
平成３０年度

資源・エネルギー関係予算の概要

平 成 ３ ０ 年 ３ 月
経 済 産 業 省





（１）廃炉・汚染水対策の安全かつ着実な実施
（２）福島を再エネや最先端のエネルギー利用の先駆けの地とし、復興を加速

（福島新エネ社会構想等）

・AI・IoTで「つながる」ことでエネルギー使用の最適化を実現

（１）国民負担を抑制しつつ、再エネの更なる導入拡大、水素エネルギーの実用化を加速
（２）「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」の着実な実施、

原子力の社会的信頼の確保、原子力立地地域への支援

（１）我が国が誇る省エネ技術の展開などにより海外エネルギー市場を獲得
（２）火力発電の低炭素化のための研究開発等を実施

・メタンハイドレート・海底熱水鉱床などの国内資源開発を推進

・災害時・有事におけるエネルギー供給網の危機対応力の強化、供給構造の改善

・国外の資源権益の獲得を推進

目次



平成３０年度当初予算・平成２９年度補正予算

エネルギー対策特別会計 （経済産業省分）
（単位：億円）

29年度
当初予算額

（Ａ）

30年度
当初予算額

（Ｂ）

29年度補正
予算額
（Ｃ）

増減額
(Ｂ+Ｃ-Ａ)

うち、
優先課題
推進枠

エネルギー対策特別会計 ８，０７４ ７，７９８ １，２４８ ３２８ ５２

エネルギー需給勘定 ６，２１０ ５，９６６ １，２４８ ３２８ ８４

燃料安定供給対策 ２，７７９ ２，５４９ ３７０ １８０ ▲５０

ｴﾈﾙｷﾞｰ需給構造
高度化対策

３，４３１ ３，４１７ ８７８ １４８ １３４

電源開発促進勘定 １，７９５ １，７７０ ０ ０ ▲２５

電源立地対策 １，６５４ １，６２９ ０ ０ ▲２５

電源利用対策 １４１ １４１ ０ ０ ０

原子力損害賠償
支援勘定

６９ ６１ ０ ０ ▲８

原子力損害賠償
支援対策

６９ ６１ ０ ０ ▲８

※平成29年度当初予算においては、原子力損賠賠償支援機構への交付国債の追加発行に伴う金利負担増に対応するため
の一次的な経費として４００億円が原子力損害賠償支援勘定に上記の他、交付されている。

※一般会計における資源エネルギー庁予算としては、平成30年度当初予算：52億円、29年度補正予算：176億円を計上。
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平成３０年度予算・平成２９年度補正予算の各政策の概要
30年度予算額【+29年度補正予算額】（29年度当初予算額）

【金額の見方】

４１５億円【+２０３億円】（３０７億円）Ⅰ.福島の復興加速
（１）廃炉・汚染水対策の安全かつ着実な実施 【補正予算 １７５．６億円】

１．廃炉・汚染水対策事業 【補正予算 １７５．６億円】

＜主な事業の例＞

（２）福島を再エネや最先端のエネルギー利用の先駆けの地とし、復興を加速

（福島新エネ社会構想等） ４１５億円【+２７億円】（３０７億円）

＜主な事業の例＞
１．再エネ由来水素の製造・輸送・貯蔵技術の実証
（未利用エネルギーを活用した水素サプライチェーン構築実証事業【後掲】）

８９．３億円の内数（４７．０億円の内数）

電力系統の
安定化

系統空き容量不足や
調整力不足への対応

再エネの
導入拡大

余剰電力の活用による
再エネ利用量の拡大

Power-to-gas技術の活用

国内の
余剰再エネ

水電解

時間

出力 不安定部分を
水素として利用

-2-

－ エネルギー貯蔵手段としての水素に着
目し、再生可能エネルギーから水素を製
造する技術（Power to Gas技術）の開
発・実証を進めることで、再生可能エネ
ルギー導入拡大に伴う系統接続問題等
の社会課題に対応するとともに、再生可
能エネルギーから水素を『作り』、『貯
め・運び』、『使う』、新しいエネル
ギー供給の仕組みの構築を目指す。本
事業を通じ、未来の新エネルギー社会
実現に向けたモデルを福島で創出するこ
とを目指す「福島新エネ社会構想」の実
現を図る。

