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第1節
再生可能エネルギーの導入拡大
再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出せず、

国内で生産できることから、エネルギー安全保障に
も寄与できる有望かつ多様で、重要な低炭素の国産エ
ネルギー源です。2013 年度においては、固定価格買
取制度（FIT）の安定的かつ適切な運用に加え、環境
アセスメントの期間短縮化のための取組や設備導入に
対する財政支援、再生可能エネルギー利用の低コス
ト化・高効率化を実現する技術開発や実証事業等を積
極的に進めてきました。

＜具体的な主要施策＞

1．再生可能エネルギーの導入・利用の
拡大

（1）	再生可能エネルギーの導入・利用の拡大
①再生可能エネルギーの固定価格買取制度の安定的
かつ適切な運用【制度】
再生可能エネルギーには大きな可能性があるもの

の、現在はコストが高い等の理由により普及が十分に
進んでいません。こうした再生可能エネルギーの利
用推進を図るため、2012 年 7 月 1 日から、固定価格
買取制度が施行されました。これは、再生可能エネ
ルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）
によって発電された電気を、国が定める一定期間に
わたって、電気事業者が、国が定める一定の価格で
調達することを電気事業者に義務付けるものです。

本制度開始を受けて、再生可能エネルギーは順調
に導入が進み、2013 年度においては、2014 年 2 月末
までに、638.1 万 kW の設備が運転を開始しました。

電気事業者が調達した再生可能エネルギー電気は、
電気事業者の送電網を通じて広く利用されるため、調
達に要する費用は、再生可能エネルギー発電促進賦
課金という項目で電気料金の一部として、全ての電気
の使用者に御負担いただきます。本制度により、再
生可能エネルギー発電設備を設置する者のコスト回
収の見通しが立ちやすくなり、普及が進むとともに、
スケールメリットによるコストダウンが期待されま
す。

調達価格（電気事業者が買い取る際の価格）と調達
期間（調達価格での買取りが継続する期間）（以下「調
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【第331-1-1】2013年度における再生可能エネルギー発電設備の導入状況（2月末時点）
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達価格等」という。）については、国会の同意を得た
上で任命される委員から構成される調達価格等算定委
員会（以下「委員会」という。）の意見に基づき、関
係大臣（農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣、
消費者担当大臣）への協議等を経た上で、経済産業大
臣が毎年度告示します。

また、2014 年度に新規参入される方に適用される
調達価格等の議論については、2014 年 1 月 10 日から
委員会において開始され、委員会は、「平成 26 年度
調達価格及び調達期間に関する意見」を 2014 年 3 月
7 日にとりまとめました。この意見を尊重する形で、
同月 31 日に、以下の内容で 2014 年度の調達価格が
決定されました（第 1 部第 2 章第 2 節 3.（2）参照）。

（ア） 太陽光発電については、システム費用（太陽光
パネル、パワコン、架台、工事費を含む価格）
が市場の拡大等に伴い下落したこと等を反映し、
2013 年度調達価格を引き下げました。具体的に
は、非住宅用（10kW 以上）は、2013 年度調達
価格が 36 円／kWh（税抜）のところ、4 円の引
下げとなり、32 円／kWh（税抜）に、住宅用

（10kW 未満）は、2012 年度調達価格が 38 円／
kWh のところ、1 円の引下げとなり、37 円／
kWh に設定されました。

（イ） 洋上風力発電については、陸上風力と比較して、
高いコスト、固有のリスクを反映し、36 円 /

kWh（税抜）として買取価格区分が新たに設定
されました。

（ウ） 中小水力発電については、電気設備と土木設備
のライフサイクルの違いから構造的に投資時期
が合致しない中小水力発電設備について、既存
の土木設備を活用した投資を国民負担に配慮し
つつ推進する観点から、既設導水路を活用した
中小水力発電の価格区分を、200kW 未満は 25
円 /kWh（税抜）、200kW 以上 1,000kW 未満は
21 円 /kWh（税 抜 ）、1,000kW 以 上 30,000kW
未満は 14 円 /kWh（税抜）として買取価格区分
が新たに設定されました。

（エ） 上記以外については、2013 年度調達価格を据え
置き。

②関連規制・制度の見直し・緩和【規制・制度】
規制改革会議は、2013 年 5 月に「エネルギー・環

境ワーキング・グループ報告」を、6 月に「規制改革
に関する答申」を取りまとめ、そうした検討を踏まえ
て同月、「規制改革実施計画」、「日本再興戦略」を閣
議決定しました。

＜主な規制・制度の見直し・緩和の内容＞
（ア） 太陽光発電
　（ⅰ）太陽電池発電設備等に係る電気主任技術者の

【第331-1-2】告示された調達価格等（2013年度）
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外部委託承認範囲の拡大
2013 年 6 月、経済産業省は、太陽電池発電設備等

に関して、保安管理業務を外部委託できる範囲を「出
力 1000 キロワット未満」から「出力 2000 キロワッ
ト未満」に引き上げました。
　（ⅱ）電気主任技術者制度における兼任要件の緩和

2013 年 6 月、経済産業省は、同一敷地内に設置者
の異なる複数設備が設置される場合において、互いの
設備が密接に関係していれば、設置者間に資本関係が
ない場合であっても、①保安体制、責任の所在等を
委託契約等において明確に定め、②保安規程において
①を遵守すること等の条件を満たせば、複数設備に係
る電気主任技術者の兼任を認めることとしました。
　（ⅲ）電気主任技術者による太陽光発電設備の点検

頻度の見直し
2014 年 3 月、経済産業省は、太陽電池発電所の保

安管理業務を外部委託する場合の受変電設備の点検頻
度を必要な保安水準を確保する最小限の点検頻度に設
定しました（2015 年 3 月末まで適用猶予期間）。

（イ） 風力発電
　○ 環境影響評価の手続迅速化

火力発電所リプレースに係る国の審査期間の短縮
目標を公表した「発電所設置の際の環境アセスメント
の迅速化等に関する連絡会議　中間報告」（環境省・
経済産業省、2012 年 11 月）に記載の火力発電所リプ
レースに係る国の審査の具体的方策を、規制改革実
施計画閣議決定後、風力・地熱発電所の審査にも適用
しています。

また、2013 年 6 月、経済産業省は環境省との連名
で、都道府県の環境影響評価担当部局に対し、「風力
発電所設置の際の環境アセスメントに係る審査の迅速
化について（技術的助言）」を発出しました。

（ウ） 地熱発電
○ 小型地熱発電に関するボイラー・タービン主任

技術者の選任要件の見直し
2013 年 9 月、経済産業省は、温泉を利用した小出

力（100kW 以下）の地熱発電設備のボイラー・ター
ビン主任技術者の選任要件を見直し、３日間の講習の
受講等によりボイラー・タービン主任技術者として
選任することができるようにしました。

（エ） 小水力発電
　（ⅰ）小規模ダム水路主任技術者選任の柔軟な検討

2014 年 3 月、経済産業省は、①土地改良法が適用
される農業用水路等に水力発電設備が設置される場合

には、出力や最大流量にかかわらず、ダム水路主任
技術者の選任を不要とし、② 500kW 未満の水力発電
所に関して、農業土木学の履修者を含め、土木に関
する一定の学科を修めた者については許可を行う旨、
明確化しました。
　（ⅱ）小水力発電を運営する組織の親子関係の明確

化
2013 年 6 月、経済産業省は、都道府県土地改良事

業団体連合会が「主任技術者制度の解釈及び運用（内
規）」に規定する「みなし設置者」となることにより、
選任した主任技術者が近傍にある土地改良区の水力発
電所を兼任できることを周知しました。

（オ） 再生可能エネルギー全般
　○ コージェネレーション等の発電設備における工

事計画届出から着工までの期間短縮に係る周知
2013 年 6 月、経済産業省は、コージェネレーショ

ン等の発電設備におけるガスタービンの取替え工事
や廃止した発電設備の再稼働等について、着工までの
期間を短縮できる場合を周知しました。

（カ） 環境アセスメント
　（ⅰ）風力・地熱発電に係る環境影響評価の国によ

る審査期間の短縮目標の設定
風力・地熱発電建設時の環境影響評価の国の審査期

間については、2012 年 11 月の「発電所設置の際の環
境アセスメントの迅速化等に関する連絡会議　中間報
告」（環境省・経済産業省）において、火力発電所リ
プレースに係る国の審査期間の短縮に向けた取組を、
風力・地熱発電の環境影響評価の審査についても適用
することとされています。

