豊富な埋蔵量は持って

第１次石油危機により先進国は大きな打撃を受けま

いたものの、中東を中心とした原油価格が低価格で

したが、各国が強力な需要抑制策を実施したことで次

あったため、輸入量は急増していました。

第に混乱は落ち着いていきました。しかし、1978 年

現在、世界は原油価格が高止まりしています。そ
の主要因の一つは、中国等の新興国の経済成長に伴う

のイランにおける大規模ストライキを発端に再び石油
危機が世界を襲いました。

需要増加であるため、需要要因による価格上昇ともい
われます。しかし、典型的な供給要因のショックと
いわれる 1973 年の第 1 次石油危機の背後にもアメリ
カという大消費国の需要急増がありました。

（ⅰ）第２次石油危機の経緯
第２次石油危機はイラン革命をきっかけとして発
生しました。1978 年 1 月、急速な近代化に反対する
勢力による反国王デモが全国に拡大し、主要国営企業

（ⅲ）第１次石油危機への対応

や民間大企業のストライキ、イスラム原理主義者によ

消費国は第１次石油危機に対応するためのエネル

る非イスラム教徒・外国人排斥運動につながってい

ギー制約に直面し、
【第 112-1-13】に示すような様々

きました。イランは当時、日量約 450 万バレルの原

な対策がとられました。その多くは石油の消費量を削

油を輸出する世界第 3 位の産油国でしたが、革命は石

減することを目的とした、石油価格の引上げ、増税、

油生産の現場にも影響を及ぼし、一時的に原油の輸出

生産活動の抑制等であり、経済に与える打撃は大きな

が停止しました。イランからの原油輸出停止による原

ものとなりました。

油の供給不足に対応して、OPEC は同年 12 月の総会
で翌年の原油価格を年平均 10％、段階的に引き上げ

（ⅳ）楽観的な見通しの蔓延

ることを決定しました。イランからの原油輸出は、こ

もう一つ考えられることは、現時点から第１次石油

の直後から翌年 2 月まで全面的に停止した状態が続き

危機を振り返ると、1970 年代には石油は先進国に

ました。さらに 1980 年 9 月には、イランとイラクの

とって最重要のエネルギー源となっていたにもかか

間でイラン・イラク戦争が勃発し、1988 年 8 月の停

わらず、政情不安定な中東地域に大きく依存すること

戦に至るまでの約 8 年間、イランでは石油生産がほと

の危険性について、なぜ各国は無防備であったのか

んど行われませんでした。

という点です。もちろん、石油危機以前にも、中東

この時期、サウジアラビア、イラク、クウェート

依存の危険性についての指摘は、我が国だけでなく各

及び北海海域での原油増産によりイランからの輸出減

国でなされていましたが、第１次石油危機のダメー

少分は補われ、第１次石油危機のような原油が量的に

ジを免れることはできませんでした。

不足する事態は回避されましたが、原油価格は再び上
昇し、立ち直りをみせていた世界経済に大きな打撃を
与えることとなりました。
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の開発・導入を推進する「石油代替エネルギーの開

的なエネルギー政策の誕生（エネルギー源別と

発及び導入の促進に関する法律（石油代替エネルギー

調達先の地理的な多様化、強力な省エネ政策の

法）
」が制定されました。

展開、国際協調）
各国のエネルギー政策は、安全保障の概念を含む

・一次エネルギーの調達先の分散、資源開発の推進

見直しを迫られ、総合的なエネルギー政策へと大転

ドイツでは、海外での石油探査に当たる国策石油探

換することとなります。その証左として、総合的な

鉱会社であるドイツ石油供給会社への財政補助の増額

エネルギー政策の立案・実行のためアメリカではエ

や、同社の親会社である国内石油会社の統合を通じて

ネルギー省（DOE）が 1977 年に設立され、我が国

海外探鉱に関する迅速な意思決定を促進するほか、イ

では 1973 年に資源エネルギー庁が発足しています。

ランとの間で関係強化を目的とした製油所建設計画の

具体的な対応策は多岐にわたりますが、特に重要な

交渉が進められました。また、天然ガスに関しては、

ものとして、以下の４つを挙げることができるでしょ

北海を含む国内天然ガス資源探査の強化に加え、ソ連

う。

からの天然ガス輸入が実施されました。
英国では、石油・天然ガス資源を国家の管理下に置

・石油に代わる多様なエネルギー源の開発

く目的で、1976 年に英国政府の下に BNOC（British

二度にわたる石油危機の経験を通じて、石油消費国

National Oil Company）が創設されました。BNOC

は石油依存度を減らすべく、内容は各国の資源状況等

は、既存の資源を含む全てのライセンスの 51％を保

により異なるものの、石炭、原子力、太陽光・風力

有する権利、すなわち生産された原油の 51％を購入

などの代替エネルギー開発に取り組むこととなりま

する権利を有することで、英国国内への石油供給を確

した。

保する役割を果たしました。

西ドイツでは国内資源として豊富な石炭の利用促進

1970 年代を通じて英領北海での石油・天然ガス資

及び液化・ガス化に注力し、石油火力発電所の新設を

源の開発は活発に行われ、大型の石油・ガス田が相次

禁止しました。英国は北海油田等国内の石油資源が豊

いで開発されたことで、大量の原油及び天然ガスが国

富であったため、資源の温存と有効利用を柱として

内に供給されるようになりました。その結果、原油

北海油田の開発速度を調整しました。また、国内資

は 1981 年に、天然ガスは 1997 年に純輸出国の状態

源に乏しいフランスでは原子力に重点を置き、原子力

に転じるまでになりました。

開発に邁進すると同時に、高速増殖炉の研究・開発を
推進しました。
ア メ リ カ は 1978 年 に 公 益 事 業 規 制 政 策 法

天然ガスの供給能力拡大は、国内供給インフラの拡
充を促しました。供給安定性に優れた国産資源であ
り、かつ安価な天然ガスの利用を進めるために、全

（PURPA 法）を制定し、風力発電やコジェネなどに

土を網羅する幹線パイプライン網が整備されました。

ついて固定価格買取制度によって普及を加速しまし

十分な供給能力を有するインフラの存在は、1980 年

た。また、原油・天然ガスの価格統制を緩和すると

以降にガス市場の自由化を円滑に進める要素ともなり

同時に、1980 年石油超過利潤税法によって国内生産

ました。

者の超過利潤の半分強を連邦政府が徴収し、代替エネ
ルギー開発を推進しました。1980 年エネルギー安全

・強力なエネルギー効率化政策の展開

確保法では、合成燃料公社、太陽エネルギー銀行を

第１次石油危機では、
【第 112-1-13】に示したとお

創設してそれぞれ合成燃料、太陽エネルギーの開発

り各国で極めて強力な需要抑制策が採られました。こ

に当らせることとしました。1981 年以後のレーガン

れらの対応の中にはエネルギーの効率的利用を促す

政権においても、オイルシェール、オイルサンド、

ものが含まれていますが、その内容はむしろ石油使用

太陽エネルギー等新エネルギー技術に注力すると同

量を強制的に削減する性格のものでした。このような

時に、石炭の生産・利用を拡大し、原子力開発を推

対応は、各国の経済に多大なダメージを与える結果

進しました。

となったため、第２次石油危機以後は、各国はエネ

我が国では 1980 年 5 月に、エネルギーの安定的か
つ適切な供給を確保するため、石油代替エネルギー

ルギー利用の効率化を構造的に行う省エネ政策に注
力していきます。
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（ⅱ）第２次石油危機に対する各国の対応 〜 総合

第 1 部 エネルギーを巡る課題と対応

第 1 章 エネルギーを巡る世界の過去事例からの考察

第１章

に相互融通を行うための備蓄の整備、石油需要の抑

アメリカでは自動車燃費の改善、住宅断熱の推進等
による省エネルギーが推進されました。自動車の燃

制、代替エネルギーの開発などが定められており、

費については、自動車メーカーに製造する乗用車の

その推進のために国際エネルギー機関（IEA）が経済

平均燃費の向上を義務付けると同時に、燃費改善未達

協力開発機構（OECD）内に設置されました。

部分への罰金やガソリン消費車への課税等の規制強化

IEA で は、1984 年 に 協 調 的 緊 急 時 対 応 措 置

が行われました。住宅断熱等については断熱投資、太

（CERM）が合意され、石油供給の途絶等緊急事態が

陽熱利用投資への税額控除、低所得者層への断熱補助

発生又は発生のおそれがある場合には、加盟国が協調

金等の対応が採られました。

して備蓄の放出を行うことになりました 14。

我が国では、1979 年 6 月に、工場、輸送、建築物
及び機械器具についての省エネルギーに関して必要

②資源ナショナリズム 15・資源獲得競争の激化

な措置を講じ、総合的に省エネルギーを推進するた

エネルギー資源国による資源ナショナリズムは、

め、
「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エ

たびたび国際エネルギー市場に大きな影響を与えて

ネ法）
」が制定されました。

おり、エネルギー消費国が安定した価格で長期の計
画的なエネルギー調達を行うにあたって、常に重大

・エネルギー問題に関わる国際連携

な要因となってきました。多くは、資源国が自国に

1974 年 2 月にアメリカ、英国など 13 か国が参加し

おいてなされる資源開発について、権益を接収した

て「ワシントン・エネルギー会議」が開催され、同

り、開発事業者に対する重課を課す等によってエネ

年 9 月に「国際エネルギー計画に関する協定（IEP

ルギー資源を戦略的に用い、自国の利益拡大ないし

協定）
」が承認されました（協定は同年 11 月に我が国

は外交を優位に進める手段として用いられてきまし

を含めた 16 か国の署名を得て成立）。これには緊急時

た。

【第 112-1-14】 1970 年以降の資源ナショナリズムに関する動向
時期

資源ナショナリズムの動き

1970年9月

トリポリ協定（リビアが主導し、ナイジェリアとともに締結した国際石油企業との協定。後にサウジアラ
ビア、イラクも参加。
）
原油公示価格引き上げ、所得税率引き上げ等を実施

1972年12月

リヤド協定（産油国−国際石油企業間）
産油国が石油会社の経営に直接参加、またはその事業に関する利権を取得し、生産・投資・販売の各計画
や原油価格の決定への関与比率を1982年までに51％まで引き上げることに合意

1974年4月

「新国際経済秩序（NIEO）樹立に関する宣言」
（第6回国連特別総会で採択）
資源に対する主権の確立を提唱。

1979年2月

イラン革命。外資コンソーシアムを放逐

1980年

サウジアラムコ実質完全国有化

1988年11月

国営石油会社サウジアラムコ設立

2001年〜

ベネズエラ 操業サービス契約、利益配分契約、オリノコ超重質油契約に関するロイヤルティや所得税に
ついて外資企業の操業条件を改定、その結果ExxonMobilとConoco Phillipsが撤退

2002年〜

カザフスタン

2003年〜

ロシア ユコス事件に端を発し、ロスネフチ、Gazpromといった国営企業による資産買収、輸出独占の
法制化が進行

国営企業による権益参加の進行

2004年〜

ボリビア

2012年5月

アルゼンチン政府によるYPFの国有化宣言（YPFは2011年に膨大なシェールガス・シェールオイルを
発見）

資源開発に係る国営企業の事業参加や資源の国家所有等について法制化が進行

14 CERM は 1991 年の湾岸戦争及び 2005 年にアメリカにハリケーン・カトリーナが襲来し被害を与えた時の 2 回行われ、各国が協調して備
蓄を放出。2003 年のイラク戦争の時はイラクからの供給途絶に備えて、産油国と IEA が連携して備蓄を放出できる体制を固めたが、結果的に
備蓄の放出は行われなかった。
15 「資源ナショナリズム」は、伝統的には、権益の国有化を典型的な形態とし、その対価としては金銭的収益が焦点にありました。しかし、
最近では、輸出規制や税・ロイヤリティの引上げの他、人材育成、インフラ整備、産業振興といった資源国の長期的な発展に資するコミット
メントが資源供給の対価として求められることが多くなってきています。
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（ⅰ）経緯

【第 112-1-15】 新興諸国等による石油・天然ガス資源
獲得の例（2012 年）

1960 年代以降の動きとして、1960 年に OPEC が

中国

CNOOCがカナダのNexen社を150億ドルで買収

形成されると、産油国が原油生産や原油価格に関して

中国

Sinopecがアメリカのタイトオイル権益を22億ドルで
買収

中国

ＣＮＰＣが豪州のＬＮＧ権益を16億ドルで買収

主導権を握る動きが活発化しました。1970 年代はさ
らに資源ナショナリズムが高揚し、資源権益を外国
の石油会社から産油国自身の手に移す動きが強まりま
した。1980 年以降、原油価格の下落により資源ナ

タイ

PTT社がモザンビークのガス権益を19億ドルで買収

インド

ＯNGCがカザフスタン
50億ドルで買収

カシャガン油田の一部権益を

ショナリズムの動きは一旦収束し、1990 年代はむし

おける経済成長の加速に起因して、新興国を中心に資

ろ資源国自身が外資誘致による資源開発を働き掛ける

源需要が爆発的に増加しています。一部の資源国で

といった動きが見られました。

は、前述のいわゆる「資源ナショナリズム」が台頭

2000 年以降、新興国の需要増大が顕著になり、原

する一方、消費国ではエネルギー企業自らが資源確

油価格が長期的な上昇局面に入る中、新たな資源ナ

保に向けた取組みを重ねています。各国の利害が激し

ショナリズムの動きが台頭してきました。資源国自

く衝突する中、民間企業のみで海外の資源権益を獲得

身による接収以外にも、国営企業を用いた買収や資本

することは容易ではないと考えられ、中国等の大需要

注入、開発事業者に対する重課、開発許可、資源輸

国は海外資源確保への取組みを加速させています。

出許可の厳格化等、様々な手段により国家関与を強

例えば中国では、大慶・遼河・勝利の三大油田から

める動きが出てきています。加えて、資源国は、自

の原油生産量が伸び悩む中、1990 年代半ばから、不

国資源の囲い込みのみならず、その豊富な資金力を生

足するエネルギー資源を得るため国を挙げた資源獲

かして国営石油企業による海外の権益獲得にも動いて

得政策をと っ ており、中国石油天然気集団公司

います。

（CNPC）
、中国石油加工集団（Sinopec）及び中国海
洋石油総公司（CNOOC）といった国有石油会社は、

（ⅱ）各国の政策的対応

イラク、エクアドルの資源開発の他、イラン、スー

石油危機を契機に石油消費国を中心として創設され

ダン、リビア、また近年では北米等への開発投資を

た IEA は、世界のエネルギー需給に係る統計や見通

行ない、世界中の資源埋蔵地域に進出しています。そ

し、制度や省エネ取組の共有等、各種情報提供を実

のような動きは、インド等の他の消費国でも見受けら

施することにより、世界的なエネルギー需給ひっ迫

れます。

への備えを実施していくとともに、こうした資源ナ
ショナリズムに対する消費国の対応を強化すること
に寄与しました。

（ⅱ）対応
このように、資源国のみならず、消費国において

また、非 OPEC 諸国における資源開発を進めるこ

も、エネルギー源の多様化・多角化のほか、資源外

とにより、OPEC 諸国へのエネルギー依存度を低減

交、国営石油会社等、自国企業の海外進出やリスク

し、結果的に原油価格の低下、原油のコモディティ

マネーの供給等を通じ、資源開発に係る国家的関与

化が進みました。

を増大させることで対応を図っていると言えます。

2000 年代以降の権益接収等の動きに対しては、消
費国政府による開発者に対するリスク保障や資源国と

③事例 10：生産国の需要増加

の外交関係を戦略的に構築する動き（資源外交）が活

政治的な理由による輸出制限の他にも、生産国の需

発化しました。また、地球温暖化対策の観点から非

要増加により輸出が困難となる場合もあります。例え

化石エネルギーへの注目が高まり、再生可能エネル

ば、2004 年に起きた中国の対日原油輸出の大幅な減

ギーや原子力の開発が進展しました。

少があります。

（イ）事例９：資源獲得競争の激化
（ⅰ）経緯
2000 年代初頭以降、中国・インドなどの新興国に

（ア）経緯
我が国と中国は 1978 年に長期貿易取決めを締結
し、中国の三大油田の一つである大慶油田から原油を
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【第 112-1-16】 中国の一次エネルギー供給とエネルギー自給率の推移
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出典） IEA 統計より作成

輸入してきました。それ以後、中国の原油輸出の約

（３）輸送に係る課題

50％を対日輸出が占めてきましたが、中国の原油生
産の約半分を占めていた大慶油田は 2000 年頃から生
産量が減少し、2003 年には開発以来続いてきた年

①海上輸送
我が国は、トン数ベースで貿易量（輸出入合計）

5000 万トンの生産量を割り込む一方、同時期に中国

の 99％を海上輸送に依存しています。このため、海

国内の石油需要が急増し始めました。

上輸送は我が国の生命線といえます。しかし、海上

そのため、2004 年、中国は原油に対する輸出割戻
し税を廃止し、大慶油田の対日輸出の原油価格につい

輸送ルートは、政治情勢、事故、海賊行為等といっ
た大きな不確定要素を常に抱えています。

て国際原油価格に割戻税廃止分に相当する 6.3 ドル／
バレルの価格を要求するとともに、輸出下限数量につ
いても我が国側が要求していた 185 万トンに対し、50

（ア）事例 11：スエズ運河封鎖（1956、1967-1975）
海上輸送では資源や物品の輸送上、どうしても通過

万トンにするとの主張を行いました。交渉は難航し、

せざるを得ない「海峡」
「運河」などの要衝がいくつ

その後、我が国にとって重要な調達ルートの一つで

かあり、チョークポイントと呼ばれています。この

あった、中国・大慶原油の対日輸出が終了しました。

チョークポイントが、管理国に政治的に利用された
り、戦争、事故・災害などで通過困難となると、世

（イ）対応
中国からの原油輸入は終了しましたが、我が国は天
然ガス輸入が増加したり、ロシアやアフリカ等からの

界の物流が遅滞して必要なエネルギー資源の供給が
滞るなどの多大な悪影響が生じます。そのような事態
が生じた例としては、スエズ運河が挙げられます。

原油輸入拡大を目指すなど、エネルギー源の多様化
と調達先の多角化を図ることで資源国の輸出量減少に
対応しています。

（ⅰ）第２次中東戦争による封鎖（1956 年、スエズ動
乱）16
スエズ運河の開通は 1869 年です。本運河により、

16 「石油危機の政治経済学」、石垣（1992）等を参照
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リア国内で爆破されました。加えて、サウジアラビ

大陸を回りこむ必要がなくなりました。1956 年まで

アは英仏両国への石油輸出停止措置をとるにいたりま

運河は、エジプトのスエズ運河会社によって保有さ

した。

れていました。同社は英、米、仏、蘭、エジプト人

この時のスエズ運河の通行不能状態は 1956 年 8 月

などから構成される理事会によって運営されていま

から翌年 5 月まで続きました。これによる深刻なエネ

したが、実質的には英国によって取り仕切られてい

ルギー危機に対応して、ヨーロッパ諸国とアメリカ、

たと言われています。しかし、第２次世界大戦後に

石油メジャー、独立石油会社らは中東緊急委員会

活発となった反植民地主義・民族独立の潮流の中で、 （MEEC）を設置し、アメリカ国内及び西半球におけ
エジプトはアラブ・ナショナリズムの旗手として西

る石油増産、石油輸送計画を立案、実行しました。

側諸国と対立するようになります。英国とアメリカ

また、ヨーロッパ諸国は緊急の石油消費削減（10〜

が、エジプトが計画していたアスワン・ハイ・ダム建

30％）に取り組み、英国ではガソリンの配給制度が

設への支援を撤回したことから、1956 年 7 月にエジ

復活しました。このような対応と例年にない暖冬とい

プトはスエズ運河を国営化し、スエズ運河庁の管理下

う幸運に恵まれ、結果的に西ヨーロッパ諸国は危機

に置く宣言をします。エジプトのスエズ運河国有化に

を乗り越えたのです。このように第２次中東戦争によ

端を発して、英仏はアラブ諸民族と対立するイスラエ

る西ヨーロッパにおける石油の供給危機は約 10 か月

ルとともに、1956 年 10 月末に軍事行動を起こし、第

で収束しました。

２次中東戦争（いわゆるスエズ動乱）に至ります。
戦争自体は短期間で終結しました。10 月 29 日のイ

もっとも、1956 年当時の石油消費は、まだヨー
ロッパの全エネルギー消費の 20% でしかありません
でした。また、中東地域の石油生産自体は正常に行

【第 112-1-17】スエズ運河封鎖

われていたため、中東の原油価格自体は高騰したわけ
ではありませんでした。その意味で、第２次中東戦
争による危機は主要な輸送ルートの喪失による一時
的な供給途絶の危険性が顕在化したものです。この経
験により、OEEC（OECD の前身組織）は、1957 年
5 月に理事会勧告として、総消費量の 4 週間分の特別
石油備蓄を行うよう加盟国に勧告しました。
（ⅱ）スエズ運河封鎖後の各国の対応
・石油調達先の多様化・分散化
スエズ運河封鎖を契機として、中東という特定の地

出典） The Bureau of International Information Programs (IIP)
｢The Suez Crisis｣

域に依存する石油供給体制から脱却しようという試み

スラエル軍の侵攻開始後、11 月 6 日にはアメリカ・

リア、ナイジェリア等）など、新興産油国の石油開

国連の調停により英仏両国は停戦受諾にいたりまし

発が進みました。また、西欧諸国のソ連圏からの原

た。しかし、この戦争は西ヨーロッパ諸国の石油供

油輸入が大きく増えました（ソ連圏からの推定輸入量

給に極めて深刻な懸念をもたらすものでした。1955

は 1957 年には 772 万ｔでしたが、1960 年にはその 3

年当時、中東の石油生産量は約 1 億 6300 万ｔでした

倍の 2270 万 t へと急増しました）。こうした石油輸入

が、その 37% はスエズ運河を経由して主にヨーロッ

先の地理的な多様化・分散化は石油消費国のエネル

パ諸国に輸送され、25% がパイプラインによって東

ギー供給において欠くことのできない方針となって

地中海の積出港に送られていました。しかし、戦争

いきました。

が始まりました。インドネシアやアフリカ（アルジェ

勃発直後の 1956 年 11 月、エジプトはスエズ運河に
艦船を沈めてバリケードを築き、直ちに封鎖しまし

・輸送の効率化、石油価格の低落

た。また、イラクから地中海へと通じるイラク石油

なお、第２次中東戦争は石油輸送の効率化の契機と

会社（IPC）の石油パイプラインが、戦争の最中にシ

なったとも言われています。第２次中東戦争が生じ
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るまでは、石油タンカーはスエズ運河を通行できる

続き長期間にわたりました）
。また、1956 年と同様

ように設計されていましたが、運河封鎖後、中東か

に、ペルシャ湾から東地中海にいたるパイプライン

ら欧州向けの石油輸送はアフリカの喜望峰まわりの航

が遮断されたため、再び第２次中東戦争のエネルギー

路をとる必要があり、輸送効率化の観点から石油タン

危機が再来しました。しかし、第２次中東戦争から

カーの大型化の契機となりました。

10 年を経て、北アフリカやラテン・アメリカ、ソ連

なお、第２次中東戦争時の緊急対応、その後の石

圏からの石油輸入が拡大し、輸送手段の効率化、石

油供給の地理的な分散化において、メジャーとは無

油備蓄も進んでいたため、西ヨーロッパ諸国に与え

関係な独立系石油会社も大きな働きをしました。これ

た影響は以前より大きくはありませんでした。

によって、メジャーの独占体制は少しずつゆらぎ、

なお、この第３次中東戦争では、アラブ産油国は

産油国はメジャーと独立系石油会社の競争を巧みに

英米独に対する原油輸出を禁止する措置もとりまし

利用して、自国の権益を徐々に拡大していきました。

た。しかし、この禁輸措置にはイランやベネズエラ

また、第２次中東戦争の経験から、メジャー、独立

は参加せず、世界的に石油は供給過剰であったこと

系石油会社、産油国の国営企業が石油開発競争を展開

もあり、石油市場に大きな混乱を与えることはありま

し、供給過剰が生じたため、1960 年代の石油価格の

せんでした。

長期的な低落をもたらしました。これにより、石油
消費国は第２次中東戦争の経験にもかかわらず、安価

（ⅳ）チョークポイントとホルムズ海峡封鎖危機

で豊富な石油に慣れ、石油供給について楽観的な見通

第２次中東戦争は、典型的な意味でのエネルギー

しに安住してしまいます。これが、1973 年の石油危

資源の輸送上の課題が現実のものとなった歴史的事

機の下地となったと考えられます。

例でしたが、現在、リスクを内在するチョークポイ
ントは多々あります。

（ⅲ）第３次中東戦争による封鎖（1967-）

【第 112-1-19】に世界の代表的なチョークポイント

1967 年 7 月には第３次中東戦争が勃発し、再びス

とそのルートを通過する原油輸送量（百万バレル／

エズ運河が封鎖されました（封鎖は 1975 年 6 月まで

日）を示します。この内、ホルムズ海峡、マラッカ

【第 112-1-18】 世界の海上輸送上のチョークポイント

出典） Enery Information Administration（EIA）
注）
Panama：パナマ運河、Bosporus：ボスポラス海峡、Suez：スエズ運河、Bab el-Mandeb：バブ アル・マンデブ海峡、Hormuz：ホルムズ海峡、
Malacca：マラッカ海峡
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通過量
（100万ﾊﾞﾚﾙ/日）

名称

最狭地点の幅
（㎞）

石油生産地

第１章

【第 112-1-19】 石油輸送上のチョークポイント
主要輸出先

ホルムズ海峡

15.5〜17

33.7

サウジアラビア、イラン、
日本、アメリカ、西欧、そ
アラブ首長国連邦などペル
の他アジア諸国
シャ湾岸諸国

マラッカ海峡

13.6

2.7

ペルシャ湾岸諸国、西アフ 日本、中国を含むアジア・
リカ
太平洋諸国

スエズ運河とスメッド・パ
4.5
イプライン

0.3

ペルシャ湾岸諸国（特にサ
欧州、アメリカ
ウジアラビア）
、アジア

バブ アル・マンデブ海峡

28.9

ペルシャ湾

欧州、アメリカ

ボスポラス海峡・ダーダネ
2.9
ルズ海峡

0.8

カスピ海地域

西欧、南欧

パナマ運河

0.33

アメリカ

アメリカ及び中央アメリカ
諸国

3.3

0.8

出典） Energy Information Administration（EIA）2012 年

海峡、バブ アル・マンデブ海峡、スエズ運河は通過

一方、日本、韓国、中国といった東アジアの国は、

原油量が多いとともに、いずれも実際に輸送上の課題

チョークポイント依存度が高いままとなっています。

に直面しています。マラッカ海峡は海賊・テロ攻撃

これは、東アジアへの原油輸送がホルムズ海峡、マ

による途絶に加えて視界の悪さによる衝突事故も多発

ラッカ海峡といったチョークポイントに依存してお

しています。バブ アル・マンデブ海峡も、通過する

り、特に、中東依存度を下げてもアフリカやオセア

タンカーがしばしばテロ攻撃の標的となってます。

ニア産の原油の大半はマラッカ海峡を通過するため
です。

（ⅴ）チョークポイント依存度低下への取組み 〜
一次エネルギーの調達先・資源開発の地理的な

（イ）事例 12：ソマリア沖・アデン湾の海賊対策

分散

（ⅰ）経緯

【第 112-1-20】に原油輸送に関する４つのチョーク

近年、エネルギ ー 資源の海上輸送については、

ポイントに対する主要国の依存度の推移を示します。

チョークポイント以外の場所でも海賊行為やテロに

1970 年代と比較すると、フランス、ドイツ、英国、

よる危険が高まっています。典型例は、ソマリア

アメリカは大きく依存度を低下させています。これは

沖・アデン湾における海賊による被害です。アデン湾

中東依存度低減によりこれらのチョークポイントを

では、紅海、スエズ運河、地中海を経由して世界全

通過しない原油の輸送ルートを確保したことによる

体で年間約 2 万隻の船舶が航行し、そのうち約 2,000

ものです。

隻が日本関連船舶です。これに加え、年間約 3,400 隻
の日本関連船舶がペルシャ湾を航行しており、原油

【第 112-1-20】 主要国のチョークポイント依存度

タンカーなどが活動範囲を拡大した海賊の脅威を受
けています。特に原油タンカーは低速かつ海面から

（％）
200

デッキまでが低く、相対的に海賊に狙われやすいと

194
162

155

171

156

150

50

80
52

41
5

0
フランス

ドイツ
70年代

注）

ています。

105

100

も考えられ、その航行の安全確保は重要な課題となっ

23
3

英国

アメリカ

80年代

90年代

中国

日本

韓国

00年代

チョークポイントを通過する原油の数量を合計し、総輸入量に対する割
合をチョークポイント比率とする。チョークポイントを複数回通過す
る場合は都度計上する。

【第 112-1-21】 ソマリア沖・アデン湾における 海賊発
生状況
2008年 2009年 2010年 2011年
海賊発生件数

111件

218件

219件

237件

乗っ取られた船舶数

42隻

47隻

49隻

28隻

拘束された乗員数

815名

867名

1,016名

470名

出典） 外務省ホームページ。
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第１章

2011 年の全世界の海賊発生件数は 439 件でしたが、

ます。特に、ソマリア沖・アデン湾の海賊では、海

ソマリア・アデン湾の海賊発生件数はその内 237 件で

賊の組織化、重武装化が顕著であり、自動小銃やロ

全世界の件数の 54% を占めています。ソマリアは

ケットランチャーなどの重銃火器類を所持するなど、

1991 年以来、
「崩壊国家」と呼ばれ、中央政府が治安

我が国のみならず、国際社会にとって脅威となって

維持能力を失っていました（なお、2012 年 11 月、

います。

1991 年以来の正式内閣が発足しました）。こうした無
秩序状態が海賊の取締りを困難にしているとも考えら

（ⅱ）対応
そこで、2008 年から国連安全保障理事会は、同地

れます。
海賊が多発している海域では、船員の生命や船舶が

域の海上の治安を維持するため、ソマリア沖の公海に

危険に晒されます。また、輸送船舶の保険料が急騰

軍艦や軍用機の派遣を促すと同時に、ソマリア暫定政

して輸送コスト増につながりますし、海賊の危険を回

府の要請に基づき、海賊の抑止のために各国が一定の

避するために航路変更する場合は燃料コストも増加し

条件でソマリア領海内に進入し、必要な措置を用いる

【第 112-1-22】 2011 年のアデン湾・ソマリア東方沖における海賊事件発生状況

Actual Attack

Attempted Attack

Suspicious vessel

出典） 国際海事局、Piracy map 2011
注）
Actual Attack：襲撃、Attempted Attack：襲撃未遂、Suspicious vessel：容疑船

【第 112-1-23】 各国・機関による海賊対策概況
CTF151
Combined Task
Force151
有志連合軍 任務部隊

参加国は、米、英、トルコ、シンガポール、韓国、パキスタン、デンマーク、タイなど。
※ソマリア沖、アデン湾における海賊対策を専門として編成された

EUNAVFOR
アタランタ作戦

仏、独、伊、西、デンマーク、スウェーデンなど
※2008年12月8日より、EU軍は「アタランタ」作戦を開始
NATO軍に派遣している4隻をEU軍から引き継いだ

NATO
オーシャンシールド作戦

米、蘭、トルコ、伊、デンマークなど。

各国独自の活動

日本、露、印、韓国、中国、マレーシアなど。

出典） 報道等公開情報
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し、それに伴って天然ガス輸入量が増加しました。