２．福島県における再生可能エネルギー由来水素製造実証のための発電設備の整備支援事業
【補正予算 ２７．０億円】

－ 「福島新エネ社会構想」に基づき、再生可能エネルギーから水素を作り、貯め・運び、使う、未来の水
素社会を開く先駆けの地とすべく、本事業により水素製造用の再エネ発電設備の導入を支援する。

－ 中長期ロードマップに基づき、福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策を進めていく上で、技術的に難易
度が高く、国が前面に立って取り組む必要のある研究開発や、モックアップ試験施設等の運営を支援する。

＜廃炉・汚染水対策事業のイメージ＞ ＜これまでの研究開発の例：3号機における原子炉格納容器内部調査結果概要＞

小型水中ロボット

ペデスタル壁付近に
固形物が付着

格子状の足場等が損傷



（その他復興特会の事業）
「福島イノベーション・コースト構想」の具体プロジェクトの推進
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４．南相馬・浪江のロボットテストフィールドにおける、米国や欧州等と連携した世界最先端
のドローン実証試験 ３２．２億円（３３．０億円）

HQ

D2

D1

D3

D9

D7

民間によるUTM実験
（平成29年3月, 10月 南相馬市）

平成29年秋以降、南相馬市～浪江町において、
ドローンの運航管理や衝突回避等の実験を実施中。

運航管理（UTM）システム

衝突回避技術

性能評価基準

ドローン荷物配送実験
（平成29年1月 南相馬市）

３．福島県における再生可能エネルギーの導入促進のための支援事業費補助金
７５．０億円（２５．０億円）

－ 「福島新エネ社会構想」の実現に向け、阿武隈山地や福島県沿岸部における再生可能エネルギー導入拡
大のための共用送電線を整備する。また、当該地域における風力、太陽光等の発電設備やそれに付帯する
蓄電池・送電線等の導入を支援するとともに、福島県内の再生可能エネルギー関連技術について、実用化・
事業化のための実証研究を支援する。

＜風力発電所のイメージ＞ ＜福島県発の再生可能エネルギー関連技術事例＞

各メーカーのパネルで
使用可能な太陽光パネルの
異常を遠隔監視する
モニタリングデバイスの製品化
アサヒ電子（株）
［福島県伊達市］

(C) 2016 Eurus Energy Holdings Corporation

＜共用送電線ルート案＞

阿
武
隈
山
地

沿
岸
部

－ 物流やインフラ点検等を効率化できるロボットやドローンの社会実装を世界に先駆けて進めるため、それら
の性能を評価する基準、複数機の運航を管理するシステム及び他の機体や建物との衝突を回避する技術等
を、福島県のロボットテストフィールド等における実証を通じて開発する（運航管理システムの全体設計は
JAXAが国際機関と連携しながら進める）。その成果を国際標準化につなげるとともに、世界の最新技術を
日本に集めることで、日本発のルールでロボットの開発競争を加速させる仕組みを構築する。



Ⅱ.エネルギー利用の低炭素化

○ AI・IoTで「つながる」ことでエネルギー使用の最適化を実現

５，１７３億円【+１４８億円】（５，１６７億円）

（ⅰ）エネルギー使用の最適化
１，６８９億円【＋７８億円】（１，６３７億円）

＜主な事業の例＞
①工場・住宅・ビル ６４６億円【+７８億円】（７１６億円）

住宅
ビ ル
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－ エネルギー消費量が増大している住宅・ビルの徹底的な省エネのため、 ZEH（ゼッチ）の
普及目標を掲げたZEHビルダーにより建築されるZEH+（省エネを更に深堀りするとともに、
設備のより効率的な運用等により太陽光エネルギーの自家消費率拡大を目指したZEH）の導
入や集合住宅におけるZEHの実証等の支援、 ZEB （ゼブ）のガイドライン作成等を目的とした
ZEBの実証支援を行う。また、既存住宅の断熱・省エネ性能向上のため、工期短縮可能な
高性能断熱建材や蓄熱、調湿等の付加価値を有する省エネ建材の導入を支援する。
※ZEH/ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス/ビル）：大幅な省エネを実現した上で、再生可能エネル

ギーにより、年間で消費するエネルギー量をまかなうことを目指した建築物/住宅

１．省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
６００．４億円【+７８．０億円 】（６７２．６億円）