この結果、2013 年度においては、方法書（実績 18
件）については 16 日程度、準備書（実績 1 件）につ
いては 63 日、評価書（実績１件）については 19 日
の審査期間の短縮を実現しました。
　（ⅱ）風力・地熱発電の特性を踏まえた配慮書手続

きにおける複数案・単一案の明確化
2013 年 9 月、経済産業省は、配慮書手続における

複数案・単一案の考え方を記載した「発電所に係る環
境影響評価の計画段階環境配慮書における複数案等の
考え方」を公表し、複数案等の具体的な考え方を明確
化しました。

③農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネ
ルギー電気の発電の促進に関する法律【制度】
農山漁村における再生可能エネルギー発電につい



247

第1節　再生可能エネルギーの導入拡大

247

第
３
章

て、農林地等の利用調整を適切に行いつつ、市町村
や発電事業者、農林漁業者等の地域の関係者の密接な
連携の下、再生可能エネルギーの導入と併せて地域
の農林漁業の健全な発展に資する取組を促進していく
ため、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能
エネルギー電気の発電の促進に関する法律（平成 25
年法律第 81 号）が 2013 年 11 月に成立しました。

④住宅用太陽光発電導入支援復興対策基金造成事業費
補助金【2013年度3次補正：869.9億円】、住
宅用太陽光発電高度普及促進復興対策基金造成事業
費補助金【2013年度3次補正：323.9億円】
住宅用太陽光発電の導入を加速させるため、住宅用

太陽光発電システムを設置する者に対して 1kW 当た
り 2.0 万円又は 1.5 万円の補助を実施しました。

⑤再生可能エネルギー発電システム等設備の設置支
援

（ア） 地方自治体等における再生可能エネルギー導入
促進

　（ⅰ）独立型再生可能エネルギー発電システム等対
策事業【2013年度当初：30.0億円の内数】

固定価格買取制度の適用対象とならない、自家消費
向けの再生可能エネルギー発電システム等の導入促
進を図ることを目的に、当該発電システム等導入事業
を行う地方自治体等に対し、事業費の 2 分の 1 以内の
補助を行いました。
　（ⅱ）再生可能エネルギー発電設備等導入促進支援
復興対策事業【2013年度3次補正：326.0億
円の内数】

東日本大震災後の電力供給不足への懸念に対応し、
かつ、被災地の再生可能エネルギーを中核とした雇
用創出と関連活性化を図ることを目的に、被災地にお
いて再生可能エネルギー発電設備等の導入を行う事
業者に対し、事業費の 10 分の 1 以内の補助を行いま
した。
　（ⅲ）地域エネルギー開発利用設備資金利子補給金
【2013年度当初：0.01億円】

　（ⅳ）再生可能エネルギー等導入推進基金事業（グ
リーンニューディール基金）【2013年度当初：
245.0億円】

地域主導での再生可能エネルギー等を活用した自
立・分散型エネルギーの導入による災害に強く環境
負荷の小さい地域づくりを推進するため、地方公共団

体が行う防災拠点等への再生可能エネルギーの導入
等への支援を行いました。
　（ⅴ）環境を考慮した学校施設（エコスクール）の
整備推進【2013年度当初：1,270.8億円の内
数、2013年度補正：1,505.9億円の内数】

地球環境問題が喫緊の課題となっている中、学校
施設についても、環境を考慮する必要性から、文部
科学省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省が
協力して、環境を考慮した学校施設（エコスクール）
の整備を推進しており、学校施設へ再生可能エネル
ギー設備を導入する場合には、費用の一部を補助し
ました。
　（ⅵ）小規模地方公共団体対策技術率先導入補助事
業【2013年度当初：3.0億円】

先端的な再生可能エネルギー・省エネルギー設備
を率先導入し、模範的な先行事例を示す小規模な地方
公共団体に対して、費用の一部を補助しました。

（イ） 事業者による再生可能エネルギー導入促進
　（ⅰ）独立型再生可能エネルギー発電システム等対
策事業【2013年度当初：30.0億円の内数】

固定価格買取制度の適用対象とならない、自家消費
向けの再生可能エネルギー発電システム等の導入促
進を図ることを目的に、当該発電システム等の導入事
業を行う事業者に対し、事業費の 3 分の 1 以内の補助
を行いました。
　（ⅱ）家庭・事業者向けエコリース促進事業
【2013年度当初：18.0億円の内数】

家庭や事業者が、再生可能エネルギー設備等の低
炭素機器をリースにより導入する際に、リース料の
一部を助成しました。
　（ⅲ）地域の再生可能エネルギー等を活用した自立
分散型地域づくりモデル事業【2013年度当初：
76.0億円の内数】

再生可能エネルギーや未利用エネルギーによる自
立・分散型エネルギーシステム（これらに併せての
蓄電池導入を含む。）の集中導入を産学官で推進する
事業について、補助を行いました。
　（ⅳ）地域還元型再生可能エネルギーモデル早期確
立事業【2012年度補正：10.0億円】

農山漁村の活性化を図るため、再生可能エネルギー
発電事業による収入を地域の農林漁業の発展に活用す
るモデル的な取組の構築を支援しました。
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　（ⅴ）地域特性を考慮した再生可能エネルギー事業
形成推進モデル事業【2013年度当初：6.0億円】

再生可能エネルギーの導入を加速化するため、地
域でのコーディネーター育成や地域の関係者が参画
する協議会を中心とした事業化計画の策定等に対して
支援を行いました。
　（ⅵ）農山漁村活性化再生可能エネルギー総合推進
事業【2013年度当初：1.7億円】

農林漁業者等が主導して行う農山漁村の資源を活用
した再生可能エネルギー発電事業の取組について、
事業構想（入口）から運転開始（出口）に至るまでに
必要となる様々な手続や取組を総合的に支援しまし
た。

（ウ） 非営利組織による再生可能エネルギーの導入促
進

　○独立型再生可能エネルギー発電システム等対策
事業【2013年度当初：30.0億円の内数】

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

⑥環境関連投資促進税制（グリーン投資減税）【税制】
青色申告書を提出する個人及び法人が省エネや再エ

ネの導入拡大に資する設備を取得等した場合、その取
得価額の 30％の特別償却又は 7％の税額控除（中小
企業者等のみ）を認める税制措置が講じられていま
す。また、一定の太陽光発電設備、風力発電設備及
び熱電併給型動力発生装置を取得等し、その後事業の
用に供した場合には、普通償却限度額との合計で取得
価額まで特別償却ができる税制措置が講じられていま
す（対象期間は 2012 年 7 月 1 日から 2015 年 3 月 31
日まで）。また、特別償却又は税額控除の対象設備を
一部追加し、制度自体の期間を 2016 年 3 月 31 日ま
でに延長しました。

⑦電気事業者による新エネルギー等の利用に関する
特別措置法（RPS法）の整備及び施行【制度】
2012 年度に RPS 法の義務が課せられた電気事業者

は、10 電力会社を始めとする計 72 社、その義務量の
総量は 80.2 億 kWh であり、電気事業を廃止した 1 社
を除き全ての電気事業者が義務を履行しました。ま
た、2013 年度は、再生可能エネルギー特別措置法附

則第 12 条における経過措置規定により、53.188 億
kWh の義務量が課されました。

（2）	系統強化・安定化に向けた取組
①風力発電のための送電網整備実証事業費補助金
【2013年度当初：250.0億円】
北海道の風力発電の適地において、送電網の整備及

び技術的課題の解決を目的とした実証事業を行いまし
た。

②大型蓄電システム緊急実証事業費補助金【2012年
度予備費：295.9億円】
北海道及び東北地方において、電力会社の変電所

に、世界最大級の大型の蓄電池を設置し、再生可能
エネルギーの出力変動を緩和するための実証事業を
行いました。

③革新型蓄電池先端科学基礎研究事業【2013年度
当初：30.9億円】
既存の蓄電池の性能向上及び革新型蓄電池の実現に

向けた基礎技術の確立を目指し、蓄電池の充放電にお
ける材料挙動解析の研究開発等を実施しました。

④リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発
【2013年度当初：22.0億円】
電気自動車等の動力であるリチウムイオン電池の性