た。NATO や EU を中心に、世界各国は船舶の護衛

一方、西シベリアを中心にロシアの天然ガス開発が当

のために艦船などを派遣しており、我が国も 2009 年

時から始まったこともあり、ロシアからの天然ガス

6 月に海賊対処法を成立させて、ソマリア沖・アデン

輸出インフラは基本的に欧州向けを中心に構築されま

湾に海上自衛隊の護衛艦と P-3C 哨戒機 2 機を派遣し

した。この結果、ロシアから EU へのガス供給量は

て船舶の護衛にあたっています。

増加の一途をたどり、EU は天然ガス需要の約 3 割を

このような国際的な取組みの結果、2012 年には海
賊事件は減少傾向となっています（2012 年上半期で

ロシアに依存し、その 8 割はウクライナ経由のパイプ
ライン供給となっていました。

69 件、昨年同期比で約 6 割減少）。もっとも、
【第
112-1-22】に示すように海賊事件はインド洋およびア
ラビア海の全域にまで拡大しています。

このような中、2006 年 1 月 1 日、ロシアの政府系
天然ガス企業であるガスプロムは、EU 向けと同じパ

海賊行為による船舶航行の危険の増加は、ソマリア

イプラインで行われていたウクライナ国内向け天然ガ

沖・アデン湾海域だけではありません。我が国に

スの供給停止を発表しました。ロシアはパイプライン

とって重要な航路が集中するマラッカ・シンガポー

への供給量からウクライナ向けの供給量の 30％を削

ル海峡を含む東南アジアの海賊発生件数は 2011 年は

減しましたが、ウクライナ側は同パイプラインからの

80 件で，2010 年の 70 件より増加しています。

天然ガスの利用を続行したため、EU 諸国における同
パイプライン内の天然ガスの圧力が低下しました。こ

②陸上輸送

の結果、ロシアから天然ガスを輸入している EU に

パイプラインによる輸送は諸外国では石油・ガスの
最大の輸送手段となっており、世界的に開発が進ん

とって、ウクライナへの天然ガス供給停止の問題は
深刻なエネルギー安全保障上の懸念となりました。

でいます。しかし、その性質上、複数の国の政治情

さらに、3 年後の 2009 年 1 月 1 日、ロシアとウク

勢や利害が複雑に絡み合い、想定外の事態が起こる

ライナとの間で行っていた天然ガス問題をめぐる交

ケースがあります。

渉が決裂しました。これにより、ロシアからウクラ
イナへの天然ガス供給が停止し、1 月 7 日には欧州向

（ア）事例 13：ロシアガス危機（2006）

けの天然ガス供給も停止されました。この結果、オー

（ⅰ）概要

ストリア、スロバキア、チェコ、ルーマニアへの供

2006 年、2009 年の二度にわたって生じた、ウクラ

給は停止し、一部の国は天然ガス備蓄を取り崩すこと

イナ経由のロシアから欧州へのパイプラインによる天

になりました。最終的には、ウクライナ側が天然ガ

然ガス供給支障は、EU 諸国にとって深刻なエネル

ス供給価格の値上げに応じ、ロシアとの長期契約締結

ギー安全保障上の懸念となりました。

に合意することでこの問題は収束し、欧州向けの天然

欧州諸国では 1960 年代から天然ガス需要が上昇

ガス供給は再開されました。

【第 112-1-24】 欧州主要国における天然ガス輸入量に占めるロシアの比率
100%
90%
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スロバキア
チェコ
ポーランド
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ハンガリー
ベルギー
スイス

出典） IEA, “Natural Gas Information” より作成
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第１章

（ⅱ）EU の対応 〜 天然ガス調達先の多様化、国
際協調、再生可能エネルギー

１つです。また、電力の供給途絶は国民の生命を危
険にさらすことがあり、文字通りのライフラインと

これを契機に EU では、真冬の天然ガス供給確保に

なっています。一方、現代では電力系統は複雑に

対する懸念が広がりました。2009 年 7 月には欧州委

ネットワーク化され、その運用も広域化・高度化し

員会は「EU 内エネルギーセキュリティ向上のため

ているため、系統事故は広範囲に連鎖する可能性が高

の規制案」を発表します。これは、従来の天然ガス

まっています。

供給セキュリティに関する指令に代わる規制案で、
EU 域外からの天然ガスの輸入量が EU 全体で 10％
以上減るという緊急事態が発生した場合に EU 加盟

【第 112-2-1】 各国の一次エネルギー供給量における発
電用燃料消費の推移
日本

アメリカ

欧州

1971年

28%

23%

25%

2010年

45%

42%

41%

27 か国に天然ガスの相互融通を義務付けるものです。
また、2014 年 3 月末までに厳冬期の 60 日分の天然ガ
スを確保することとされました。
ロシア産天然ガスの依存度低減に向けた動きも活発
化しており、アルジェリア等からの LNG 輸入を拡大

出典） IEA 統計より作成
注）
欧州は OECD 加盟国の数値

しています。また、イランやアゼルバイジャン等ロ

大規模停電が顕在化した事例は、多数あります。

シア以外から産出される天然ガスについて、ロシアを

以下では、その中でも特に大規模だったものとして、

経由せず供給するために Nabucco パイプライン 17

2003 年の北米北東部大停電と 2012 年のインド大停電

の建設に 2.5 億ユーロを拠出しています。そのほか、

の事例を見てみます。

ポーランド、クロアチア、ブルガリアでは LNG 導入
に向けた計画も進んでいます。

①事例 14：北米北東部大停電（2003）
（ア）経緯

【第 112-1-25】 欧州における天然ガス輸送インフラの
開発計画

2003 年 8 月 14 日 16 時過ぎに北米北東部・中西部
で送電事業者の管理不備により発生した停電は、関係
事業者間の連携不足により拡大して 6,180 万ｋＷの規
模となり、その影響はアメリカの８州（オハイオ州、
ミシガン州、ペンシルベニア州、ニューヨーク州、
バーモント州、マサチューセッツ州、コネチカット
州及びニュージャージー州）とカナダのオンタリオ
州の合計約 5,000 万人に及びました。アメリカでは地
域によっては復旧に 2 日間を要したところもあり、
カナダのオンタリオ州では完全復旧に１週間以上を要
しました。停電に伴う火災は 60 件にのぼり、4 名（う
ち火災 3 名）の死亡者が出ました。
米加両国の合同調査によれば、直接的な原因は以下
の４点とされています。

２．流通

・ ファースト・エナジー社等の不十分な系統理
解（事故が起きた場合に系統が安定かどうかの事
前チェックが不十分、特に電圧面の問題／電圧

（１）大規模停電

運用基準が不適切であった）

エネルギーを電力として利用する割合は、
【第 112-

・ ファースト・エナジー社の不適切な状況把握

2-1】にあるように世界各国で高まる一方であり、電

（系統監視装置の故障，バックアップの問題，再

力系統は国民生活・産業活動の最も重要なインフラの

起動後のチェックの問題）

17 カスピ海周辺ガスをトルコ、ブルガリア、ハンガリーを経由してオーストリアへ供給する総延長 3,300km パイプラインプロジェクト
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第１章

【第 112-2-2】停電による影響（衛星からの夜景の変化）

出典） http://www.noaanews.noaa.gov/stories/s2015.htm
注）
左：停電前の 13 日午後 9:21 の写真、右：停電後の 14 日午後 9:03 の写真

・ ファースト・エナジー社の不十分な樹木管理

ションプランの支援及び強化 − 事業主体の責

（それほどの重潮流（送電線のたるみ）でないの

任・権限の明確化、電圧制御の強化、緊急時にお
けるコミュニケーション手続きの強化など

に，樹木接触が生じた）
・

信頼度コーディネータ 18 の不適切な状況判断

㾎 北米電力系統の物理的セキュリティ、サイ

支援（状態把握の遅れ（不完全な状態推定装置）
，

バーセキュリティ − IT 基準の遵守、IT セキュ

入り組んだ監視体制，コミュニケーションの問

リティの管理、情報システムの健全性の維持と

題）

緊急時の措置など
㾎 カナダにおける原子力発電 − カナダ原子力安

また、北米供給信頼度協議会（NERC）の信頼度基

全委員会に対する緊急時の対応方法などの勧告

準自体も、信頼度基準遵守のための強制力の欠如、信
頼度基準の曖昧さ、NERC の電力会社からの独立性

（イ）対応

の弱さなど、制度的な問題も指摘されました。

この事件の後、電力構造改革の影響や設備形成の在

これらの原因の調査究明を通じ、米加両国合同調査
の最終報告書では以下の 4 つのカテゴリーに分類し、

り方などを巡って議論がなされ、改めて供給信頼度

46 項目の勧告が出されました。

の確保の重要性を認識させる事件となりました。自由

㾎 信頼度に係わる制度面の問題 − 信頼度基準を

化された電力セクターにおける信頼度規制を巡って

強制し罰則を設けること、NERC の独立性確保、

規制当局と電力業界で議論が展開され、2005 年エネ

系統解析に必要なデータの収集など

ルギ ー 政策法では、連邦エネルギ ー 規制委員会

㾎 2004 年 2 月 10 日 に NERC が 採 択 し た ア ク

（FERC）の役割が変更されて業界団体であ っ た

【第 112-2-3】 アメリカにおける系統信頼度規制の変化
垂直統合型独占事業

発送電分離・自由化後

FERC

NERC

FERC

NERC

連邦エネルギー規制委員会

北米供給信頼度協議会

連邦エネルギー規制委員会

北米供給信頼度団体
団体認定

性格：独立行政委員会

性格：業界の自己統治組織

役割：経済規制

役割：信頼度基準策定
信頼度基準の位置づけ：
電力業界の自主ルール

18

性格：独立行政委員会

2003年北米大停電
等を踏まえて、
2005
年エネルギー政策法
によってFERCの役割
変更

基準承認

役割：経済規制
＋EROが策定する供給
信頼度基準の承認

性格：連邦法上の電力信頼度
組織（ERO）
として認定
された団体
※実質的には現在も電力
業界の自己統治組織
役割：信頼度基準策定

基準提案

信頼度基準の位置づけ：
FERC承認により法的
拘束力発生

信頼度コーディネータとは、広範囲にわたる系統の信頼度監視者。同期系統内の事故時等に隣接する系統運用者の協力をサポートし緊急

時には広域的な視点から対応を行う主体として、ＮＥＲＣ（北米供給信頼度協議会）から指定を受けた団体です。
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第１章

NERC 及び信頼度基準（Reliability Standards）の法

下、多くの電力会社、特に各州の配電会社は恒常的

的性格も変わることになりました。

な赤字体質に陥っており、電力会社・産業全体とし
て必要な設備投資・更新を行う投資能力の面で問題を

②事例 15：インド大停電（2012）

抱えています。

（ア）経緯
2012 年 7 月 30 日と 31 日の両日、インドにおいて

（イ）対応

世界最大規模の大停電が発生しました。30 日未明に

この事件により、インドの電力不足を解消して電気

インド北部のウッタル・プラデシュ州において電力

を広く安定的に供給するためには、発電所を建設する

需給逼迫が発生、トラブルが連鎖的に拡大し、北部

などの様々な課題を解決する必要があることが明ら

系統全体に停電が広がりました。その結果、ニュー

かになりました。インド電力省では、各地域の電力

デリー首都圏及び北部 6 州で停電が発生、同日午後 7

委員会と共に対策を協議し、取組を進めていくとして

時にほぼ復旧するまで停電となりました。更に、翌

います 20。

31 日は午後 1 時ごろに再び停電が発生、被害は北
部・東部・北東部の系統まで拡大し、インド全 29 州

（２）災害による流通設備損害
大規模災害は常にエネルギー供給において大きな

のうち 22 州に影響が及びました。
停電の影響を受けたのは、インドの全人口の約半数

課題です。特に、近年はエネルギー流通設備の高度

となる 6 億人に達したとも言われており、世界最大の

化・集約化が進んでおり、大規模災害に対する脆弱度

停電事故と言えます。大停電によって、鉄道の運休、

が高まっています。

交通信号の停止等による交通網の混乱、炭鉱における

ここでは、最近生じた特に深刻な大規模災害による

作業エレベーター停止による作業員閉込め事故の発

エネルギー供給支障の例として、2011 年の東日本大

生、冷房停止による市民生活への影響、病院・工場

震災を取り上げます。

等での非常用電源設備稼働による対応等、社会・経済
面に極めて大きな影響が発生しました。

事例 16：東日本大震災（2011）
2011 年版及び 2012 年版のエネルギー白書で取り

大停電発生の直接の原因については、送電網の老朽
化や、増大するインドの電力需要に全体として電力供
給能力が追い付いていないことが指摘されています
19。インドでは、近年、二桁近い経済成長が続いて

【第 112-2-4】 東日本大震災発災当日の停電発生状況
（3 月 11 日 20 時）

おり、所得水準の上昇による電力消費機器の普及・利
用の急速な拡大、工業・農業用の電力利用の大幅拡大
が見られています。2016 年度までの第 12 次５か年計
画においても、GDP 成長率 9% を前提として、2016
年度の電力需要は 1.4 兆 kWh まで拡大する、との見
通しとなっています。
電力需要増大の背景としては、上述の経済成長・所
得効果による影響に加え、補助金による安価な電力価
格が影響しているとの指摘もあります。特に農業用と
家庭用の電力価格は低位に抑えられており、歪んだ価
格体系が需要拡大の一因になっているとの指摘も多
くなされています。政策的に抑えられた電力価格の
19

出典） 中央防災会議、東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関
する専門調査会報告、平成 23 年 9 月 23 日

特に、今回の停電に関しては、インドで発電電力の 12% を占める水力が今年の渇水で通常より 2 割程度低いこと、逆に渇水のため農業用

の灌慨ポンプによる電力需要が増大していること ( インドの農業用ポンプによる電力需要は電力全体の約 2 割 )、最初にトラブルが発生した
ウッタル・プラデシュ州などにおいて中央政府から割り当てられた電力供給を上回る需要が発生しアンバランスが生まれたこと、送電系統の
トラブルから問題が連鎖的に全国大に拡大したこと、等が指摘されている。
20 http://www.jepic.or.jp/data/ele/ele̲08.html

34

第2節

複雑なエネルギーチェーンに潜む様々な課題と対応

波、液状化現象により、東京電力管内の電気設備は

は、死者・行方不明者は 18,550 人 21、直接被害とし

甚大な被害を受けました。これに伴い、福島第一原

て 16.9 兆円 22 という未曾有の被害をもたらしました

子力発電所、福島第二原子力発電所、鹿島火力発電

が、我が国のエネルギー供給インフラの課題も浮き

所、広野火力発電所等、約 21GW（設備容量）の電

彫りにしました。これらの対応については、2011 年

源が停止し、東京電力供給エリアの約 405 万戸で供

版、2012 年版のエネルギー白書に加え、本白書の第

給支障が生じました。
また、東京電力福島第一原子力発電所の事故は、

１部第２章に詳述しています。

原子力の安全性確保、周波数変換所や連系線の容量不

①電力

足、電力需給逼迫の産業への影響回避等の課題を明ら
かにしました。

電力供給については、震災直後に東北電力において

更に、東京電力福島第一原子力発電所の事故や火力

女川原子力発電所や八戸火力発電所、仙台火力発電所
等、約 7.3GW（設備容量）の電源が停止し、青森県、

発電所の停止等は、東日本の電力供給力を一挙に大き

岩手県、秋田県、宮城県の全域等、東北地方の広範

く低下させました。東日本の電力不足に対して、西

囲において約 466 万戸の供給支障が生じました。更

日本からの余剰電力の融通を十分に行う事等ができな

に、東北電力管内では 4 月 7 日に宮城県沖で発生した

かったため、2011 年 3 月 14 日以降、東京電力管内

余震（M7.1 最大震度 6 強）により宮城変電所内の設

で計 10 日間計画停電が実施されるに至りました。更

備及び周辺の送電線に被害が生じたため、宮城変電所

に、2011 年の夏季の電力需給が極めて厳しい状況が

が停電し、東北地方が北部系統と南部系統に分断され

予想されたため、7〜9 月にかけて電気事業法第 27 条

て需要と供給のバランスが崩れて周波数が変動し、東

に基づいて大口需要家に対する電力使用制限令が発せ

北北部で稼働していた火力発電所（八戸、能代、秋田）

られました。計画停電は戦後初、電力使用制限令は

も停止したため、再び約 401 万戸に供給支障が生じ

1973 年の第１次石油危機以来、37 年ぶりの実施でし

ました。

た。

東京電力管内においても、地震やこの地震に伴う津
【第 112-2-5】 東北電力における供給支障の時間推移

東北電力管内 停電軒数の推移
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（3/11 14：46地震発生）
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出典） 東北電力株式会社 , 総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会電力安全小委員会電気設備地震対策ワーキンググループ（連絡会）資料 3-1
電気設備の被害状況について（火力・水力発電・流通設備）, 2011.8.8.

21 http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/higaijokyo.pdf
22 http://www.bousai.go.jp/oshirase/h23/110624-1kisya.pdf
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【第 112-2-6】 東京電力における供給支障の時間推移
東京電力管内 停電軒数の推移

停電軒数
（万軒）
500

（11日 14：46地震発生）
約405万軒（11日15：30現在）

400

300

200

18日22：10

地震による停電は全て解消

100

0
3/11 3/12 3/12 3/13 3/13 3/14 3/14 3/15 3/15 3/16 3/16 3/17 3/17 3/18 3/18 3/19 3/19 3/20
12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00 12:00 0:00

出典） 東京電力株式会社 , 総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会電力安全小委員会電気設備地震対策ワーキンググループ（連絡会）資料 3-2
電気設備の被害状況について , 2011.8.8

【第 112-2-7】 東京電力管内における計画停電の実施回数

【第 112-2-8】 東日本大震災時のガス復旧の推移
万戸

LPガス
（岩手県、宮城県、福島県）
供給停止戸数約166万戸（3月11日）
は
4月21日家屋流出等地域を除いて供給
可能

ガス
（都市ガス）
復旧状況

50
45

供給停止戸数約46万戸
（3月11日21時）

40
合計

35

25
20
15

青森

茨城県復旧完了
（3月25日）

30

岩手

供給停止約6万戸（※）
（5月4日10時）

埼玉県復旧完了
（3月12日）
神奈川県復旧完了
（3月14日）
青森県復旧完了
（3月16日）

福島
茨城
埼玉
千葉
神奈川

福島県復旧完了
（4月16日）

余震 宮城県沖 M7.1
（4月7日23時32分発生）
最大震度：6強

10

宮城

千葉県復旧完了
（3月30日）

(※)地震・津波による
家屋倒壊等が確認さ
れた戸数を除き復旧
完了。

5
0
3/11

3/16

3/21

3/26

3/31

4/5

4/10

4/15

4/20

4/25

4/30

5/5

(参考)阪神・淡路大震災
供給停止戸数約84万５千戸
発災85日後倒壊家屋等を除き復旧完了

出典） 中央防災会議 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関
する専門調査会

②都市ガス

があることが顕在化しました。

都市ガス事業等では、震災による津波や液状化等に
よりガスの製造設備や供給設備（導管等）が破損しま

③石油・LPG

した。供給設備の被害は過去の震災においてもありま

石油・LPG については、東北地方で唯一の製油所

したが、今回の東日本大震災では、津波により一部

である JX 日鉱日石エネルギー株式会社仙台製油所を

の製造設備が機能停止しました。特に、沿岸部にあっ

はじめ東北・関東地方にある 9 製油所のうち、6 製油

た仙台市ガス局の LNG 基地は津波で被災し、主要な

所が被災しました。主要供給拠点である塩釜油槽所の

電気設備が冠水するとともに、護岸の一部が流される

受入港湾にタンカーが着桟できない状況となるとと

等の甚大な被害を被りました。

もに、タンクローリーが多数被災する等、被災地に

仮に単独の LNG 基地に供給を依存する地域におい

おける石油製品の安定供給に支障が生じました。

て製造設備が被災し、機能停止に陥った場合、復旧

LP ガス供給基地は、東北各県及び茨城県の 9 基地中

応援があったとしても都市ガスの供給そのものが停

7 基地が被災し、充填所は被災 3 県（岩手、宮城、福

止するため、長期間に渡りガス供給が途絶する可能性

島）の 160 か所中、28 か所が使用不可能となりました。
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【第 112-2-9】 東日本大震災以降の東日本の 6 製油所の稼動状況

出典） 石油連盟 , http://www.noe.jx-group.co.jp/binran/part02/chapter01/section04.html

更に、石油製品（ガソリン・灯油・軽油等）の流通
網については、タンクローリーが津波により多数被

【第 112-2-10】 東北地方（被災地）及び関東圏でのガソリ
ン・軽油等の供給確保の為の包括プラン

災したことに加え、道路・鉄道事情が大幅に悪化し、
交通網が分断状況となったこと等により、油槽所か
らサービスステーション（SS）へのガソリン等の安
定的な輸送が困難な状況となりました。
また、津波の影響でサービスステーション（SS）に

稼働率アップによ
る追加増産分等を
東北地方に転送

ついても給油設備が被害を受けたこと等により、岩手県
や宮城県の一部地域において、全てのサービスステー
ション（SS）が営業不能になった市町村がありました。

西日本の製油所

・ローリーの大量投入（300台）
・鉄道による輸送ルートの確保

石油基地、LP ガス出荷基地・充填所等の災害対応
能力や物流機能の強化、情報収集・情報提供体制の強

製品在庫取り崩しと
関東への転送

化等、災害時にも確実に石油製品を供給できる体制の

出荷拠点の復旧
拠点ＳＳの整備

関東圏
への安
定供給

整備が課題として明らかになりました。
C

O

L

U

M

N

ハリケーンサンディ（2012）
アメリカでは、2012 年 10 月末に東海岸に上陸したハリケーンサンディが、ニューヨーク市を含
め合計 850 万軒という過去最大規模の停電を引き起しています。
10 月 29 日からニュージャージー、ニューヨーク、ペンシルバニア、コネチカット、ウェスト
バージニア、オハイオ、マサチューセッツ、メリーランド、バージニア等の各地で停電が発生し、
特に設備被害の大きかったニュージャージー州の停電規模は 260 万軒（全需要家の 65%）
、ニュー
ヨーク州は 210 万軒（同 23%）に及びました。また、ニューヨーク市 14 丁目以南のマンハッタン
一帯で停電が生じ、ウォール街のニューヨーク証券取引所も 27 年ぶりに取引停止となりました。
ニューヨークでは計画停電の実施に加え、ほぼ１か月間停電が続いた地域がありました。
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（2）電力系統の直面する新たな課題

同時に、原子力から風力へという電源構成の変化
は、ドイツの送電系統に大きな課題を生んでいます。

事例 17：ドイツ送電系統の輸送能力拡大と安定化

【第 112-2-11】に示すように、ドイツの原子力発電所
は我が国と異なり、内陸部、特に南部の需要地に近

①経緯

接して立地しているものが多い状況です。一方、風

ドイツでは、我が国の東京電力福島第一原発事故後

力発電の適地は北部に多く、必然的に北から南への送

再び脱原子力の方針に舵を切り、2022 年までに国内

電量が大幅に増加し、ドイツ国内の電力潮流は大きく

の原子力発電所 17 基を全て停止する決定をしました。

変化しています。このため、近年、ドイツ国内の送

これにより 2011 年には 8 基が運転停止をしました。

電系統の増強と安定化が課題となりつつあります。

ドイツは発電設備の設備予備率に余裕があるため、原
子力発電所の停止により直ちに供給支障が生じるおそ

②対応

れは低い状況です。また、長期的には風力発電等の

同国では、エネルギー事業法（E ｎ WG）の改正

再生可能エネルギーの大幅増加により、供給力を確

と系統拡張加速化法（NABEG）により、連邦ネット

保 23 していく方向です。

ワーク庁（BNA）が国の政策目的と整合する共同シ
ナリオ枠の作成とそれを基にした系統発展計画の作成

【第 112-2-11】 ドイツの原子力停止計画と風力設備の
状況

に関与しています。エネルギー事業法（EnWG）は、
国の政策目的と整合する重要な連系線について指定を
行い、系統発展計画の作成に関与することとし、系
統拡張加速化法（NABEG）は、これまで州に帰属し
ていた送電線認可権限（環境適合性審査）を、州又は
国境を跨る送電線について BNA が中心となったプロ
セスへと変更し、認可された送電線路へ土地収用権が
付与されることとなりました。

３．消費
（１）エネルギーの供給価格
エネルギーの供給自体は支障なく行われていても、
燃料費や電気料金の高騰は国民生活、産業活動に直接
多大な負担となり経済に悪影響をもたらします。

①燃料価格
近年、新興国の経済成長を背景に燃料価格が高止ま
注）

りすると同時に、一次燃料の市場取引が量的にも、質

青の円は各州の風力発電設備容量

ドイツの系統拡張加速化法（NABEG）による取組み
これまでの許認可

NABEGでのプロセス

○送電線の認可権限は州政府に帰属する。認可は立地認可（ルート特定化） ○対象：連邦必要計画に記載のある複数の州又は国境を跨る送電線が対象。
と計画認可（プロジェクトの建設と運営に関する許可の交付）に分かれ、そ ○連邦専門計画：BNAは環境適合性審査に必要な項目・内容を関係官庁（州
れぞれ公聴会が開催された上で認可される。
を含む）と協議の上で決定し、申請書提出後一定期間内に送電区間が記載さ
○認可された送電線の線路に土地収用権は与えられず、用地の買収はプロ れた計画策定を完了する。計画は送電会社に10年間の拘束力を与える。既
ジェクト開発者が実施する（開発者は用地買収のための専門的交渉者を用い 設送電線の拡充等の場合は手続の簡素化が可能。
る場合が多い模様）。
○計画認定：BNAは計画の線路と代替案の申請を受け、関係官庁（州を含む）
○公聴会での利害関係者（誰でも意見提出可能）に対する回答作成に時間を 及び団体と環境適合性審査その他必要な項目・内容を協議の上で決定する。
要することで、プロジェクトの最終的認可が遅延することもある。
申請書は公聴会を経た上で、BNAが計画を認定する。認定された計画には
土地収用権が付与される。

23

ドイツ政府は 2012 年 1 月 1 日付けで施行された再生可能エネルギー法（EEG）第 2 条第 2 項において、2050 年に電力供給量の 80％を、

再生可能エネルギーで占めるとの目標を掲げている。
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料輸入額の増加は、東京電力福島第一原発事故後の原

ギーのグローバル市場からの調達に依存を深めてお

子力発電所の稼働停止を補うための LNG 等の輸入

り、アメリカを除き主要消費国のエネルギー自給率

「量」の増加が大きく寄与していますが、同時に LNG

は低下傾向にあります。そのような環境下で、燃料

の輸入価格は原油価格とリンクしているため、原油の

価格の高止まり・乱高下は、一国の経済活動・国民生

「価格」高止まりも大きな原因となりました。

活に多大な影響を与える要因となっています。
（ⅱ）近年の原油価格高騰要因 〜 需要ショックと
（ア）事例 18：石油価格高騰と乱高下（2000 代後半）

原油の金融商品化
2004 年以降の原油価格の高騰要因については、エ

（ⅰ）経緯
原油価格は、1986 年に急落して以来、1990 年代に

ネルギー白書 2009 年版においても詳細な分析をして

かけて石油価格は 20 ドル／バレルで安定していまし

いますが、
【第 112-3-3】に示すように様々な要因が影

たが、2004 年以降原油価格は上昇を続け 2008 年 7 月

響しています。

には 147.27 米ドル／バレルという史上最高値をつけ

今日の原油価格は原油先物価格が指標となって形

ました。その後、2008 年の金融危機の影響で原油相

成されていますが、その価格形成はファンダメンタ

場は急落をしたものの、1 年を経ずして 70 ドル／バ

ル要因とプレミアム要因に分けて分析されます。

レル台を回復し、その後は 80〜100 ドル／バレルの

ファンダメンタルとは、需要と供給、在庫の変化、

高値のまま推移しています。

原油の採掘環境といった実体的要因を指しています。

【第 112-3-2】に示したように、現在の原油価格水準

プレミアム要因とは、ファンダメンタル以外の要因

は実質価格ベースでみると、第２次石油危機時を超

で、具体的には、地政学的リスクから生じる先行き

える高価格となっています。原油価格の歴史的な高

不安要因や先物市場での投機といった金融要因です。

騰により、化石燃料の輸入額は 2008 年に対 GDP 比

ファンダメンタル要因では、2004 年以降、中国等

で 5.5％と、石油危機以来の水準に達しました。2008

の新興国の石油需要が急拡大したことが挙げられま

年以降、全般的には円高傾向が続いてきたため、我

す。また、経済成長が著しい新興国の石油需要増大

が国では原油価格の高止まりの影響は緩和されてきた

は、ファンダメンタル要因だけでなく、市場参加者

ものの、各国の産業活動、市民生活において非常に

に将来の構造的な需給逼迫を予想させ、プレミアム要

大きな負担となっています。なお、2011 年以降の燃

因としても大きな影響を及ぼしています。また、近

【第 112-3-1】 ニューヨーク原油先物市場の推移（WTI 原油価格）
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140.0

原油価格
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出典） アメリカエネルギー情報局（EIA）、日銀公表統計より作成
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【第 112-3-2】 我が国の化石燃料輸入額と対 GDP 比の推移
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出典） 貿易統計、国民経済計算より作成

【第 112-3-3】 2004 年以降の原油先物価格の高騰・乱高下の要因
分類
ファンダメンタル要因

主な影響要因

需要

・中国・インド等の新興国の石油需要の急拡大

供給

・OPECの原油生産余力の減少
・原油開発のための資機材の高騰や人材不足

将来需給に関する懸念

・主要油田の老朽化による産出量の減退
・低コストで開発できるイージーオイルの減少
・資源ナショナリズムの高揚

金融要因

・2000年以降の過剰流動性相場が形成され、原油が金融商品として投資対象化

地政学的リスク要因

・イラン、ナイジェリア等の地政学的リスクに対する懸念

プレミアム要因

年は原油が金融商品化しており、プレミアム要因の影

（ⅲ）各国の対応

響が大きくなっています。原油に限らず、市場にお

近年の原油価格の動向は、資源の需給要因以外の金

ける価格は、市場参加者が商品の需給状況などの情報

融要因の影響が増大しているものと考えられるため、

に基づいて各々の見通しにより行う売り買いが、複

その対策はエネルギー政策だけでなく、グローバル

雑に交錯して形成されます。プレミアム要因は、市

化した金融市場に対する国際的に協調した対策も求め

場参加者の「認識」に依存するため、価格の乱高下

られるようになってきています。

（価格のボラティリティー増大）が生じやすい性質が

原油価格の高騰によって各国は、国民生活、経済

あります 24。特に、2000 年の IT バブル崩壊後、ア

活動を支えるエネルギーの安定的な確保と、エネル

メリカをはじめとした各国において、実体経済の悪化

ギー需要を抑制する需要構造への変革の必要性を改

とデフレを防ぐために金融緩和が進められ、金融市場

めて認識しました。それまでコスト競争力で劣るとさ

において過剰流動性相場（金余り相場）が形成されま

れていた非在来型化石エネルギーや再生可能エネル

した。これにより、原油商品も投資や投機対象となっ

ギーの開発導入を促進するほか、原子力発電の利用

たことが、価格の乱高下の主な要因の一つと考えられ

を推進する機運も多くの国で高まりました。このよう

ます。

な動きは石油危機時に通じるものがあります。また、
中国等の消費国では、資源権益を積極的に確保する動

24

原油は消費財（フロー財）としての性質と投資・投機対象となる資産（ストック財）としての性質を持っています。株式や不動産等のス

トック財は資産バブルが生じる可能性があることが知られていますが、2008 年までの歴史的な価格上昇は資産バブル的な要素が含まれている
との指摘があります。
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2011 年にはおよそ 3.7 倍にまで拡大しました。

我が国では、2007 年 12 月に原油等高騰に関する緊

その背景には、原油価格の高騰があります。他国

急対策関係閣僚会議を開催し緊急対策を実施（2007 年
度補正 430 億円、2008 年度予算 1720 億円）しました。

と連系した天然ガスパイプラインを持たない我が国

EU は 2008 年 7 月に最大３か月分の休漁手当支給を含

は、天然ガスを LNG として海上輸送により輸入して

む総額 20 億ユーロの緊急漁業支援策を決定しました

います。この LNG 価格は我が国の原油輸入平均価格

し、中国は 2008 年 6 月に農業、漁業、林業、都市域

（JCC）とリンクした価格フォーミュラとなっている

内運輸部門に合計 198 億元、低収入世帯に 37.8 億元の

ため、原油価格が高騰するにつれて、結果として

補助金を供与したほか、大幅な赤字を出していた国有

LNG 価格も大きく上昇しているのです。

石油会社シノペックに計 309 億元の補助金を交付しま

このように、我が国の LNG 価格の上昇は世界的な

した。また、韓国では 2008 年 7 月に原油価格高騰に

ガスの需給構造を反映したものではなく、原油価格の

対して 10.49 兆ウォンの緊急経済対策を実施したほか、

上昇によるものと考えられます。一方、原油価格と

電力ガス価格急騰防止のため、電力会社・ガス会社に

のリンクは、過去においては一定の合理性があった

合計 1.26 兆ウォンの補助金を交付しました。

と考えることもできます。LNG 価格は、1969 年の輸
入開始当初は生産・液化コストを反映した長期固定価

（イ）事例 19：天然ガスの調達価格（2000 年代後半）

格でした。その後、石油危機以降の石油代替燃料と

25 26

しての位置付けが高まったことから、原油価格とリ
ンクした価格体系が採られるようになりました。ま

（ⅰ）経緯

た、2000 年代中頃までは、原油価格と米国の天然ガ

東京電力福島第一原発事故により、我が国における
原子力発電量は急減しました。これを埋めるため、特

スの市場価格が長期的に大きく乖離することはなく、

に LNG 火力発電所の稼働率が上昇し、我が国の輸入

天然ガス需給の逼迫によって、米国天然ガスの市場

燃料費が大きく増加しています。しかし、現在、我

価格の高騰時に比較的低価格で LNG を調達していた

が国の LNG 輸入価格は欧米諸国と比較して高く、殊

時期もあります。このような原油価格等とリンクして

にシェールガス革命で沸くアメリカの卸ガス価格と

ガス価格を設定しているのは我が国だけでなく、欧州

【第 112-3-4】 天然ガス価格の推移
$ / mmbtu
20
日本のLNG輸入価格
18

英国ガス価格

16

米国ヘンリーハブ価格

14

原油・粗油価格（JCC）

平均燃料価格
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0
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0
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0
0
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0
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1

1

9
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出典） BP 統計、貿易統計より作成

25 http://eneken.ieej.or.jp/data/3359.pdf
26 http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/sougou/denkiryokin/pdf/012̲09̲00.pdf
27 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/pdf/4/4776/1210̲out̲h̲eu̲gas̲price̲renegotiations.pdf
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第１章