－ 工場・事業場、住宅、ビルにおける省エネルギー関連投資を促進することで、エネルギー
消費効率の改善を促し、徹底した省エネを推進する。

工場
事業場

設備単位の支援例

－ 工場・事業場における省エネ効果の高い設備の導入のため、対象設備を限定しない工場・
事業場単位や簡易な手続きで申請可能な設備単位での支援を行う。また、複数事業者が連携
した取組についても支援する。
※平成29年度補正予算：省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革

命促進事業【78.0億円】
－ エネルギー使用量の「見える化」の機能を有する省エネ性能の高い設備の導入を支援
するとともに、設備を導入した事業者へ省エネを推進する専門家を派遣し、省エネ設備等
の運用改善によるエネルギーの効率的利用を促進する。

見える化機能を有する省エネ設備の導入と
専門家による省エネ診断

エネマネ事業者※の活用による
効率的・効果的な省エネ

※エネマネ事業者：エネルギーマネジメントシステムを導入し、エネルギーの見える化
サービスをはじめとした、エネルギー管理支援サービスを通じて工
場・事業場等の省エネルギー事業を支援する者。

設備更新

工場・事業場単位の支援例

平成30年度
当初予算

平成29年度
補正予算
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ZEH ZEB

EV等連携

業務用給湯器 産業用ヒートポンプ

工期を短縮して
断熱改修

断熱
パネル

既存壁壁紙

ドアの断熱

断熱材

蓄熱や調湿による
消費エネルギー低減

蓄熱材

調湿材

断熱改修



２．IoTを活用した社会インフラ等の高度化推進事業 １５．０億円（１５．０億円）

製油所における実証イメージ（例）

・「異常」をアラーム
・検知時間長
→ 生産への影響大

定常 予兆

状態管理指数

下限アラーム

上限アラーム

時間経過・「いつもと違う」をアラーム
・検知時間短
→ 生産への影響小

早期検知

旧

新
センサ等から取得したリアルタイムの運転データや点検デー
タを過去の事象と比較し、異常・予兆を早期に検知

アウトプット
 高度な自主保安を
実現するための規制
見直し

＜具体的イメージ＞
 定期検査の間隔の
長期化や、点検作
業の効率化等による
省エネの実現

家庭（家電、センサー等）

サービス事業者
革
新
的
サ
ー
ビ
ス
の
創
出
・
提
供

家
庭
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
情
報
の
提
供

（

家
電
の
稼
働
情
報
等
）

e.g.

家電リサイクル
リコール

エンタメ
子育て
テレワーク

セキュリティ
保険・メンテ

医療・健康・
介護

♪ …etc

エネマネ

スマートホームにおける実証イメージ（例）

－ IoT・ビッグデータ・人工知能の活用による新たな社会の実現に向けた実証を行う。具体的には、①あら
ゆる電化製品がつながり、エネルギー使用を最適化するスマートホーム、②水道インフラの維持・管理に
おいてIoTを活用した効率的な運用・メンテナンスシステム、③熟練作業員が持つノウハウをビッグデータ化
し、製油所の安定的かつ効率的な運用システム、④火力発電所においてセンサを活用して運転データ等を
取得し、ビッグデータ化・AI解析による発電の効率化、⑤ダムに流入する水量のデータ等をIoTで取得し、
ダム運用の高度化を図ることによる水力発電所の発電量の向上などの実現に向けた実証を行う。

－ 中小企業等の省エネ取組を推進するため、中小企業等に対し、省エネポテンシャルの診断を無料で実施
するとともに、診断事業で得られた事例や省エネ技術・情報等を様々な媒体を通じて情報発信する。また、
各地域において中小企業の省エネ取組を総体的にサポートするため、省エネの相談にきめ細かく対応でき
る「省エネルギー相談地域プラットフォーム」を全国に構築するとともに、省エネルギー相談地域プラット
フォームを中核とした省エネ取組の支援を行う地域の窓口を「全国省エネ推進ネットワーク」としてポータ
ルサイトに公開し、省エネに関する有益な情報発信等を行う。