能を理論限界まで追求するためのトップランナー型
の技術開発や、用途拡大による量産効果を狙い国際競
争力の強化につなげるため自動車以外のアプリケー
ションに対応するリチウムイオン電池の開発を行い
ました。

⑤新エネルギー系統対策蓄電池システム技術開発
【2013年度当初：17.0億円】
風力発電、太陽光発電の大量導入に向けて、系統

対策用の蓄電池として、安全性や耐久性等を追求した
蓄電システムの開発を行いました。

⑥再生可能エネルギー余剰電力対策技術高度化事業
【2013年度当初：27.0億円】
再生可能エネルギーの導入拡大による余剰電力対

策用蓄電池として、揚水発電と同等の設置コスト（2.3
万円 /kWh）まで大幅に低減することを目標とした蓄
電池技術の高度化を行いました。
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⑦戦略的創造研究推進事業　先端的低炭素化技術開発
（後掲　第3章第1節1．（4）①（カ）　参照）

（3）	開発リスクが大きい水力・地熱発電の促進
①水力の開発、導入及び利用

再生可能な純国産エネルギーである水力発電の開
発は我が国として積極的に推進する必要があります
が、水力発電は初期投資が大きく初期の発電単価が他
の電源と比較し割高であること、また、今後開発地
点が奥地化・小規模化していくこと等から、中小水力
開発に対する支援を行ってきました。このため、事
業者に対し、建設費の一部を補助すること等により、
開発を促進しました。
（ア）	小水力等再生可能エネルギー導入推進事業
【2013年度当初：10.1億円】

農業水利施設を活用した小水力等発電の整備を推進
するため、調査設計等の取組を支援しました。
（イ）	小水力発電導入促進モデル事業費補助金【2013

年度当初：7.0億円】
小水力発電メーカーと発電事業者等が共同で、試

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

発電開発事業）【2013年度当初：14.1億円の
内数】

一般電気事業者及び卸電気事業者等の行う中小水力
開発に対し、建設費の一部を補助することにより、水
力の初期発電原価を引き下げ、開発を促進しました。
（エ）	中小水力開発促進指導事業基礎調査【2013年

度当初：1.2億円】
中小水力開発促進の基礎資料とするための調査を行

うとともに、IEA の「水力技術と計画に係る実施協
定」に参加し、得られた技術情報を国内外に発信しま
した。
（オ）	新エネルギー等導入促進基礎調査（水力開発導

入基盤整備調査）【2013年度当初：4.2億円の
内数】

開発可能性の有望な地点を選定し概略設計等を行う
ことにより、未開発となっている地点の調査を行い
ました。

（カ）	中小水力発電事業利子補給金助成事業費補助金
【2013年度当初：1.1億円】

地方自治体（公営電気事業者）が水力発電所の建設
に際して要した資金の返済利息に関して、利子補給を
行いました。

②地熱の開発、導入及び利用
CO2 を出さず、発電コストも低く、安定的な発電

を行うことが可能なベースロード電源を担う地熱発
電は、地球環境問題等社会的要請に応えるものとして
重要ですが、開発には時間とコストがかかる等の課題
もあり、政府として支援しました。
（ア）	地熱開発理解促進関連事業支援補助金【2013

年度当初：28.0億円】
地熱の有効利用等を通じて、地域住民への開発に対

する理解を促進することを目的として行う事業（地熱
利用によるハウス栽培事業等）に対し補助を行うこと
で、地熱資源開発を促進しました。
（イ）	地熱資源開発調査事業【2013年度当初：75.0

億円】
発電時の CO2 排出量がゼロで環境適合性に優れ、

出力が安定した純国産のエネルギー源である地熱資
源の開発を促進するため、地熱資源の調査（ポテン
シャル調査等）に対する支援を行いました。
（ウ）	中小水力・地熱発電開発費等補助金（地熱発電開

発費補助金）【2013年度当初：14.1億円の内数】
地熱開発は、運転開始後も追加井の掘削が必要とな

るなど、メンテナンスコストが大きいこと等の課題を
抱えているため、追加井の掘削等に対して補助を行い
ました。

（4）	技術開発・実証段階における主な取組
①太陽光発電の技術開発・実証段階の取組
（ア）	革新型太陽電池研究開発事業【2013年度当初：

23.6億円の内数】
2030 年以降を見据えた高性能・低価格な革新的太

陽電池の実現を目指し、多接合型太陽電池や、量子
ナノ構造太陽電池等の基礎研究を実施しました。
（イ）	太陽光発電システム次世代高性能技術の開発
【2013年度当初：48.0億円の内数】

高効率化及びコスト低減を追求する観点から、各種
の実用太陽電池の高性能化のための次世代技術の確
立、横断的な材料開発及び周辺技術の開発を行いまし
た。
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（ウ）	有機系太陽電池実用化先導技術開発【2013年
度当初：22.6億円】

より安価な太陽電池として期待されている有機系太
陽電池の分野において、変換効率の向上や長寿命化等
の課題の抽出・分析を行うため、将来の大量生産を見
据えた連続生産プロセスから製造されたパネルを実際
に設置し、実証を行いました。
（エ）	太陽光発電多用途化実証事業【2013年度当初：

5.0億円】
太陽光発電の需要の裾野を拡大し、持続的な市場拡

大によるコスト低減を図るため、農地やビル壁面、傾
斜地など、現在利用の進んでいない設置ポテンシャ
ルを積極的に活用することを目指し、実際にパネルを
設置する実証を行うための課題の抽出・分析を行いま
した。
（オ）	太陽光発電新技術等フィールドテスト事業
【2013年度当初：0.6億円の内数】

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

開発【2013年度当初：73.5億円の内数】
温室効果ガス削減に大きな可能性を有し、かつ従来

技術の延長線上にない新たな科学的・技術的知見に基
づく革新的技術となる、太陽光発電やバイオテクノロ
ジー、蓄電デバイス等の研究開発を推進しました。
さらに、現在の蓄電池を大幅に上回る性能を備える次
世代蓄電池や、水素を有機ハイドライドやアンモニア
等の化学物質（エネルギーキャリア）に変換して貯
蔵・輸送する技術について基礎から実用化まで一貫し
た研究開発を開始しました。

②風力発電の技術開発・実証段階の取組
（ア）	洋上風力発電等技術研究開発【2013年度当初：

30.0億円】
洋上における風況観測の手法、洋上風力発電システ

ムの設計指針及び環境影響評価手法の確立等を目指
し、着床式洋上風力発電システム及び観測タワーを
実際に設置し、その実現可能性等について検討を行い
ました。また、7MW 級の超大型洋上風車の実現に必
要となる研究開発を行いました。

（イ）	風力発電高度実用化研究開発事業【2013年度
当初：20.0億円】

風力発電の発電コストを低減させるため、軽量のブ
レード（翼部分）など風力発電機に用いる新たな部
材・部品の開発を行いました。
（ウ）	風力発電施設における希少猛禽類に対する効果

的なバードストライク防止策の検討【2013年
度当初：0.4億円】

希少な海ワシ類が風車のブレードに衝突し死亡す
る事故（バードストライク）の防止対策の策定に向
けて、これまでの事業で効果が示唆された防止対策案
について、技術開発、検証を行いました。
（エ）	洋上風力発電実証事業【2013年度当初：16.0

億円】
浮体式洋上風力発電早期実用化に向け、2012 年度

に設置したパイロットスケール（100kW）の小規模
試験機の運転を行い、台風への耐性や効率的な発電な
どの成果を得ました。また、2013 年度より国内初の
商用スケール（2MW）の実証機を設置し、運転を開
始しました。
（オ）	浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業
【2013年度当初：95.0億円、2013年度補正：
280.0億円】