の大陸諸国も同様です。

に対して、一定規模の市場を用意することによって、
量産効果や商業的な技術開発を促し、従来型の電源と

（ⅱ）対応

競争できるようにすることが目的です。この制度は国

しかし、現在のように原油価格が継続的に上昇する

民の負担を伴うものであり、再生可能エネルギーの

一方、北米を中心として構造的に天然ガス価格が低下

導入が日本より大幅に進んだドイツではサーチャー

しているような状況下で、欧州では部分的に原油価格

ジの上昇が話題になっています

リンクを見直す動きが現れています。更に、大手の電

FIT 制度の運用において先行する欧州では、買取

力・ガス事業者では自ら上流資源の調達に乗り出す動

対象となる設備が増加するにつれて、以下のような問

きが見られます 27。我が国では、天然ガスの安定的か

題が生じています。

つ低廉な調達に向けて、シェールガスの生産拡大で価
格が低下している北米からの LNG 輸入の実現、日本

（ア）経緯
ドイツでは、2000 年から FIT 制度が導入され、更

企業の資源開発（オーストラリア、モザンビーク、ウ
ラジオストク）への参画支援を通じた供給源の多角化、

に 2004 年に太陽光発電等の買取価格が引き上げられ

LNG 消費国間の連携強化等による買主側のバーゲニ

たことから、2011 年には電力の２割を占めるまでに

ングパワーの強化に取り組んでいます。

再生可能エネルギーの導入拡大が進みました。しか
し、同時に電気料金に付加して徴収されるサ ー

②電力価格

チャージの需要家負担も大きくなっています。ドイ
ツのエネルギー・水管理事業者協会によれば、制度

事例 20：ドイツにおける電気料金

が開始された 2000 年当時、サーチャージは 0.2 ユー

固定価格買取制度（以下 FIT 制度）は、我が国で

ロセント／kWh だったものが、再生可能エネルギー

も 2012 年 7 月から開始され、再生可能エネルギーの

の導入拡大が進んだ結果、2011 年度には 3.53 ユーロ

普及加速に資するものとして大きな期待が寄せられて

セント／kWh へと増加しています。

います。この制度は、再生可能エネルギー発電設備
【第 112-3-5】 ドイツの再生可能電力量の推移
百万

1,400
水力

1,200

20.3%

風力
太陽光

17.1%

バイオマス合計

1,000

800

地熱

11.6%

10.1%

600
400

14.3%

＊棒グラフ上部の比率（太字）
は、総発電量に占める再生可能
エネルギーの比率

15.1% 16.4%

9.2%
6.8%

6.7%

7.8%

7.5%

200

0
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
出典） BMU
注）
水力：自流式・貯水式発電。揚水式発電は自然流入による発電のみを算入。都市廃棄物（再生可能）
：都市廃棄物の 50% を算入。
バイオマス：バイオマス（固形・液体）、バイオガス、汚水・埋立地ガスを含む。
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第１章

【第 112-3-6】 ドイツにおける平均的家庭需要家の電力料金単価の推移
単位：ユーロセント/hWh
24.95
再生可能エネルギー法買取費用（FITサーチャージ）

発送配電、販売費用
付加価値税
公道使用料金

CHP法買取費用
電力税（環境税）

21.65
20.64
19.46

18.66

2.05

12.91

1998

13.00

10.82

11.22

12.19

10.23

11.75

9.71

2002

2003
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2005

2006
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11.00

1999

8.62

8.58

2000

2001

0.19

2.05

1.31

2.05
0.03

2.05

2.05

2.05

0.29 1.16
17.19
17.11
1.02
2.05
1.79
0.31
0.08 16.53
2.05
16.11
0.88
1.79
2.05
0.77
1.79
0.31 0.69 0.34
0.09
1.79
0.33
1.79
14.32
0.51
1.79
13.94
1.79
3.46
0.25
0.42 1.79
2.33
3.30
0.35 1.79
1.28 0.13 1.53 0.20
2.68
1.79
2.28
2.57
0.25
2.48
0.20
1.97
1.79
2.37
2.22
1.92
1.97

17.96

23.69

23.21

0.13

0.24

2,05

3.53

1.79

1.79

3.78

3.98

14.11

13.89

13.57

2009

2010

2011

1.79

3.71

出典） エネルギー・水管理事業者協会（BDEW）, "Erneuerbare Energien und das EEG: Zahlen, Fakten, Graﬁken "（2011）
注）
平均的家庭需要家の年間需要を 3,500kWh と仮定。

（イ）対応
【第 112-3-7】 ドイツの太陽光発電買取価格の推移
ドイツにおける太陽光発電の買取価格
太陽光の買取価格
（ユーロ㌣/kWh）

しかしながら、買取制度は太陽光発電のコスト低減
効果を上げており（その結果、太陽光発電の買取価格
は、2004 年の約 57 ユーロセント /kWh から 2013 年 3
月現在約 16 ユーロセント /kWh まで低減）
、再生可能

買取価格（太陽光）

エネルギー推進のために必要な制度であることは変わ

60
55

りないとして、ドイツ政府は買取価格の適宜引下げな

50
45

どを行いつつ、制度自体は今後も維持する方針です。

40
35

我が国でも、再生可能エネルギーの普及を図るた

30

め、2012 年より固定価格買取制度を導入するなどの

25
20
15

対策を行っています。この制度は、再生可能エネル

10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）に

出典） TRENDS IN PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS Survey
report of selected IEA countries between 1992 and 2010
平成 22 年度新エネルギー等導入促進基礎調査事業（海外における新エ
ネルギー等導入促進施策に関する調査）

【第 112-3-8】 一般家庭の電気料金及び再生可能エネル
ギー普及にかかわるサーチャージの比較

よって発電された電気を、国が定める一定期間、電
気事業者が固定価格で調達することを義務付けるもの
です。この制度により、再生可能エネルギー発電設
備を設置する者のコスト回収の見通しが立ちやすくな
り、普及が進むとともに、スケールメリットによる
コストダウンが進むことが期待されています。

日本（2013）
一般家庭の
電気料金

ドイツ（2013）

7,000円／月

83ユーロ／月

一般家庭の
サーチャージ
（賦課金）

120円／月

15.8ユーロ／月

サーチャージ
単価

0.40円／kWh

5.28ユーロセント／kWh

注）

（２）事例 21：エネルギー消費と環境への負荷
①化石燃料燃焼に伴う大気汚染物質等の環境負荷 28
29 30

1 ユーロ =123 円程度（2013 年 3 月現在）

発電所や工場、自動車等から排出されるガスに含ま
れる硫黄酸化物（以下 SOx）や窒素酸化物（以下

28 電中研レビューNo.43 第 1 章 酸性雨問題の変遷と当研究所の取り組み（電力中央研究所）
29

自動車公害の歴史認識と環境政策に関する研究（坂井宏光 , 九州国際大学教養研究第 16 巻第 2 号 (2009/12)）

30

大気クリーン化のための化学工学 （定方正毅編著、培風館）
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第１章

NOx）、煤塵は、大気汚染により地域に深刻な健康被

の大気汚染物質の越境、酸性雨問題が 1960 年代から

害をもたらすとともに、酸性雨などによる広範囲の環

顕在化したこともあり、国際的な越境汚染防止の枠組

境破壊（越境環境汚染）をもたらしました。その主要

み構築に向けた動きが進みました。1979 年に国連の

な発生源の一つとして化石燃料の燃焼排ガスがあるた

欧州経済委員会の環境担当相会議において長距離越境

め、エネルギー利用に当たってもそうした大気汚染

大気汚染条約が採択されています。
我が国でも 1968 年に大気汚染防止法が制定される

物質対策が欠かせません。

とともに、排煙脱硫、排煙脱硝技術の開発及び化石
燃料（特に石炭）の低 NOx 燃焼のための技術開発が

（ア）経緯

進展しました。特に、1973 年の第１次石油危機以降、

産業革命以降、工業都市を中心に SOx や煤塵によ
る公害に悩まされてきました。その要因の一つとし

石油代替エネルギーとしての石炭利用の必要性が高

て、石炭燃焼による SOx 排出が挙げられます。20 世

まっていたこともあり、石炭利用に主眼を置いた

紀以降も、公害問題はなかなか解決しませんでした

NOx 低減、SOx 低減技術の開発、実用化が進められ

が、1956 年の英国議会で大気清浄法が議決されたこ

ました。その結果、石炭のクリーン利用に先鞭をつ

とを契機に、法的枠組み及び技術革新による大気汚染

けるとともに、大気環境改善、エネルギー多様化の

対策が進み始めました。

推進といった国家的課題の解決に貢献しています。

一方、1960 年代以降、モータリゼーションの進展

以下、石炭火力発電所において 1 kWh 発電したとき

により自動車排ガスに含まれる NOx による大気汚染

に排出される SOxNOx の量について国際比較を行っ

も顕在化してきました。加えて、他国が排出した

た例を示します。
【第 112-3-9】のとおり、我が国は他

SOx や NOx に起因する酸性雨が発生し、その結果離

国よりも圧倒的に排出量が少なく、石炭のクリーン

れた国の湖沼の酸性化や森林破壊が進むという、越境

利用が世界トップクラスであることが分かります。
自動車由来の SOx、NOx については、我が国でも

環境汚染の問題も顕在化してきました。
我が国では、高度経済成長に伴い、工業地帯の周

自動車排ガス規制の整備が進み、1978 年のガソリン

辺地域や幹線道路沿いに深刻な公害が発生し、公害訴

乗用車に対する排出規制（日本版マスキー法）に始

訟も提起されました。

まり、現在は自動車 NOxPM 法においてその基準も
極めて厳しいものとなっています。

（イ）各国の対応
ヨーロッパでは、英国、ドイツ等から北欧諸国へ

【第 112-3-9】 石炭火力発電所からの電力 1kWh あたりの SOxNOx 排出量の国際比較
（g/kWh）
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（出典） ゼロエミッション石炭火力発電ワークショップ（平成 23 年 2 月 23 日）JPOWER 発表資料
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盟国がエネルギー分野の研究開発に支出した金額は
4,645 億ドル（実質ベース）にのぼります。

（ア）経緯
1990 年以降、気候変動防止の観点から温室効果ガ
スの排出抑制の要請が世界的に高まってきました。

（１）事例 22：燃料電池の開発
燃料電池は、化学エネルギーから電気エネルギー

大気中に含まれる二酸化炭素等の「温室効果ガス」の

への変換途上で熱エネルギーや運動エネルギーとい

濃度が増加し、地球の大気圏から放射される熱の量が

う形態を経ないため発電効率が高く、騒音・振動も少

減少すると地球上に熱が留まり、気温が上昇します。

ない発電装置であることから、今後の発展・普及に期

近年、雪氷や凍土、陸域生態系などが、地域的な気

待が持たれている技術です。これまで、燃料電池の

候変動、とりわけ気温上昇の影響を受けつつあること

技術開発には長い時間と多額の研究開発費が投入され

が、観測によって示されています。

ています。公的な研究開発では過去 10 年でおよそ
5,000〜6,000 億円（OECD 加盟国計）が投入されて

（イ）各国の対応
我が国では、省エネルギーによる需要低減の取組
とともに、非化石エネルギーやより低炭素な化石燃

おり、電力会社などの公益事業者、自動車会社など
の民間企業の研究開発費を含めると、さらに多額の研
究開発費が費やされてきました。

料へのシフトを行いつつ、石炭のさらなる高効率利用

燃料電池は、原理としては 200 年前に発見されて

技術（クリーンコールテクノロジー）の開発、実用

いましたが、実際に利用可能な装置として開発された

化を推進してきました。また、気候変動政策に関す

のは、アメリカの GE 社がイオン交換膜を電解質とし

る国際交渉が各国間で行われています。

て用いた燃料電池を開発した 1950 年代です。しか

４．技術開発
技術開発は、生産（調達）
、流通、消費の各段階全

し、高コストな装置であったため、その用途は 1960
年代まで宇宙開発分野に限られていました。
民生用の燃料電池開発が本格的に始まったのは、

てに必要となる横断的要素です。多くの技術開発がそ

1970 年代以降です。石油危機以降、各国におけるエ

うであるように、エネルギー技術もまた実際に商業利

ネルギー源多様化の流れの中、燃料電池利用などの

用に至るまでには長い時間と莫大な開発費用が必要と

水素エネルギー社会構築に向けた取組みが、我が国

なります。このため、エネルギー関係の技術開発は一

や北米で始まりました。我が国では、1981 年のムー

朝一夕には成し得ず、数十年単位で継続的に研究開発

ンライト計画（国家予算総額約 1,300 億円）により開

投資を行って初めて実用化に至るものが多くあります。

発の必要性が位置付けられ、自動車動力源、定置用

このそれぞれの段階において、必要とされる費用・

と し て の 研 究 開 発 が 進 め ら れ、 固 体 高 分 子 型

人材を投入し、実用化に向けた課題を試行錯誤しなが

（PEFC）、 り ん 酸 型（PAFC）
、溶融炭酸塩型

ら解決していくことで、ようやく商業利用可能なエネ

（MCFC）、固体酸化物型（SOFC）といった様々な

ルギー技術の獲得が可能となります。それだけに、
一度開発に成功した技術は、長い年月と多額の資金が

形式の燃料電池の可能性が追求されました。
1990 年代以降、研究開発が進むにつれて難易度の

投じられた大切な知的財産、技術ストックとして、

高い開発課題が明らかになってきました。具体的に

戦略的に保有・活用されるべきものと言えます。

は貴金属、りん等希少資源利用による高コスト、耐

【第 112-4-4】に代表的なエネルギー技術の開発の歴

久性保持、荷追従性確保、水素供給システムの実現

史を示します。原子力発電は、原理発見から比較的短

（水素の製造元、配送インフラ、安全性確保）などで

期間で商用技術化していますが、現在、大規模に利用

す。

されているエネルギー技術の多くは古くから利用され

また、他の技術との競合環境も開発に大きな影響を

てきたものです。商業的発展段階に近づきつつある再

与えます。高効率発電システムという観点では、燃

生可能エネルギー技術なども、石油危機以降、1970

焼タービン等既存の大規模火力発電技術の高効率化

年代に開発が本格化して既に 30 年以上を経ています。

が、自動車の動力源という観点では、引き続き内燃

この間、主要国は多額の研究開発費を投じてきまし

機関の高効率化が進むとともに、ハイブリッド車や

た。OECD の統計によれば 1974 年以後、OECD 加

電気自動車の実用化などが燃料電池技術の開発環境に
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しかしながら、温暖化問題など環境性制約の影響も

シェールガスの生産は、アメリカで 2000 年代に

有り、燃料電池技術は開発が続けられています。世

入ってから一気に拡大していますが、その存在（頁

界的な燃料電池車の開発競争は引き続き活発であり、

岩層の天然ガス）は古くからわかっていました。ア

2009 年からは我が国で定置用燃料電池を用いた家庭

メリカでは 1980 年に適用された超過利潤税法にある

用燃料電池「エネファーム」が発売されるなど、商

非在来型天然ガス開発に対する税優遇措置をはじめと

業的な実用化段階に至っています。

して、シェールガス等の非在来型資源の開発を政策

【第 112-4-1】 IEA 加盟国のエネルギー関連 R&D 予算と原油価格の推移
（百万＄）
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出典） IEA Energy RD&D Budget/Expenditure Statistics、BP 統計より作成
注）
研究開発費は 2011 年基準の購買力平価換算値、原油価格は 2011 年基準の実質価格

【第 112-4-2】 IEA 加盟国のエネルギー関連 R&D 予算の技術別シェア
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影響を与えていると考えられます。
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なりましたが、タイトガスなど非在来型ガス（下記囲
み参照）の開発を支えるものでした。
シェールガスに関しては、頁岩層の天然ガスを商業
的に見合う採算レベルで採取することは税制優遇が
あっても非常に難しい課題でした。アメリカでは複数
の民間企業が掘削技術開発に取り組んでいましたが、
そのほとんどは成果を挙げることなく撤退しています。

＜非在来型ガス＞
・タイトサンドガス：液体が通りにくい高密度の砂
岩に含まれるガス。
・CBM（炭層ガス）
：石炭ができる過程で生まれ地
下の石炭層にたまっているガス。
・シェールガス：固い頁岩（けつがん）に含まれ
るガス。

その後、1998 年にテキサス州バーネット頁岩層に
おいて水圧破砕技術を用いたシェールガスの掘削に
ミッチェル・エナジーが成功し、2000 年代に入って
水平坑井掘削技術との組み合わせにより商業生産が可
能なレベルまで開発が進みました。
シェールガスを商業生産レベルで採掘することを
可能にしたのは、主に 3 つの技術革新（水平坑井掘

スの掘削では、それら要素技術の進展とともに組み合

削、水圧破砕、マイクロサイスミック）です。水平

わせて用いることがシェールガス採掘の実用化ブレ

坑井掘削とは、天然ガスが閉じ込められた岩石の層に

イクスルーを呼んだと言えます。

沿って掘削する技術です。これによって、岩石との

技術開発による生産性の向上と同時に、2000 年代後

接触体積をより大きくすることが可能となり、一坑当

半からシェールガス開発が一気に拡大した要因は、天

りの生産量が大幅に増加しました。水圧破砕とは、天

然ガス価格の上昇にもあります。アメリカの天然ガス

然ガスが存在する地層に水圧をかけて人工的な割れ目

価格は、2000 年代は 2008 年の金融危機まで上昇基調

（フラクチャー）を作り、天然ガスを流れやすくする

にありました。そのため、新しい採掘技術であった水

技術、マイクロサイスミックはフラクチャー形成の

平掘削への投資も円滑に進み、開発が進むと同時にコ

際に発生する地震波を観測・解析し、フラクチャー

ストダウンや生産性向上も進むという好循環が生まれ

の広がりを評価する技術です。こうした技術のうち、

ました。2000 年代初めには全体の掘削リグの内、水平

水平坑井掘削及び水圧破砕の歴史は古く、それぞれ

掘削はわずかに 5％程度でしたが、2009 年には従来の

1980 年代、1940 年代に登場しています。シェールガ

垂直・傾斜掘削リグとシェアが逆転しました。その

【第 112-4-3】 アメリカの天然ガス掘削リグ数と卸天然ガス価格の推移
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出典） Smith Bit 統計、アメリカエネルギー情報局データより作成
注）
卸天然ガス価格はヘンリーハブスポット価格（4 週移動平均値）
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【第 112-4-4】 アメリカにおける種別天然ガス生産量見通し

【第 112-4-5】 世界の再生可能エネルギーへの投資金額
の推移
（10億ドル）
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出典） 米エネルギー情報局（EIA）資料
注）
単位：1 兆立方フィート

2005

2006

2007

2010

2011

出典） 国 連 環 境 計 画 (UNEP), “GLOBAL TRENDS IN RENEWABLE
ENERGY INVESTMENT 2012” より作成
注）
図中の数字は総額。

後、天然ガス生産量の拡大が進み、アメリカの卸天然

の結果、1983 年には年産 500kW の太陽電池生産能

ガス価格が下落したため、2012 年に入ってリグ数は大

力を持つ実験プラントの運転ができるまでになりまし

きく減少していますが、その一方でシェールガス開発

た。また、1982 年には、個人住宅用の太陽光発電シ

技術は、この数年の生産拡大の中で商業的技術として

ステムが開発され、その後順次集合住宅用システム、

確立され、アメリカは市場環境に応じて天然ガス生産

工場用システム、学校用システムの開発へとつながっ

を適切に拡大できる手段を手に入れたと言えます。

ていきました。しかし、太陽電池の価格は 1983 年の

アメリカ国内の天然ガス生産量のうちシェールガ

時点で 1,800 円／Ｗと依然として高く、目標としてい

スが占める割合は、2000 年に 1％であったものが

た 100〜200 円／Ｗにはほど遠い状況でした。そのた

2011 年には 25％を占めるに至っており、今後も生産

め、原料であるシリコンの製造コストダウン、太陽

量拡大が期待されています。

電池製造のコストダウン等が課題とされました 31。

このように、シェールガスは技術革新による技術

1993 年にはニューサンシャイン計画が開始し（予

的な準備と外部的な市場環境が整うことによって、

算総額約 3,500 億円。うち、太陽電池向け約 700 億

商業的な生産技術として定着しました。

円）
、太陽光発電の技術開発にも力が注がれました。
この計画では、太陽電池製造コストの目標を短期的に

（３）事例 24：太陽光発電の実用化

は 140 円／Ｗ、中長期的には 100 円／Ｗと設定しま

太陽電池の原理自体は 1839 年に発見されていまし

した。太陽電池製造技術開発において複数企業に競争

たが、実際に太陽電池が発明されたのは約 110 年後

させるなどの努力の結果、2000 年の太陽電池製造コ

の 1954 年でした。当初は主に衛星用として使用され

ストは各太陽電池で若干の違いはあっても 140 円／

ていましたが、石油危機を機に我が国では 1974 年に

Ｗをほぼ達成しました 32。その後も技術開発の努力

サンシャイン計画を開始し（予算総額約 5,000 億円。

を続けたことで、今日、一般家庭でも太陽光発電設

うち、太陽電池向け約 1,000 億円）
、それ以降太陽エ

備を設置できるほどに実用化されています。

ネルギー利用のための技術開発は主要なテーマの一
つとなってきました。

（４）事例 25：LNG の実用化

サンシャイン計画では、複数の太陽電池製造技術

天然ガス液化の歴史は、1820 年代にマイケル・

を競争開発させると共に、太陽光発電システム全体の

ファラデーにより気体の液化技術が実証され、1873

コスト低減のためのシステム研究が行われました。そ

年にカール・フォン・リンデにより冷凍機を用いた

31

通商産業省工業技術院サンシャイン計画推進本部 「サンシャイン計画 10 年の歩み」

32 「ニューサンシャイン計画「太陽光発電技術開発」プレ最終評価報告書」
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複雑なエネルギーチェーンに潜む様々な課題と対応

大型 LNG 輸出プラント第一号である Arzew プラン

ます。しかし、技術開発を進めて天然ガス液化プラ

トがアルジェリアで英国市場向けに LNG 生産を開始

ントが運転を開始できるようになるまで、それから

し、現在の世界規模での LNG 供給チェーンの先駆け

40 年以上かかりました。

となりました。

その後も周辺要素の技術開発が続けられ、さらに

我が国は、1969 年に初めて LNG をアラスカから輸

40 年以上経った 1959 年にアメリカと英国が LNG の

入し、現在では世界最大の LNG 輸入国となっていま

長距離輸送共同実験に成功し、ようやく LNG を商品

す。

として広域で流通させる目途がたつと、1964 年には
【第 112-4-6】 エネルギー関連技術開発の歴史
〜1940年代

第二次世界大戦

1950年代

1960年代

1970年代

1980年代

エネルギー流体革命の
始まり
スエズ動乱

エネルギー流体革命の
拡大

第一次石油ショック
第二次石油ショック
TMI原発事故

イラン・イラク戦争
チェルノブイリ原発事故
冷戦終了

1990年代

2000年代

湾岸戦争
電力自由化開始
京都議定書採択

米国同時多発テロ
原油価格高騰
リーマンショック／
金融危機
東日本大震災／
東電福島原発事故

主な
出来事

①39年 ウランの核分裂発見
②42年 米人口原子炉で臨界
①1952年、米アイゼンハワ
ー大統領の「平和のための
原子力」演説。原子力発電の
技術開発が急速に進む

原子力

④各国で相次いで、商用
原子力建設が始まる。

⑤70年代
石油危機を契機とした積
極導入

80年代
TMI、
チェルノブイリ事故に
よる影響

90年代後半から
地球温暖化対策を背景に世界
的な原子力回帰傾向

2011年
東電福島原発
事故

①1873年 初の天然ガスコンプレッサー冷却装置製造
②1917年 米国で初の天然ガス液化プラント運転開始

LNG

③1940年に米オハイオ州クリーブランドで
LNGプラントの運転開始
④1951年 米国でLNG船の開発が始まり、
1959年にLNGの長距離輸送実験成功

⑤1964年大型LNG輸出プラント生産開始
（アルジェリアから英国に輸出）
1969年我が国もアラスカからLNG輸入開始

54年 米ベル研にて初太陽電池開発
（その後、主に衛星用電源として利用）
73年 米で商用太陽電池生産開始
（無電化地域、離島等の限定利用）

太陽光

80年代 日本のサンシャイン計画
（生産技術の確立）
90年代 独でFIT制度開始
FIT市場が拡大すると同時に、2000年代に中国
メーカー等が参入しコストダウン競争開始

②1940年代、米国で初の風力発電システム建設。その後、電力系統整備の遅れている僻地等で
少しずつ設置が進む。
③石油ショック後、
風力発電への関心が高まり、
耐久性向上の技術開発が進展。
米国では1978年のPURPA法による固定価
格買取制度により風力発電が拡大

風力

④90年代から、徐々にコストダウンが進み、
2000年代半ばには陸上風力発電が、商用電
源としても競争力を持つように。

①原理自体は1801年に発見、
1839年
には燃料電池の原型発明
②1950年代、GE社がイオン交換膜を電解質と
して用いた燃料電池を開発

燃料電池

③1960年代から、
リン酸型燃料電池を中心に民生用開発開始。日本
では1992年に実プラントとして最初のリン酸型燃料電池導入

④1987年、
バラード パワーシステム社が固体高分子形燃料電池を
開発。以降、小型燃料電池の開発競争が発展。小型定置用燃料電池
については、
2009年にエネファーム発売開始。

①理論・
コンセプト

②実現可能性
の検証

③技術検証

④商業化可能性
の検証

⑤大規模
商業開発
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（５）必要な対応

情勢により当初想定するエネルギーシステムや用途

これらの歴史からは、いくつかの示唆が得られま

への適用が困難となることや、逆に、外部環境変化

す。まず、新しいエネルギー技術はスムーズに技術

により利用可能性が広がることもあります。今後も、

開発に成功する保証はなく、技術的・社会的障壁を乗

技術開発目的に鑑み、複数の技術ポートフォリオの

り越えながら、時にはターゲットを柔軟に変えつつ

中でリスク分散や、別種類の技術への切替といった

長期的な取組みを継続することが必要です。そのため

柔軟な姿勢をとりつつ、辛抱強く研究開発を行うこと

には、複数の技術開発を同時並行的に進めることも重

が求められると言えます。

要です。また、技術開発要因以外にも、様々な社会
【第 112-4-7】 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）における技術開発の歴史
研究開発事業名

1980年

1985年

1990年

産業用等ソーラ ーシステム実用化技術開発
太陽熱発電プ ラ ン ト開発
太陽エネルギー利用海水淡水化技術実証試験
太陽光発電システム実用化技術開発
エネルギー使用合理化シリコン 製造プ ロ セス開発
産業等用太陽光発電フィールドテスト事業
即効型高効率太陽電池技術開発
太 先進太陽電池技術開発
陽 集中連系型太陽光発電システム実証研究
光 太陽光発電システム普及加速型技術開発
太陽光発電システム共通基盤技術研究開発
革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発
太陽光発電システム実用化加速技術開発
太陽光発電システム未来技術研究開発
太陽光発電システム実用化促進技術開発
太陽光発電システム次世代高性能技術の開発
住宅用太陽光発電負荷平準化技術等確立実証試験
大型風力発電システム開発
風 離島用風力発電システム等実用化技術開発
力 次世代風力発電技術研究開発
洋上風力発電等技術研究開発
バイ ナリーサイ クル発電プ ラ ン トの開発10MW級デモン ストレーショ ン プ ラ ン トの開発
高精度地磁気地電流探査技術開発
簡易型中小地熱発電実証試験
地 バイ ナリーサイ クル発電プ ラ ン トの開発地熱井掘削時坑底情報探査システムの開発
熱 中小地熱バイ ナリー発電システム利用検討調査
高温岩体発電システム技術開発（要素技術の開発）
深部地熱資源採取技術の開発
断裂型貯留層探査法開発
りん酸形燃料電池発電システムの研究開発
溶融炭酸塩形燃料電池発電システム開発
りん酸形燃料電池の総合的技術開発
固体酸化物形燃料電池の研究開発
都市エネルギーセン ター等燃料電池技術開発
運輸・民生用高効率エネルギーシステム技術開発（固体高分子形燃料電池）
水素利用国際グリーン エネルギーシステム技術（WE-NET）研究開発
溶融炭酸塩形燃料電池発電技術開発
水素エネルギー利用技術開発（第2期）
固体高分子形燃料電池システム化技術開発
燃

固体高分子形燃料電池要素技術開発等

携帯情報機器用燃料電池技術開発（H15は「携帯用燃料電池技術開発」）
料
水素安全利用等基盤技術開発
電
固体酸化物形燃料電池システム技術開発
池
定置用燃料電池大規模実証研究事業
固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発
高耐久性メン ブ レン 型LPガス改質装置の開発
新利用形態燃料電池標準化等技術開発（H18,19は「新利用形態燃料電池技術開発」）
水素先端科学基礎研究事業
固体酸化物形燃料電池実証研究
燃料電池先端科学研究事業
固体酸化物形燃料電池システム要素技術開発
水素製造・輸送・貯蔵システム等技術開発
燃料電池システム等実証研究
固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発
石炭液化技術開発
石炭ガス化技術開発（高カ ロ リー）
石炭ガス化技術開発（低カ ロ リー）
石
噴流床石炭ガス化発電プ ラ ン ト開発事業
炭
石炭利用水素製造技術開発事業
低エミッショ ン 石炭エネルギー利用システムの開発
石炭水素添加ガス化技術開発
超電導電力応用技術開発
高温超電導フラ イ ホイ ール電力貯蔵技術開発
超電導応用基盤技術開発
超電導電力貯蔵システム技術開発
交流超電導電力機器基盤技術研究開発
超
超電導発電機基盤技術研究開発
電
フラ イ ホイ ール電力貯蔵用超電導軸受技術研究開発
導
高機能超電導材料技術開発
交流超電導電力機器基盤技術研究開発
超電導電力ネットワーク制御技術開発
高温超電導ケーブ ル実証プ ロ ジェ クト
イ ットリウム系超電導電力機器技術開発

出典） 新エネルギー・産業技術開発機構「NEDO20 年史」
「NEDO30 年史」より作成
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現在も続けられるエネルギー関連技術開発
これまで長い年月をかけて進められてきたエネルギーの技術開発ですが、現在においても様々な取
組が行われています。
■風力
風力発電については、洋上風力発電の技術開発が行われています。着床式洋上風力発電については、
我が国特有の気象・海象条件に適した技術の確立を目指し、千葉県銚子沖と福岡県北九州沖において、
洋上風況観測システムや洋上風力発電システムの実証、超大型風力発電システムの開発などが行われて
います。
【第 112-4-8】風力発電開発（千葉県銚子沖）

出典） 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

（福岡県北九州沖）

出典） 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
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また、福島県の沖合において、浮体式洋上風力発電ウィンドファームの実証研究事業が行われてい
ます。これは、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
ムの実現を目指すものです。具体的には、気象・海象の観測技術の開発、浮体動揺の予測技術の確立、
浮体式洋上風力発電技術の確立、浮体式送変電技術の確立、高性能鋼材の開発、漁業との共生策の検
討などが行われています。
【第 112-4-9】 福島県沖での浮体式洋上風力発電実証研究事業

第１期(2011~2013)
浮体式サブステーション

第２期(2014~2015)

コンパクトセミサブ浮体

アドバンストスパー浮体

V字型セミサブ浮体

成功への３つの伴
技術的挑戦 ／ 社会的合意 ／ 福島復興
設計技術の確立 ／ 試験・検証 ／ 最適化

経済性の向上 ／ 技術の標準化 ／ 産業の創出

出典） 福島洋上風力コンソーシアム

長崎県五島市においても、浮体式洋上風力発電の実証事業を実施しており、平成 24 年度に設置・運
転を行った我が国初となるパイロットスケール（100kW）の小規模試験機に続き、平成 25 年度には
商用スケール（2MW）の実証機を設置・運転する予定です。浮体式洋上風力の早期実用化に向けた必
要な知見を得るとともに、台風への耐性、漁業者との調整、環境アセスメント手法の確立等を行って
います。
これらの技術開発、実証研究により、洋上風力発電の導入促進、国内風力発電産業の育成及び国際
競争力の確保が期待されています。
■バイオマス
バイオマスエネルギーの利用促進のための技術開発としては、地球温暖化防止への貢献だけではな
く、国内エネルギー資源の拡大というエネルギー安全保障の強化の観点から、未利用の枝や葉、製紙
用原料として利用できない残材、短期伐採した早生樹といった木質バイオマスからバイオエタノール
を効率的に生産する技術の開発を進めています。
広島県呉市にある王子ホールディングス（株）のパイロットプラントでは、2011 年 12 月からこ
の技術の実証試験を開始しました。1 日あたり最大処理量 1 トンの木質バイオマスを使用して、バイ
オエタノールを 250〜300 リットル生産することが可能で、試験用パイロットプラントとしては国
内最大級の規模となります。