３．中小企業等に対する省エネルギー診断事業費補助金 １２．０億円（１０．０億円）

（省エネ診断の様子）

省エネ診断事業 省エネ相談地域プラットフォーム

計画の見直し支援等 省エネの計画の策定支援等

○運用改善・設備更新の支援
○補助金・融資制度等の案内等

フォローアップ等

ＰＤＣＡ
支援

Plan
計画

Do
実行

Check
評価

Act
改善

• 省エネ支援事業者が地域の専門家（商工会議所や
自治体、コンサル及び金融機関等）と協力して作
る「省エネ支援の連携体」

• エネルギー使用状況の把握から省エネ計画の策
定・実施・見直しまで、一貫して中小企業の取組
をきめ細かに支援
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２．電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金
１５．０億円（１８．０億円）

１．クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 １３０．０億円（１２３．０億円）

－ 省エネ・CO2排出削減に高い効果を持ち、市場の拡大が期待される
電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の普及を促進するため、
マンション、事業所、道の駅、高速道路SA・PA等の駐車場への充電
インフラの整備を加速する。

②モビリティ ３７８億円（３４１億円）

４．省エネルギー性能の優れた建設機械の導入事業費補助金 １２．７億円(１４．１億円)
－ 世界最先端の省エネ型建設機械の市場構築や省エネ性能の向上を図るため、環境性能に優れた省エネ型

建設機械に対して導入補助を行い、更なる国内普及を目指す。
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普通充電器 急速充電器

３．トラック・船舶等の運輸部門における省エネルギー対策事業費補助金
６０．５億円（ ６１．５億円）

－ 車両動態管理システムや予約受
付システム等を活用したトラック事
業者と荷主等との連携による省エ
ネ効果の実証を行う。

事業所情報の共有・連携

ルート変更の指示等

発着時間の予約 走行車両の運行情報

荷主等

省エネ船舶

配船計画 運航計画

５．燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金【後掲】
５６．０億円（４５．０億円）

－ 省エネやCO2排出削減に貢献する電気自動車や燃料電池自動車等のクリーンエネルギー自動車の導入を
支援することで、世界に先駆けて国内市場の確立を図る。

＜燃料電池自動車＞ ＜電気自動車＞ ＜プラグインハイブリッド自動車＞ ＜クリーンディーゼル自動車＞



６．高度な自動走行システムの社会実装に向けた研究開発・実証事業費
３５．０億円（２６．０億円）

－ 運輸部門の省エネルギーの推進やドライバー不足等の社会課題の解決を図るため、複数台のトラックによ
る隊列走行等の高度な自動走行システムの世界に先駆けた社会実装に向けて、安全性評価技術の研究開
発を進めるとともに、公道を含む実証事業等を通じて事業環境等を整備する。

高速道路等
地方都市等

隊列
走行

管制
自動
走行

＜高度な自動走行システムの実証のイメージ（例）＞

電子連結により、2台目以降の車両
は無人として隊列を組み走行

管制システムに支えられた自動走行

有人

無人無人

７．次世代自動車等の開発加速化に係るシミュレーション基盤構築事業 ８.０億（新規）
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８．次世代車載用蓄電池の実用化に向けた基盤技術開発 ４７．０億円（３２．７億円）

－ 産学の緊密な連携の下、現行のリチウムイオン電池（現行LIB）に比べ、①エネルギー密度の高い全固体
LIB、②新原理により性能を大幅に向上させた革新型蓄電池の共通基盤技術の研究開発を行い、世界に先駆
けた次世代車載用蓄電池の実用化を加速する。

大学・高専 産業界

エンジン・トランスミッション・などのシス
テム毎に協調領域を設定してモデルを
構築

ENG Model M/G Model CVT Model

ECM Model MCM Model TCM Model

HCM Model

INV Model BAT Model

R
A
D

 M
od

el
Clutch Model

Comp. Model HVAC Model

Exhaust Model

エアコンモデルエアコンモデル

強電冷却モデル強電冷却モデル

ｴﾝｼﾞﾝ冷却ﾓﾃﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ冷却ﾓﾃﾞﾙ

ﾊﾟﾜﾄﾚﾓﾃﾞﾙﾊﾟﾜﾄﾚﾓﾃﾞﾙ

制御ﾓﾃﾞﾙ制御ﾓﾃﾞﾙ

強電回路強電回路

Tir
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mo
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o
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yn
a
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d
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車両性能評価モデル