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

開発【2013年度当初：0.3億円】
浮体式洋上風力発電施設の安全性の確保がその普及

拡大に向けた重要な課題となることから、台風、地
震等我が国固有の状況を踏まえた浮体式風車特有の技
術的課題について検討を行いました。

③地熱発電の技術開発の取組
　○	地熱発電技術研究開発事業【2013年度当初：
9.5億円】

地下の地熱資源を正確に把握する技術、安定的な電
力供給に資するための地熱資源の管理・評価技術等
や、環境配慮型高機能発電システムについて技術開発
を行いました。
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④バイオマスエネルギーの利用
（ア）	地球温暖化対策技術開発等事業【2013年度当

初：41.0億円の内数】
草木質・廃棄物系バイオマスの燃料製造に関する技

術開発及び実証研究等を実施しました。
（イ）	戦略的創造研究推進事業　先端的低炭素化技術

開発【2013年度当初：73.5億円の内数】
（再掲　第 3 章第 1 節 1．（4）①（カ）　参照）
（ウ）	下水道革新的技術実証事業【2013年度当初：

40.6億円の内数】
下水道における創エネ・省エネ対策等の導入を促進

するため、低コストで高効率な下水汚泥のエネルギー
利用技術等の実証事業を実施しました。

⑤福島県内における研究開発拠点整備等
「東日本大震災からの復興の基本方針」（2011 年 7

月 29 日東日本大震災復興対策本部）に記載された再
生可能エネルギーに係る世界最先端の研究開発拠点
を福島県に形成するため、福島県郡山市において、産
学官の連携により、再生可能エネルギーに関する実
証的技術開発を行う産業技術総合研究所の「福島再生
可能エネルギー研究所」の整備を行いました（2014
年 4 月に開所）。研究所の完成に先立ち、2013 年度は
被災地企業が有する再生可能エネルギーに関する技
術シーズの評価を実施しました。

⑥地域における先進的対策の実証の取組
（ア）	低炭素地域づくり集中支援モデル事業【2013

年度当初：20.0億円】
全国のモデルとなるような低炭素地域づくりに向け

た、都市の未利用熱やバイオマスエネルギー等を活
用した先進的対策について、事業性、採算性及び波
及性等を検証する事業を行いました。
（イ）	エネルギー起源CO2排出削減技術評価・検証

事業のうち災害等非常時にも効果的な港湾地域
低炭素化推進事業【2013年度当初：13.0億円】

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

（5）	再生可能エネルギーに対する理解促進
○新エネルギー等設備導入促進事業【2013年度当
初：5.4億円】
再生可能エネルギーの普及の意義や固定価格買取

制度の内容について、展示会やシンポジウムの開催、
パンフレットの作成、ウェブサイトやフェイスブッ
ク等の活用を通じて幅広い層に対する周知徹底を図る
とともに、太陽光パネルを作成する発電 WS の開催
や事業化に向けた地域発のスクールの実施、再生可
能エネルギーを深く知るための教材開発など参加型
のイベント等を通じてより深く理解し主体的な行動に
つながる普及啓発を実施しました。

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

2．再生可能エネルギー熱の利用の拡大
①再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業
【2013年度当初：40.0億円の内数】
再生可能エネルギー熱利用設備の加速度的な導入

促進を図ることを目的に、再生可能エネルギー熱利
用設備を率先して導入する地方公共団体等に対し、事
業費の 2 分の 1 以内の補助を、当該設備の導入事業を
行う事業者に対し、事業費の 3 分の 1 の補助を行いま
した。

②再生可能エネルギー熱利用高度複合システム実証
事業費補助金【2013年度当初：27.5億円】
複数の再生可能エネルギー熱源、蓄熱槽、下水・

河川等の公共施設等を有機的・一体的に利用する複合
システムの事業化可能性調査を行うとともに、システ
ム導入に当たっての制度的・技術的課題を解決する
ための実証事業を行いました。

③温泉エネルギー活用加速化事業【2013年度当初：
3.7億円】
地域の特性に応じた温泉エネルギーの自立的普及

に向けて、初期需要を創出することによりコストの低
減を図るため、温泉熱等の利用を行う民間団体等に対
して補助を行いました。
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3．バイオ燃料の導入拡大
（1）	バイオ燃料の導入支援
①バイオ燃料導入加速化支援対策費補助金【2013年
度当初：15.0億円】
エネルギー供給構造高度化法におけるバイオ燃料

の導入目標を達成し、バイオ燃料の円滑な導入を促進
するために、石油精製業者に対し、必要となるイン
フラ（バイオ燃料の混合設備等）整備支援を行いまし
た。

②バイオ由来燃料税制の整備及び施行【税制】
バイオ燃料の導入を加速化するため平成 20 年度税

制改正で創設したバイオエタノール又は ETBE を混
合したガソリンについて、その混合分に係るガソリン
税（揮発油税及び地方揮発油税）を免税する措置につ
いて 5 年延長しました（2009 年 2 月 25 日より 2018
年 3 月 31 日までの間）。当該措置により、バイオエ
タノールの混合分の税額（1 リットルにつき最大約
1.6 円）が軽減されました。

また、ETBE のうちバイオマスから製造したエタ
ノールを原料として製造したものに係る関税率 3.1％
を 2012 年度に引き続き暫定的に 1 年間無税とする措
置を講じました。

③バイオ燃料製造設備に係る固定資産税の軽減措置
【税制】
農林漁業由来のバイオマスを活用した国産バイオ燃

料の生産拡大を図るため、「農林漁業有機物資源のバ
イオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律

（農林漁業バイオ燃料法）」に基づく生産製造連携事業
計画に従って新設されたバイオ燃料製造設備（エタ
ノール、脂肪酸メチルエステル（ディーゼル燃料）、
ガス、木質固形燃料の各製造設備）に係る固定資産税
の課税標準額を 3 年間 2 分の 1 に軽減する措置を講じ
ました（同法施行日（2008 年 10 月 1 日）より 2016
年 3 月 31 日までの間）。

④バイオマス産業都市の構築
2012 年 9 月に関係 7 府省（内閣府、総務省、文部

科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環
境省）が共同で取りまとめたバイオマス事業化戦略に
おいて、地域のバイオマスを活用したグリーン産業
の創出と地域循環型エネルギーシステムの構築に向

けたバイオマス産業都市の構築を推進することとさ
れ、2013 年 6 月に閣議決定された日本再興戦略にお
いては、2018 年までに約 100 地区で地域のバイオマ
スを活用するなど産業化とエネルギー導入を重点的
に推進するという目標が掲げられました。なお、
2013 年度においては 16 地区をバイオマス産業都市と
して選定しました。

⑤バイオ燃料導入加速化事業【2013年度当初：1.5
億円】
バイオ燃料の製造 ･ 供給について、実証事業から民

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

⑥地球温暖化対策技術開発等事業【2013年度当初：
4.1億円の内数】
接触分解技術・水素化処理を組み合わせて第二世代

ディーゼル燃料（炭化水素）を生産するシステムに
関する技術実証研究等を実施しました。

⑦地域資源を活用した再生可能エネルギーの生産・
利用のためのプロジェクト【2013年度当初：5.5
億円の内数】
地産地消によるバイオ燃料の生産を進め、農山漁村

における新産業の創出に向け、草本、木質、微細藻
類からバイオ燃料を製造する技術開発等を推進しまし
た。

（2）	バイオマスエネルギーの技術開発・実証段階
の取組

①戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発
事業【2013年度当初：18.0億円】
2030 年頃の実用化を見据え、微細藻類由来のバイ

オ燃料製造技術、バイオマスを熱分解し、触媒を用
いて再合成することにより多様なバイオ燃料の製造を
可能とする BTL（Biomass-To-Liquid）等の次世代
技術開発を実施するとともに、メタン系バイオガスを
ガス管等に注入することを目指した実用化技術開発を
実施しました。
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②バイオ燃料製造の有用要素技術開発事業【2013年
度当初：8.9億円】
バイオ燃料製造の生産性を向上させるため、バイオ