52

第2節

複雑なエネルギーチェーンに潜む様々な課題と対応

第１章

【第 112-4-10】 バイオエタノール製造に関するパイロットプラント（王子ホールディングス（株）
）

出典） 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

また、食料生産と競合しない原料として、藻類からのバイオ燃料製造も注目されています。不良環
境下でも栽培が可能な藻類は、単位面積当たりの生産性が非常に高く、さらに二酸化炭素固定への寄
与率が高いことから、将来的には工業的に生産されることが期待されます。
このように、藻類はバイオ燃料の原材料として高いポテンシャルを秘めていると言えますが、現状
製造原価が極めて高いことから、藻類由来のバイオ燃料は実用化されていません。
さらなる製造コスト低減に向け、現在、油分生産性の高い藻類の探索や、低コストで効率的な培養
および油分抽出技術の研究が行われています。特に、藻類の場合は含水率が高く高濃度な糖類や油脂
類を得ることが困難なため、油脂類の回収に係る工程や水分を除去する工程の低コスト化が課題であ
り、今後もこうした課題解決に向けた技術開発を進めていきます。
【第 112-4-11】 藻の培養特性試験（左）と種藻培養設備（右）

出典） 株式会社ＩＨＩ
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石油メジャーの海洋資源開発
BP 社のメキシコ湾の大規模原油流出（事例 2）からは、原油高が続く中で石油メジャーの収益力は
衰えていないものの、石油メジャーの世界シェアは縮小しており、資源を求め、技術的難易度の高い
開発を行っている現状の一端を見ることが出来ます。国営石油会社（NOC）の台頭により在来型の上
流資源の権益に関する相対的な地位は大幅に低下し、現在、メジャーがアクセスできる上流資源は、
石油については 7％にとどまっています。上流部門の利益率は高いものの、既存資源の開発技術は技
術サービス会社 33 にも蓄積されており、在来型資源開発は NOC との競合が厳しく、産油・ガス国へ
の資源アクセスの制約も強い状況です。そのため、石油メジャーはより技術的難易度の高い分野、例
えば、深海資源、LNG、非在来型資源（オイルサンド、シェールガス、CBM）など）の開発へとシ
フトしてきました。
【第 112-4-12】 世界の石油埋蔵量における国際石油会社の地位
国際石油会社が完
全にアクセス可能な
埋蔵量
ロシア系企業の埋蔵
量 16%

国営石油会社の埋
蔵量

国営石油会社の権
益持ち分（埋蔵量）
12%

出典） PFC Upstream Competition Service

また、IEA の推計によれば、深海・大深海の油田の生産コストは 30 ドル台後半から 60 ドル台です
が、2000 年代後半から原油価格は上昇を続けているため、より深い水深での原油採掘も採算面で成立
することとなり、大深度の海底油田開発が推進されています。
【第 112-4-13】 海底油田開発の大深度化の状況
3000
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出典） ”2012 DEEPWATER SOLUTIONS & RECORDS FOR CONCEPT SELECTION” より作成
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【第 112-4-13】に示すように、1980 年代の海底油田は水深 500m 以下のものでしたが、1990 年
代には水深 500〜1000m へと深度化が進み、2000 年代になると 1000〜2500m が石油メジャー
の海底油田開発の主戦場となってきました。一方、原油価格の上昇と掘削活動の世界的な高まりに
よって、ベテラン技術者の不足、資機材価格の上昇、掘削リグのコストアップなどが顕在化しており、
開発コストは上昇トレンドにあります。2008 年の価格高騰期にも、一方では探鉱開発コストが急騰し
開発事業を圧迫しましたが、安全対策コストは上流資源開発のさらなる追加コストとなりつつありま
す。当然、大深度化がすすむほど、技術的難易度は高まります。ディープウォーター・ホライズンの
採掘深度は 1,522m で、今回の大事故によって、海底油田開発の事故対策はより強く進められるもの
と想定されます。
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第3節

クポイント）が、管理国に政治的に利用されたり、戦

今後の我が国のエネルギー政策構築
に向けての視座

流が遅滞して必要なエネルギー資源の供給が滞るな

１．過去の事例から観察される課題
これまで、複雑なエネルギーチェーンに潜む様々

争、事故・災害などで通過困難になれば、世界の物
どの多大な悪影響が生じます。古くは、数度にわた
るスエズ運河の封鎖がありました。現在は、ペルシャ
湾岸のホルムズ海峡等に視線を向ける必要がありま
す。

な課題と対応について、生産（調達）、流通、消費、
技術開発の各段階ごとに各事例を述べてきました。過
去の一つ一つの事象は様々な要因が複雑に絡み合い、

（４）流通システム・制度等の不備
世界各国では、大規模な停電がたびたび発生してい

単純化することは簡単ではありません。しかし、ど

ます。その原因は様々ですが、例えば、北米の例に

のような事象であれ、それぞれに潜む課題が顕在化す

あるような「樹木の管理不備」を発端に、送電網の管

れば、安定かつ低廉なエネルギー供給が滞る可能性

理や運用の不備が重なり大停電が発生し、数千万人に

は否定できません。これまでに見てきた事例から、我

影響が及ぶものもあります。また、我が国において

が国はどのような事を学び今後のエネルギー政策構

も東日本大震災は、電力・都市ガス・石油・LP ガス

築に活かしていくべきでしょうか。ここでは、これ

の各分野において、我が国のエネルギー供給インフ

までの事例を大きく 5 つに要約し、その意味合いを考

ラの課題も浮き彫りにしました。このように、流通

えます。

システムや制度等の不備は、エネルギーチェーンの
中で解決すべき大きな課題となっています。

（１）生産施設の事故・自然災害
スリーマイル原発事故、チェルノブイリ原発事故、 （５）エネルギー価格の高騰・地球環境への影響
東京電力福島第一原子力発電所事故等の原子力発電所
燃料価格は、エネルギーマーケットの乱高下や、
事故は、周辺住民等をはじめとして、深刻な影響を

エネルギー価格の決定方式により、高騰する場合が

与えました。また、メキシコ湾原油流出事故の様に、

あります。エネルギー価格の高騰は国民生活、産業

石油掘削施設での大規模な事故も巨大な影響を及ぼし

活動に直接多大な負担となり経済に悪影響をもたらし

ます。加えて、エネルギー生産施設へのテロ攻撃も

ます。このように、供給自体が支障なく行われ、エ

増加しています。さらに、大規模な自然災害が発生

ネルギーチェーンが繋がっていたとしても、経済的

した場合には、大きな影響が出ることは避けられませ

な使用ができなければ、エネルギーは国民生活・産

ん。エネルギー生産施設の災害は、需要国を含めて

業活動を縛る鎖となり得ます。加えて、たとえ低廉

多大な影響を与えうる要素として捉える必要がありま

なエネルギー源が大量に存在していたとしても、硫

す。

黄酸化物等の大気汚染や、温室効果ガスによる地球環
境への影響に充分注意してエネルギーを使用すべき

（２）供給国の政策変更による輸出削減
供給国が自国の資源輸出の方針を変更する際、石油
危機のように、いわゆる「武器としての石油」として

であることは言うまでもありません。

２．課題への対応の方向性

意図的に削減されることがあります。また、生産国の

これまで見てきたように、多種多様な課題に対し

経済成長により、産出されたエネルギーを国内消費に

て、各国は多大な努力を重て対応を講じてきました。

優先するため、輸出が削減されることもあります。こ

各国によってその詳細な施策は様々ですが、大きな

れらいずれにおいても、資源輸入国においては、その

対応性の方向性としては、以下の 5 つに整理できると

調達が困難になることに変わりはありません。

考えられます。

（３）輸送ルートの封鎖

（１）エネルギー源の多様化

海上輸送では資源や物品の輸送上、どうしても通過

「卵を一つのバスケットに入れるな」との外国のこ

せざるを得ない「海峡」
「運河」などの要衝（チョー

とわざがあります。単一の何かに偏ること無く、バ
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は安定性が保たれていると考えていた様々なシステ

柔軟に対応しつつ、一定のリターンが期待できるこ

ムや制度にも綻びが生じ、
「想定外の課題」が現れ得

とを例えていると言えるでし ょ う。エネルギ ー

ることを示しています。安全性・安定性を不断に追求

チェーンには、生産施設の事故、自然災害、生産国

し続けることは重要であり、また、こうした取り組

の政策変更による輸出削減、輸送ルートの封鎖、エ

み無くしては、安心できるエネルギーチェーンの構

ネルギー価格の高騰等の可能性が内在しています。

築も成り立ちません。

エネルギーという「全てが割れては困る卵」につい
ては、選択肢を増やしてエネルギー源を多様化する
ことは、重要な方策の一つです。

（５）長期間の継続的な技術開発
エネルギーチェーンの各段階で生じた様々な課題
を乗り越えるために、技術開発は時代に応じて様々

（２）調達先の多角化

な解決策を提供してきました。しかし、エネルギー

エネルギー源の多様化と同様に、調達先を多角化

関係の技術開発は一朝一夕に成し得るものではなく、

することも、資源の安定かつ安価な供給のために重要

地道な研究開発が、時には数十年後になってはじめ

な取組です。交通の要衝（チョークポイント）の様

て結実することも珍しくありません。エネルギー関

に、地理的要因等により避けられない課題に対応する

連技術は数多くの要素技術を組み合わせて複雑なシス

ためにも、また、価格交渉力を確保するためにも、

テムを構成しているものが多く、他の分野の技術と比

調達先の多角化は必要不可欠です。

べてより投資回収期間が長いという特徴を持つと言う
こともできます。それだけに、実用化に至るエネル

（３）セーフティーネットの構築

ギー技術の開発には、長期間にわたって継続的に取

多様化・多角化を図り、いわば「卵を複数のバス

り組んでいくことが重要です。

ケットに入れた」としても、ひとたび課題が顕在化す
れば、
「いくつかの卵が割れる」事は避けられません。

以上見てきたとおり、過去の事例から観察される課

備蓄や、国際的な協力体制など、最後の砦としての

題と対応の方向性は、図表で示すならば、
【第 113-2-

セーフティーネットの構築を行っておくことは、何か

1】の様に示すことができます。

問題が発生した場合に備えて冗長性をもって対応する

これまで述べてきた様に、エネルギーを取り巻く
様々な要素は、複雑に絡み合っており、どれか一部

ために欠かせないポイントと言えるでしょう。

分をもって全てを解決することは困難です。上記で

（４）安全性・安定性の確保

述べた対応の方向性のいずれについても、きめ細かく

原子力発電所を含め、それまで安全と思っていた
施設についても事故は起こり得ます。また、設計時

対応していくことが、責任あるエネルギー政策を構
築するにあたって必要不可欠と言えるでしょう。

【第 113-2-1】 過去の事例から観察される課題と対応の方向性
生産（調達）

過去の事例から
観察される課題

対応の
方向性

①生産施設の事故・
自然災害

Ⅰ. エネルギー源の
多様化

流通

②供給国の政策変更による
輸出削減

Ⅱ. 調達先の
多角化

消費

技術開発

③輸送ルートの
封鎖

④流通システム
・制度等の不備

⑤エネルギー価格
の高騰・地球環境
への影響

Ⅲ. セーフティーネッ
トの構築

Ⅳ. 安全性・安定性
の確保

Ⅴ. 長期間の継続的
な技術開発

責任あるエネルギー政策の構築
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が発足しました。原子力規制委員会は、内閣総理大

原子力発電所事故関連

年 2 月 15 日に国会同意）
、その事務局機能は原子力規

臣が任命した委員長及び 4 人の委員から構成され（25
制庁が担います。
「原子力に対する確かな規制を通じ

1．原子力規制

て、人と環境を守ること」を組織の使命として掲げ、

（１）原子力規制委員会の発足

5 つの活動原則とともに、原子力規制委員会の組織理

平成 23 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震と津波
に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所の重大

念として決定しています。
25 年 3 月現在の定員は 473 名（図 121-1-1）、24 年

事故の教訓を踏まえ、原子力利用の「推進」と「規制」

度予算（補正後）は 37,755 百万円です（なお、内閣

を分離し、規制事務の一元化を図るとともに、専門

府において、別途、原子力防災関連予算 21,842 百万

的な知見に基づき中立公平な立場から、独立して原子

円（補正後）を計上）。24 年 9 月 19 日から 25 年 3 月

力安全規制に関する業務を担う行政機関として、24

末日までに、原子力規制委員会を 35 回開催し、必要

年 9 月 19 日、環境省の外局として原子力規制委員会

な審議、評価、決定等を行いました。

【第 121-1-1】 原子力規制委員会 組織図

原子力防災課
監視情報課

（11）

（22）

原子力地域安全総括官

（92＊）

安全規制管理官
（PWR 担当）

（78＊）

安全規制管理官
（試験研究炉等担当） （51＊）

安全規制管理官
（廃棄物等担当）

（30＊）

地域原子力安全連絡調整官︵ ︶

（10）

＊＊＊

5

安全規制管理官
（地震等担当）
＊ ＊＊ ＊＊＊

（16）

/ / ：それぞれ地方の定員を内数に含む
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＊

152

（86＊＊）

安全規制管理官
（BWR 担当）

22

原子力防災専門官︵ ︶

審議官︵ ︶

次長

長官

原子力規制庁︵ ︶

原子力規制委員会︵ ︶

5

473

技術基盤課

（25＊＊＊）

原子力保安検査官︵ ︶

政策評価・
広聴広報課

原子力規制事務所︵ カ所︶

緊急事態対策監

（45）

国際課

3

地方の体制

総務課

＊＊

30
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（２）原子力施設の安全確保に向けた取組
①東京電力福島第一原子力発電所の安全確保

原子力発電所事故関連

②規制基準等の見直し
平成 24 年 6 月に原子炉等規制法が改正され、重大
事故（シビアアクシデント）対策の強化や、最新の技

〜4 号機の廃炉に向けて、平成 24 年 11 月 7 日に核原

術的知見を取り入れ、既設の施設にも新規制基準への

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

適合を義務づける制度（バックフィット制度）の導

（昭和 32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」と

入等を行うこととなりました。このうち、改正法に

いう。
）に定める「特定原子力施設」として指定し、

基づき 25 年 7 月までに施行する必要のある発電用軽

「措置を講ずべき事項」を提示しました。これを受け

水型原子炉に係る新規制基準等の策定に関しては、原

平成 24 年 12 月 7 日に東京電力から提出された実施計

子力規制委員会委員、外部有識者、原子力規制庁職

画について、原子力規制委員会委員、原子力規制庁

員等から成る検討チームを 3 つ設け、東京電力福島

職員、外部有識者等から成る「特定原子力施設監視・

第一原子力発電所事故の教訓や国際原子力機関

評価検討会」において認可に向けて検討を進めていま

（IAEA）等の国際基準を踏まえ、検討を行いました。

す。また、原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法

25 年 2 月には、重大事故対策を取り入れ、地震・津

律第 156 号）に基づき東京電力から原子力規制委員会

波対策等を強化した新規制基準の骨子案を取りまと

に報告があったもののうち、3 号機使用済燃料プール

め、パブリックコメントを実施しました。

内への鉄骨落下、停電による使用済燃料プール代替

また、核燃料施設等についても、平成 25 年 12 月

冷却システム等の一部設備の停止等、施設の安定的な

までの施行に向けて、新規制基準等の策定作業を開始

運転に影響を与える可能性のある事象や放射性物質を

しました。

含む水の系外への漏えいなどの事象については、原子
力規制委員会が再発防止策等の妥当性について確認し
ました。

③敷地内破砕帯の調査
旧原子力安全・保安院の指示により追加調査を行っ
ている原子力発電所の敷地内の破砕帯については、平

【第 121-1-2】 全国の原子力発電所とその運転状況（平成 25 年 3 月 31 日現在）
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成 24 年 10 月以降、関西電力大飯発電所、日本原子

原子炉［廃止措置中］全 2 施設、研究開発段階炉［建

力発電敦賀発電所及び東北電力東通原子力発電所にお

設中］全 1 施設、研究開発段階炉［廃止措置中］全 1

いて、順次現地確認を行い、活断層であるかどうか

施設、再処理施設全 2 施設、廃棄物管理施設全 2 施

の評価のための検討を行いました。これらの現地調

設、廃棄物埋設施設全 2 施設、核燃料物質使用施設

査・評価は、担当委員及び関係学会からの推薦を受け

全 15 施設）。
また、原子炉等規制法に基づき報告のあった事故・

た者から成る有識者会合を発電所ごとに設けて実施し

故障等は 7 件（実用発電用原子炉 4 件、試験研究炉及

ました。

び使用施設 3 件）でした。

④全国の原子力施設の安全性の点検
平成 25 年 3 月現在の原子力発電所の運転状況等は
図 121-1-2 のとおりです。

（３）危機管理体制の整備及び事故時の影響緩和の
ための取組
①原子力災害対策の体制整備

原子力施設の安全を確保するために、電気事業法に
基づき、18 施設（実用発電用原子炉全 17 施設、研究

東京電力福島第一原子力発電所事故の経験と教訓を

開発段階炉［建設中］全 1 施設）で定期検査を実施し

踏まえた新たな原子力災害対策を構築するため、平成

ており、また、原子炉等規制法に基づき、5 施設（加

24 年 9 月 19 日の原子力規制委員会の設置に合わせ、

工施設 2 施設、研究開発段階炉［廃止措置中］1 施設、

原子力基本法（昭和 30 年法律第 186 号）、原子力災

再処理施設 1 施設、廃棄物管理施設 1 施設）で施設定

害対策特別措置法等の関連法令が改正され、政府の新

期検査を実施しました。また、同法に基づき、保安

たな原子力災害対策の枠組みが構築されました（図

規定遵守状況を確認する検査（保安検査）を、62 施

121-1-3）。

設について行いました（加工施設全 6 施設、試験研究

原子力災害対策に係る施策は、政府全体が一体的に

用原子炉全 6 施設、試験研究用原子炉［廃止措置中］

取り組み、これを推進することが必要です。このた

全 8 施設、実用発電用原子炉全 17 施設、実用発電用

め、政府全体の原子力防災対策を推進するための機関

【第 121-1-3】 政府の原子力防災体制
内閣
原子力防災会議（常設）
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

原子力規制委員会

平時

原子力施設の安全の確保

事務局
（事務局長：環境大臣）

環境省
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

原子力規制委員会

その他関係省庁

（原子力防災担当：
防災担当と連携）
地域防災計画の策定支援、
自治体向け防災対策予算の
執行、総合防止訓練の企画
等を行う。

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

内閣府

緊急時

原子力災害対策本部（ 原子力緊急事態宣言をしたときに臨時に設置）
原子力緊急事態に係る繋急事態応急対策・原子力災害事後対策の総合調整

原子力施設における
事故の収束

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
本部との連携
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内閣府

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

環境省

内閣府

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。

その他関係省庁
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

第1節

として、内閣に「原子力防災会議」が設置され、原

原子力発電所事故関連

③原子力規制委員会の緊急時対応への取組
平成 24 年 9 月 19 日の平成 24 年度第 1 回原子力規

ました。また、大量の放射性物質の放出等、原子力

制委員会において、警戒事象（原子力発電所立地市町

緊急事態が発生した場合に設置される「原子力災害対

村における震度 5 弱以上の地震の発生や立地都道府県

策本部」においては、原子力規制委員会委員長がその

における大津波警報の発令等）が発生した際の原子力

副本部長に位置づけられ、原子力施設の安全に係る技

規制委員会の対応について定めた、
「原子力規制委員

術的・専門的事項の判断については、原子力規制委員

会初動対応マニュアル」を決定しました。また、緊

会が一義的に担当することとなりました。

急時における情報連絡を円滑かつ確実なものとするた

また、このような新たな原子力災害対策の体制整備

め、国、地方公共団体、事業者における各拠点が接

に伴い、平成 24 年 9 月 6 日、我が国の防災に関する

続されたテレビ会議システム、衛星回線を活用した通

方針をまとめた防災基本計画の原子力災害対策編が改

信システムなどを整備しました。

正されました。さらに、原子力災害発生時の対応に

平成 24 年 10 月 25 日に宮城県沖で地震が発生（石

ついて、原子力規制委員会を含めた関係省庁の具体的

巻市で震度 5 弱を観測）した際には、上記マニュア

な活動要領を定めるため、10 月 19 日に開催された第

ルに沿って原子力規制委員会委員長以下、委員及び

1 回原子力防災会議において、原子力災害対策マニュ

原子力規制庁幹部が ERC（原子力規制庁緊急時対応

アルが了承されました。同マニュアルにおいては、

センター）に参集し、原子力規制委員会原子力事故

政府としての具体的な要員配置や対応手順等が定めら

警戒本部を設置して緊急時対応を行いました。また、

れ、原子力規制委員会は、総理大臣官邸（以下「官邸」

10 月 5 日には、原子力規制委員会委員が、自衛隊及

という。
）内に設置される原子力災害対策本部の事務

び警察の協力を得て、日本原燃株式会社・六ヶ所再

局の中枢となり、情報収集・情報発信、事業者の事

処理施設への現地参加訓練を行ったほか、11 月には

故収束活動の監督、避難等の周辺住民に対する防護措

原子力規制委員会委員及び原子力規制庁幹部等を対象

置に係る専門的判断等を行うこととされました。

とした参集訓練を実施しました。また、12 月には課
長級以下の原子力規制庁職員を対象とした通信機器の

②原子力災害対策指針の策定
原子力災害対策特別措置法では、原子力規制委員会

習熟訓練及び官邸の危機管理センターとの情報伝達
訓練を実施しました。

は、事業者、国、地方自治体等による原子力災害対

また、事故の際に適切に環境モニタリングが実施で

策の円滑な実施を確保するため、原子力災害対策指針

きるよう、放射線モニタリング対策官事務所にモニタ

を定めることとされています。このため、原子力規

リングカーを配備するとともに、平成 24 年 10 月 19

制委員会において、発足後速やかに同指針の議論を開

日、原子力緊急事態における原子力規制委員会の応急

始し、平成 24 年 10 月 31 日に同指針を策定しました。

対策に関して技術的事項の検討に関する支援を行う緊

その後も、緊急時における防護措置の判断基準やそ

急事態応急対策委員を任命しました。

れに応じた防護措置、スクリーニングや安定ヨウ素
剤の予防服用等の被ばく医療等について、内容の充実
を図るべく、原子力規制委員会委員、外部有識者、

④放射線モニタリング
原子力規制委員会の発足に伴い、放射線モニタリン

原子力規制庁職員等から成る検討チームを設け、検

グについては、同委員会がその司令塔機能を担うこと

討を行いました。それを受けて、原子力規制委員会

となりました。放射線モニタリング結果について、1

において、平成 25 年 1 月 30 日には、原子力災害対

週間ごとに解析し、1ヶ月ごとに解析結果をとりまと

策指針の改定原案を取りまとめ、パブリックコメン

め、評価・公表しました。

トを行った上で、2 月 27 日、同指針を改定しました。
同指針を踏まえた、関係地方公共団体における地域防

⑤核物質防護

災計画の策定の支援を進め、また、防災資機材やオ

核物質防護（核セキュリティ）に関しては、平成

フサイトセンターの整備支援に必要な予算措置を計

24 年 9 月 19 日から平成 25 年 3 月 31 日までに、45

上して、地域における原子力災害対策の体制整備を図

件の核物質防護規定の変更認可を行ったほか、41 件

りました。

の核物質防護規定の遵守状況の検査、29 件の特定核
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子力規制委員会委員長が会議の副議長に位置づけられ

第 1 部 エネルギーを巡る課題と対応

第 2 章 東日本大震災と我が国エネルギー政策のゼロベースからの見直し

第２章

燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認証

力機関（IAEA）を訪問し、新設された原子力規制委

の交付を行いました。また、平成 25 年 3 月 4 日、
「核

員会の概要及び原子力規制の取組状況等について説明

セキュリティに関する検討会」を開催し、
（１）個人

するとともに、今後の連携・協力の在り方等について

の信頼性確認制度の導入、
（２）核物質輸送時の核セ

意見交換を行いました。また、2012 年 12 月に日本政

キュリティ対策、
（３）盗取対策等の放射性物質及び

府と IAEA が共催した「原子力安全に関する福島閣

関連施設の核セキュリティ、の３つの課題を優先し

僚会議」の専門家会合において、原子力規制委員会委

て検討することとしました。

員長が基調講演を行うとともに、同会議の開催期間中
に、米国、英国、フランス、ドイツ、カナダ、ロシア、

（４）原子力規制行政に対する信頼の確保に向けた
取組
原子力規制委員会及び検討チーム等の会議の議事、

韓国、ベトナム及びベラルーシの原子力規制機関と
それぞれ会談を行い、米国及びフランスとの間で原子
力安全の協力に関する従来の二国間取決めが引き続き

議事録及び資料の原則公開、委員 3 人以上が参加する

有効なものであることを確認するための覚書にそれぞ

規制に関わる打合せの概要、被規制者との面談の概要

れ署名しました。また、米国、英国及びフランスの

等の原則公開、行政文書の積極的公開、報道機関に

原子力規制機関のトップとしての豊富な経験をはじ

対する幅広く積極的な記者会見（定例は原子力規制委

め、国際的な幅広い活動歴を有する 3 名の有識者を国

員会委員長／週１回、原子力規制庁報道官／週 2 回）

際アドバイザーに委嘱し、12 月 14 日、東京において

等を行い、意思決定過程の透明性の確保に努めまし

原子力安全に関する意見交換を行いました。

た。また、意思決定に関与する者の中立性を確保す
るため、原子力規制委員会委員の在任期間中の行動規
範や外部有識者の選定に当たっての要件等を定めま

2．東京電力福島第一原子力発電所1〜4
号機の廃炉に向けた取組
（1）廃炉に向けた取組の実施

した。
また、実効ある規制事務を遂行するためには職員の

東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けては、

資質向上を図ることが重要であり、原子力安全規制に

原子力災害対策本部の下に設置された政府・東京電力

関する専門研修等に加え、職員の使命感の向上を図る

中長期対策会議において、平成 23 年 12 月 21 日に決

ための研修、原子力工学の知識の維持・向上のための

定された「東京電力福島第一原子力発電所 1〜4 号機

研修等を実施しました。

の廃止措置に向けた中長期ロードマップ」に基づき、

国際社会からの信頼確保や連携・協力も重要課題で

1〜4 号機の使用済燃料プールからの燃料の取り出し

あり、2012 年 10 月に、原子力規制委員会委員が米

や、1〜3 号機の原子炉圧力容器及び原子炉格納容器

国、英国及びフランスの原子力規制機関及び国際原子

からの燃料デブリ（燃料と被覆管等が溶融し再固化し

【第 121-2-1】 東京電力福島第一原子力発電所 1〜4 号機の廃止措置に向けた中長期ロードマップ
2011年12月
（ロードマッブ策定）
安定化に向けた
取組
〈冷温停止達成〉
・冷温停止状態
・放出の大幅抑制

２年以内
第１期

使用済燃料プール内の燃料取り出
しが開始されるまでの期間（２年
以内）

10年以内
第２期

燃料デブリ取り出しが開始される
までの期間（10年以内）

・使用済燃料プール内の燃料の取 ・全号機の使用済燃料プール内の燃
り出し開始（４号機、２年以内） 料の取り出しの終了
・発電所全体からの追加的放出及 ・建屋内の除汚、格納容器の修復及
び水張り等、燃料デブリ取り出し
び事故後に発生した放射性廃棄
の準備を完了し、燃料デブリ取り
物（水処理二次廃棄物、ガレキ
出し開始（10年以内目標）
等）による敷地境界における実
効線量1mSv/年未満
・原子炉冷却の安定的な継続
・原子炉冷却、滞留水処理の安定 ・滞留水処理の完了
的継続、信頼性向上
・放射性廃棄物処理・処分に向けた
・燃料デブリ取り出しに向けた研
研究開発の継続、原子炉施設の解
究開発及び除染作業に着手
体に向けた研究開発に着手
・放射性廃棄物処理・処分に向け
た研究開発に着手

30〜40年後
第３期

廃止措置終了までの期間
（30〜40年後）
・燃料デブリの取り出し完了
（20〜25年後）
・廃止措置の完了（30〜40
年後）
・放射性廃棄物の処理・処分
の実施

要員の計画的育成・配置、意欲向上策、作業安全確保に向けた取組（継続実施）
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たもの）の取り出し等、中長期に亘る取組が進められ

ともに、必要となるタンク容量を確認しながら、計

ています。

画的にタンクを増設することとしています。
加えて、汚染水処理について、平成 25 年４月に明

平成 25 年 2 月 8 日、原子力災害対策本部の下に、

らかになった地下貯水槽からの漏えい事故等も受け、
これまでの対策を総点検し、汚染水処理問題を根本的

東京電力福島第一原子力発電所廃炉対策推進会議が新

に解決する方策等を検討するため、同月、廃炉対策

たに設置されました。同会議は政府・東京電力中長期

推進会議の下に汚染水処理対策委員会を創設しまし

対策会議に代わって、福島復興の大前提である東京

た。また、汚染水処理を含めた福島第一原発の廃炉

電力福島第一原子力発電所の廃炉の加速化に向け、燃

の着実な実施に向けて、経済産業省と原子力規制委員

料デブリ取り出し等に向けた研究開発体制の強化を図

会が協力・連携を図り、政府一丸となって取り組む

るとともに、現場の作業と研究開発の進捗管理を一体

一環として、廃炉対策推進会議には、田中原子力規

的に進めていくために設置されました。

制委員長が規制当局の立場から参加するとともに、汚

平成 25 年 3 月には、廃炉対策推進会議の第 1 回を
開催し、1〜4 号機それぞれに異なる状況であること

染水処理対策委員会にも原子力規制庁の参加を得るこ
ととしています。

を踏まえ、号機毎に具体的な作業工程などを明らかに
した上で、平成 25 年 6 月を目途に、燃料デブリ取り

③放射線量低減及び汚染拡大防止

出しのスケジュールの前倒し等を含む中長期ロード

追加的に放出される放射性物質及び事故後に発生し

マップの見直しを開始しました。また、研究開発に

た放射性廃棄物からの放射線による敷地境界線上での

関する取組の強化に向け、研究拠点施設整備の加速化

実効線量を 1mSv/ 年未満とする目標は、ガレキや伐

や、研究開発運営組織の設立準備に着手しました。

採木の遮へい機能を有した保管施設への移動等を進め
た結果、平成 25 年 3 月末に達成しました。また、敷

（3）個別テーマの取組状況
①原子炉の冷却

地内の除染については、平成 24 年 5 月には免震重要
棟執務エリアの非管理区域化を実現し、平成 24 年 10

1〜3 号機の原子炉には、注水冷却を継続しており、

月には、作業員が多く立ち入る場所を優先的に行う中

安定状態の監視を継続しています。原子炉の状態は、

長期実施方針をまとめ、これに基づき引き続き線量低

温度や圧力等の計測により監視していますが、状態監

減に努めています。

視を保管する観点から、1，2 号機の原子炉格納容器

海洋汚染の拡大防止に対しては、万一汚染水が地下

の内部調査を行い、温度、水位、線量等の状況の把

水に漏えいした場合の汚染拡大防止を目的とした 1〜

握を行いました（1 号機：平成 24 年 10 月、2 号機：

4 号機の既設護岸の前面への遮水壁設置工事を進める

平成 24 年 1 月・3 月）
。また、監視強化のため、1 号

と共に、港湾内海底の放射性物質の拡散防止のため、

機には温度計と水位計を追加設置（平成 24 年 10 月）
。

海底土を固化土により被覆（平成 24 年 3 月〜7 月）

2 号機には代替温度計の設置を行いました（平成 24

等しました。港湾内の海水放射性物質濃度について

年 9 月）。

は、1〜4 号機取水路前面の開渠内において「線量限
度等を定める告示」に定める濃度限度未満とする目標

②滞留水処理
建屋への地下水流入により増え続ける滞留水は、セ

を、達成していないことから、有識者の参加を得た
検討会において原因究明や浄化対策を進めています。

シウム等を除去した上で、再度原子炉の冷却に用いる
とともに、余剰水をタンクに貯蔵しています。建屋

④使用済燃料プールからの燃料取り出し

への地下水流入抑制対策としては、山側から流れてき

4 号機使用済燃料プールからの燃料取り出しが当面

た地下水を建屋の上流で揚水し、建屋内への地下水流

の最優先課題であり、平成 25 年 11 月の取り出し開

入量を抑制する「地下水バイパス」の設置等を進めて

始に向けて作業を進めています。平成 24 年 12 月に

います。また、滞留水の安全な保管のため、タンク

は建屋上部のガレキの撤去を完了し、平成 25 年 1 月

に貯留している滞留水に含まれる放射性物質をより一

には燃料取り出しカバーの鉄骨建て方工事を開始し

層低く管理する「多核種除去装置」の設置を進めると

ました。また、平成 24 年 8 月には、燃料棒の状態を
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確認するため、4 号機プールから新燃料を試験的に取