－ 実機を使用せずに車両全体をシミュレーションで評価できる車両評価性能モデルを構築し、開発
プロセスのすりあわせの高度化を行う。これにより、従来の試作機作成・テストという開発プロセス
の短縮を実現するとともに、我が国の開発基盤を強固にしつつ、シミュレーションの手法等の国際
協調も目指すことで、我が国自動車産業の国際競争力を高める。



③ものづくり ３０５億円（２３６億円）

２．高機能なリグノセルロースナノファイバーの一貫製造プロセスと部材化技術の開発事業
８．０億円（６．５億円）

＜ﾘｸﾞﾉｾﾙﾛｰｽﾅﾉﾌｧｲﾊﾞｰの一貫製造ﾌﾟﾛｾｽと用途展開＞

原木
射出成型

プレス成型

建材

自動車

家電

ペレット

－ 木質バイオマスを原料とし、鋼鉄の１/５の軽さで５倍以上の強度を備えるセルロースナノファイバーについて、
樹脂への分散性、耐熱性に優れ、世界で初めて自動車や家電等への利用を実現する高機能リグノセルロー
スナノファイバーの一貫製造プロセス及びこれを用いた自動車部品等の部材化に関する技術開発を行う。

※リグノセルロースナノファイバー：セルロースナノファイバー表面
にリグニン（木材を構成する主要三成分の一つ）を被覆したもの

リグノCNF

成分分離

リグニン
セルロース

ナノファイバー

樹脂混錬
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３．省エネ製品開発の加速化に向けた複合計測分析システム研究開発事業 ３．０億円（新規）

－ 次世代ものづくりを支える計測分析機器について、業界横断的に連携を図り、各機器から出力される計
測分析データを共通フォーマットの基で一元的に集約し、総合的な評価を可能とする複合計測分析シス
テムを開発する。

大きさ、硬さ、
粘度 など

元素の構成
（種類、量）

構造
（画像）

共通
フォーマット

総合的評価

計測分析データ
ベースの構築

ビッグデータ
の解析

欠陥原因
寿命予想 等

個別装置の
バーチャル統合

１．計算科学等による先端的な機能性材料の技術開発事業 ２６．５億円（２４．０億円）

柔軟で透明な
高断熱シート

計算科学（AI等）

シミュレーション
による設計

－ 従来技術の延長線上に無い機能を有する、
高い断熱性と軽量性を兼ね備えた窓に使う透
明シートなどの超先端材料の創製とその開発
スピードの劇的な短縮を目指し、AI等による
計算科学、プロセス技術、先端計測技術か
ら成る革新的な材料開発基盤技術を確立する。

http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%BD%BB%C2%F0/U=http:/csr.mec.co.jp/kankyou/kankyouhozen/04_p/tyumon.jpg/O=49f3bc245e0e4014/P=19/C=dpe7t951fh4f5&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1141448056/SIG=11ujii0up/*-http:/csr.mec.co.jp/kankyou/kankyouhozen/04_p/tyumon.jpg
http://srd.yahoo.co.jp/MMSIMG/Q=%B2%C8%C5%C5%C9%CA/U=http:/kadenfan.hitachi.co.jp/ra/aircon/img/products/products_p/ras2210rx_p1.jpg/O=0dd8d19b96561672/P=185/C=dpe7t951fh4f5&b=2/F=f/I=yahoojp/T=1141446624/SIG=12lk5n421/*-http:/kadenfan.hitachi.co.jp/ra/aircon/img/products/products_p/ras2210rx_p1.jpg


５．植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発事業 ２４．０億円（２１．０億円）

－ 植物等の生物が持つ機能を最大限
引き出し利用することで、従来化学
合成により製造されてきた香料・化
粧品等の高機能品やこれまで合成が
困難であった新素材を省エネルギー
で生産できる可能性がある。本事業
では、企業等が保有する生物機能
データを収集しデータベース化を進
めるとともに、AI技術を駆使した生
物の代謝機能等の設計を可能とする
基盤を確立し、新素材生産等のバイ
オ産業創出を促進する。
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４．高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発事業
１００．０億円（新規）