燃料植物の改良生産技術、糖化・発酵プロセスにおい
て特に有望な技術に重点特化した実用化技術を開発し
ました。

③セルロース系エタノール革新的生産システム開発
事業【2013年度当初：9.3億円】
経済的かつ安定的な実用化レベルのバイオエタノー

ル生産拡大を目指し、食料と競合しないセルロース
系資源作物の栽培から、バイオエタノールの製造に
至る、革新的技術を用いた一貫生産システムの開発を
行いました。

④地域バイオディーゼル流通システム技術実証事業
費補助金【2013年度当初：3.3億円】
バイオディーゼルを有効活用するための地域にお

ける流通システムづくりの実証を行いました。

第2節
原子力発電に関する取組
原子力発電は、燃料投入量に対するエネルギー出

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

我が国では、原子力の安全確保のために必要な技
術・人材の維持・発展、原子力利用に伴い発生する使
用済燃料問題への対応と核燃料サイクルの推進、原子
力に関する国民への丁寧な広聴・広報や原子力関係施
設の立地自治体との信頼関係の構築、原子力利用にお
ける国際的協力等に取り組んでいます。

1．東日本大震災・東京電力福島第一原
子力発電所事故への対応

（再掲　第 1 部第 2 章第 1 節　参照）
（原子力に関する技術への取組については、第 7 章

４．参照）

2．原子力利用における取組
（1）	原子力利用における安全性向上
①発電用原子炉等安全対策高度化事業【2013年度
当初：55.5億円】
東京電力福島第一原子力発電所の事故で得られた教

訓を踏まえ、原子力発電所の更なる安全対策高度化に
資する技術開発（シビアアクシデントにも耐えられる
計装・計器等の開発等）を実施しました。

②安全性向上原子力人材育成事業【2013年度当初：
1.2億円】
経済産業省では、東京電力福島第一原子力発電所の

廃止措置や既存原子力発電所の安全確保等のため、原
子力施設のメンテナンス等を行う現場技術者や、産業
界等における原子力安全に関する人材等の育成を支援
しました。

（2）	使用済燃料問題への対応
①高レベル放射性廃棄物の最終処分事業の推進【制
度】
高レベル放射性廃棄物については、これを地下深部

に埋設処分し、放射能が十分に減衰するまでの万年
オーダーの期間にわたり生活環境から隔離する地層
処分が国際的に採用されています。この地層処分を計
画的かつ確実に実施するため、2000 年に「特定放射
性廃棄物の最終処分に関する法律」（平成 12 年法律第
117 号）が制定され、処分実施主体として原子力発電
環境整備機構（NUMO）が設立されるとともに、文
献調査・概要調査・精密調査の 3 段階の調査を経て最
終処分施設建設地を決定する処分地選定プロセスが定
められました。また、最終処分事業に要する費用は
発電用原子炉設置者等が毎年の原子力発電電力量等に
応じて NUMO に拠出することとし、長期にわたる透
明性・安定性を確保する観点から外部の資金管理法人
にて積み立て、管理・運営していくこととしました。

同法に基づき、2013 年度においても、発電用原子
炉設置者等より必要な費用が拠出され、資金管理法人



254

第3章　自立的かつ環境調和的なエネルギー供給構造の実現

254

第3部 2013（平成25）年度においてエネルギーの需給に関して講じた施策の概況

第
３
章

に積み立てられるとともに、最終処分事業の進展に向
け、国や NUMO において、技術開発や広聴・広報活
動等が実施されました。

一方、NUMO が、2002 年 12 月より全国の市町村
を対象に最終処分場の設置に向けた文献調査の公募を
開始しましたが、現時点で文献調査に着手できていな
い状況です。このような状況を踏まえ、これまでの
最終処分に向けた取組を抜本的に見直すべく、2013
年 5 月より、総合資源エネルギー調査会電力・ガス
事業分科会原子力小委員会放射性廃棄物 WG を設置
し、専門家による審議を重ね、また、2013 年 12 月に
は、最終処分関係閣僚会議を開催し、基本的な取組
の方向性が決められました。その方向性としては、①
現時点で最も有望である地層処分を前提に取組を進め
つつ、将来世代が最良の処分方法を常に再選択出来る
よう可逆性・回収可能性を担保し、地層処分の技術的
信頼性を定期的に評価していくとともに、直接処分も
含めた代替処分オプションの調査・研究を推進する、
②国が科学的により適性の高いと考えられる地域を示
す等を通じ、立地への理解を求めていくこととしてお
り、2014 年 3 月には、こうした方向性を盛り込んだ
総合資源エネルギー調査会の中間とりまとめ（案）が
提示されました。

また、地層処分の技術的信頼性についても、2000
年以降、研究開発が進展するとともに、東日本大震
災等の新たな事象を経験したことを踏まえ、最新の科
学的な知見を反映し改めて確認・評価を行うため、
2013 年 10 月に、総合資源エネルギー調査会電力・ガ
ス事業分科会原子力小委員会地層処分技術 WG を設
置しました。本 WG は、学会の推薦等による専門家
で構成され、WG を公開で実施するとともに、専門
家を対象とした 3 回の意見公募を行い、可能な限り中
立性に配慮し進められました。この結果、我が国に
おいて地層処分が技術的に実現可能であることがあら
ためて確認され、2014 年 3 月、その審議内容が中間
とりまとめ（案）として提示されました。

②使用済燃料の再処理等に要する費用の確保【制度】
使用済燃料の再処理やこれに伴い発生する低レベル

放射性廃棄物の処分等の事業は、長期にわたる事業で
あることから、これに必要な費用を計画的かつ確実に
確保するため、「原子力発電における使用済燃料の再
処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法
律」（平成 17 年法律第 48 号）に基づき、電気事業者

等が必要な費用を確保し、外部の資金管理法人に積み
立てることとされました。同法に基づき、2013 年度
においても、必要な費用の積立てが行われました。

③地層処分技術調査等事業【2013年度当初：36.4
億円】等
高レベル放射性廃棄物の地層処分について、我が国

の地下深部の地質環境特性やその長期安定性を把握・
評価するべく、深地層研究施設（岐阜県瑞浪市・北海
道幌延町）を活用した調査研究等を実施するととも
に、より閉じ込め性能の高い人工バリアの開発等に取
り組みました。加えて、将来的な政策の柔軟性を確
保する観点から、使用済燃料の直接処分の調査研究に
着手しました。また、原子力発電所の廃炉に伴い発
生する低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分について
処分場閉鎖技術の実証試験を実施しました。

④放射性廃棄物広聴・広報等事業【2013年度当初：
2.6億円】
高レベル放射性廃棄物の最終処分についての国民的

理解の醸成、社会的合意形成を図るため、最終処分
に対し多様な意見を有する方々が討議を行う双方向
シンポジウムや全国各地でのワークショップ等の広
聴・広報活動を実施しました。

（3）	核燃料サイクルに係る取組
①使用済燃料再処理事業高度化補助金【2013年度
当初：10.3億円】
再処理施設で用いられるガラス固化技術について、

より多くの白金族元素等を含む高レベル廃液を溶融可
能な新しい性状のガラスを開発するとともに、これに
対応し得る溶融炉を開発しました。

②高速炉等技術開発委託費【2013年度当初：32.0
億円】
高速炉の高い安全性実現のため、第四世代原子力シ

ステムフォーラム（GIF）の枠組みによる国際協力の
もとでの国際的な安全設計基準の策定に向けた取組を
実施しました。また、放射性廃棄物の有害度の低減
及び減容化等に資する高速炉の研究開発について、国
際協力を活用して実施しました。
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（4）	国民、自治体との信頼関係の構築
①原子力発電施設広聴・広報等事業【2013年度当
初：5.7億円】
東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、被

災地のみならず全国における放射線に関する理解の促
進や風評被害の防止のための取組を行いました。具体
的には、全国の自治体の講演会等に放射線の専門家を
派遣するほか、資源エネルギー庁のホームページに
おいて、放射線について問われることの多い質問につ
いて、Q&A の方式で情報を発信しています。

②核燃料サイクル広聴・広報等事業【2013年度当
初：1.5億円】
東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、核

燃料サイクル施設の立地地域（立地県・立地市町村
等）等に対して、放射線の基礎知識やエネルギー及
び核燃料サイクル施設に関する情報提供を実施しまし
た。具体的には、2013年度は、地域住民が多く訪れる
場所や各種イベントを活用した広報を実施しました。

③地域担当官事務所等による広聴・広報
東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、国

民の間に原子力に対する不信・不安が高まっており、
エネルギーに関わる行政・事業者に対する信頼が低
下しています。この状況を真摯に受け止め、その反
省に立って信頼関係を構築するためにも、原子力に
関する丁寧な広聴・広報が必要であることから、予算
を活用した事業のほか、地域担当官事務所等も活用し
て、地域のニーズに応じた、双方向のコミュニケー
ションに関する取組を強化しました。