必要な研究開発計画をまとめました。

り出し、調査を行いました。
3 号機についても、燃料取り出しに向けて、建屋上

第２章

部のガレキの撤去作業を進めています。3 号機は 4 号

⑦要員確保・作業安全確保
長期にわたる廃炉に向けた作業を遂行するために、

機に比べ線量が高いため、作業は主に遠隔操作で行わ

作業員の線量管理を確実に実施し、また、継続的に

れています。

作業環境や労働条件の改善を行っています。現場の

また各号機から取り出した燃料を保管するため、共

ニーズを把握するため、年 2 回、作業員の方に対し

用プールの復旧を行い、十分に冷えた燃料を保管す

て労働環境全般についてのアンケートを実施するこ

る乾式キャスク仮保管施設の設置を進めています。

ととしており、平成 24 年 5 月と平成 25 年 3 月にお
こなったアンケートの結果も踏まえ、労働環境の改

⑤燃料デブリ取り出し
1〜3 号機原子炉からの燃料デブリ取り出しに向け
ては、様々な技術的課題を克服するため、研究開発

善を進めています。

3．原子力損害賠償

けて、被ばく線量を低減させるため、汚染状況や除染

（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

技術を整理した上で、遠隔除染装置の開発を進めてお

政府は 2011 年 3 月 11 日の東京電力福島第一、第

り、平成 25 年 3 月には、東京電力福島第二原子力発

二原子力発電所事故に関して、原子力損害賠償を円滑

電所において実証試験を実施しました。今後東京電力

に進められるよう、原子力損害の範囲など当事者によ

福島第一原子力発電所の実機に適用する予定です。

る自主的な解決に資する一般的な指針の策定等の業務

を進めています。例えば、原子炉建屋内での作業に向

平成 24 年 11 月からは、炉内状況をシミ ュ レ ー

を行うため、原子力損害の賠償に関する法律に基づき

ションする解析コードの高度化に向けた研究開発に

2011 年 4 月 11 日に「原子力損害賠償紛争審査会」を

ついて、OECD／NEA の協力の下、国際プロジェク

設置しました。

トとして、国内外の叡智を活用して実施しています。

同審査会においては、被害者の迅速な救済を図るた

また、研究開発を強化・加速するため、
（独）日本

め、原子力損害に該当する蓋然性の高いものから順

原子力研究開発機構と連携して、遠隔操作機器・装置

次、指針として提示することとしています。

の開発や実証、運転員訓練等を行う遠隔操作機器・装

同審査会は、同年 4 月 28 日には政府等による指示

置の開発実証施設（モックアップセンター）や、放

等に基づく損害の範囲を示す第一次指針を策定し、そ

射性物質の分析・研究施設の整備に向けた準備を進め

の後、第二次指針（同年 5 月 31 日）及び第二次指針

ると共に、平成 25 年 3 月には、新しい研究開発運営

追補（同年 6 月 20 日）の策定により、指針で示す原

組織の設立準備に着手しました。

子力損害の範囲等を拡大し、同年 8 月 5 日には、原
子力損害の範囲の全体像を示す中間指針を策定しまし

⑥放射性廃棄物処理・処分

た。その間、各省庁に加え、地方公共団体、事業者

敷地内で発生している放射性廃棄物のうち、ガレキ

団体等からヒアリングを行うとともに、専門委員によ

や伐採木等については放射線量や材質等によって可

る各分野の被害状況調査を行い、被害状況等の把握に

能な限り分別して保管、管理しています。また、今

努めました。

後の廃棄物の発生量や放射能レベルに応じて適切かつ

その後、同審査会では、同年 12 月 6 日に自主的避

効率的に管理していくための管理計画を、平成 25 年

難等に係る損害に関する中間指針第一次追補、2012

3 月にまとめました。事故後の廃棄物は、破損した燃

年 3 月 16 日、政府による避難区域等の見直し等に係

料に由来した放射性核種が付着していることや、処分

る損害についての中間指針第二次追補、2013 年 1 月

設備の性能に影響を与える塩分を多く含む等、従来の

30 日、農林漁業・食品産業の風評被害に係る損害に

原子力発電所で発生する廃棄物と異なるため、日本原

ついての中間指針第三次追補を策定しました。2013

子力研究開発機構等と協力し、廃棄物の性状把握等の

年 3 月末までに同審査会は 31 回開催されています。

研究開発を実施するとともに、平成 25 年 3 月には、

＜原子力損害賠償紛争審査会 委員＞

安全な放射性廃棄物処理・処分の見通しを得るために

・大谷 禎男 弁護士／駿河台大学 法科大学院 教
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あたり 5 万円を 10 万円）
、旧緊急時避難準備区域にお

・大塚 直 早稲田大学大学院 法務研究科 教授

ける高校生以下の方に対する精神的損害の適用期間の

・鎌田 薫 早稲田大学総長、早稲田大学大学院 法

延長、自主的避難等に係る損害の賠償地域の拡大（福
島県県南地域及び宮城県丸森町）、自主的避難等に係

・草間 朋子 東京医療保健大学 副学長

る損害に対する追加賠償、観光風評被害の賠償地域の

・高橋 滋 一橋大学 副学長・教授

拡大（千葉県、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、

・中島 肇 桐蔭横浜大学 法科大学院 教授／弁護

山形県）等を行っています。

士
・能見 善久 学習院大学 法務研究科 教授
・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
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の概要

（3）避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施
①避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方
2012 年 3 月に、原子力損害賠償紛争審査会が避難
区域等の見直し等に係る損害についての中間指針第二
次追補を策定しました。この指針を踏まえて賠償の実

2011 年 8 月に中間指針策定後、食品中の放射性物

施主体である東京電力が具体的な賠償金支払いの詳細

質の新たな基準値や食品以外の農林産物の暫定許容値

を定めた宅地・建物等の賠償基準を策定することとさ

等の設定に伴い、新たな品目・区域に対して出荷制限

れていました。

指示等がなされています。そのため、広範な地域及

しかしながら、宅地・建物等の賠償基準は今後の避

び産品で買い控え等の被害が確認されており、中間指

難指示区域の見直し及び被災者の生活再建に密接に関

針に明示された品目・区域に加え、風評被害として認

わるものであることから、政府としても、被害を受

められる類型を追加することとしました。中間指針第

けた自治体、住民の意見や実情を聴取し、2012 年 7

三次追補で追加された項目は以下のとおりです。

月 20 日に東京電力が策定する賠償基準に反映させる

・農産物（茶及び畜産物を除き、食用に限る）……
岩手、宮城

べき考え方について取りまとめを行い、これを公表し
ました。

・茶……宮城、東京

＜「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方」

・林産物（食用に限る）……青森、岩手、宮城、

の概要＞

東京、神奈川、静岡、広島（広島はしいたけに
限る）
・牛乳・乳製品……岩手、宮城、群馬
・水産物（食用及び餌料用に限る）……北海道、
青森、岩手、宮城

（ア）避難指示解除のタイミングや、個別の不動産の
事故前の価値を勘案した不動産の賠償
帰還困難区域では、事故前の価値の全額を賠償しま
す。居住制限区域・避難指示解除準備区域は解除まで
の期間に応じて賠償します。解除が事故時点から 6 年

・家畜の飼料及び薪・木炭……岩手、宮城、栃木

以上経過後の場合は事故前価値の全額、事故時点から

・家畜排せつ物を原料とする堆肥……岩手、宮城、

3 年で解除された場合は半額を賠償します。

茨城、栃木、千葉
（イ）避難指示解除までの期間に応じた精神的損害の

（2）原子力損害賠償紛争審査会における指針に明
示されていない損害に対する賠償

帰還困難区域で 600 万円、居住制限区域、避難指

前述のとおり、原子力損害賠償紛争審査会の策定す

示解除準備区域については、一人当たり月額 10 万円

る指針は、原子力損害の蓋然性の高いものから順次提

を基準に、避難指示解除の見込み時期に応じて一括で

示していますが、東京電力株式会社（以下「東京電力」

支払います。

一括払い

という。
）には、指針に明記されていない損害につい
ても個別具体的な事情に応じた柔軟な対応を求めてい
ます。東京電力の対応の一例として、具体的には、
2011 年 9 月から 2012 年 3 月までの精神的損害につい

（ウ）営業損害・就労不能損害の一括払い
農林業で 5 年分、その他の業種で 3 年分、給与所
得で 2 年分とします。

て、指針で明記された精神的損害額の上乗せ（月一人
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（エ）家族構成に応じた家財の賠償の定額払い
大人 2 名、子ども 2 名の世帯なら、帰還困難区域
で約 670 万円、居住制限区域及び避難指示解除準備
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区域で約 500 万円とします。

また、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、今後の賠償を円滑に進めていく上での参
考とするため、和解実例を順次公開しています。
更に、2012 年 7 月には、和解仲介の申立てに関し
て出来る限り被害者の方々の居所等の近くで話し合

（オ）その他
旧緊急時避難準備区域における家屋の補修・清掃費

いを実施する等、きめ細やかな対応を実施するため、
福島県内の各地域（県北・会津・いわき・相双）に同

用の定額払い、早期帰還者、滞在者への精神的損害

センター福島事務所の支所を設置しました。また、

賠償の遡及、営業損害の一括払い等を行います。

同年 8 月には、業務体制の拡充に伴い、同センター
第一東京事務所を開設し、当初の東京事務所は第二東

②避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の公表と受付
開始
東京電力では、2012 年 3 月 16 日に策定された中間

京事務所として存続しています。
被害者の方々がより迅速に和解の仲介を受けられ
るよう、センターになされた申立の迅速な処理に向

指針第二次追補及び同年 7 月 20 日に政府の方針とし

けた対応は喫緊の課題であり、関係機関と協力して、

て公表された避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の

設立当初は 19 名であった調査官を 200 名規模まで増

考え方を踏まえ、同年 7 月 24 日に「避難指示区域の

員する体制強化等に取り組んでいます。

見直しに伴う賠償基準の実施について」を公表しまし

＜総括基準＞

た。

・基準 1 避難者の第 2 期の慰謝料について

その後、基準詳細や実施方法等の検討、調整を経
て、2012 年 9 月 25 日に、精神的損害や就労不能損害
等の賠償金を数年分一括して支払う包括請求方式、
2012 年 12 月 26 日に、償却資産及び棚卸資産の賠償、
2013 年 3 月 29 日に宅地・建物・家財等の賠償の受付
を開始しました。田畑、山林については、東京電力
において、具体的な基準の検討作業を行っています。

・基準 2 精神的損害の増額事由等について
・基準 3 自主的避難を実行した者がいる場合の細
目について
・基準 4 避難等対象区域内の財物損害の賠償時期
について
・基準 5 訪日外国人を相手にする事業の風評被害
等について
・基準 6 弁護士費用について

（4）原子力損害賠償紛争解決センターの取り組み
状況

・基準 7 営業損害算定の際の本件事故がなければ

原子力損害賠償紛争審査会は、今回の東京電力福島

・基準 8 営業損害・就労不能損害算定の際の中間

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）に対する損害賠償請求に
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 カ所において業務を開始しま
した。同センターにおいては、紛争の当事者（被害

得られたであろう収入額の認定方法について
収入の非控除について
・基準 9 加害者による審理の不当遅延と遅延損害
金について
・基準 10 直接請求における東京電力からの回答
金額の取扱いについて
・基準 11 旧緊急時避難準備区域の滞在慰謝料等
について

者または原子力事業者）の申立てにより、仲介委員が

・基準 12 観光業の風評被害について

申立人と相手方の双方から事情を聴き取って損害の

・基準 13 減収分（逸失利益）の算定と利益率に

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。

ついて
・基準 14 早期一部支払の実施について

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、2013 年 3 月
末までに 14 本の総括基準を策定・公開しています。
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①原子力事業者からの負担金の収納
原子力損害が発生した場合の損害賠償の支払等に対

た場合には、この契約に基づく補償金を支払うことと

応するため、損害賠償に備えるための積立てを行いま

なっています。

す。

今般の事故を受け、政府は、2011 年 11 月、原子力
損害賠償補償契約に基づき、東京電力福島第一原子力
発電所分の 1,200 億円を東京電力へ支払いました。

機構は、機構の業務に要する費用として、原子力
事業者から負担金の収納を行います。
機構に、第三者委員会的な組織として「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

（6）原子力損害賠償支援機構の設立の背景

等、機構の業務運営に関する議決を行います。

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の発

②機構による通常の資金援助

生を受け、2011 年 6 月 14 日に「東京電力福島原子力

原子力事業者が損害賠償を実施する上で機構の援助

発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支

を必要とするときは、機構は、運営委員会の議決を

援の枠組みについて」が閣議決定され、東京電力福島

経て、資金援助（資金の交付、株式の引受け、融資、

原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政

社債の購入等）を行います。

府の支援の枠組みについて政府として、これまで原子

機構は、資金援助に必要な資金を調達するため、

力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っ

政府保証債の発行、金融機関からの借入れをすること

ていることに鑑み、

ができます。

①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
②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
③電力の安定供給
の三つを確保するため、
「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。
こうしたことを受け、2011 年 8 月 10 日に原子力損

③機構による特別資金援助
（ア）特別事業計画の認定
機構が原子力事業者に資金援助を行う際、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、主務大臣の認定を求めます。
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

害賠償支援機構法及び関連する政省令が公布・施行さ

る資金を確保するための関係者（ステークホルダー）

れ、原子力事業に係る巨額の損害賠償が生じる可能性

の協力の要請、経営責任の明確化のための方策等につ

を踏まえ、原子力事業者による相互扶助の考えに基づ

いて記載します。

き、将来にわたって原子力損害賠償の支払等に対応

機構は、計画作成に当たり原子力事業者の資産の厳

できる支援組織を中心とした仕組みを構築するため、

正かつ客観的な評価及び経営内容の徹底した見直しを

同年 9 月 12 日に原子力損害賠償支援機構が設立され

行うとともに、原子力事業者による関係者に対する協

ました。

力の要請が適切かつ十分なものであるかどうかを確認

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はじめ

します。
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します。

とする必要な措置を講ずるものとされています。
（イ）特別事業計画に基づく事業者への援助

（7）原子力損害賠償支援機構の枠組み

主務大臣の認定を受け、機構は、特別事業計画に

原子力損害賠償支援機構（以下、機構）を中心とし

基づく資金援助（特別援助）を実施するため、政府は

た原子力事業者による相互扶助の枠組みは以下のよう

機構に国債を交付し、機構は国債の償還を求め（現金

になっています。

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
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ための資金が不足するおそれがあると認めるときに限

7,100 万円を、損害賠償の履行に充てるための資金と

り、予算で定める額の範囲内において、機構に対し、

して、2013 年度までに交付することとしていました。

必要な資金の交付を行うことができます。

しかしながら、その後、新たな賠償基準の策定等に

第２章

機構は、政府保証債の発行等により資金を調達し、
事業者を支援します。

より、要賠償額の見通しが 3 兆 2,430 億 7,900 万円と
なったため、機構は 2013 年 2 月に、認定特別事業計
画の変更（総合特別事業計画の一部変更）を行いまし

（ウ）機構による国庫納付
機構から援助を受けた原子力事業者は、特別負担金
を支払います。
機構は、負担金等をもって国債の償還額に達する
まで国庫納付を行います。

た。当該計画により、機構は東京電力に対し、当該
要賠償額から上記 1,200 億円を控除した 3 兆 1,230 億
7,900 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。なお、交付の時期に
ついては、すでに機構が交付した 2 兆 428 億円

ただし、政府は、負担金によって電気の安定供給

（2013 年 3 月 29 日時点）を控除した金額を、2013 年

等に支障を来し、または利用者に著しい負担を及ぼす

度までに交付する予定です。加えて、被害者から、3

過大な負担金を定めることとなり、国民生活・国民経

年を経過した時点で東京電力が時効を援用し、損害賠

済に重大な支障を生ずるおそれがある場合、機構に対

償請求権がを行使できなくなるとの懸念が挙がって

して必要な資金の交付を行うことができます。

いることから、東京電力は、
（ⅰ）消滅時効の起算点
については、事故発生時ではなく、東京電力が請求

（エ）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、

受付を開始した時とすること、
（ⅱ）被害者の方々が
東京電力からダイレクトメール等を受領した場合、

（ⅰ）被害者からの相談に応じ必要な情報の提供及び

当該ダイレクトメール等を受領した時点から、再び

助言を行うとともに、
（ⅱ）原子力事業者が保有する

新たな時効期間（3 年間）が進行すると考えているこ

資産の買取り及び、
（ⅲ）賠償支払の代行（原子力事

とを明記しました。

業者からの委託を受けて賠償の支払、国または都道府

また、原子力損害賠償支援機構法第 38 条第 1 項の

県知事の委託を受けて仮払金※の支払）を行うことが

規定に基づき、機構の業務に要する費用に充てるため

できます。

各電力会社が負担する負担金については、2013 年 3

※平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置

月 29 日に、2012 年度一般負担金年度総額を 1008 億

に関する法律案に基づく国による仮払金

（8）特別事業計画策定の経緯と支援の経過
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）
② 2012 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 2012 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）
④ 2013 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）

465 万円と決定しました。

（9）賠償の実績及び業務の改善
①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」として支払いするよう決定がなされ
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

機構は、東京電力による賠償金の速やかな支払を確

30 日に個人の本賠償、2011 年 9 月 21 日に法人・個

保するため、2012 年 5 月に認定特別事業計画（総合

人事業者の本賠償の開始を公表するとともに、本賠償

特別事業計画）の変更を行いました。当該計画におい

の対象、賠償額の算定基準等を提示しました（法人・

ては、その時点での要賠償額の見通し 2 兆 5,462 億

個人事業者については、同年 9 月 21 日に発表）
。個

7,100 万円から、原子力損害の賠償に関する法律第 7

人・事業者ともに同年 9 月に請求書送付・受付（一次

条第 1 項に規定する賠償措置額として既に東京電力が

請求：同年 3〜8 月分）を開始し、同年 10 月 5 日に

受領している 1,200 億円を控除した金額 2 兆 4,262 億

本賠償の支払いを開始しました。2013 年 3 月 29 日ま
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でに、仮払補償金、本賠償合計で約 1 兆 8,934 億円の
支払いが行われています（仮払：約 1,498 億円、本賠
償：約 1 兆 8,934 億円）
を福島県双葉郡「J ビレッジ」内に設立し、福島県に
ある全ての事業所の復興関連業務を統括し、原子力事
故で被災された方々への賠償等について迅速かつ一
元的に意思決定をし、福島県の方々に具体的な進捗
状況等を報告し関係諸団体の方々からの意見を伺う
等、体制の強化を図っています。

（ⅲ）買電・燃料調達に係る費用（10 年間で 1,986
億円削減）
（ⅳ）その他経費（10 年間で 9,687 億円削減）
（ⅴ）資産売却
不動産：電気事業資産以外は原則全て売却（2,472
億円相当（時価ベース）
）
有価証券：2011 年度から原則 3 年以内に 3,301 億
円相当の有価証券を売却
子会社・関連会社：2011 年度から原則 3 年以内に
119 社中 45 社 1,301 億円相当を売却

さらに原子力損害賠償請求権の消滅時効について、
被害者から懸念が挙がっていることから、特別事業

（エ）料金改定

計画の一部変更において、東京電力が送付する請求用

【前提】燃料費等増を合理化の徹底により圧縮した

書類や請求を促すダイレクトメールを被害者が受領

上で、必要最小限の料金改定（3 年原価とし、柏崎刈

している限り、事故から３年経過しても東京電力が消

羽原発の 2013 年度 4 月以降の順次稼働を収支計画の

滅時効を主張できる状態とはならないとの認識を明確

前提として置く）

化することや、被害者による請求のサポートを行う
こと等を明記しました。
＜総合特別事業計画（2013 年 2 月 4 日一部変更認定）
のポイント＞
（ア）東京電力の取組と関係者の協力
・国と東京電力の双方には、厳しい状況をともに連
帯して乗り越えていく重い責務
・東京電力はあらゆる手段を総動員し、
「賠償・廃

（ⅰ）規制部門で 10.28％料金引上げ（原価算定期
間の 3 年間）を収支計画の前提として置く
（注：電気事業法に基づく経済産業大臣認可が
必要であり、査定の結果 8.46％になった）。
（ⅱ）自由化部門は 16.39％料金引上げ（査定の結
果、14.90％になった）
「自由化料金について
は、総原価洗替えの結果を反映し 4 月からの
差額を割り引く」旨明記。

止措置・安定供給」の責任を果たす
・国はエネルギー政策や原子力政策全体についての
責務と相まって、責任を果たしていく
・国家的難題に直面しているという認識の下、関係
者全ての持てる力を結集することが必要

（オ）賠償コスト・廃炉コスト
（ⅰ）避難指示区域の見直しに伴う賠償基準等の新
基準を踏まえ、約 7,000 億円を積み増し（総
額約 3.2 兆円）
。加えて、損害賠償請求権の消
滅時効に係る東京電力の対応等を明記。

（イ）東京電力の新経営体制
（ⅰ）原子力損害賠償支援機構が東京電力の総議決
権の 2 分の 1 超を取得（
「一時的公的管理」
）
するとともに、追加的に議決権を取得できる

（ⅱ）除染は、予算執行の進捗、国からの求償等合
理的な見積もりが可能になるまで計上せず。
（ⅲ）廃炉コストは、
「ロードマップ」に対応した
積上げによる費用を今後見積もり。

転換権付無議決権種類株式を引き受けること
で、潜在的には総議決権の 3 分の 2 超の議決
権を確保。
（ⅱ）会長以下役員の退任、顧問制度全廃、退職慰
労金の受取辞退 等

（カ）事業改革（東京電力の方向性・改革の段取り）
（ⅰ）入札による競争や外部事業者等との連携を通
じた最適需給の実現
（ⅱ）社内カンパニー（燃料・火力、送配電、小売）
（
「自前主義」から「外部連携」へ）LNG 発電

（ウ）合理化の深掘り
10 年間で 3.3 兆円超のコスト削減を行う。
（ⅰ）人件費（10 年間で 12,758 億円削減）
（ⅱ）資材・役務経費（10 年間で 6,641 億円削減）

コスト低減に焦点：調達集約化、インフラ共
同運用、IPP 入札
（ⅲ）国際標準に準拠したスマートメーターのオー
プンな調達、企業連携による省エネサービス
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（キ）金融機関・株主責任、財務基盤強化
（ⅰ）金融機関：自律的な資金調達力の回復まで与
信を維持、主要取引機関は融資 1 兆円追加

第２章

（ⅱ）機構による株式の引受け：株主総会後、払込

つ、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施
策の総合的な推進を図るための基本的な方針を示しま
した。同方針に即して、2013 年 3 月 19 日には、
「避
難解除等区域復興再生計画」を策定しました。本計画
は、避難対象 12 市町村の避難解除等区域の復興・再

金額総額 1 兆円
（ⅲ）既存株主：株式の希薄化、当面の間無配

生を図るため、インフラ、生活環境、産業再生等に
ついて中長期的な取組方針を示すとともに、国、県、

4．原子力被災者支援

市町村において講じる具体的取組内容を取りまとめた

東京電力福島第一原子力発電所事故後、未だ多数の

ものです。

居住者等が避難を余儀なくされ、あるいは、事業者

こうした各種制度整備と並行し、2013 年 2 月 1 日

が生産及び営業を含めた事業活動の断念を余儀なくさ

には福島に「福島復興再生総局」
、東京に「福島復興

れています。政府では、これまで復興庁を中心にこ

再生総括本部」、を新たに設置し、復興庁の司令塔機

うした被災者への支援策を講じてきました。

能を強化しつつ、復興大臣トップのいわゆる「福島・

具体的には、2011 年 12 月 26 日の原子力災害対策

東京２本社体制」としました。これにより、省庁縦

本部決定に基づく避難指示区域等の見直しを順次進め

割りの弊害を排し、現地で即断即決するとともに現地

たほか、2012 年 7 月 20 日には避難指示区域の見直し

で解決できない課題は東京で迅速かつ確実に処理し、

に伴う賠償基準の考え方を取りまとめ、できるだけ早

ただちに現場にフィードバックするよう、原子力災

く帰還する、あるいは新たな土地に移住して生活を再

害からの復興に関する政府の体制が強化されたところ

建するといった個人の選択に可能な限り資するよう

です。

な賠償の考え方を示しました。2012 年 7 月 13 日に
は、同年 3 月に成立した福島復興再生特別措置法に基

強化された体制の下で、被災自治体と住民への支援
に関する各種の施策も講じられています。

づき、福島復興再生基本方針を取りまとめ、政府が

まず、平成 24 年度補正予算・25 年度予算により、

一体となって原子力災害の被災者に十分寄り添いつ

「福島ふるさと復活プロジェクト」を措置しました。

【第 121-4-1】 福島対応体制の抜本強化について
復興庁の司令塔機能を強化しつつ、
復興大臣トップの、いわゆる『福島・東京2本社体制』
とする。

福島
1.
「福島復興再生総局」
を設置

福島復興再生総局
局長の長
【構成員】

①復興大臣をトップとする現地関係財務の体制を整備。
②その下に、
事務局として、内閣官房参与のほか、
復興庁事務次官、環境省、
経産
省の現地トップ等を配置。

根本
浜田
亀岡
赤羽
井上

復興大臣
（福島原発事故再生総括担当大臣）
復興副大臣
復興大臣政務官
原子力災害現地対策本部長
（経済産業副大臣）
環境副大臣

事務局

③除染をはじめ、
体制を一元化することにより、復興大臣自ら機動的に統括・指

内閣官房参与
（事務局長）
復興庁事務次官
復興庁統括官、
福島復興局長
原子力災害現地対策本部副本部長
（経済産業省）
福島環境再生事務所長
（環境省） 等

揮し、
現地で即断即決。
2.本庁幹部職員等の福島常駐
内閣官房参与、
次官、
統括官等トップクラスによる福島常駐。
3.現地組織の一体運用
福島復興局に、
環境再生事務所及び原子力災害現地対策本部の関係職員を集め、

福島環境
再生事務所

福島復興庁

復興局に駐在。

原子力災害
現地対策本部

（除染、
廃棄物対策） （区域運用、
見直し 等）

東京
1.
「福島復興再生総括本部」
を設置
①復興大臣直轄により政府中枢機能を強化。
②大臣が、関係省庁の局長クラスを直接指揮。
2.福島対応体制の強化

根本

復興大臣
（福島原発事故再生総括担当大臣）

関係省庁
（長官クラス）

①福島担当統括官の新設

復興庁、
警察庁、
内閣府原子力被災者生活支援チーム

②内閣府原子力被災者生活支援チーム
（避難指示区域の運用・見直しを担当）
を

消費者庁、
総務省、
文部科学省、
厚生労働省、農林水産省

復興庁内に移し、
福島対応体制を強化。
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福島復興再生総括本部
本部長

経済農業省、国土交通省、
環境省、
原子力規制庁

等

第1節

これは、帰還加速・区域の荒廃抑制、長期避難者の
生活拠点形成、定住促進の 3 つを柱とし、新たな支
援策を講じるものです。

原子力発電所事故関連

①避難指示解除準備区域
年間積算線量が 20mSv 以下となることが確実であ
ることが確認された区域。同区域においては、当面
の間は、引き続き避難指示は継続されることとなりま

る区域において、避難指示を待つことなく必要な取組

すが、除染、インフラ復旧、雇用対策等の復旧・復

を速やかに実行し、さらには前倒しすることで、避

興のための支援策を迅速に実施し、住民の一日でも早

難住民の早期帰還・定住を実現することをねらいとす

い帰還を目指します。

る「早期帰還・定住プラン」を福島復興再生総括本部
において取りまとめました（平成 25 年 3 月 7 日）。

②居住制限区域

さらに、
「東京電力原子力事故により被災した子ど

年間積算線量が 20mSv を超えるおそれがあり、住

もをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被

民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難を継

災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律

続することが求められる区域。同区域においては、将

（子ども・被災者支援法）
」の趣旨も踏まえ、福島県を

来的に住民が帰還し、コミュニティを再建すること

中心とした原子力災害の被災者が安心して生活できる

を目指し、除染やインフラ復旧等を計画的に実施しま

ようにするとともに、将来を担っていく子供が元気

す。

に成長できるための取組を関係省庁において検討、整
理し、
「原子力災害による被災者生活支援パッケー
ジ」として公表しました（平成 25 年 3 月 15 日）。

③帰還困難区域
5 年間を経過してもなお年間積算線量が 20mSv を

他方、原子力災害による風評被害について、復興

下回らないおそれのある、現時点で年間積算線量が

大臣の下で省庁横断的に「原子力災害による風評被害

50mSv 超の区域。同区域は将来にわたって居住を制

を含む影響への対策パッケージ」を取りまとめまし

限することを原則とし、同区域の設定は少なくとも 5

た（平成 25 年 4 月 2 日）
。同パッケージに基づき、

年間固定します。
（第 121-4-2）
。

風評被害への対策として，被災地における放射線の

区域見直しの実施については、原子力災害対策本部

状況を的確に把握・発信することに加え，被害を受
けている農林水産業や観光業における新たな需要創出
への支援等を関係省庁の連携により実施しています。

【第 121-4-2】 避難指示区域と警戒区域の概念図
（2013 年 3 月 7 日現在）

平成 24 年 11 月に実施した第 6 次航空機モニタリン

避難指示区域と警戒区域の概念図

グの結果によれば、東京電力福島第一原子力発電所周

平成25年３月７日現在

辺の空間線量率は 1 年間で約 40% 減少している傾向
にあります。政府としては、本格的な除染の実施や

凡例
帰還困難区域
居住制限区域
避難指示解除準備区域
警戒区域
計画的避難区域

伊達市

インフラ復旧に加え、原子力災害による被災者の支援
と、避難住民の帰還に向けた環境整備を引き続き行っ
ていきます。

今回の震災本部決定で
区域見直しを実施する町村

飯舘村
（2012/7/17〜）

区域見直し未了の町

川俣町
南相馬市
（2012/4/16〜）

（1）避難指示区域等の見直し
2011 年 12 月 26 日、原子力災害対策本部は、東京
電力福島第一原子力発電所の原子炉の「冷温停止状
態」等が確認され、原子力発電所の安全性が引き続き

葛尾村
浪江町
（2013/3/22〜）
（2013/4/1〜）
田村市
（2012 /4/1〜）

確保されることが確認されたことから、警戒区域は解
除の手続きに入ることが妥当である旨決定しました。
また、避難指示区域については、関係者と協議した

双葉町
福島第一
大熊町
（2012/12/10〜） 原子力発電所

富岡町
川内村
（2012/4/1〜）

上で、放射線量を基準として、以下の三つの区域に
見直すことを決定しました。

約5km

（2013/3/25〜 ）
福島第二
楢葉町
原子力発電所
（2012/8/10〜）

20km
いわき市

広野町
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また、今後１，２年で帰還を目指すことが可能とな
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で決定され、施行日が定められます。2013 年 3 月末

火対策の強化等所要の措置を講じた上で避難指示区域

日時点で、警戒区域及び計画的避難区域の対象 11 市

内（避難指示解除準備区域及び居住制限区域のうち、

町村のうち区域見直しを終えた市町村は、川内村、田

市町村が適当と認めた地域）での宿泊を可能としたも

村市、南相馬市、飯舘村、楢葉町、大熊町、葛尾村、

のです。年末年始の特例宿泊では、南相馬市原町区、

富岡町及び浪江町の 9 市町村です 1。

飯舘村、川内村及び田村市の合計 574 人（171 世帯）
の住民の方々が区域内のご自宅で年末年始を過ごさ

【第 121-4-3】 区域の見直しについて

れました。

開催回

市町村

原災本部決定

区域見直しの施行日

第24回

川内村

平成24年3月30日

平成24年4月1日

田村市

平成24年3月30日

平成24年4月1日

（2）警戒区域等への一時立入り

南相馬市

平成24年3月30日

平成24年4月16日

東京電力福島第一原子力発電所から半径 20km 圏

第25回

飯舘村

平成24年6月15日

平成24年7月17日

内は警戒区域に設定され、当該区域への立入りが制限

第26回

楢葉町

平成24年7月31日

平成24年8月10日

第27回

大熊町

平成24年11月30日

平成24年12月10日

されることとなりました。他方で、着の身着のまま

第29回

葛尾村

平成25年3月7日

平成25年3月22日

で避難を余儀なくされた住民から、自宅への一時立入

富岡町

平成25年3月7日

平成25年3月25日

浪江町

平成25年3月7日

平成25年4月1日

り等に係る強い要望が寄せられました。これを受け、
立入りを行う住民の安全確保を大前提に 2011 年 5 月

また、区域見直しを実施した市町村からの強い要望

10 日から当該区域への一時立入りを実施することと

を踏まえ、原則として宿泊が禁止されている避難指示

なりました。また、避難指示区域の見直しにより新

解除準備区域等において年末年始に対象地域の住民向

たに帰還困難区域に設定された地域についても、例外

けの特例宿泊を実施しました。これは、短期間の宿

的に、可能な限り住民の意向に配慮した形で住民の一

泊であれば、①被ばくのリスクが極めて小さいこと、

時立入りを実施することとしています。これまで、七

②最低限必要なインフラ（上下水道等）が整ってい

巡目までの一時立入りを実施し、延べ 102,814 世帯、

る地域もあること、③防犯、防火等に最低限必要な

233,106 人（2013 年 3 月末日現在）の住民が立入りを

体制を確保できることなどから、線量測定や防犯・防

行っています。

【第 121-4-4】 警戒区域等への一時立ち入り
二巡目

一巡目
実施市町村

バス
世帯数 人数

マイカー
世帯数 人数

四巡目

三巡目

バス
世帯数 人数

マイカー
世帯数 人数

バス
世帯数 人数

マイカー
世帯数 人数

バス
世帯数 人数

田村市
南相馬市
楢葉町
富岡町
川内村
大熊町
双葉町
浪江町
葛尾村
計
五巡目
実施市町村

マイカー
世帯数 人数

バス
世帯数 人数

六巡目
マイカー
世帯数 人数

バス
世帯数 人数

七巡目
マイカー
世帯数 人数

バス
世帯数 人数

合計
マイカー
世帯数 人数

バス
世帯数 人数

田村市
南相馬市
楢葉町
富岡町
川内村
大熊町
双葉町
浪江町
葛尾村
計

1

その後、5 月 7 日の原子力災害対策本部において、双葉町の区域見直しが決定され、これにより、警戒区域の全域が解除された。
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（3）除染の実施