－ IoT社会の到来により増加した膨大な量の情報を効率的に活用するため、AIなどこれまでクラウドで実行され
ていた機能を社会全体に実装すべく、小型・高効率かつ省エネルギーなAIチップ等を用いたエッジ領域での
コンピューティング技術の開発や、クラウド側では膨大かつ多様な情報を処理するための新原理のコンピュー
ティング等を実現する。また、セキュリティ技術等のIoT社会全体の高度化に資する基盤技術開発を合わせて
実施。これにより“Connected Industries”（ｺﾈｸﾃｯﾄﾞ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ）を実現し、日本の情報産業が世界をリード
することを目指す。

我が国が有望な技術シーズを持つ領域に
おいて、AIチップを用いるコンピューティング
技術を開発。

【AIチップを用いたエッジコンピューティング】【従来のコンピューティング】
クラウドのみならずエッジ領域で
AIによる高速処理を実現するコン
ピューティング技術。
AIによる処理効率化で、例えばク

ラウドを経由せずエッジのみでの
リアルタイムかつ高度な情報処
理も可能となる。

事例：ものづくりシステム、自動走
行、ロボットサービスなど。

クラウドで大半のデータを処
理するため、エッジとの情報
伝送が多くなり、リアルタイム
での処理が困難。

高速処理が求められるサー
ビスに不向き。

事例：既存のPCネットワーク、

スマホなどのアプリサービス
など。

情報量：大
レスポンス：遅

情報量：小or無
レスポンス：速

情報
処理

エッジ×革新的AIコンピューティングクラウド×次世代コンピューティング

多様な人、組織、機械、技術がつながる社会の基盤技術

【コネクテッド・インダストリーズの実現】



１．分散型エネルギーシステム構築支援事業（地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促進事業費補助金）

７０．０億円の内数（６３．０億円の内数）

２．需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築実証事業費補助金
４１．０億円（４０．０億円）

④地域 １２２億円（１１４億円）

－ 需要家側のエネルギーリソース（蓄電池や発電設備、電気自動車、ディマンドリスポンス等）を統合的に
制御し、あたかも一つの発電所（バーチャルパワープラント）のように機能させ、電力系統の需給調整に活
用する実証を行うとともに、定置用蓄電池の価格低減を図る。本事業により、新たなエネルギービジネスの
創出を通じて、再生可能エネルギーの更なる導入拡大、省エネ・電力の負荷平準化の推進、系統安定化
コストの低減を図る。

－ 地域に存在する再生可能エネルギーや未利用熱を一定規模のエリアで面的に利用する地産地消型のエネル
ギーシステムの構築を世界に先駆けて推進するため、事業化可能性調査やマスタープラン策定、再エネ設備等
の導入に係る支援事業を推進するとともに、他地域への展開を図る。
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（１）国民負担を抑制しつつ、再エネの更なる導入拡大、水素エネルギーの実用

化を加速 １，１８７億円【+７０億円】（１，２００億円）

（ⅱ）低炭素エネルギーの最大限の導入
２，９９９億円【+７０億円】（３，０３２億円）
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①太陽光、風力、バイオマス、地熱、水力の導入拡大を目指した、コスト低減やメ
ンテナンス効率化、系統制約の克服に向けた研究開発

５３９億円【+４３億円】（４３１億円）
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＜主な事業の例＞

１．太陽光発電のコスト低減に向けた技術開発事業 ５４．０億円（５４．０億円）

－ 変換効率で世界トップレベルにある先端複合技術型シリコン太陽電池や、我が国発の太陽電池であり、開発
競争のトップグループにあるペロブスカイト太陽電池などの技術開発を行うとともに、太陽光パネルと屋根材と
のパッケージ化技術開発等を実施する。また、耐用年数経過後の廃棄物発生に備え、世界最先端の使用済
太陽光パネルの低コストリサイクル・リユース技術の開発を行う。

（太陽光パネルの低コスト分解処理（ガラス分離）のフロー図）

２．次世代型の洋上直流送電システムの開発事業 ８．０億円（５．０億円）

－ 大規模な洋上風力発電電力を、比較的大きな接続可能量を持つ上位の送電系統等まで輸送する事を可
能とする長距離送電網を実現するためには、信頼性が高く、また低廉性を有する長距離送電システムの開
発が必要である。そのため、長距離送電に適した直流型送電システムの開発・実用化にむけた要素技術
や小型軽量、メンテナンス頻度が低い次世代型の洋上変電設備の開発・実証を行う。