④原子力教育に関する取組
全国の都道府県が学習指導要領の趣旨に沿って主

体的に実施する原子力を含めたエネルギーに関する
教育の取組（副教材の作成・購入、指導方法の工夫改
善のための検討、教員の研修、施設見学会、講師派
遣等）に必要な経費を交付する「原子力・エネルギー
教育支援事業交付金」を運用しました（2013 年度交
付件数：26 都道府県）。また、学校教育の場などでの
原子力に関する教育の取組の充実を図るため、簡易放
射線測定器等の貸出事業による支援を実施しました。

⑤電源立地地域との共生
電源立地地域対策交付金については、2003 年度よ

り、主な交付金を統合するとともに、交付金の使途
を従来の公共用施設の整備に加え、地場産業振興、福
祉サービス提供事業、人材育成等のソフト事業へも
拡充する制度改正を行いました。

3．国際協力等の推進
（1）	原子力発電利用における国際的協力
①事故の経験と教訓の共有

2012 年 12 月には、IAEA と共催で福島県郡山市に
おいて「原子力安全に関する福島閣僚会議」を開催し
ました。本会議には、117 の国及び 13 の国際機関か
ら、閣僚等のハイレベルを含む出席があり、東京電
力福島第一原子力発電所事故から得られた経験及び教
訓を閣僚及び専門家レベルで国際社会と共有するとと
もに、原子力安全の強化に関する国際社会の様々な
取組の進捗を議論しました。東京電力福島第一原子力
発電所の廃炉に対するミッションの受入れや、国際
的な原子力安全の強化に貢献していくことを表明しま
した。

これを受け、我が国は、IAEA による東京電力福
島第一原子力発電所 1～4 号機の廃炉に向けた取組に
関するレビューミッションを、2013 年 4 月 15 日～
22 日と 11 月 25 日～12 月 4 日の二回、受け入れまし
た。レビューミッションの報告書において、汚染水
問題発生後の我が国の積極的な対応・姿勢が評価され
ました。また、レビューミッションの結果を、東京
電力福島第一原子力発電所の廃炉計画及び活動の改善
に繋げるともに、国際社会に開かれた形で廃炉を進め
ていくとの観点から、レビューミッションの報告書
を IAEA とともに公表しました。

また、IAEA は東京電力福島第一原子力発電所事
故に係る報告書を取りまとめる旨を表明しているとこ
ろ、我が国としても、作成に関する委員会への出席
や必要な情報提供などを通じて、その作成に積極的に
貢献しました。

②原子力安全の取組
（再掲　第 1 部第 2 章第 1 節 4.（2）③　参照）

③原子力発電に係る国際枠組みを通じた協力
（ア） IAEA での協力
　（ⅰ）原子力発電の理解促進への取組

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

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

IAEA が行う核不拡散抵抗性・保障措置に関する検
討、安全性の調査・評価の事業等に拠出を行い、ワー
クショップ等を開催しました。また、国際的核不拡
散体制に貢献するため、アジアの国々を対象にした
保障措置に関するトレーニングコースを IAEA と連
携して実施しました。
（第 1 部第 2 章第 1 節 4.（5）「核セキュリティ及び

保障措置に係る取組」も参照）
（イ） 経済協力開発機構原子力機関（OECD／NEA）

での協力
経済協力開発機構原子力機関への拠出を通じ、原子

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

（ウ） 国際原子力エネルギー協力フレームワーク
（IFNEC）

2006 年に、米国ブッシュ前政権は、これまでの使
用済み燃料の直接処分一辺倒の方針を転換して、放射
性廃棄物を減量し、核拡散抵抗性に優れた先進的再処
理技術開発を促進するとともに、取り出されたプルト
ニウム等を燃やすための高速炉の開発を推進すること
を目指し、GNEP 構想を発表しました。2010 年 6 月
の第 6 回運営グループ会合において、GNEP は、
IFNEC（The International Framework for 
Nuclear Energy Cooperation）に枠組みを変更し、
信頼性が高く、経済的な燃料サービス・供給の拡大
に資する国際的な供給体制を構築することで、核拡散
のリスクを低減させながらも原子力利用と経済発展を

実現するオプションを提供することを目的とした国
際協力枠組みとなりました。

④原子力発電導入国等との協力
原子力発電を新たに導入または拡大しようとする国

における安全かつ確実な原子力発電に資するととも
に、我が国の原子力事故から得られた教訓等を共有す
る観点から、2013 年度はベトナム、UAE、トルコ、
カザフスタンといった国について、原子力発電導入
国等からの研修生の招聘、我が国専門家等の外国への
派遣等を通じて、原子力発電導入に必要な法制度整備
や人材育成等を中心とした基盤整備の支援を行いまし
た。加えて、ベトナム等について、原子力発電の運
転管理に携わる人材等を対象として、我が国の原子力
発電所の運転シミュレータを利用した研修等を実施
するとともに、我が国の運転管理等の専門家を当該国
に派遣し、現地でセミナー等を開催しました。
（ア）	原子力発電導入基盤整備事業補助金

（後掲　第 8 章第 1 節 1.（2）②　参照）
（イ）	原子力発電所安全管理等人材育成事業

（後掲　第 8 章第 1 節 1.（2）③　参照）

⑤原子力安全の確保に向けた取組
原子力安全の確保に向けた取組として、IAEA 等

多国間の枠組み及び二国間の枠組みを活用し、海外の
原子力安全に関する情報収集・調査研究等を行いまし
た。原子力の安全に関する条約について、2014 年 3
月下旬から開催された締約国による検討会合に出席
し、国別報告書について相互レビューを行いました。

我が国は、IAEA の総合原子力安全規制評価サー
ビス（IRRS：Integrated Regulatory Review Service）
ミッションの受入れを表明しました。

（2）	ウラン燃料の安定供給に向けた取組の強化
①海外ウラン探鉱支援事業補助金【2013年度当初
8.0億円】
カナダ、オーストラリア、ウズベキスタン等にお

いて、我が国企業等による海外のウラン鉱山の権益獲
得等のウラン資源安定供給確保の取組を進めました。
ウラン燃料の安定供給確保に資するウランの自主開発
輸入の比率を高めるため、我が国企業によるウラン鉱
山開発プロジェクトの円滑な進展を目的として、資
源外交の強化、JOGMEC によるウラン探鉱事業への
リスクマネー供給等を実施しました。
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②濃縮ウラン備蓄対策事業補助金【2013年度当初
1.5億円】
我が国として国内外の核燃料供給に貢献するため、

国内の貯蔵施設に一定量の低濃縮ウランを確保する事
業を実施しました。

C O L U M N

原子力政策の変遷
1．原子力政策全体の変遷

我が国の原子力開発は、1954 年の保守 3 党による原子力予算の計上で幕を開けました。当時、我
が国の原子力の開発状況は先進国に比べ著しく立ち遅れていました。そこで、できる限り速やかに原
子力開発利用を推進する必要が指摘され、1955 年、自主・民主・公開の三原則に従いその利用を平和
目的に限ることを謳った「原子力基本法」が制定されました。

原子力開発の行政機構としては、1956 年に「原子力基本法」に基づき、国の施策を計画的に遂行し、
原子力行政の民主的な運営を図るため原子力委員会が発足するとともに、総理府（当時）に原子力局が
設置され、推進体制が整備されました。また、原子力委員会により、安全の確保、平和利用の堅持等
の原子力に係る基本的考え方、我が国の原子力研究開発利用の基本方針や推進方策等を示した「原子力
開発利用長期基本計画（当時）」が策定（以降約 5 年毎に改定）されました。以上のような経過を経て、
我が国最初の商業用原子力発電所（日本原子力発電（株）東海発電所）が 1965 年 5 月に臨界を記録
し、翌 1966 年に営業運転を開始しました。