原子力発電所事故関連

2012 年 1 月に全面施行されたことに伴い、福島県等
における除染等を推進するために、福島環境再生事務

放出された放射性物質による環境の汚染が生じてお

所を開所するなど、体制の整備を行っているところ

り、これによる人の健康または生活環境に及ぼす影響

です。また、福島県及び環境省では、除染等に関す

を速やかに低減することが喫緊の課題となっていま

る専門家を市町村等の要請に応じて派遣するととも

す。こうした状況を踏まえ、2011 年 8 月に「平成

に、除染のボランティア活動等の関連情報の収集・

二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震

発信を行うための拠点として、国、福島県、関係機

に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物

関、関係団体等の連携を図る除染情報プラザを開設し

質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」

ています。

（以下「放射性物質汚染対処特措法」
）が公布されまし

（4）健康管理調査の支援等

た（2012 年 1 月 1 日全面施行）。
2011 年 11 月には「放射性物質汚染対処特措法に基

福島県民の皆様の中長期的な健康管理を可能とする

づく基本方針」を閣議決定し、環境の汚染の状況につ

ため、国では、平成 23 年度（2011 年度）第二次補正

いての監視・測定、事故由来放射性物質により汚染さ

予算により、福島県が創設した「福島県民健康管理基

れた廃棄物の処理、土壌等の除染等の措置等に係る考

金」に 782 億円の交付金を拠出し全面的に県を支援し

え方が取りまとめられ、関係者の連携の下、事故由

ています。福島県では、この基金を活用して、全県

来放射性物質による環境の汚染が人の健康または生活

民を対象に県民健康管理調査を実施し、被ばく線量の

環境に及ぼす影響が速やかに低減されるよう、また、

把握や健康状態を把握するための健康診査等を行うこ

復興の取組が加速されるよう、同方針に基づき取り組

ととしています。特に、震災時点で 18 才以下であっ

むこととしています。

た全ての方を対象に甲状腺の超音波検査を実施してい

放射性物質汚染対処特措法に基づき、国が除染を実

ます。この他に、ホールボディカウンターによる検

施する除染特別地域においては、市町村ごとに策定す

査や、中学生以下の子ども及び妊婦に対する個人線量

る特別地域内除染実施計画に従って事業を進めるこ

計（ガラスバッジ等）の貸与などを実施しています。

ととしており、現在、福島県下の 11 市町村を指定し
てます（2013 年 3 月末現在）
。2013 年 3 月末までに、
福島県の９市町村（田村市、楢葉町、川内村、南相

これまで本節で述べてきた施策に加え、既設原子力

馬市、飯舘村、川俣町、葛尾村、浪江町、大熊町）

発電所の安全性向上の為の研究開発として、東京電力

について、同計画を策定し、準備の整った市町村か

福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、国においては

ら計画に基づき本格除染を実施しています。また、除

既設原子力発電所の更なる安全対策高度化に向けた課

染特別地域以外の地域についても、放射性物質汚染対

題（緊急時対応に資する資機材等の集中管理、シビア

処特措法に基づいて「汚染状況重点調査地域」を指定

アクシデントにも耐えられる計装・計器等の開発等）

しています。指定した市町村等は、除染の実施計画

の技術開発を実施しています 2。

を策定します。国、都道府県、市町村等は、それに
基づいて、除染等の措置等を実施しています。
汚染状況重点調査地域については岩手県、宮城県、

なお、事業者は、例えば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において、原子力発
電所のさらなる安全性向上対策として、平成 25 年から

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県

平成 27 年の間に、関西電力は 1,950 億円程度、九州電

内の合計 101 市町村が指定されています（平成 24 年

力は 1,283 億円程度、東北電力は 1,392 億円程度、四

12 月現在）。平成 25 年 3 月現在、94 市町村が計画を

国電力は 440 億円程度の原子力発電所に係る安全対策

策定済みであり、除染作業が進められています。

のための設備投資（津波・浸水対策、電源の確保、免

環境省においては、放射性物質汚染対処特措法が

2 第三部第 7 章 3．（4）原子力に関する技術への取組

震棟設置など）を行うことを示しています。

参照
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東日本大震災に伴う原子力発電所の事故によって
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光、風力、水力、地熱、バイオマス）によって発電

第2節
第２章

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 3
1．生産（調達）段階
（1）再生可能エネルギーの最大限の導入

された電気を、国が定める一定の期間にわたって、
国が定める一定の価格で購入することを電気事業者に
義務づける制度であり、
「電気事業者による再生可能
エネルギー電気に関する特別措置法」
（以下「再生可
能エネルギー特措法」
）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
を用いる発電投資への投資回収の不確実性を低減さ

近年、新興国を中心としたエネルギー需要の急増

せ、これらに対する投資を促すことで再生可能エネル

に伴う国際的な資源獲得競争の激化や、国内外におけ

ギーの導入拡大の加速化を担っています。また導入

る地球温暖化対策の強化が求められる状況の中、純国

拡大が加速すれば、設備の量産化が進み、現時点で

産のエネルギー源であり、二酸化炭素を排出しない

は他のエネルギーに比して割高な再生可能エネル

再生可能エネルギーの果たす役割の重要性が高まっ

ギーのコストダウンが進展することも期待されます。

てきています。本項では、再生可能エネルギーの導

本制度開始を受けて、再生可能エネルギーは順調

入支援策の大きな柱である固定価格買取制度の開始後

に導入が進み、2012 年度においては、4 月から 12 月

の状況をまとめます。

末までに、117.8 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、例えば、発電事

① 2012 年度の状況

業者が家庭の屋根を借りて太陽光発電を行う「屋根貸

固定価格買取制度は、再生可能エネルギー（太陽

しモデル」のような、様々な事業プランが展開され

【第 122-1-1】 平成 24 年度新規参入者への調達価格・調達期間

3

本節では、主に 2012 年 8 月から 2013 年 3 月末頃までの、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

る主な施策について、本白書において生産（調達）段階、流通段階、消費段階に分類し取り上げます。
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【第 122-1-2】 2012 年度における再生可能エネル
ギー発電設備の導入状況（12 月末時点）

2012 年度においては、賦課金の単価は 1 キロワット

〈2012年度における再生可能エネルギー発電設備の導入状況
（12月末時点）
〉

れまで実施してきた太陽光の余剰電力買取制度の負担

（参考）
12月末までに認定
を受けた設備容量

約440万kW

91.1万kW
（4〜6月 30.0万kW）

84.7万kW
（前月比＋12.0万kW）

約90万kW

20.8万kW
（4〜6月 0.2万kW）

385.7万kW
（前月比＋132.2万kW）

約250万kW

3.4万kW
（4〜6月 0万kW）

45.6万kW
（前月比＋11.3万kW）

中小水力
（1000kW以上）

約940万kW

0.1万kW
（4〜6月 0.1万kW）

中小水力
（1000kW未満）

約20万kW

0.2万kW
（4〜6月 0.1万kW）

0.3万kW
（前月比＋0.1万kW）

約210万kW

2.2万kW※2
（4〜6月 0.6万kW）

7.2万kW
（前月比＋3.2万kW）

太陽光（住宅）

太陽光（非住宅）

風力

バイオマス

地熱

約50万kW

0万kW

合計

約2,000万kW

117.8万kW

（全国平均で 1 キロワットアワー当たり 0.07 円）と併
せて、2012 年度では 1 キロワットアワー当たり 0.29
円（全国平均）のご負担をお願いすることになりまし

0万kW

0.1万kW
（前月比＋0万kW）

た。これは、一月に 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（一月 300kWh 程度の電力
使用量を想定）であれば、一月約 87 円の負担となり
ます。再生可能エネルギーの導入拡大が進めば、賦
課金の負担も増大していくことから、負担が過重なも
のとならないよう、調達価格（調達価格での買取りが
継続する期間）については、再生可能エネルギーの
発電コストの低下を適切に反映した見直しを行って
いく必要があります。

②調達価格等算定委員会における、2013 年度調達
価格の検討経過と結論

523.6万kW

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（電気事

ています。また、本制度の開始以降、これまで発電

業者が買い取る際の価格）と調達期間（以下「調達価

分野とは関わりの薄かった異業種も含め、多くの事

格等」
）を決定することとされています。また、決定

業者が再生可能エネルギー市場に参入しています。

にあたり、国会の同意を得た上で任命される委員から

この結果、全国各地の様々な地域で、長年遊休し

構成される調達価格等算定委員会（以下、
「委員会」

ていた工業団地等を活用し、太陽光パネルを設置する

と言う）の意見を尊重することとされています。2013

ような例が出るなど、かつてない発電事業への投資が

年度に新規参入される方に適用される調達価格等の議

行われています。

論については、2013 年 1 月 21 日から委員会において

さらに、再生可能エネルギー発電事業が中長期的

開始されました。

に投資回収を見込める事業になったことで、メガバ

委員会では、本制度の適用を受けて運転開始した設

ンクによるプロジェクトファイナンスの組成や、地

備から法令に基づき義務的に提出されたコストデー

域金融機関や市民ファンドを巻き込んだ地域密着型

タに基づき、全 4 回にわたり議論が行われました。そ

の投資案件の組成など、金融面でも新たな動きが生ま

の上で、委員会は、
「平成 25 年度調達価格及び調達

れています。

期間に関する意見」を 2013 年 3 月 11 日にとりまと

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

め、この意見を尊重する形で、以下の内容で平成 25
年度調達価格が決定されました。

について、賦課金として電気料金に上乗せする形で国
民の皆様にご負担いただくことにな っ ています。 （ア）太陽光発電については、システム費用（太陽光
【第 122-1-3】 調達価格等算定委員会委員名簿
植田

和弘（委員長）

京都大学大学院経済学研究科教授

山内

弘隆（委員長代理）

一橋大学大学院商学研究科教授

辰巳

菊子

公益社団法人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

和田

武

公益財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）理事・研究所長
日本環境学会会長
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2012年4月〜
12月末までに
運転開始した
設備容量

2011年度末時点に
おける累積導入量

アワー当たり 0.22 円となっていました。これに、こ
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置き。

パネル、パワコン、架台、工事費を含む価格）
が市場の創造等に伴い下落したことを反映し、

③相対的にコストの低い風力・地熱等の導入基盤強

平成 24 年度調達価格を引き下げ。具体的には、

第２章

非住宅用（10kW 以上）は、平成 24 年度調達価

化、導入拡大のための規制・制度改革

格が 42 円 /kWh のところ、4 円 20 銭の引下げ

再生可能エネルギーの割合が高い国においては、

となり、37.8 円 /kWh に、住宅用（10kW 未満）

相対的にコストの低い風力発電が再生可能エネルギー

は、平成 24 年度調達価格が 42 円 /kWh のとこ

の中心であり、再生可能エネルギー導入拡大の鍵を

ろ、4 円の引き下げとなり、38 円 /kWh に。

握っているとも言えます。風力発電の導入拡大のた
めには、
（ア）電力系統の強化、
（イ）環境アセスメン

（イ）風力発電、中小水力発電、地熱発電、バイオマ

トの迅速化などの規制・制度改革が重要な課題です。

ス発電については、平成 24 年度調達価格を据え
C

O

電力系統の強化については、日本では風況が良く、大

L

U

M

N

地熱発電の可能性
【第 122-1-5】 設備利用率の比較

（1）これまでの地熱発電

地熱発電は、太陽光・風力等他の再生可能エネルギーと比べても、
天候に左右されず 1 日 24 時間、365 日発電が可能であるため、安定
的な電源として期待されています。
しかし、高い開発コストや、地熱資源の多くが、これまで開発が規

地熱

約 ７０％

風力

約 ２０％

太陽光

約 １２％

制されていた国立 ･ 国定公園内に多く賦存していること等から、我が国
における地熱発電は、全国 17 箇所、約 52 万 kW に留まっています。 【第 122-1-6】 我が国の地熱資源
の賦存量

【第 122-1-4】 世界の地熱資源量
国名
アメリカ合衆国
インドネシア
日本
フィリピン
メキシコ
アイスランド
ニュージーランド
イタリア

地熱資源量（万kW）
3,000
2,779
2,347
600
600
580
365
327

地熱発電設備容量（万ｋＷ）
309.3
119.7
52.0
190.4
95.8
57.5
62.8
84.3

出典：
（独）産業総合技術研究所（2007）資料等

（2）高まる地熱への期待

【第 122-1-7】「地熱発電開発の進捗状況」
〈地熱発電開発の一般的な流れ（出力３万ｋＷモデルケース）と、主な案件の現在の状況〉
約２年

そのような中、昨今の
東日本大震災による深刻
なエネルギー危機を契機
として、平成 24 年 7 月
に固定価格買取制度（FIT）
が 開 始 さ れ た ほ か、 国
立・国定公園内における
規制緩和がなされたこと
等を受け、近年地熱発電

地表調査・掘削調査

す。このような流れを受
け、今回規制緩和された
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約３〜４年

探査（調査井掘削等） 環境アセスメント

地
元
理
解
しらみずさわ

①白水沢
（北海道上川町）
・上川町
あかん

きじやま・したのたい

⑤木地山・下の岱
（秋田県湯沢市）
・東北水力地熱
とよは

おやす

⑭山葵沢
（秋田県湯沢市）
・電源開発他

むさだけ

⑥豊羽

⑩武佐岳
（北海道標津町）
・石油資源開発

（福島県磐梯町他）
・福島ＪＶ

びえいちょう

⑦美瑛町

④白水越

生産井・還元井掘削

発電設備設置

⑫
⑤
⑨
⑭

（北海道美瑛町） （北海道赤井川村他）
・出光興産他
・王子製紙他

いわきさん

⑧岩木山

まつおはちまんたい

⑫松尾八幡平

（青森県弘前市） （岩手県八幡平市）
・基礎地盤コンサ
・岩手地熱
ルタンツ他
※環境アセス不要
※環境アセス不要

【主な案件マップ】
⑩
①
②
⑥
⑪
⑦
⑬
⑧

あめますだけ

⑪阿女鱒岳

※環境アセス不要

（鹿児島県霧島市）
・日鉄鉱業

わさびざわ

⑬安比
（岩手県八幡平市）
・三菱マテリアル

（北海道札幌市）
・JX
日鉱日石
エネルギー

ばんだい

あっぴ

⑨小安
（秋田県湯沢市）
・出光興産他

②阿寒

③磐梯周辺

約３〜４年

（一定規模以上で必須）

（北海道釧路市他）
・石油資源開発

しらみずごえ

への期待が高まっていま

約３年

凡例：
開発地域名称
自然公園案件
（場所）
・３種地域内）
・主な事業者 （第２
開発地域名称
（場所）
・主な事業者

第２・３種地域外案件
（普通地域含む）

④

③

第2節
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国立・国定公園内の地域を含め、日本全国の十数地点以上で開発が進捗又は検討されています。
（3）発電エネルギーの 2 次利用

第２章

地熱発電は、マグマによって熱せられた蒸気によって発電を行うほか、発電後の熱水（発電後は温
度が下がり蒸気が熱水となる）をハウス栽培や道路融雪、室内暖房など、温度変化に応じて有効活用す
ることができます。さらに、地熱を活用して栽培した植物や果物を販売することで観光にも貢献するな
ど、電力を供給するだけでなく、地域の活性化に寄与することもできると期待されています。
例えば、森発電所（北海道電力（株）
、北海道森町）では、発電後の熱水を近隣のビニールハウスに無
償供給し、現在では町の基幹作物の一つとなっているトマトや、キュウリの通年栽培を実施しています。
また、八丈島地熱発電所（東京電力（株）
、東京都八丈 【第122-1-8】 森発電所（北海道）の地域活性化例
島）では、発電後の熱水を近隣の温室団地へ供給し、パパ
イヤや観葉植物の直売を実施するなど、島の観光資源とも
なっています。

森発電所

上の岱地熱発電所（東北電力（株）
）が立地する秋田県
湯沢市では、現在、新たに市内の３地点で地熱発電所の
開発が進捗しています。地熱開発が盛んな背景の一つとし
て、従来から、地熱を利用した、ミツバの水耕栽培、農
産品の乾燥工場、低温殺菌牛乳工場といった地域活性化
につながる取組が進められてきたことが挙げられます。

規模な風車の立地が可能な場所は北海道や東北の一部

①世界最高水準の発電効率の更なる向上

に限られている一方で、こうした適地は人口が少ない

先進超々臨界圧火力発電技術（A-USC）や、石炭

ため送電網が脆弱であることから、その整備なくして

ガス化発電（IGCC）及び石炭ガス化燃料電池複合発

大規模な風力発電の導入拡大は不可能な状況です。こ

電（IGFC）、高効率ガスタービン実用化技術開発の

のため、平成 25 年度予算政府案では、風力発電につ

ための実証を行ってきました。平成 25 年度も、当初

いて、地域内の送電網を整備し、実証試験を行うた

予算案に計上しています。

めの予算を計上しています。また環境アセスメントの
迅速化については、３〜４年程度かかると想定される
手続きの期間半減を目指して、関係省庁間で具体的な
方策の検討を進めています。

②電源の新増設・リプレースの原則入札
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

（2）世界最高水準の高効率火力発電（石炭・
LNG）を環境に配慮しつつ導入

導入し、卸供給事業者（IPP 事業者）をはじめとする

原子力発電の大部分が停止し、再生可能エネルギー

力の安定供給と電気料金の一層の適正な原価の形成を

の拡大にも時間を要する中、火力発電の経済的・安定

促すことを目的とした、
「新しい火力電源入札の運用に

的活用は重要な課題です。2013 年 2 月 18 日に開催され

係る指針」を取りまとめ、2012 年 9 月 18 日に公表し

た第 2 回産業競争力会議において、茂木経済産業大臣

ました。これに基づき、一般電気事業者が 1,000kW

より、
「世界最高水準の高効率火力発電（石炭・LNG）

以上の火力電源を自社で新増設・リプレースしようと

を環境に配慮しつつ導入」との考えが示されました 4。

する場合は原則入札とし、効率性・透明性を高めます。

新規参入者による卸供給を拡大することによって、電

4 『
「多様な供給体制とスマートな消費行動を持つエネルギー最先進国」へのアクションプラン』の説明中実施。詳細は第 1 部第 2 章第 3 節に
記述。
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③環境アセスメントの迅速化・明確化

優良な原料炭の安定調達に向けて、日本企業が参画す

第２章

高効率な火力発電所を導入することにより、経済

るレブボー・プロジェクトへの採掘権の早期付与を

的・安定的な電力の供給を確保するとともに、環境負

要請し、また、
「モザンビーク石炭産業発展 5ヶ年プ

荷を低減することが可能です。このため、経済産業省

ラン」を提案しました。天然ガスについても、日本

および環境省は、環境アセスメントの迅速化等の検討

企業が参画するロブマ・プロジェクトの早期実施に

を進め、リプレースについては従来 3 年程度かかる手

向けて協力して後押ししていくことで一致しました。

続期間を最大 1 年強程度まで短縮し、新増設について

また、訪問した南アフリカ共和国では、シャバング

も、リプレースで講じる措置のうち活用できるものは

鉱物資源大臣と会談を行い、日本とアフリカの資源担

活用し、短縮に取り組むという方針を決定しました。

当の閣僚で今後、協議を行う場の創設を提案するな

現在、両省がこの方針に基づいて、審査期間短縮に向

ど、資源ポテンシャルが高いアフリカ諸国との関係

けて具体的な取り組みを進めているところです。

を一層強化することを確認しました。

また、環境アセスメントにおける CO2 の取扱いの

また、2013 年 2 月 3 日から 7 日にかけて、菅原経

明確化等については、安倍内閣総理大臣の指示も踏ま

済産業副大臣が、南アフリカ共和国ケープタウンで

え、環境にも配慮した高効率石炭火力の活用に向け、

開催された ｢マイニング・インダバ（アフリカ鉱業投

電気事業分野における実効性ある地球温暖化対策のあ

資会議）
｣｣ に参加しました。そこで、南アフリカ共和

り方を示すとともに、併せて環境アセスメント手続に

国を含めた 6 カ国の鉱物資源担当大臣と、鉱物資源分

おける BAT5 や国の目標・計画との整合性について

野における関係強化、新たな関係の構築に向け、会

の審査の観点を明確化しました。

談を行い、講演を実施しました。南アフリカ・シャ
バング鉱物資源大臣を始めとする関係閣僚との会談で

（3）資源確保・国内資源開発の推進
①資源確保戦略

は、2013 年 5 月に経済産業省が日本で主催する「日
アフリカ資源大臣会合」
（本会合での成果をＴＩＣＡ

第 15 回パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会

ＤⅤ（第 5 回アフリカ開発会議）
）にインプットし、

合（2012 年 6 月 27 日開催）において、
「資源確保戦

日本とアフリカの資源外交の更なる発展図ります）
、

略」が報告されました。本戦略は、
「資源確保指針」
（2008 年 3 月 28 日閣議了解）の考え方を踏まえつつ、
世界的な資源確保競争の激化や、東日本大震災以降の
化石燃料の調達コスト増大等、資源を巡る国内外の厳
しい情勢に鑑み、現在の資源確保の現状及び今後の見
通しをあらためて分析し、我が国の官民の持つリソー
スを最大限活かすために策定されたものです。
資源確保戦略の 5 本柱として、①資源獲得の重要国
に対する政府一体となった働きかけ、②資源ユーザー
産業の上流開発への関与の促進、③資源国に対する協
力のパッケージ化、④資源権益獲得に対する資金供給
の機能強化、⑤国際的なフォーラムやルールの積極活
用を重点的に取り組むこととしています。なお、今後
のエネルギー政策の見直し結果等に伴い、本戦略につ
いても必要に応じて見直しが行われる予定です。
資源獲得の重要国に対する政府一体となった働き
かけとして、2012 年 10 月 29 日に松宮経済産業副大
臣がモザンビーク共和国を訪問し、
「第 1 回日本・モ
ザンビーク資源分野官民政策対話」を開催しました。
5 Best Available Technology（利用可能な最良の技術）
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「J-SUMIT（国際資源ビジネスサミット）
」への出席

我が国企業による権益獲得を支援し、供給源の多角

と、日系企業が関与する個別の資源プロジェクトに

化をさらに進めるため、資金供給能力の機能強化の一

ついての協力の要請を行いました。

環として、JOGMEC 法を改正（2012 年 9 月 15 日施

経済産業大臣が、サウジアラビア王国及びアラブ首長

務 を NEDO か ら JOGMEC に 移 管 す る と と も に、

国連邦（UAE）に出張しました。サウジアラビアのア

JOGMEC を通じた出資や債務保証等の金融支援につ

ブドルアジズ石油鉱物資源副大臣との会談では、我が

いて産業投資資金の活用が可能となり、2012 年度に

国への石油の安定供給や、世界の石油市場の安定化に

おける予算額は 1,203 億円（前年度 336 億円）に拡大

向けたこれまでの協力関係の維持を確認しました。

しました。加えて、燃料調達費の削減に向けた取組

UAE のアブダビでは、マンスール連邦副首相、ダー

の一環として、LNG 調達価格が通常より相当下回る

ヒリー最高石油評議会事務局長等の石油権益に関係す

と見込まれるプロジェクトに対して優先的に債務保

る政府高官と会談し、2018 年に期限を迎える海上油田

証を行う等の支援策の強化も行います。
LNG 消費国間の連携強化への取り組みとして、2012

権益の更新に向けた働きかけ、教育や投資促進を含む

年 9 月 19 日に、経済産業省及びアジア太平洋エネル

幅広い協力について意見交換を行いました。
シェールガスの生産拡大により天然ガスの国内価

ギー研究センター（APERC）の主催で、LNG の生産

格が低下している米国から新たに LNG を輸入するこ

国、消費国双方の官民が集う世界初の国際会議である

とは、LNG の安定的な確保と輸入価格の引き下げを

「LNG 産消会議」を開催し、閣僚級を含め、世界 30 カ

両立するために極めて有効な方策の一つです。もっ

国・地域から 600 人を超える関係者が参加しました。

とも、米国からの LNG 輸出には米国政府の許可が必

同会議では、日本単独ではなく、
「韓国、台湾、インド

要となっていることから、2013 年 1 月に茂木経済産

等のアジアの消費国」が連携し、現在の原油価格に連

業大臣からマコウスキー上院議員（上院エネルギー

動したアジアにおける LNG 調達価格決定方式の問題

天然資源委員会筆頭委員）に協力を要請するととも

点を生産国・生産者に対して主張するとともに LNG の

に、2013 年 2 月の日米首脳会談においては、安倍総

長期需給見通しに係る理解と取引市場の透明化につい

理からオバマ大統領に対して LNG 輸出の早期承認を

て議論がなされました。また、こうした議論を生かし、

要請するなど、承認獲得に向けあらゆるチャネルを

LNG 需要が急増するインドとの共同研究など、国際的

活用し、積極的な働きかけを行っています 6。

な連携強化と世界に向けた情報発信を継続しています。

【第 122-1-10】 北米において検討中の主要な LNG プロジェクト
三菱商事がシェル等と共同で、カ
プロジェ
ナダ西海岸における
クトを検討（生産開始は2020年頃）
プロジェク
している他、複数の
トが検討されている。

我が国企業が権益を保有するシェールガス
開発プロジェクト
検討中の新規LNG輸出プロジェクト
（LNGプラント建設予定地）
三菱商事、国際石油開発帝石
等が上流権益を保有。

三井物産、住友商事
等が上流権益を保有。

フリーポート
（フリーポート社）
・液化規模：880〜1,320万トン/年
・液化開始：2017年頃
・販売先 ：大阪ガス、中部電力が
合計440万トン/年の契約締結

コーヴポイント
（ドミニオン社）
・液化規模：400〜500万トン/年
・液化開始：2017年頃
・販売先 ：住友商事が230万トン/年の
契約締結

三井物産、三井石油開発
等が上流権益を保有。

キャメロン
（センプラ社）
・液化規模：1,200万トン/年
・液化開始：2017年頃
・販売先 ：三菱商事、三井物産が
各800万トン/年の契約締結

6 2013 年 5 月上旬の茂木経済産業大臣の訪米時に、米国政府に対し LNG 輸出の早期承認を要請。2013 年 5 月17 日
（米国時間）に米国エネルギー省が、
日本への LNG 輸出が見込まれる米国フリーポートLNG プロジェクトからの LNG 輸出を承認（日本の輸入量の約 5％程度に相当）した旨を発表。
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シェールガスの開発動向と今後の課題については、2011 年版エネルギー白書で記述しているとこ

第２章

ろです 7 が、本年は、シェールガス産出に伴う化石燃料を巡る、その後の環境変化（シェール革命）
について、総合資源エネルギー調査会総合部会での議論等をご紹介します。

シェールガスの生産拡大
シェールガスとは、頁岩（けつがん、shale）と呼ばれる固い岩石に含まれる天然ガスです。井戸に水
を圧入して岩石に亀裂を入れて天然ガスを採取する技術の進歩により、生産コストが低下し、近年、商業
化しました。シェールガスは天然ガスの可採埋蔵量を大幅に増加させています。
【第 122-1-11】 シェールガスの開発手法（断面図）

【第 122-1-12】 世界のシェールガス可採埋蔵量
中東
2%

水圧で亀裂を入れ、
ガスの流路を確保
地表からは垂直
に井戸を掘削
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・東欧
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頁
岩
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北米
23%

北米におけるシェールガスの生産拡大と世界のＬＮＧ市場への影響
2006 年以降、米国・カナダでシェールガスの生産が拡大しています。2011 年の米国の生産量は
LNG 換算で 1.6 億トンとなり、日本の LNG 輸入量の約 2 倍に相当しています。シェールガスの生産
拡大により、米国の LNG 輸入見通しは大幅に下方修正されています。
【第 122-1-13】 米国の LNG 輸入見通し
（単位：100万トン） 米国のLNG輸入見通し
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シェール革命が世界に与える影響について
上述のように、米国は天然ガス輸出国に転換が見込まれています（
【第 122-1-14】①）。

第２章

転換により、米国向の LNG が行き場を失い（同図②→①）、欧州市場に流入（同図③）し、価格低
下が考えられます。ロシアは欧州からの値下要求に直面し、欧州における市場シェアも低下していま
す（2000 年 56% → 2010 年 32%、同図④→③）。
ロシアは、輸出の 9 割を占める欧州に対する価格交渉力を維持・強化、アジア市場の開拓が急務と
なっています（同図④）
。他方で、中国への天然ガス輸出（2006 年交渉開始）は、累次の首脳会談で
も価格面で合意に至らず、中国はトルクメニスタンからの天然ガス輸入を拡大（中国総輸入量の 5 割
弱（LNG 換算約 1,000 万トン）を輸入）しています（同図⑤）。
また、新資源国モザンビークは積極的に供給先を開拓し（同図⑥）
、豪州は競争激化の中で新たな供
給先開拓と価格交渉に直面しています（同図⑦）
【第 122-1-14】 シェールガス革命が世界に与える影響

④【ロシア】
東アジアマーケットの開拓
③【ヨーロッパ】
中東からの輸入拡大

②【カタール】
ヨーロッパ、アジア
マーケットの拡大

①
【北米
（米国・カナダ）
】
輸出国への転換

⑤【中国】
トルクメニスタンか
ら輸入拡大
⑧【日本】
天然ガス輸入先
の多角化

消滅

⑥【モザンビーク】
供給先の開拓
既存の輸出
⑦【豪州】
供給先開拓・価格交渉
に直面

今後検討が進む
と見込まれる
輸出

また、天然ガス市場のみならず、シェールガス増産に伴うシェールオイル増産や、随伴 LPG 増産、
米国内で余剰となった石炭の輸出増による石炭価格低下、シェールガス由来エチレンによる石油化学
産業への影響等、波及効果は大きいと考えられています。このように、北米におけるシェールガスの
生産拡大は、世界へ大きな影響を与えています。
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②国内資源開発の推進

ジェクトが開始されるよう、国際情勢をにらみつつ、

第２章

我が国周辺海域に存在し、将来の国産資源として期

技術開発を進めていきます。石油・天然ガスについて

待されるメタンハイドレート、海底熱水鉱床などの

は、我が国周辺海域における資源ポテンシャルを把

資源は、我が国にとって最も安定的な供給源となる

握するため、資源エネルギー庁所有の三次元物理探

可能性があります。このため、探査・生産技術の開

査船「資源」を活用して平成 20 年度より実施してい

発や実証などを計画的に推進することとしています。

る基礎物理探査を、平成 24 年度も引き続き実施しま

次世代の天然ガス資源として注目されているメタン

した。平成 25 年 4 月から約 3ヶ月にわたり、新潟県

ハイドレートについては、東部南海トラフ海域だけ

佐渡南西沖海域において、
「資源」導入後初となる試

3

でも、約 1 兆 1,400 億 m （日本の天然ガス年間消費
量（2012 年）の約 10 年分相当）の存在が推定されて

掘調査を「ちきゅう」を用いて実施します。
亜鉛、鉛、金等に富む海底熱水鉱床については、沖

います。商業化の実現に向けた技術を整備するため、

縄海域・伊是名海穴の深部掘削の結果、海底面付近の

平成 25 年 1 月から 3 月にかけ愛知県渥美半島から三

鉱体に加えて、海底面下 30m より深い深度にも相当

重県志摩半島の沖合で、独立行政法人海洋研究開発機

大規模と推測される海底熱水鉱床の新鉱体が存在する

構所有の地球深部探査船「ちきゅう」を用いて、海

ことを確認しました。さらに、レアアースを含む海底

底下のメタンハイドレートからガスを取り出す世界

堆積物については、将来のレアアース資源としてのポ

初の海洋産出試験を行い、3 月 12 日にガスの生産を

テンシャルを検討するため、南鳥島周辺海域における

確認しました。今後、平成 30 年度を目途に、商業化

賦存状況調査を実施するとともに、資源開発工学や海

に向けた技術の整備を実施します。また、平成 30 年

洋工学などの幅広い有識者からなる勉強会を開催し、

代後半には、民間企業が主導する商業化のためのプロ

今後の取り組み方針について検討を開始しました。

【第 122-1-15】 日本周辺海域の BSR の分布

【第 122-1-16】 メタンハイドレート 海洋産出試験の様子

最新のBSR分布図（2009年）
BSR面積＝約122,000km2

出典：JOGMEC
BSR
（詳細調査により濃集帯を推定） 約 5,000 km 2
BSR(濃集帯を示唆する特徴が海域の一部に認められる)
BSR(濃集帯を示唆する特徴がない)
BSR
（調査データが少ない）

約 61,000km2
約 20,000km2
約 36,000km2

※ＢＳＲとは、地震探査で観測される海底疑似反射面（Bottom Simulating
Reﬂector）の略で、メタンハイドレートの存在を示す指標として用いられる。
出所） 第 16 回メタンハイドレート開発実施検討会
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2．流通段階
（1）電力システム改革
今後のあるべき電力システムの具体的な制度設計を