（世界最高の変換効率（26.6%）を有する結晶シリコン太陽電池）

３．再生可能エネルギー出力制御量低減のための技術開発事業 ３．０億円【+４３．０億円】(新規)

－ 地域間連系線は事故（送電線の切断等）が生じた場
合でも安全に運転ができるよう一定程度の空き容量を
確保した上で利用しているが、事故発生時に発電所を
瞬時に系統から遮断することが可能となれば、連系線
の利用量を増やすことができ、結果、平常時の再生可
能エネルギーの出力制御量を低減することが可能とな
る。このため、本事業では連系線事故発生時に瞬時に
系統から遮断ができる「転送遮断システム」の開発を
行う。
また、人手を介さず遠隔かつ瞬時に確認できる「出

力制御実施状況確認システム」の開発を行う。
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６．地熱発電の導入拡大に向けた技術開発事業 ２４．５億円（２２．０億円）

－ 地熱資源開発における高い事業リスクやコスト等の課題を解決
するため、掘削費用の低減・掘削期間の短縮化などに資する技
術開発を行う。また、地熱発電所の発電能力の回復や向上等に
資する技術開発を行うとともに、次世代の地熱発電（超臨界地
熱発電）について、詳細事前検討などを行う。
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高温かつ固い地盤を掘削するた
めのPDCビットの開発

－ 世界的に開発競争が進められているバイオ燃料分野において、商用化可能なコスト競争力を持ったセル
ロース系バイオエタノールの大規模生産システムを、2020年（平成32年）までに確立することを目指した実
証を行う。また、微細藻類などを用いたバイオジェット燃料について、2030年（平成42年）頃までに生産技
術を確立するための技術開発を行う。

５．バイオ燃料の生産システム構築のための技術開発事業 ２４．０億円（２０．０億円）

４．洋上風力発電等のコスト低減に向けた研究開発事業 ６９．６億円（６３．２億円）

－ 浮体式洋上風力発電の更なるコスト低減を実現するため、世界でも先進的な軽量浮体・風車等の実証研
究を行うとともに、着床式洋上ウィンドファームの導入拡大に向けた実現可能性調査（ＦＳ調査）等の支援
を実施する。また、風力発電の設備稼働率の向上による発電コストを低減するため、風車部品の故障によ
る停止時間を縮小させるためのメンテナンスシステムの開発等を行う。

軽量浮体・風車のイメージ図 実証浮体式洋上風車の設置予定海域
（北九州市沖の離岸距離：約16km、水深：約55m）



<参考>再生可能エネルギー発電設備等の導入補助

＜主な事業の例＞

２．水力発電の導入促進のための事業費補助金 ２１．０億円（２１．０億円）

－ 民間事業者等が実施する流量調査等の支援を行うととも
に、地域住民等の水力発電への理解促進に係る支援によ
り、水力発電の導入促進を図る。また、既存発電施設に
ついて、最新技術を用いた設備への更新や改造等を支援
するとともに、高効率化等に資する発電設備の製作、実
証を支援することにより、小さな環境負荷で、水力発電の
出力及び電力量の増加を図る。

３．地域で自立したバイオマスエネルギーの活用モデルを確立するための実証事業
２３．０億円（１９．７億円）

－ 地域におけるバイオマスエネルギー利用の拡大に資する経済的に自立したシステムを確立するため、
技術指針及び導入要件を策定するとともに、当該指針及び要件に基づき地域特性を活かしたモデル
実証事業を行う。

バイオマス関係

水力関係

＜岩手県八幡平市の地熱開発現場＞

＜低落差でも安定して発電可能な水車の開発事例＞

農 業 残 渣 系 家 畜 排 泄 物 下 水 汚 泥 食 品 廃 棄 物木 質 系

バイオマス
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１．地熱資源量の把握のための調査事業費補助金 ９０．０億円（９０．０億円）

地熱関係

－ 地熱発電は、自然条件によらず安定的な発電が可能な
ベースロード電源の1つであり、我が国は世界第3位の資
源量（2,347万kW）を有する。一方で、地質情報が限ら
れており、事業リスクが高いことから、地熱資源量の把握
に向けた地表調査や掘削調査等の初期調査に対して、支
援を行うとともに、新規の有望地点を探索するための調
査も実施する。