第一次オイルショックにより電力危機への不安が増大したこと等を背景として、1974 年、政府は、
いわゆる電源三法（電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法 1、発電用施設周辺地域整備法）
により、発電用施設周辺地域の整備や安全対策を始めとする発電施設の設置円滑化のために必要な交付
金や補助金を交付する制度を創設し、電源立地を促進するための基盤を整備しました。翌 1975 年に
は、原子力発電の安全性に関する調査・実証実験等の委託費及び原子力発電施設の耐震信頼性実証実験
や原子力広報研修施設整備費等の補助金が新設されました。

さらに、第二次オイルショックを経て、新エネルギーの開発・導入とともに原子力開発の推進が図
られました。

2000 年 5 月には、原子力発電を推進するに当たり、適切な対策が不可欠である高レベル放射性廃
棄物の処分を計画的かつ確実に実施するため、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（最終処分
法）」が成立しました。これにより、高レベル放射性廃棄物の処分実施主体の設立、処分費用の確保方
策、3 段階の処分地選定プロセス等が定められました。

2005 年 10 月には、我が国の原子力政策の基本的考え方等を示す「原子力政策大綱が原子力委員会
により策定され、2010 年 6 月には、「原子力政策大綱」の基本方針を実現するため、経済産業大臣の
諮問機関である総合資源エネルギー調査会電気事業分科会原子力部会において「原子力発電推進行動
計画」が取りまとめられました。同月、エネルギー政策基本法に基づき第三次エネルギー基本計画が
閣議決定され、原子力発電を基幹電源として位置付け、安全の確保を大前提として、国民との相互理
解を図りつつ、積極的に推進することとされました。しかし、第三次計画の策定後、エネルギーを巡
る環境は、2011 年 3 月の東京電力福島第一原子力発電所事故を始めとし、国内外で大きく変化した
ため、第三次基本計画をゼロベースで見直し、責任あるエネルギー政策を構築するため、総合資源エ
ネルギー調査会における議論と、パブリックコメントを通じていただいた国民の御意見等を踏まえ、
2014 年 2 月にエネルギー基本計画の政府の原案を取りまとめ、2014 年 4 月 11 日に閣議決定され

1　2007 年 4 月 1 日に「電源開発促進対策特別会計法」は廃止され、同様の業務は「特別会計に関する法律」に引き継がれました。
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ました。
原子力の安全確保については、2001 年 1 月の中央省庁再編時に、安全性の確保をより確実なもの

とするため、エネルギー利用に関する原子力安全規制と、電力・ガス・鉱山等に関する産業保安を一
元的に担う原子力安全・保安院が設立されました。東京電力福島第一原子力発電所事故後の 2012 年
9 月には、事故を踏まえ、原子力利用の推進と規制を分離し、原子力に関する規制を一元化した上で、
専門的な知見に基づき中立公正な立場から原子力規制に関する職務を担う機関として原子力規制委員会
が設置され、2013 年 7 月には、シビアアクシデント対策等を含む新たな規制基準が施行されました。
現在、原子力規制委員会により、事業者の申請に基づいて、技術的、科学的な観点から、原子力発電
所の新規制基準への適合性に係る審査が厳格に行われています。

2．国際協力等の推進
（1）原子力発電利用における国際的協力

東京電力福島第一原発事故以降も、中国、東南アジア、インドを始めとする新興国を中心に、地球
環境問題への対応とエネルギー安全保障の観点から原子力発電を導入、拡大させる原子力発電計画が
進む中、東京電力福島第一原発事故の経験と教訓を国際社会と共有することで、世界の原子力安全の
向上や原子力の平和利用に貢献してくことが我が国の責務です。こうした観点から、原子力発電を導
入・拡大しようとする国における安全や核不拡散、核セキュリティを確保するための法体系や規制体
系の整備、それらに携わる人材の育成等多くの基盤整備に、我が国としても、積極的に協力していく
ことが必要です。我が国は原子力発電を長期にわたり継続的に利用してきた先進的な国として、さら
に、深刻な原子力事故を経験した国として、二国間での協力に加えて、多国間の枠組みにおいても新
規導入国の基盤整備支援に取り組んでいます。

また、原子力発電を核不拡散と両立していくためには、核不拡散体制の維持が安全確保とともに極
めて重要であり、これまで核兵器不拡散条約（NPT）や、それに基づく IAEA による包括的保障措置
協定及び追加議定書、包括的核実験禁止条約（CTBT）等、種々の国際的枠組みが創設されてきました。
我が国は、厳格な輸出管理、保障措置等を講じていくことにより、原子力発電と核不拡散との両立に
向けた取組を世界に示してきました。

保障措置については、我が国は、日・IAEA 保障措置協定及び追加議定書に基づき、核物質が核兵器
に転用されていないことの確認を IAEA から受けるため、我が国は核物質の在庫量等を報告し、その報
告内容が正確かつ完全であることを IAEA が現場で確認をするための査察等を受け入れています。

IAEA は、毎年、前年に行った保障措置活動について取りまとめた「保障措置声明」を公表し、保障
措置協定が発効している全ての国についてその活動の評価結果を示しています。2013 年 7 月 2 日に
公表された 2012 年版「保障措置声明」においても、我が国に対しては、2004 年以降継続して「全
ての核物質が平和的利用の範囲にあると見なされる（拡大結論）」との評価がなされています 。

この評価を受けて、我が国においては、ランダム査察などの活用により我が国全体としての保障措
置活動の最適化を目指した「統合保障措置」が導入されています。

この統合保障措置の下、東京電力福島第一原子力発電所においても、通常の保障措置活動の実施が
困難な部分がなお存在するものの、立入りが可能な 5 号機、6 号機及び共用プールなどにおいて必要
な保障措置検査が実施されています。

こうした取組も踏まえ、我が国は、アジアの国々を中心として、核不拡散や保障措置に関する協力
を実施しています。

（2）先進的原子力技術に関する国際協力
安全性、信頼性、核拡散抵抗性に優れた次世代の原子力システムの開発に向け、アメリカの提唱に

より、2001 年に「第四世代原子力システムに関する国際フォーラム（GIF：Generation IV 
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第3節
エネルギーに係る安全の確保
エネルギーに係る安全の確保は、エネルギー供給

の大前提であり、2013 年度においても、石油、電気、
ガス等のそれぞれのエネルギーの特性を踏まえつつ、
安全確保に向けた取組を進めました。

＜具体的な主要施策＞

1．石油事業の安全の確保
①石油精製業保安対策委託費【2013年度当初：2.3
億円】
石油精製プラント等における事故の防止や、高圧ガ

ス保安法における技術基準等の制定・改正等に必要と
なるデータの取得に向け、事故の原因分析や実験等
を行いました。

②高圧エネルギーガス設備の耐震補強支援事業（高
圧エネルギーガス設備の耐震補強支援事業）
【2013年度補正：14.2億円】
最新の耐震基準の適用を受けない既存の球形タンク

や、保安上重要度の高い設備について、最新の耐震
基準に適合させるべく実施する耐震補強対策を支援し
ました。

2．電気事業の安全の確保
○災害に強い電気設備検討調査費【2013年度当初：
1.0億円】
今後発生の可能性が指摘されている巨大地震や津

波、過酷化する集中豪雨や突風等の自然災害に備え、

発電設備送配電設備の事故・災害を未然防止又は軽減
するための調査を行いました。

3．ガス（都市ガス）事業の安全の確保
①ガス導管劣化検査等支援事業費【2013年度当初：
3.5億円】

②ガス導管経年劣化緊急対策事業費【2013年度補
正：9.5億円】
公共の安全を確保するため、保安上重要な公共性の

高い建物、不特定多数の人が集まる建物等を対象に、
腐食や地震による破損等を原因とするガス漏れの可能
性が特に高い、需要家敷地内に埋設された経年埋設内
管の交換・修繕に必要な工事費の一部を補助し、経年
管対策を促進しました。また、補正予算では、取組
の加速化のため支援の充実を図りました。

4．液化石油ガスの安全の確保
○石油ガス供給事業安全管理技術開発等委託費
【2013年度当初：3.1億円】
非破壊検査方法等の先進的手法を活用したバルク貯

槽検査技術等高度効率化等の調査研究等を行いまし
た。また、各地の LP ガス販売事業者等に対する指導
的役割を担う保安専門技術者の養成、発生した事故の
情報整理、原因分析、事故防止対策の検討、マスメ
ディア等を通じた保安広報等を行い、LP ガスの保安
の確保に努めました。