点から必要となる適正予備率を確保した上で、それ以
上の電源を最大限市場に投入する運用を 2013 年 3 月
から試行的に開始し、同年夏までに本格導入を目指す
こととされました。

行うため、総合資源エネルギー調査会総合部会に「電
力システム改革専門委員会」を設置し、同専門委員会

（ウ）送配電の広域化・中立化

において、2012 年 2 月から 12 回にわたり精力的な検

東日本大震災後に生じたような電力需給のひっ迫

討が進められ、2013 年 2 月 8 日に「電力システム改

への備えの強化や広域的な系統運用を実現するための

革専門委員会報告書」が取りまとめられました。

送配電網の整備を目指し、広域系統運用機関（仮称）

なお、特に先行的に実施すべきとの議論があった

の創設等の取組が提言されました。また、小売部門

①常時バックアップの見直し、②部分供給について

や発電部門の新規参入者が送配電網を利用する際の中

の指針策定、③系統情報の公開に関するガイドライン

立性を一層高めることで、公平・中立な競争環境を実

策定については、報告書のとりまとめを待たず、

現するため、法的分離の方式により送配電部門の一層

2012 年 12 月から順次実施されました。

の中立化を図ることが提言されました。また、法的
分離を実施した場合、送配電部門と発電・小売部門の

②電力システム改革専門委員会報告書
「電力システム改革専門委員会報告書」では、小売
全面自由化や市場機能の活用、広域系統運用の拡大、

間に資本関係が残ることは許容されるため、情報や会
計、人事などについて中立性を確保するための方策を
講じることとされました。

法的分離の方式による送配電部門の一層の中立化と
いった改革内容が具体的に提言されました。

（エ）安定供給のための供給力確保策

また、改革の工程についても年限の目途が具体的に

小売全面自由化に伴い、一般電気事業者が供給義務

示され、2015 年を目途に広域系統運用機関の設立、

を負っていたこれまでの枠組みが撤廃されるため、

2016 年を目途に小売分野への参入の全面自由化、

小売事業者に対して、その需要に見合った供給予備

2018〜2020 年を目途に送配電部門の法的分離及び小

力の確保を義務付けるなど、新たな枠組みを構築する

売料金の全面自由化を行うこととされました。また、

こととされました。加えて、将来必要となる供給力

十分な準備を行った上で慎重に改革を進めるため、

を確実に確保するため、広域系統運用機関による最終

これらの各段階で検証を行いながら改革を実行するこ

的な電源入札制度の創設などが提言されました。

ととされました。

③「電力システムに関する改革方針」の閣議決定
（ア）小売全面自由化

「電力システム改革専門委員会報告書」を踏まえ、

2016 年を目途に、家庭等の小口需要も含め小売市

政府においても、電力システム改革について、その

場への参入を全面的に自由化することとされました。

目的や主な内容、今後の改革のプログラムについて検

また、供給途絶等の問題が生じないよう、需要家保

討が行われ、平成 25 年 4 月 2 日に「電力システムに

護に万全を期すことや、安定供給への支障や需要家の

関する改革方針」が閣議決定されました。

混乱が生じないよう、料金規制については経過措置期

＜「電力システムに関する改革方針」の概要＞

間を設け、一定の競争環境が整備されたところでこれ
を撤廃することが提言されました。

（ア）改革の目的
・安定供給の確保

（イ）市場機能の活用

東日本大震災以降、多様な電源の活用が不可避と

経済合理的な電力供給体制の実現や、競争的な電力

なる中で、送配電部門の中立化や需要側の工夫を取

市場の実現を目指し、卸電力市場を活性化するための

り込むことで、電力需給の調整能力を高めるととも

具体的な取組が提言されました。また、小売市場へ

に、広域的な電力融通を促進する。

の参入の全面自由化と同時期（2016 年を目途）に卸

・電気料金を最大限抑制する
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競争の促進や、全国大で安い電源から順に使うこ
と（メリットオーダー）の徹底、需要家の工夫に

・第 2 段階 小売業への参入の全面自由化
2016 年を目途に実施するものとし、2014 年通常

第２章

よる需要抑制を通じた発電投資の適正化により、電

国会に法案を提出する。

気料金を最大限抑制する。

・第 3 段階 法的分離による送配電部門の中立性の

・需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大する
需要家の電力選択のニーズに対し、多様な選択

一層の確保、小売料金の全面自由化
2018 年から 2020 年までを目途に実施するものと

肢で応える。また、他業種・他地域からの参入、

し、2015 年通常国会に法案を提出することを目指

新技術を用いた発電や需要抑制策等の活用を通じて

す。

イノベーションを誘発する。

④電気事業法の一部を改正する法律案の閣議決定・通
（イ）主な改革内容
・広域系統運用の拡大
需給計画・系統計画の取りまとめ、需給ひっ迫

常国会への提出
「電力システムに関する改革方針」を受け、改革の
第 1 段階である広域系統運用機関（仮称）の創設や、

時における電力融通の指示等を行う「広域系統運用

電力システム改革の段階的な実施に関するプログラム

機関（仮称）
」を設立し、従来の区域（エリア）を

規定の整備を行うため、電気事業法の一部を改正する

越えた全国大での系統運用等を図る。

法律案の検討を行いました。同法案は、平成 25 年 4

・小売及び発電の全面自由化

月 12 日に閣議決定を行い、通常国会に提出されまし

家庭部門を含めたすべての需要家が電力供給者を
選択できるようにするため、電気の小売業への参入

た。
＜法律改正の内容＞

の全面自由化を行う。ただし、一般電気事業者の料

（ア）広域的運営の推進電力需給のひっ迫時に区域

金規制は、実際に競争が進展していることを確認す

（エリア）を越えて広域的な電力融通の指示等を

るまでの間、経過措置として継続する。また、料

行う「広域的運営推進機関」を創設する。

金規制撤廃後も最終保障サービスや離島での安定供

経済産業大臣による供給命令の発動要件を災害等非

給確保策を措置する。さらに、発電の全面自由化や

常時以外にも拡充するとともに、卸供給事業者に対す

卸電力取引所における電力の取引量を増加させるた

る供給命令制度等を新たに整備する。

めの取組などを行う。
・法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層
の確保
発電事業者や小売事業者が公平に送配電網を利用
できるよう、送配電部門を別会社とするが会社間で

（イ）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。

資本関係を有することは排除されない方式（法的分
離）により独立性を高める。また、送配電事業につ

（ウ）電気の使用制限命令に係る制度の見直し

いては、引き続き、料金規制による投資回収保証

「罰則付きの命令」のみが規定されている電気の使

や、系統全体での需給バランスを維持する義務を課

用制限措置について、より緩やかな措置として、経

すこと等により、経済活動の基盤となる高品質な電

済産業大臣による勧告制度を創設する。④電力システ

力供給を確保する。

ム改革の段階的な実施に関するプログラム規定の整備

（ウ）改革プログラム
十分な準備を行った上で慎重に改革を進めるため、

（附則）
「電力システムに関する改革方針」
（第 4 節 3．（3）

実施を 3 段階に分け、各段階で課題克服のための十分

参照）を踏まえ、電力システム改革の第 2 段階と第 3

な検証を行い、その結果を踏まえた必要な措置を講じ

段階について、法案提出時期と実施時期を規定する。

つつ改革を進める。

さらに、資金調達に支障を生じないようにするための

・第 1 段階 広域系統運用機関の設立
2015 年を目途に設立するものとし、2013 年通常
国会に法案を提出する。
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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

【第 122-2-1】 発電、送配電、小売の各事業者の改革後の姿

発電、送配電、小売の各事業者の改革後の姿
発電事業者

水力発電所

①発電所の建設
②燃料の調達
③発電所の運転
への
④小売事業者（又は自社の小売部門（注））
電気の販売

Ｂ

風力等発電所

原子力発電所

発電事業者
220
〜 500kV

送配電事業者

220
〜 500kV

220
〜 500kV

小売事業者へ
の販売契約

多様な発電事業者から
の電気を受け入れ

超高圧変電所

• ①地域独占・料金規制、②料金による投資回収
の保証、③供給責任を措置（最終保障サービス
提供、需給バランスの維持義務等）

154
〜 220kV

154
〜 220kV

送配電事業者

• 中立性確保のための人事・会計等に関する 規制

一次変電所

地域独占・料
金規制等

①送配電網の建設・保守
②電力系統の運用（各発電所への指令や、送
配電網の運用による安定的な電力の供給）
③メーターの設置、電力使用量の検針
④「最終保障ｻ ｰ ﾋﾞｽ 」
や「離島への料金平準化
措置」
の提供

Ｃ

火力発電所

第２章

Ａ

66kV

送電

配電用変電所

66kV
〜154kV

6.6kV

6.6kV

託送契約

配電
100/200V

小売事業者

メーター

①顧客に販売する電力の調達
（発電事業者からの購入、又は、自社の発電
部門からの調達（注））
②料金メニューの開発・提供
③顧客への営業、各種サービスの提供
④料金の徴収

メーター

メーター

メーター

メーター

小売事業者
設備を保有す
る必要は無い

需要家への
小売契約

大工場・
大ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ・中工場

小工場

商店

住宅

需要家

（注）同一事業者が小売部門と発電部門の双方を持つ場合。

【第 122-2-2】 電力システム改革の行程と電気事業法改正スケジュール

電力システム改革の行程と電気事業法改正スケジュール
（注１） 送配電部門の法的分離の実施に当たっては、電力の安定供給に必要となる資金調達に支障を来さないようにする。
（注２）第３段階において料金規制の撤廃は、送配電部門の法的分離の実施と同時に、又は、実施の後に行う。
（注３） 料金規制の撤廃については、小売全面自由化の制度改正を決定する段階での電力市場、事業環境、競争の状態等も踏まえ、
実施時期の見直しもあり得る。

法改正の工程

実施を３段階に分け、各段階で課題克服のための十分な検証を行い、その結果を踏まえた必要な措置を講じながら実行するものとする。
第１弾改正 （

年通常国会）

第
３
弾
改
正

第３弾改正 （

年通常国会を目指す）

①送配電部門の法的分離

②一般電気事業制度の廃止に伴う各種関連制度整備

②法的分離に必要な各種ルール（行為規制）の制定

等

2013年４月２日閣議決定

第
２
弾
改
正

年通常国会）

①小売全面自由化

②プログラム規定

改革実施の工程
第
１
弾
改
正

第２弾改正 （

①広域系統運用機関の設立

電
力
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
改
革
方
針

【第１段階】
【第２段階】
（広域系統運用機関の設置）
（小売参入の自由化）
２０１５年目途
２０１６年目途

広域系統運用
機関設立

【第３段階】
（送配電の中立化、料金規制の撤廃）
２０１８〜２０２０年目途

①需給計画・系統計画 のとりまとめ
②【平常時】
区域（エリア）
をまたぐ広域的な需給及び系統の運用
③【災害時等の需給ひっ迫時】
電源の焚き増しや電力融通指示による需給調整
④新規電源の接続受付、系統情報の公開
等

様々な料金メニューの選択や、電力会社の選択を可能に

小売全面
料金規制の
自由化
経過措置期間
（参入自由化）（国が競争状況をレビュー）

料金規制の
需要家保護に必要な措置（最終的な
撤廃
供給の保障、離島における他地域と
（経過措置終了） 遜色ない料金での供給の保障等）

送配電部門
の
法的分離

競争的な市場環境を実現
（送配電部門は地域独占が残るため、
総括原価方式など料金規制を講ずる）

（※２０１５年目途：新たな規制組織）

（2）電気料金制度の厳正な査定
①現行の電気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

安定供給確保のため設置された「東京電力に関する経
営・財務調査委員会」の報告書（2011 年 10 月公表）
においても、現行の電気料金制度とその運用について
問題点が指摘されました。

コスト上昇懸念など、電気事業をとりまく状況は大き

現行の制度は、競争による経営効率化の効果を規制

く変化しました。こうした中、東京電力株式会社（以

分野の需要家に機動的に還元するという観点から、

下「東京電力」という）による原子力損害賠償の支援
スキームの策定に際し、国民負担の最小化と電力の

「値下げ届出制」を採用しています。
これは、
（ア）事業者間のサービス向上競争の促進、
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（イ）経営効率化分の自主的な内部留保による財務体

費については原価算入を認めない。また、人件費、

質の強化を目的に、
（ウ）経営効率化分の配分に対す

修繕費等についてはメルクマール等により査定。

る説明責任を前提として導入されていたものですが、

※人件費の例：一般企業の平均値を基本に、他の公

第２章

他方で、値下げの届出改定では、行政は事前に原価
査定を行わないため、値下げ幅について、事業者に
よる効率化によるものか、過去の届出原価の見積もり
が過大であったこと等によるものなのかが明らかで
はないという問題がありました。

益企業の平均値とも比較
（ⅱ）新しい火力入札
火力電源を自社で新設・増設・リプレースする
場合は、原則全て入札。
（ⅲ）公正かつ適正な事業報酬

このため、原価の適正性が確保されていないのでは

正当な理由なく著しく低い稼働率となっている

ないか、また、原価の中に電気の安定供給に必要なも

設備はレートベース対象資産（事業報酬の算定の

の以外の費用が含まれているのではないか、といった

基礎となる資産）の対象外。

指摘が当該報告書においてなされることとなりました。

（ⅳ）原価算定期間及び電源構成変動への対応
経営効率化を織り込む等の観点から認可時は 3 年

②電気料金制度見直しの内容
こうした現行制度とその運用への指摘を踏まえ、
2011 年には「電気料金制度・運用の見直しに関する
有識者会議」が開催され、規制料金として行政による
原価の適正性確保と事業者の経営効率化インセンティ
ブをどのようにバランスさせるか、その際に、どの

を原則。また、原価算定期間内に電源構成が大きく
変動した場合には、変動分のみを料金に反映。
（ⅴ）託送料金（※送配電線の利用料）の適正化
託送料金について第三者が適切性・妥当性を確
認。
（ⅵ）デマンド・レスポンス料金とスマートメー
ターの導入

ような費用について、どのような水準までを適正な原
価と考えるか、対外的な説明責任をどのように確保す

時間帯別料金の多様化や三段階料金の見直し、季

るのか、といった観点から、現行の総括原価方式に

節別料金の導入などの検討、スマートメーターの

基づく電気料金制度下において実施すべきものを中心

導入に当たっては入札を原則。

に検討が行われました。公開で行われた計 6 回の議論

（ⅶ）事後評価

とパブリックコメントを経て 2012 年 3 月に報告書が

原価算定期間終了後には、原価と実績値、算定

とりまとめられました。報告書で示された基本的な考

期間終了後の収支見通し、利益の使途等について評

え方は以下の通りです。

価。
以上の報告書の内容を踏まえ、一般電気事業供給約

（ア）値上げ認可時の査定においては原価の厳格な査

款料金算定規則、一般電気事業供給約款料金審査要

定を行う一方、値下げ届出時や事業評価におい

領、電気料金情報公開ガイドライン等を 2012 年 3 月

ては事業者による説明と行政による事後チェッ

に改正しました。

クを的確に行うことを徹底。

③東京電力株式会社の電気料金値上げに係る認可申請
（イ）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。

について
2012 年 5 月 11 日に東京電力から経済産業大臣に対
し電気事業法第 19 条第 1 項の規定に基づき、電気料
金を平均 10.28% 引き上げる等の供給約款変更認可申

（ウ）一般電気事業者が自らの供給力のみに依存する
安定供給確保から、他社供給力や需要側の取組
も活用した安定供給確保に転換することを促す。

請（以下「料金変更認可申請」という）が提出されま
した。
経済産業省においては、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

＜報告書の概要＞
（ⅰ）原価の適正性の確保
値上げ認可時には、広告宣伝費、寄付金、団体
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（委員長：安念潤司 中央大学法科大学院教授、委員

また、広く一般の意見を聴取するため、第 11 回委

長代理：山内弘隆 一橋大学大学院商学研究科 教授）

員会においては、自治体、消費者団体、中小企業団

2012 年 5 月 15 日の第 1 回委員会以降、委員会は、

体関係者を招き、意見を聴取しました。2013 年 1 月
28 日には関西電力の値上げに係る公聴会が大阪にて、

請について、個別の原価にも踏み込んだ検討を含め、

1 月 31 日及び 2 月 1 日には九州電力の値上げに係る

計 10 回の審議を行い、2012 年 7 月 5 日の第 10 回委

公聴会が福岡にて開催され、3 日間で委員延べ 13 名

員会において、委員会としての査定方針案が取りまと

が参加するとともに、第 17 回委員会においては公聴

められ、同日、経済産業大臣に提出されました。

会に寄せられた意見が事務局から報告されました。ま

委員会で取りまとめられた査定方針案をもって経

た、第 18 回委員会においては、
「国民の声」に寄せ

済産業省は消費者庁と協議を行い、2012 年 7 月 13 日

られた生の意見を公表するなど、随時の議論に反映し

には、経済産業省大臣と消費者担当大臣との間で、電

てきました。

気の安定供給や、原子力損害賠償の迅速かつ適切な実

2013 年 1 月 10 日の第 14 回委員会以降、委員が 3

施の確保に支障を来さないことを前提に、消費者の目

人 1 組となって、担当分野につき査定方針の検討を

線や他の公的資金投入企業の事例を踏まえ、徹底的な

行いました。委員は、事務局が関西電力及び九州電

経営合理化を図るものとするとの認識で、7 月 19 日

力から提出を受けた契約書のコピーを含む資料を確

に協議が整いました。これを受け、経済産業省とし

認し、必要に応じて両電力会社に対し資料の追加提出

ての査定方針を策定し、7 月 20 日に物価問題に関す

を要請しました。

る関係閣僚会議の了承を得ました。
2012 年 7 月 25 日に東京電力より提出された申請内

また、2013 年 2 月 20 日には大臣談話を発表し、今
回の量変更認可申請が、原子力発電所の停止による火

容の修正が、査定方針通りであることが確認できたた

力燃料費の増大が背景となっていることを踏まえ、

め、電気事業法第 19 条に基づき経済産業大臣が認可

シェールガス生産によりガス価格が低下している米

を行い、最終的な規制部門の電気料金値上げ幅は、平

国からの輸入の実現など官民を挙げた調達コスト削減

均 8.46% となりました。

努力や燃料コストの相対的に低い火力発電の積極的活

なお、消費者への十分な周知を図るために、東京

用など、燃料コストの低減に向け最大限の取組を行う

電力の規制部門の値上げの実施時期を 2012 年 9 月 1

ことが重要であり、この観点から、関西電力及び九

日といたしました。

州電力も含め、こうした取組により期待される燃料コ
スト低減の効果を踏まえ厳正な査定を行うこととしま

④関西電力株式会社及び九州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
2012 年 11 月 26 日付で、関西電力株式会社（以下、
「関西電力」という。
）から規制部門で 11.88% の、ま
た、2012 年 11 月 27 日付で九州電力株式会社（以下、
「九州電力」という。
）から規制部門で 8.51%、電気事
業法第 19 条第 1 項の規定に基づき、料金変更認可申

した。
2013 年 2 月 28 日の第 19 回委員会において「査定
方針案のたたき台」が提出・議論され、3 月 6 日の第
21 回（※）委員会で委員会としての査定方針案が取り
まとめられ、同日、経済産業大臣に提出されました。
※第 20 回は東北電力、四国電力の申請に係る概要
説明

請が出されました。2012 年 11 月 29 日の第 11 回委員

なお、委員会は、東京電力の審査と同様に電気事

会（再開後第 1 回）以降、委員会は、関西電力及び

業法及び同法に基づく規則、審査要領、
「電気料金制

九州電力から経済産業省に提出された料金変更認可申

度・運用の見直しに係る有識者会議報告書」等の予め

請について審議し、2013 年 3 月 6 日まで 10 回開催し

定められたルールに則って、査定方針案を中立的・

ました。審議の透明性を高める観点から、東京電力

客観的かつ専門的な見地から検討しました。

の審議と同様に委員会の審議は、議事内容、配付資

委員会で取りまとめられた査定方針案をもって経

料を含め全て公開形式で開催しました。加えて、全

済産業省は消費者庁と協議を行い、2013 年 3 月 27 日

10 回について、消費者団体、中小企業団体、消費者

に協議が整いました。これを受け、経済産業省とし

庁からオブザーバーとしての参加を得て、活発に御

ての査定方針を策定し、2013 年 3 月 29 日に物価問題

議論を頂きました。

に関する関係閣僚会議の了承を得ました。なお、査
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定方針のポイントは以下の通りです。

の第 20 回委員会以降、また、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は、2013

される LNG の長期契約について、25 年度、26

年 4 月 25 日の第 25 回委員会以降、委員会において

年度は電力会社中最も安価なもの（トップラン

審議を行っているところです。

第２章

①火力燃料費について、原価算定期間中に価格改定

ナー価格）、27 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、役員報酬は国家公務員指定職並み
とする。
（関電 4,100 万円／人、九電 3,300 万円

（3）石油・LP ガスの供給体制の整備
①国内災害対策
今回の東日本大震災においては地震や津波等によ

／人→ 1,800 万円）また、従業員の給与水準は、

り、東北・関東地方にある石油供給拠点やＬＰガス供

一般的な企業の平均値と、類似の公益企業の水

給基地、多数のサービスステーション等が被災し、

準を平均とする。
（関電 664 万円→ 627 万円、九

被災地等への石油製品や LP ガスの安定供給に大きな

電 650 万円→ 598 万円）更に、福利厚生費は、

支障を来しました。

健康保険料の事業者負担割合 50% を目指して削

この経験を踏まえ、大規模災害時においても被災地

減する。自社持株奨励金は原価算入を認めない。

等へ確実に石油製品や LP ガスを供給できる体制の構

③資材調達における経営効率化等は、東京電力の例

築の重要性が明らかになったことから、以下の対策

を勘案し、コスト削減額が原則 10% に満たない

を行いました。

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。

（ア）石油供給拠点
全国の製油所や各地域の拠点となる石油基地におい

4 月 2 日に関西電力及び九州電力より提出された申

て、出荷設備の耐震・対津波対策や非常用電源・ドラ

請内容の修正が、査定方針通りであることが確認でき

ム缶出荷設備の導入等を進め、災害対応能力の抜本的

たため、電気事業法第 19 条に基づき経済産業大臣が

強化を行いました。

認可を行い、最終的な規制部門の電気料金値上げ幅
は、関西電力で平均 9.75%、九州電力で平均 6.23%
となりました。

（イ）サービスステーション
SS が減少している中、平時から石油製品のサプラ

なお、消費者への十分な周知を図るために、関西

イチェーンを維持・強化し、安定供給を確保するた

電力及び九州電力の規制部門の電気料金値上げの実施

め、供給不安が生じている地域のニーズに適合した

時期を 2013 年 5 月 1 日といたしました。

供給体制の構築、SS の災害対応能力強化に向けた設
備増強や人材育成を通じた地域の中核的拠点となる

⑤東北電力株式会社、四国電力株式会社、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

SS の整備、灯油配送ローリーの導入等の取組に対し
て支援を実施しているところです。

2013 年 2 月 14 日付で、東北電力株式会社（以下、
「東北電力」という。
）
、2013 年 2 月 20 日付で四国電

（ウ）LP ガス供給拠点

力株式会社（以下、
「四国電力」という。
）、2013 年 4

各地域の中核となる LP ガス充てん所において、自

月 24 日付で北海道電力株式会社（
「以下、
「北海道電

家発電設備、LP ガス自動車及び衛星通信電話等の導

力」という。
」から電気事業法第 19 条第 1 項の規定に

入を進め、災害対応能力の抜本的強化を行いました。

基づき、供給約款変更認可申請（以下「料金認可申請」

現在も、中核充てん所の整備を全国的に進めるべく、

という。
）が出されました。

支援を実施しているところです。

電力会社からの料金認可申請に対しては、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。
）で中立的・客観的かつ専門
的な観点から、査定方針等の検討を行っているとこ

②災害時の石油安定供給の確保
（ア）石油備蓄法（石油の備蓄の確保等に関する法律）
の改正

ろであり、東北電力及び四国電力から経済産業省に提

石油備蓄法は、緊急時に国・石油会社等が保有する

出された料金認可申請については、2013 年 3 月 5 日

備蓄石油を放出し、石油の安定供給を確保するための
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法律です。東日本大震災の教訓を踏まえ、以下の通

危機の経験を踏まえ、海外からの石油輸入途絶・減少

り、石油備蓄法を改正いたしました（平成 24 年 11

に備えていたため、ほぼ全量が原油でした。しかし、

月 1 日施行）。

東日本大震災では、原油からガソリン、灯油といっ
た石油製品を精製する機能を有する製油所が機能停止

踏まえて制定されたこともあり、主に海外か

に陥ったことなどから、仮に国家備蓄原油を放出で

らの石油輸入途絶・減少時に備えた法体系と

きたとしても、被災地の石油製品供給に活用すること

なっていました。

ができませんでした。

このため、東日本大震災では、製油所・油槽

この経験を踏まえ、従来、灯油のみが対象となっ

所や交通インフラ等が広範囲にわたって被災

ていた石油製品の国家備蓄を拡充することとし、平成

し、被災地域での石油供給が不足した中で、民

24 年度においては、ガソリン、灯油、軽油、Ａ重油

間の基準備蓄量の引き下げを行いましたが、国

について、我が国需要量の 1 日分を蔵置しました。今

家備蓄石油を放出することはできませんでした。

後は、平成 25 年度以降早期に、我が国需要量の 4 日

この反省を踏まえ、国内の災害によって石
油の供給が不足する場合にも、民間の基準備
蓄量引き下げの機動性を高めるとともに国家
備蓄石油を放出できることとしました。
（ⅱ）発災後、石油会社による被災地への石油供給

分まで拡充する予定です。

3．消費段階
( １ ) 省エネルギー対策
①省エネ法について

の共同オペレーション ( 利用可能な油槽所等

我が国は、GDP が約 2.3 倍となった過去 37 年間で

の共同利用など ) のスキームの詳細や実施に

エネルギー効率を約 4 割改善しましたが、その中で

係る問題点の検討に時間を要しました。

エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下、省

この経験を踏まえ、石油会社は、全国 10

エネ法）は、重要な役割を果たしてきました。

地域ごとに、あらかじめ石油会社間での設備

省エネ法は、石油危機に端を発したエネルギー危

の共同利用の方法などを定めた「災害時石油

機を乗り越えるため、
「熱管理法」を全面改正する形

供給連携計画」を作成し、経済産業大臣の勧

で 1979 年に成立しました。主に年間エネルギー使用

告に基づき同計画を実施することとしました。

量が大きい工場・事業場に対し、省エネ措置の取組を

また、
「災害時石油供給連携計画」が経済産業

求め、毎年エネルギー使用実績等を国へ報告するこ

大臣に提出された後、同計画の写しを経済産

とを求めています。

業大臣から公正取引委員会に送付することと

また、地球温暖化防止京都会議を機に 1998 年の省

し、公正取引委員会は必要があると認めると

エネ法改正で導入されたトップランナー制度は、イ

きは、経済産業大臣に対し、意見を述べるこ

ノベーション喚起型の新しい規制として海外でも高

ととしました。これにより発災直後から独占

く評価されています。これは、エネルギー消費機器

禁止法上の懸念なく、
「災害時石油供給連携計

の製造・輸入事業者に対し、3〜10 年程度先に設定さ

画」を実施することが可能になります（LP ガ

れる目標年度において高い水準（トップランナー基

ス輸入・卸売会社についても同様に措置）。

準）を満たすことを求め、目標年度になると報告を求

（ⅲ）発災後、サービスステーション（SS）にお

めてその達成状況を確認する制度です。製品の改善実

ける在庫量の把握が困難となり、混乱が生じ

績（全製品平均）は、燃費で自動車 49％、消費電力

ました。この経験を踏まえ、給油設備の規模

量でエアコン 32％改善、冷蔵庫：43％改善、テレビ：

が一定以上であることなどの要件を満たす SS

30％改善となっています。現在、対象機器は自動車、

を災害時における緊急車両などへの給油拠点

エアコン、エコキュート（電気温水機器）等 26 品目

とするため、当該 SS の設備状況などを石油

となっており、世帯当たり電気消費量に占める割合

販売業者が届け出るよう義務付けました。

の 6 割をカバーしています。引き続き、LED 電球や
産業用モータ等への対象機器の拡大や、目標値の強

（イ）国家石油製品備蓄の拡充

化等を実施していきます。

従来の国家備蓄は、前述のとおり 1970 年代の石油
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②背景

法）を廃止する法律案を、第 183 回通常国会に提出

今後のエネルギー使用量の削減対象としては、住

しました。改正内容は主に以下の 3 点です。

第２章

宅・建築物が一つの重点分野です。我が国の最終エネ

1 点目に、これまでエネルギーを消費する機械器具

ルギー消費は、二度の石油危機後や近年の不況時を

を対象としていたトップランナー制度に、それ自体

除き、ほぼ一貫して増加しています。部門別のエネ

はエネルギーを消費しないものの、他の建築物や機

ルギー消費量は、石油危機以降、住宅・建築物など

器等のエネルギーの消費効率の向上に資する機械器

の民生部門は約 2.5 倍と大幅に増加しているのに対

具等を新たな対象として追加し、住宅、建築物分野

し、産業部門が約 0.9 倍、運輸部門は約 1.9 倍です。

の省エネ対策を強化します。新たにトップランナー

従来から十分な努力により省エネを進めてきた産業部

制度に追加する機械器具等としては、具体的には、

門における更なる省エネ対策に加え、エネルギー消

窓、断熱材等の建築材料等を想定しており、企業の

費量の増加が著しい民生（業務・家庭）部門におい

技術革新を促すことで、住宅・建築物の省エネ性能の

て、一層の省エネを進める必要があります。我が国

底上げを図っていきます。
（
【第 122-3-1】
）

は省エネ先進国ですが、現在 5 割程度である新築住宅

2 点目に、需要家が、従来の省エネ対策に加え、蓄

における省エネ基準適合率の向上や、住宅ストック

電池やエネルギー管理システム（BEMS・HEMS）、

の断熱性能の改善等の課題があります。このような状

自家発電、の活用等により、電力需要ピーク時の系

況を踏まえつつ、断熱性能の向上等を含む住宅・建築

統電力の使用を低減する取組を行った場合に、これ

物全体の省エネ化の推進について検討が必要です。

をプラスに評価できる体系にします。具体的には、

また、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発

ピーク時間帯に工夫して、系統電力の使用を減らす

電所事故以降、エネルギーの使用量全体の削減だけ

取組（節電）をした場合に、これ以外の時間帯で系統

でなく、ピーク時の削減も課題となっています。

電力の使用を減らした場合よりも、改善の度合いを大
きく評価することで、省エネ法の努力目標（原単位の

③省エネ法改正案について
上記の背景を踏まえ、政府は、民生部門の省エネ

改善率年平均 1％）を達成しやすくなるよう、努力目
標の算出方法を見直します。

対策及び電力ピーク対策を盛り込んだ省エネ法の改

3 点目に、省エネ・リサイクル支援法を廃止しま

正案を、2012 年 3 月 13 日、第 180 回通常国会に提出

す。省エネ・リサイクル支援法は、①省エネルギー

しましたが、第 181 回臨時国会で継続審議となり、

の促進等、② 3 Ｒの促進、③特定フロン等の使用の

廃案となりました。

合理化を推進するため、これらの設備投資、研究開

2013 年 3 月 5 日、上記の案に加え、2013 年 3 月末

発等に関する事業者の取組に対し、支援措置を講じる

で廃止することとされているエネルギー等の使用の

ものです。附則において、
「平成 25 年 3 月 31 日まで

合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進

に廃止するものとする。
」と規定されているため、改

に関する臨時措置法（以下、省エネ・リサイクル支援

正法案により廃止します。

【第 122-3-1】民生分野におけるエネルギー消費の現状（2010 年度）

※建築材料等の省エネ性能の向上により、住宅では約 6 割、建築物では約 4 割を占める暖冷房・給湯用エネルギー消費量の削減に貢献
（出所）（財）日本エネルギー経済研究所「エネルギー・経済統計要覧」
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（2）エネルギーマネジメント
電力ピーク問題の解決のためには、供給サイドの

び電力需給に関する検討会合の下に設置された「需給
検証委員会」で検討が行われました。
検証の結果、
「関西電力管内で、2011 年の東京電力

「エネルギーマネジメント」8 の推進が重要です。こ

管内で想定されたピーク電力不足よりも厳しい状況

れまでの日本のエネルギー政策は、需要を所与のも

になる恐れがあること」、
「九州電力、北海道電力及び

のとして、電力会社の発電量を積み上げる議論が中心

四国電力管内でも電力需給のひっ迫が見込まれると

でした。一方、特に家庭・ビルのピーク需要を技術

ともに、全ての地域で、火力発電所の稼働が増える

や料金体系でコントロールできれば、ピーク時の需

結果、燃料コストが増加し、2012 年度には 3.1 兆円

要が抑えられ、その分半導体製造業など安定的に電気

の国富の流出が生じると推計されており、このまま放

を必要とする産業に対して安定供給が図りやすくなり

置すれば 2012 年秋以降、電気料金上昇のリスクも高

ます。経済産業省では、豊田市や北九州市などのス

まること」が明らかになりました。

マートコミュニティ4 地域で、大規模なディマンド

これを受けて 2012 年 5 月 18 日に合同開催された

リスポンスの実験を実施しました。北九州（230 世

エネルギー・環境会議／電力需給に関する検討会合

帯、50 事業所に供給）の実験では、通常料金（23 円

において、
「今夏の電力需給対策」がとりまとめられ、

/kWh）を 15 円 /kWh、夜間料金を 6 円 /kWh にす

対策が講じられました。

る代わりに、夏のピーク時間帯に、翌日の需要予測

東京・東北電力管内には、東日本全体としては、

に応じて、電気料金を最大 150 円 /kWh まで変動さ

2012 年夏季想定需要（猛暑・節電あり）の場合には

せる料金体系で実際に電力供給した結果、2 割もの

最低限必要となる供給予備率（3％）は確保できる見

ピークカットが実現しました。これまでの実証実験

通しであること、東北電力管内においては被災地の復

で消費者のピーク需要を無理なく、技術やシステム

興需要に配慮することが適切であることから、数値目

でコントロールすることが可能であり、かつ、消費

標を伴わない節電要請が行われました。節電要請期間

者にメリットがあることを実証しています。

は 2012 年 7 月 2 日〜9 月 28 日の平日（同年 8 月 13

また、効率的なエネルギーマネジメントにも資す

日〜15 日を除く）9 時〜20 時とされました。

るコージェネレーションの導入促進にも取り組んで

中部及び西日本各社の管内については、中部及び西

います。具体的には、コージェネレーションの導入

日本における広域での節電目標を数値目標付で要請

促進に向け、経済産業省は 2012 年 8 月に「熱電併給

し、広く中部及び西日本の需要家の協力を募ることに

推進室」を設置しました。また、同年 10 月には、電

より、関西電力及び九州電力の節電目標を引き下げ、

気事業法における特定供給の許可基準を緩和し、それ

一律かつ強制的な手段である電力使用制限命令を回避

までは、供給者の発電設備が需要の 100％を満たすこ

するという方針を踏まえ、①関西電力管内には 2010

とを許可の要件としていたところ、需要の 50％まで

年度比▲ 15% 以上の節電要請が行われました。②四

は電力会社等からバックアップを受ける場合であっ

国電力管内には 2010 年度比▲ 7% 以上の節電要請が

ても許可を行うこととし、工場団地などでコージェ

行われました。③九州電力管内には 2010 年度比▲

ネレーションなどの分散型電源を導入しやすい環境

10% 以上の節電要請が行われました。④中部、北陸、

を整備しました。さらに、コージェネレーションの

中国電力管内には 2010 年度比▲ 5% 以上の節電要請

導入に必要なイニシャルコストの低減やキャッシュ

が行われました。①②③④いずれも節電要請期間は、

フロー改善のための支援を実施しています。

2012 年 7 月 2 日〜9 月 7 日の平日（8 月 13 日〜15 日
を除く）9 時〜20 時とされました。

（3）電力需給対策
① 2012 年度夏季の需給対策

その後、2012 年 7 月 9 日に大飯発電所 3 号機が定
格熱出力一定運転となったことを踏まえ、同年 7 月

2012 年 4 月末から 5 月初旬にわたり、2012 年度夏

10 日から関西電力管内については 2010 年度比▲

季の需給見通しについて、エネルギー・環境会議及

10％以上に低減、中部、北陸、中国電力管内につい

8

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」
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対応とともに、需要をスマートにコントロールする

第 1 部 エネルギーを巡る課題と対応

第 2 章 東日本大震災と我が国エネルギー政策のゼロベースからの見直し

【第 122-3-2】2012 年度夏季の需要減少状況
北海道

東北

東京

▲75％以上

数値目標を
伴わない節電

数値目標を
伴わない節電

▲2.8％

▲3.4％

▲10.2％

▲3.6％

▲4.6％
（▲2.0℃）

▲12.4％
（▲0.2℃）

▲15.4％
（▲0.7℃）

▲8.5％
（▲1.0℃）

節電目標
（7月26日〜）
※1

第２章

定着節電
（需給検証委想定）
最大需要の
対2010年比
（）は一昨年との気温差

中部

関西

北陸

中国

四国

九州

数値目標を
伴わない節電

数値目標を
伴わない節電

▲5％以上

▲10％以上

▲3.8％

▲3.7％

▲2.5％

▲2.7％

▲7.0％

▲13.3％
（▲0.1℃）

▲8.2％
（▲0.4℃）

▲9.7％
（▲1.0℃）

▲11.9％
（▲0.5℃）

▲13.1％
（▲1.3℃）

▲10％以上
数値目標を （生産活動に支
伴わない節電 障 が 生じる 場
合▲5％以上）

〈今夏〉
①最大需要
②最大需要日
③最高気温

①483
②9/18
③30.5℃

①1,364
②8/22
③34.8℃

①5,078
②8/30
③35.0℃

①2,478
②7/27
③36.6℃

①2,682
②8/3
③36.4℃

①526
②8/22
③35.9℃

①1,085
②8/3
③35.0℃

①526
②8/7
③35.5℃

①1,521
②7/26
③33.5℃

〈一昨年度〉
①最大需要
②最大需要日
③最高気温

①506
②8/31
③32.5℃

①1,557
②8/5
③35.0℃

①5.999
②7/23
③35.7℃

①2,709
②8/24
③35.6℃

①3,095
②8/19
③36.5℃

①573
②8/5
③36.3℃

①1,201
②8/20
③36.0℃

①597
②8/20
③35.0℃

①1,750
②8/20
③34.8℃

（参考）
需要減少の
対2010年比
（期間平均※2）
（）
は需要減少量

▲8.9％
（▲43）

▲5.2％
（▲75）

▲12.7％
（▲762）

▲6.1％
（▲155）

▲11.1％
（▲306）

▲5.7％
（▲30）

▲5.0％
（▲53）

▲8.6％
（▲45）

▲9.5％
（▲146）

※1）関西、
四国、
九州電力管内は7月2日
（月）
〜9月7日
（金）
まで、
北海道電力管内は7月23日
（月）
〜9月14日
（金）までが数値目標付節電期間。
※2）
7月2日から8月31日まで
（土日祝日等を除く）の一昨年と今夏の同一気温等の需要の平均を比較などしたもの。

〈需要減少（対2010年比）について「大口需要家」
・
「小口需要家」
・
「家庭」の内訳推計※〉

単位（万kW）

北海道電力

関西電力

四国電力

九州電力

全体節電効果

▲8.9％
（▲43）

▲11.1％
（▲306）

▲8.6％
（▲45）

▲9.5％
（▲146）

大口需要家

▲15％
（▲10程度）

▲13％
（▲130程度）

▲9％
（▲16程度）

▲8％
（▲40程度）

小口需要家

▲11％
（▲24程度）

▲11％
（▲118程度）

▲9％
（▲15程度）

▲9％
（▲60程度）

家庭

▲5％
（▲9程度）

▲10％
（▲58程度）

▲8％
（▲14程度）

▲12％
（▲50程度）

（参考）
〈需要減少（対2010年比）について「産業用」
・
「業務用」
・
「家庭用」の内訳推計※〉

単位（万kW）

北海道電力

関西電力

四国電力

九州電力

産業用

▲13％
（▲13程度）

▲12％
（▲122程度）

▲7％
（▲13程度）

▲7％
（▲30程度）

業務用

▲11％
（▲21程度）

▲11％
（▲126程度）

▲10％
（▲18程度）

▲10％
（▲70程度）

家庭用

▲5％
（▲9程度）

▲10％
（▲58程度）

▲8％
（▲14程度）

▲12％
（▲50程度）

※7月2日から8月31日まで（土日祝日等を除く）の一昨年と今夏の同一気温帯等の需要の平均を比較したもの。内訳はサンプルデータ
や契約電力等から推計。

ては、定着した節電分相当を数値目標として設定する

国電力管内については、2010 年度比▲ 7％以上から、

こととし、それぞれ 2010 年度比▲ 4％以上、▲ 4％

2010 年度比▲ 5％以上に低減することとされました。

以上、▲ 3％以上に低減されました。
また、数値目標を伴う節電要請期間及び時間は変更
しないこととされました。

また、節電要請期間及び時間は変更しないこととさ
れ引き続き、高齢者、乳幼児等の弱者、熱中症等の
健康被害への配慮を行うこととされました。

更に、7 月 25 日に大飯発電所 4 号機が定格熱出力一
定運転となったことを踏まえ、7 月 26 日から中部、北
陸、中国電力管内については、数値目標（それぞれ

② 2012 年度夏季の結果
（ア）全体

2010 年度比▲ 4％以上、▲ 4％以上、▲ 3％以上）を

2010 年度夏季と 2012 年度夏季の同一気温等の需要

解除し、
「数値目標を伴わない節電」に変更、関西電

の平均を比較したところ、2010 年度比で、北海道電力

力管内については、引き続き 2010 年度比▲ 10％以上

で▲ 8.9％、関西電力で▲ 11.1％、四国電力で▲ 8.6％、

の節電要請を行うこととされましたが、生産活動に支

九州電力で▲ 9.5％となり、節電要請が行われたすべ

障が生じる場合は、2010 年度比▲ 5％以上に低減、四

ての電力管内において、需給検証委員会にて想定され
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た定着節電量を上回る量の節電が実施されました。
加えて、供給実績の合計は需給検証委員会の想定を

これを受けて 2012 年 11 月 2 日に合同開催された
エネルギー・環境会議／電力需給に関する検討会合
において、
「今冬の電力需給対策」がとりまとめられ、

回避することができました。

対策が講じられました。

第２章

上回ったため、計画停電や需給ひっ迫による停電は

（ア）供給面の対策

（イ）需要
数値目標付の節電要請を行った北海道、関西、四

電力会社の取組としては、需給検証委員会における

国、九州電力について、需要減少の内訳を【第 122-3-

検証を踏まえ、需給検証委員会開催時点で確実と見ら

2】に示します。

れる供給力を基本とし、今後確実に見込めるように

基本的には大口、小口需要家、産業、業務、家庭

なった供給力については、その時点で上方修正する

それぞれにおいて、1 割前後の需要減となりました。

こと、発電設備の脱落等が発生しても即座にこれに対

北海道電力管内については、家庭の需要減少が小さく

応できるよう全国レベルでの電力融通等の協力体制の

なっていますが、これは冷房需要が少なく、節電余

維持・拡大に引き続き取り組むこと、及び、火力発

地が少なかったことが一因と考えられます。

電所等の計画外停止のリスクを最小化するため、設備
の保守・保全の強化を図ることにより、需給バランス
を確保できるような対応を行うこととされました。

（ウ）供給
2012 年度夏季の各電力管内の最大需要日の供給力
（実績）の合計が需給検証委員会の想定を少し上回っ
たことの最大の要因は、需給検証委員会での検証時に
は計上していなかった大飯発電所 3、4 号機の再起動

（イ）需要抑制の目標
需給検証委員会における検証結果を踏まえ、需要家
に対し節電を要請することとされました。

に伴う供給力の増加です。この大飯発電所 3、4 号機

個別の需要家に対する要請に当たっては、需要家

の再起動により供給力が確保されたことで、需給ひっ

間の公平性確保を踏まえ、2012 年度夏季の節電要請

迫が生じるリスクは低減されました。

と同様に 2010 年度の使用電力需要の実績（節電影響
を含まない需要実績）を基準として要請することとさ

③ 2012 年度冬季の需給対策

れました。

2012 年 10 月に「需給検証委員会」において 2012 年

これらの需要面での対策に当たっては、地方公共

度冬季の電力需給見通しに関する検討が行われました。

団体等の協力を得て、創意工夫によるきめ細かい対応

検証の結果、
「いずれの電力管内でも瞬間的な需要

を行うことにより、国民生活や経済活動への影響を最

変動に対応するために必要とされる予備率 3％以上を

小化することを目指すこととされました。

確保できる見通しであるが、火力発電所等の計画外停

また、需給検証委員会において、冬季の北海道に

止が発生するリスクがあり、予断を許さない状況であ

おいては、最大機の脱落や発電所当の過去の計画外停

ること」、
「北海道電力管内については、他社からの電

止の状況を考慮したリスクへの対応が必要であると指

力融通に制約があること、寒冷地であり電力不足が国

摘されたことや、冬季の北海道において、計画停電

民生活等に甚大な影響を及ぼす可能性があること等の

を含む停電が発生することは、北海道民の生命、安

特殊性があること」が明らかになりました。

全に直結することはもちろん、実施する可能性がある

【第 122-3-3】2012 年度冬季の需給見通し
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【第 122-3-4】計画停電回避緊急調整プログラム（北海道電力）
計画停電回避緊急調整プログラムについて

第２章

①冬の北海道において、計画停電を含む停電は北海道民の生命・安全に直結することは勿論、実施する
その可能性自体も、観光業等の経済活動に悪影響を及ぼす可能性がある。
②このため、稀頻度のリスクにも備えて、計画停電を含む停電を回避するため、
「計画停電回避緊急調整
プログラム」
を準備。
③国、北海道庁及び北海道電力は 、北海道電力管内の大口需要家に対し、
「計画停電回避緊急調整プログ
ラム」への参加・協力を要請する。

プログラムの内容
１．概要
大規模電源脱落などによる稀頻度の緊急時において、
人命に関わる計画停電を回避するため に、北海道電力か
らの要請に基づき、生産・経済活動の一時停止や臨時休
業等による需要の大幅抑制を求めるもの。

スキーム
国・道・北電から協力の要請

賛同企業と北電との契約
（稀頻度の緊急時）

２．対象
大口需要家（産業、業務用で契約電力500kW以上）

電力需給がひっ迫（予備率１％以下を想定）

※契約電力が500kW以上の需要家を全数訪問（約1,100件）

３．期間
12月10日〜3月22日（全日）

北海道電力が企業に需要削減要請
※別途、家庭等へ不要不急の電気の使用自粛を呼びかけ

企業が需要削減

４．目標値
実効ベースで33万kW以上の需要削減量を確保。

料金割引

こと自体も北海道の観光業等の経済活動に悪影響を与

（ウ）需給逼迫時の対応

え得ます。これらを踏まえ、過去最大級またはそれ

北海道電力管内については、計画停電を含む停電を

を上回る電源脱落が発生する場合にも、計画停電を含

回避するため、数値目標付の節電要請に加え、北海

む停電を回避するため、多重的な対策を講じ、需給

道電力は計画停電回避緊急調整プログラムを準備し、

対策に万全を尽くすこととしました。

大規模な電源脱落等による需給ひっ迫時にこれを発

これらの考え方を踏まえ、各電力会社管内の需要家

動することとされました。

に対する要請については、北海道電力管内には 2010

加えて、過去最大級を上回る電源脱落の発生に備

年度比▲ 7％以上の節電要請が行われました。節電要

え、北海道電力は、計画停電回避緊急調整プログラ

請期間は、2012 年 12 月 10 日〜2013 年 3 月 8 日の平

ムでは対応できない大規模な電源脱落時の電力需要の

日（12 月 31 日及び 1 月 2 日〜1 月 4 日を除く）16 時

削減のため、緊急時ネガワット入札等の仕組みを整

〜21 時（1 月 7 日〜3 月 1 日の間は 8 時〜21 時）と

備することとされました。

されました。
加えて、全国（沖縄電力管内を除く）には、2012
年度冬の電力需給の見通しは厳冬となることを想定し
た上で、いずれも瞬間的な需要変動に対応するために
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、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を踏まえ、数値
目標を伴わない節電要請が行われました。節電要請期

第3節
東日本大震災・東京電力福島第一原
子力発電所事故を踏まえたエネル
ギー政策の見直し
本節では、2012 年 8 月から 2013 年 3 月末頃までの、

間は、2012 年 12 月 3 日 〜 平成 25 年 3 月 29 日の平

総合資源エネルギー調査会をはじめとするエネルギー

日（12 月 31 日及び 1 月 2 日 〜4 日を除く）9:00〜

政策のゼロベースの見直しについて概観します。

21:00（北海道電力及び九州電力管内については 8:00
〜21:00）とされました。

（1）エネルギー・環境会議

また、被災地や高齢者等の弱者に対して、無理な

国家戦略担当大臣を議長、経済産業大臣と環境大臣

節電を要請することがないよう、配慮を行うこととさ

兼原発事故の収束及び再発防止担当大臣を副議長とす

れました。

る、エネルギー・環境会議が 2011 年 6 月 7 日に設置
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しました。同戦略は、省エネルギー・再生可能エネ

の対話が進むよう、国民的議論を更に展開し、エネ

ルギーといったグリーンエネルギーを最大限に引き

ルギー・環境の選択肢に関する情報提供データベー

上げることを通じて、原発依存度を減らし、化石燃

スの整備、意見聴取会の全国 11 カ所での開催、討論

料依存度を抑制することを基本方針とし、これまでの

型世論調査、パブリックコメントの募集等を行いま

広く多様な国民的議論を踏まえ、①原発に依存しない

した 9。

社会の一日も早い実現、②グリーンエネルギー革命
の実現、③エネルギーの安定供給、の三本柱を掲げ

①国民的議論に関する検証会合

ました。

国民的議論から得られる含意を政府が検証するに当

同月 19 日には、
「今後のエネルギー・環境政策に

たって、世論調査やパブリックコメント等の専門家

ついて」として、
「今後のエネルギー・環境政策につ

から意見を伺うための会合を 2012 年 8 月に開催しま

いては、
「革新的エネルギー・環境戦略」
（平成 24 年

した。

9 月 14 日エネルギー・環境会議決定）を踏まえて、
関係自治体や国際社会等と責任ある議論を行い、国民

（ア）参加いただいた専門家
稲井田茂 一般社団法人共同通信社編集局総合選挙

の理解を得つつ、柔軟性を持って不断の検証と見直
しを行いながら遂行する。
」ことを閣議決定しました。

センター次長
宇賀克也 東京大学大学院法学政治学研究科教授

（2）第 3 回日本経済再生本部における総理指示等

小幡純子 上智大学法科大学院教授
小林傳司 大阪大学コミュニケーションデザイ
ン・センター教授

2012 年 12 月 26 日に安倍政権が発足し、2013 年 1
月 25 日に行われた第 3 回日本経済再生本部（本部長
内閣総理大臣）において、
「経済産業大臣は、前政権

佐藤卓己 京都大学大学院教育学研究科准教授

のエネルギー・環境戦略をゼロベースで見直し、エ

曽根泰教 慶應義塾大学大学院政策・メディア研

ネルギーの安定供給、エネルギーコスト低減の観点

究科教授

も含め、責任あるエネルギー政策を構築すること。
」

田中愛治 早稲田大学理事・政治経済学術院教授

との総理指示があり、同戦略はゼロベースの見直し

松本正生 埼玉大学経済学部教授

が行われることとなりました。また、安倍内閣総理
大臣は 2013 年 1 月 31 日の参議院本会議の答弁にお

（イ）開催経緯

いては、
「いかなる事態においても国民生活や経済活

第 1 回会合（2012 年 8 月 22 日）

動に支障がないよう、エネルギー需給の安定に万全

・検証の対象とすべき調査結果情報

を期します。前政権が掲げた 2030 年代に原発稼働ゼ

・調査結果や情報の整理の仕方

ロを可能とするという方針は、具体的な根拠を伴わな

第 2 回会合（2012 年 8 月 27 日）

いものであり、これまで国のエネルギー政策に対し

・支持率の数字の解釈の仕方

て協力してきた原発立地自治体、国際社会や産業界、

・論点の整理の仕方

ひいては国民に対して不安や不信を与えました。この

第 3 回会合（2012 年 8 月 28 日）

ため、前政権のエネルギー・環境戦略についてはゼ

・国民的議論から得られることについての総括

ロベースで見直し、エネルギーの安定供給、エネル

同検証会合の検討結果については、第 13 回エネル

ギーコスト低減の観点も含め、責任あるエネルギー

ギー・環境会議に国家戦略大臣より報告されました。

政策を構築してまいります。その際、できる限り原
発依存度を低減させていくという方向で検討してまい

②革新的エネルギー・環境戦略

ります。原発の再稼働については、科学的安全基準

2012 年 9 月 14 日に開催されたエネルギー・環境会

の下で判断していくこととし、3 年程度で既存原発の

議において、
「革新的エネルギー・環境戦略」を決定

行く末を見極めながら、10 年以内に新しい安定した

9 2012 年 7 月までのエネルギー・環境会議、情報提供データベースの整備、意見聴取会、討論型世論調査、パブリックコメントの募集等に
ついては、平成 23 年度エネルギーに関する年次報告に記載されています。
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【第 123-1-1】「多様な供給体制とスマートな消費行動を持つエネルギー最先進国」へのアクションプラン

第２章

（生産（調達）面での課題）

（流通面での課題）

・再生可能エネルギーの導入は依然、
低水準
・国際的に高価格な燃料調達（LNG
等
等）

・電力会社の区域を越えた効率的な需給 ・多様な料金体系など省エネの手段が足り
調整ができていない
ない、選べない
・一般家庭では電力会社を選べない
・住宅・ビルのエネルギー消費は増加
等
等

生産（調達）

（消費面での課題）

流通

多様・多角的・低廉

消費

柔軟・選択可能・効率的

スマート

多様な供給体制とスマートな消費行動を持つエネルギー最先進国
新たなエネルギー政策の確立へ向け、生産（調達）・流通・消費各面において、エネ
ルギー制約の克服とコスト低減への取組に直ちに着手。
１. 生産（調達）段階

２. 流通段階

３. 消費段階

〈多様なエネルギー源の確保〉
（1）再生可能エネルギーの最大限の導入
①導入拡大のための規則・制度改革
（環境アセスの迅速化等）
②相対的にコストの低い風力・地熱の
導入基盤強化（系統整備等）
③安全が確認された原子力発電の活用

（1）電力システム改革

（1）工場への先端最新設備・省エネ設
備の導入など産業の競争力強化と
省エネルギーを推進

①小売・発電の全面自由化
②送配電部門の一層の中立化
③広域系統運用の拡大

④世界最高水準の高効率火力発電（石
炭・LNG）を環境に配慮しつつ導入

（2）電気料金の厳正な査定
（料金への燃料コスト低減
努力の反映等）

〈多角的な調達〉

（2）トップランナー制度を通じて、自動
車や家電にとどまらず、今後、住宅・
ビル等の省エネルギーを強化

（3）需要者が供給側の状況に応じて需
要を選択できる「ディマンドリス
ポンス」など、効率的なエネルギー
マネジメントシステムを普及

（1）
官民挙げた低廉な LNG の確保
（2）
メタンハイドレートなどの国内資源
開発の推進

【第 123-1-2】 エネルギー分野の「戦略市場創造プラン」

在るべき姿の達成に貢献し、同時に世界市場を狙う戦略分野
まずは、電力システム改革はじめエネルギー制約の克服に向けしっかり取り組む。
それにより、国際的な強みを持った成長の芽が現れ始める。こうした芽を育て本格的な成長につなげる。

在るべき姿

○多様・多角的・低廉な「生産（調達）」を実現。
ー 予期せぬエネルギー情勢の変化に左右されず、安定的かつ安価にエネルギーを利用でる社会。
○柔軟・選択可能・効率的な「流通」
を実現。
ー 多様なプレーヤーが参画し、利用者の様々なニーズに応えられる社会。
○スマートな「消費」
の実現。
ー ディマンドリスポンスなど需給者が供給側の状況に応じて需要を選択できる社会。

戦略分野となる成長の芽

火力発電の経済的・安定的活用

多様なエネルギー源の確保

省エネの促進

○課題
•安定的・低廉なエネルギー確保が課題

○課題
•再生可能エネルギー導入は低水準

○課題
•住宅・ビル、運輸のエネルギー消費増加
「
• 我慢」の省エネからの脱却

○戦略分野

○戦略分野

○戦略分野
③エネルギーマネジメントシステム及び電力
③エネルギーマネジメントシステム
利用データを利活用した新サービス
④次世代デバイス（パワーエレクトロニクス等）
• 次世代自動車
• 燃料電池、省エネ家電等

①高効率火力発電
• CCS

②蓄電池
• 風力
（浮体式洋上風力等）
• 地熱
• 太陽光

課題解決を支える基盤的政策
• 電力システム改革…①電力自由化の推進、
②送配電部門の中立性・独立性を高めること、
③広域系統運用の拡大
• クリーンエネルギー普及のためのファイナンス支援…初期投資の資金調達円滑化、超長期の投資回収管理リスク・コストの補完。

次世代エネルギーの開拓
• 技術的ブレークスルーによって次世代のエネルギー源となる可能性がある分野（海洋・宇宙エネルギー技術等）
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また、エネルギー制約の克服に取り組む過程で生ま

新設については、今後の我が国のエネルギーをめぐ

れてくる国際的な強みを有する技術・事業については、

る情勢などを踏まえて、結果の数字ありきではなく、

それを育て、我が国の成長につなげていく視点が重要で

ある程度の時間を掛けて腰を据えて検討してまいりま

す。3 月 29 日に開催された第 5 回産業競争力会議にお

す。
」との考えを、2013 年 2 月 28 日の第 183 回通常

いて、茂木経済産業大臣から高効率火力発電、蓄電池

国会における安倍総理施政方針演説においては、｢長

（車載用蓄電池分野では、燃料電池自動車の市場投入に

引くデフレからの早期脱却に加え、エネルギーの安

向けた水素ステーションの先行整備 10 等）エネルギー

定供給とエネルギーコストの低減に向けて、責任あ

マネジメントシステム、次世代デバイス（パワーエレク

るエネルギー政策を構築してまいります。東京電力

トロニクス等）の 4 つの具体例を含む ｢エネルギー分野

福島第一原発事故の反省に立ち、原子力規制委員会の

の『戦略市場創造プラン』
｣ の提案が行われました。

下で、妥協することなく安全性を高める新たな安全文
化を創り上げます。その上で、安全が確認された原

（4）エネルギー基本計画の検討

発は再稼働します。省エネルギーと再生可能エネル

エネルギー基本計画は、エネルギー政策の基本的な

ギーの最大限の導入を進め、できる限り原発依存度

方向性を示すためにエネルギー政策基本法第十二条に

を低減させていきます。同時に、電力システムの抜

基づき、エネルギーの需給に関する基本的な方針や講

本的な改革にも着手します。
｣ との考えを明らかにし

ずべき施策等を内容とする政府が策定する計画であり、

ています。

関係行政機関の長の意見を聴くとともに、総合資源エ
ネルギー調査会の意見を聴いて、経済産業大臣が案を

（3）産業競争力会議におけるエネルギー政策の議論

作成し、閣議で決定することとなっています。

2013 年 2 月 18 日に開催された第 2 回産業競争力会

直近のエネルギー基本計画は 2010 年 6 月に策定さ

議において、上記の総理指示（2013 年 1 月 25 日）を

れましたが、東日本大震災及び東京電力福島第一原子

踏まえ、茂木経済産業大臣より、
『
「多様な供給体制と

力発電所の事故を踏まえ、新たな計画を策定すべく、

スマートな消費行動を持つエネルギー最先進国」へ

2011 年 10 月に総合資源エネルギー調査会総合部会に

のアクションプラン』の説明が行われ、エネルギー

基本問題委員会が設置され、2012 年 8 月以降の 3 回

コスト削減対策についての議論が行われました。

を含め計 33 回開催されました。

アクションプランでは、

その後、前述の総理指示（2013 年 1 月 25 日）も踏

①東日本大震災や、新興国の台頭を中心とするエネ

まえ、エネルギーの安定供給、エネルギーコスト低

ルギー需要の増大など激変する世界情勢の中、我

減の観点も含め、責任あるエネルギー政策を構築す

が国は新たなエネルギー制約に直面。エネルギー

るため、エネルギー基本計画の検討の場を格上げし、

源の多角化、低廉な「生産（調達）
」と、最適か

基本問題委員会の親部会である、総合部会で行うこと

つ効率的なエネルギーの「流通」
、スマートな「消

となりました。

費」により、
「多様な供給体制とスマートな消費
行動を持つエネルギー最先進国」を目指す。

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 ) は、2013 年 3 月 15

②新たなエネルギー政策の確立へ向け、生産、流

日に第 1 回部会が開催されました。エネルギー政策

通、消費各面において、エネルギー制約の克服

を巡る最近の動きとして、第 3 回日本経済再生本部に

とコスト低減への取組に直ちに着手する。

おける安倍総理指示（前述）
、第 183 回通常国会にお

ことが説明されています。
茂木経済産業大臣からは、
「エネルギーは活発な産

ける安倍総理施政方針演説（前述）などが示されまし
た。また、エネルギー政策の変遷と最近のエネル

業活動や豊かな国民生活の生命線である。今申し上げ

ギー情勢、主な論点等について議論が行われました。

た基本的な方向性と、総合資源エネルギー調査会で

今後、同部会では、年内をめどに 15 人の委員がエネ

の検討を踏まえ、この危機にしっかり対応していき

ルギー基本計画についての議論・とりまとめを行っ

たい。
」旨が表明されました。

ていくこととしています。
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第２章

エネルギーミックスに移行させていきます。原発の

第 1 部 エネルギーを巡る課題と対応

第 2 章 東日本大震災と我が国エネルギー政策のゼロベースからの見直し

【第 123-1-3】 我が国のエネルギー情勢
＜生産・調達＞

＜流通＞

＜消費＞

東 日 本 大 震 災 及 び 東 電 福 島 原 発 事 故

第２章

・供給力の低下
・需要者の少ない選択

・供給力の低下
・広域活用の限界

・原子力規制委員会の設置（平成24年9月） ・原発
停止
・同委員会による新安全基準の策定

原子力発電

・依存度低下

・石油等の被災地
への供給途絶

安定供給不安
電力需給のひっ迫

・原子力の安全性の確保
・蓄積する使用済核燃料・放射性廃棄物の
適切な処理・処分
・原発立地自治体や関係国等の理解と協力

・電源の確保
・広域運用・ネットワーク強化

・ピーク
対策

電力システム

・再生可能エネルギー
拡大への取組

・料金メニュー多様化など
需要者の選択肢拡大
・ピーク対策

・広域運用・ネットワーク強化

再生可能エネルギー

・競争による効率化
電気料金の抑制

・FIT制度の着実な運用
・導入拡大のための基盤整備、規制改革
・高いコスト、不安定な出力の克服

省エネ・節電
・震災を受けた省エネ・節電の強化
・需要が増大している住宅・ビルの
エネルギー消費抑制
・産業・運輸部門の更なる省エネ対策

・コスト増
電気料金上昇

エネルギーコストの
上昇

ディマンドリスポンス
エネルギーマネジメントシステム
スマートコミュニティ

・多様な
供給源

・LNG輸入量増・火力拡大

化石燃料
石油・LPガスのサプライチェーン
（精製、備蓄、流通、緊急時対応）

・火力依存度上昇によるコスト増加への対応
・地政学リスクの高まり
・シェールガス等によるエネルギー源の多様
化・多角化
・自主開発油ガス田の権益確保
・メタンハイドレートなど国内資源開発促進
・環境に配慮した高効率な火力発電の導入

・多様な供給源
・多様なプレーヤー

分散型エネルギー
ガスパイプライン網

・再エネ、コジェネ、燃料電池などの
利用拡大

国 際 情 勢 の 変 化
・新興国の需要増

・地政学リスクの高まり

・シェール革命によるLNG価格低下の可能性

出典） 総合資源エネルギー調査会総合部会 第１回会合 参考資料

（別表）
【第 123-1-4】基本問題委員会 各開催回の議題と概要（第 31 回〜第 33 回）
開催回

日時

第31回

8月23日

東京電力福島原子力発電所事故に関する ①東京電力福島原子力発電所事故に関する調査・検証結果について議論11
エネルギーに関する今後の重点施策について議論
調査・検証結果について
エネルギーに関する今後の重点施策（案）
について 等

議題

概要

第32回

9月18日

革新的エネルギー・環境戦略の報告等

第33回

11月14日

エネルギー・環境会議において決定された「革新的エネルギ−・環境戦略」につい
て報告及び質疑等

革新的エネルギー・環境戦略の進め方に ①革新的エネルギー・環境戦略の進め方、グリーン政策大綱の検討状況、原子力委
ついて（10月19日エネルギー・環境会 員会の見直しの状況、原子力政策の課題、省エネ・再エネの取組、電力システム改
議決定）の報告等
革専門委員会について報告及び質疑等
②冬の電力需給対策等について報告

（別表）
【第 123-1-5】 総合資源エネルギー調査会 総合部会 第 1 回会合 議題と概要
開催回

日時

第1回

3月15日

議題

概要

エネルギー基本計画の検討について

エネルギー政策を巡る最近の動き、エネルギー政策の変遷と最近のエネルギー情
勢、主な論点等 について議論

（別表）
【第 123-1-6】総合資源エネルギー調査会 総合部会 委員一覧（2013 年 3 月 15 日現在）
三村

明夫（部会長）

秋元

圭吾

（公財）地球環境産業技術研究機構

新日鐵住金（株）取締役相談役

植田

和弘

京都大学大学院経済学研究科教授

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

辰巳

菊子

志賀

俊之

寺島

実郎

システム研究グループリーダー

（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
日産自動車（株）代表取締役最高執行責任者
（財）日本総合研究所理事長

豊田

正和

（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所長

西川

一誠

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

福井県知事

京都大学原子炉実験所教授

11 〈ヒアリング対象〉東京電力東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会（政府事故調）（小川事務局長）、福島原発事故独
立検証委員会（民間事故調）
（北澤委員長）
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