5．鉱山の安全の確保
○休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助事業【2013年
度当初：19.2億円】
採掘活動終了後の金属鉱山等について、地方公共団

International Forum）」が発足し、我が国も発足時よりメンバー国として参加してきました。2005
年 2 月に日本、カナダ、フランス、英国、アメリカの間で、ナトリウム冷却高速炉（SFR）、超高温ガ
ス炉（VHTR）、超臨界圧水冷却炉（SCWR）を含む六つの炉型を対象として、研究開発協力を行うた
めの枠組みを構築する国際約束が締結され、炉型ごとの研究開発協力についての検討を進めました。

我が国は、これまでに SFR、VHTR、SCWR 及びガス冷却高速炉（GFR）の四つの炉型について、
具体的な協力の在り方を定めるシステム取決めを締結し、各システム下の個別の研究開発の在り方を定
めるプロジェクト取決めを順次策定し研究開発協力を実施してきました。SFR についてはタスク
フォースが組織され、国際的に共通の安全設計クライテリアを取りまとめるための検討が進められて
います。
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体等が事業主体となって行う鉱害防止事業に要する
費用の一部を補助し、人の健康被害、農作物被害、
漁業被害等の深刻な問題（鉱害）の防止を図りまし
た。

6．水素等の安全の確保
（後掲　第 6 章第 2 節 3. 参照）

第4節
化石燃料の高度利用
エネルギーセキュリティの向上やエネルギーコス

トの削減、環境負荷低減の観点から、石炭や天然ガ
ス等の化石燃料の高度利用は重要な課題です。中でも
石炭については、温室効果ガスの排出量が大きいとい
う問題がありますが、地政学的リスクが化石燃料の中
で最も低く、熱量当たりの単価も化石燃料の中で最も
安いことから、安定供給性や経済性に優れた重要な
ベースロード電源の燃料として再評価されており、
高効率石炭火力発電の有効利用等により環境負荷を低
減しつつ活用していくエネルギー源です。また、天
然ガスについては、中東以外のアジア、オーストラ
リア等の地域にも広く分散して賦存するとともに、化
石燃料の中で温室効果ガスの排出も最も少ないクリー
ンなエネルギーであり、安定供給の確保及び環境保
全の両面から重要なエネルギーです。

これらの観点を踏まえ、2013 年度については、以
下の施策を通じて、石炭、天然ガスの導入・利用拡
大や高度化を進めました。

＜具体的な主要施策＞

1．石炭火力発電の高効率化･低炭素化の
実現

（1）	国内外の低炭素石炭火力発電の実現
①先進超々臨界圧火力発電実用化要素技術開発
【2013年度当初：15.2億円】
供給安定性に優れた石炭の高効率かつ低環境負荷で

の利用を図るため、従来型石炭火力発電の高効率化が
図れる先進超々臨界圧火力発電実用化のための要素
技術開発に対して補助を行いました。

②石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金
【2013年度当初：70.0億円】
酸素吹石炭ガス化複合発電（酸素吹 IGCC）技術を

実証規模で確立するため、酸素吹 IGCC の詳細設計
及び土木工事を実施しました。

③クリーンコール技術開発【2013年度当初：16.7
億円】
革新的低炭素石炭火力の実現に向け、① IGCC か

ら CCS まで一貫したトータルシステムの設計等、②
革新的な石炭ガス化技術にかかる先進基礎研究、③石
炭燃焼に伴い発生する微量成分の分析・測定技術の開
発、④石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）向け石
炭ガス化ガスのクリーンナップ要素研究等、⑤高圧
系統が優位に働く CO2 分離・回収技術をパイロット
規模で IGCC に組み合わせたシステム検証を実施しま
した。

④石炭利用国際共同実証事業【2013年度当初：6.0
億円】
オーストラリア・カライド地区における微粉炭火

力発電所を改造し、酸素燃焼技術を用いて発電を行
い、発電所から回収した二酸化炭素を地中貯留する実
証事業を日豪共同で推進しました。

⑤低品位炭からのクリーンメタン製造技術研究
【2013年度当初：0.3億円】
褐炭等の低品位炭から利便性の高い代替天然ガス

（メタン、プロパン等）へ高効率に転換する触媒及び
プロセスについて技術開発を実施しました。

⑥石炭灰の有効利用技術に関する研究【2013年度
当初：0.4億円】
石炭灰の発生量や有効利用に関する実態を把握する

ため、石炭灰有効利用促進調査を行うとともに、セ
メントを使用せず石炭灰を主原料として構成するコン
クリート（硬化体）の製造技術開発調査等を実施し
ました。

（2）	高効率石炭火力発電の導入促進に向けた環境
アセスメント制度の見直し【制度】

高効率石炭火力の導入を環境に配慮しつつ進めるた
め、従来 3 年程度かかる環境アセスメントの手続期間
を、リプレースの場合には 1 年強程度まで短縮し、
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新増設についても短縮に取り組むという方針に基づい
て、適切かつ迅速に火力発電所の環境アセスメントの
審査に取り組みました。また、エネルギー政策の検
討も踏まえた国の地球温暖化対策の計画・目標の策定
と併せて、電力業界全体の自主的な枠組みの構築を促
すこととしました。さらに、環境アセスメントにお
ける CO2 の取扱いについては、環境アセスメント手
続において事業者が利用可能な最良の技術（Best 
Available Technology：BAT）を採用しているか、
国の目標・計画との整合性を持っているかについて、
必要かつ合理的な範囲で国が審査するという方針等を
明確化しました。これらの取組により、環境負荷の
一層の低減に配慮した高効率石炭火力発電の導入を進
めることとしました。

（3）	我が国クリーンコール技術の海外展開の推進
①気候変動対応クリーンコール技術国際協力事業
【2013年度当初：5.8億円】
専門家派遣による石炭火力発電所の設備診断や技術

移転研修などを通じ、アジア地域や東欧地域への日本
のクリーン・コール・テクノロジーの普及を図りま
した。

②石炭高効率利用システム案件等形成調査事業
【2013年度当初：9.0億円】
我が国が有するクリーン・コール・テクノロジー

を海外へ普及するため、アジア、東欧等 8 か国にお
いて、高効率石炭火力発電所新設プロジェクト等 10
件の案件形成調査等を実施しました。

2．天然ガスの開発、導入及び利用
（1）	天然ガスの開発等に向けた取組
○高効率ガスタービン実用化要素技術開発【2013
年度当初：22.5億円】
電力産業用ガスタービンについて、発電効率の向

上を目的として、大型機（40 万 KW（コンバイン出

力 60 万 kW 程度））のガスタービン入口温度の高温
化（1,500 度級→ 1,700 度級）及び中型機（10 万 kW
程度）の高湿分空気利用ガスタービン（AHAT）シ
ステムの実用化のための技術開発に対して補助を行い
ました。

（2）	需要拡大のための方策
①エネルギー使用合理化事業者支援補助金（天然ガ
ス分）【2013年度当初：33.0億円】
産業用等及び業務用におけるエネルギー多消費型

設備（工業炉、ボイラー等）のエネルギー使用合理
化を図るもので、具体的には、省エネルギー及び二
酸化炭素排出削減に寄与する天然ガスを高度利用する
設備を導入する事業者に対し、その設備導入に要する
経費の一部を補助しました。

②天然ガス等利用設備利子補給金【2013年度当初：
9.4億円】
一般ガス事業者が行う天然ガスを安定的に調達する

ための設備投資（出荷基地設備、受入基地設備、輸
送設備等）に対して民間金融機関が長期（7 年以上 15
年以内）に固定金利での融資を行う場合に、その金融
機関に対して利子の一部を支援し、一般ガス事業者の
利子負担の軽減を図りました。

③環境関連投資促進税制（グリーン投資減税）【税制】
（再掲　第 3 章第 1 節 1．（1）⑥　参照）

④分散型電源導入促進事業費補助金【2013年度当
初：249.7億円】
省エネルギー効果が高く、電気と熱を高効率に利

用する天然ガスコージェネレーションを導入する事
業者、自家発電設備の新増設、増出力によりピーク
カットや余剰電力を電力会社等へ供給する事業者に
対し、その設備導入の一部を補助しました。