＜岩手県八幡平市の地熱開発現場＞



４．再生可能エネルギー熱事業者支援事業（地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促進事業費補助金）

７０．０億円の内数（６３．０億円の内数）

－ 地域における再生可能エネルギー利用の拡大を図るため、民間事業者が実施する、木質バイオマスや地
中熱等を利用した熱利用設備の導入に対して補助を行う。

５．風力発電のための送電網整備の実証事業費補助金 ７７．０億円（３０．０億円）

熱利用設備関係

風力関係

＜地中熱利用＞＜太陽熱利用＞

－ 再生可能エネルギーの中ではコストが相対的に低い風力発電の導入拡大のため、風力発電の最適地で
ありながら送電線が脆弱な地域を特定風力集中整備地区と定め、大消費地圏への送電のため、当該地域
内において送電網を整備する民間事業者を支援し、そのビジネスモデルや技術課題の実証を行う。

北海道
稚内・道央地域

＜送電線ルート案＞
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（その他）ＦＩＴ制度による再エネ導入支援（平成２９年度賦課金：２．１兆円）



＜主な事業の例＞

②水素社会実現に向けた、燃料電池自動車・水素ステーションや家庭用燃料電池の
導入補助、新たな水素サプライチェーン構築実証

２８４億円【+２７億円】（２６８億円）
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２．燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金【再掲】
５６．０億円（４５．０億円）

１．燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金
７６．５億円（９３．６億円）

＜エネファーム＞ ＜業務・産業用＞

－ 高い省エネルギー効果やCO2削減効果を有する家庭用燃料電池（エネファーム）について、2020年（平成
32年）頃の自立的普及を目指し、事業者に価格低減を促す新たな補助スキームの下で普及を強力に加速す
る。さらに、2017年度（平成29年度）から市場投入された固体酸化物形燃料電池（SOFC）を活用した高効
率の業務・産業用燃料電池についても導入支援を行い価格低減を進める。

－ 2020年度（平成32年度）に160箇所程度、2025年度（平成37年度）に320箇所程度の水素ステーションの整
備目標の達成に向け、首都圏、中京圏、関西圏、北部九州圏の四大都市圏を中心とした整備を加速するた
め、民間事業者等による水素ステーションの整備・運営に対し補助を行う。

＜ＳＳ併設型水素ステーション＞＜コンビニ併設型水素ステーション＞＜FCバス対応水素ステーション＞
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５．超高圧水素技術等を活用した低コスト水素供給インフラ構築に向けた研究開発事業
２４．０億円（新規）

－ 安全性の確保を前提としつつ、世界に先駆けて燃料電池自動車や水素ステーションの自立的普及
を実現するため、水素ステーションの整備・運営コスト低減、燃料電池自動車の量産化を実現する
ための規制改革実施計画等に基づく規制見直しや低コスト化に向けた技術開発を推進する。

３．未利用エネルギーを活用した水素サプライチェーン構築実証事業【再掲】
８９．３億円（４７．０億円）

－ 世界に先駆けてCO2を排出しない水素発電の導入を実現すべく、海外に豊富に存在する未利用エネル
ギー（褐炭や副生水素等）を活用した水素の調達から輸送・貯蔵、利用（水素発電）に至るまで、大規
模水素サプライチェーン構築の基盤となる一連の技術の確立に向けた世界初の取組を推進する。

無人ステーションでのセルフ充塡

遠隔監視

運転状況データ化
によるトラブル事前予知

──────

トラブル時
駆けつけ

－ 次世代の高効率・高耐久・低コストの燃料電池システムを実現するため、触媒・電解質等に関する基
盤技術開発や実用化技術開発等を行うとともに、65%超の発電効率を発揮する燃料電池の実現に向け
た技術開発に取り組む。

４．次世代燃料電池の実用化に向けた低コスト化・耐久性向上等のための研究開発事業
２９．０億円（３１．０億円）

触媒の低コスト化



（２）「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」の着実な実施、
原子力の社会的信頼の確保、原子力立地地域への支援

１，８１２億円（１，８３２億円）
＜主な事業の例＞

１．原子力損害賠償・廃炉等支援機構交付金 ４７０．０億円（４７０．０億円）

①「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」を着実に実施
４７０億円（４７０億円）

②原子力の社会的信頼確保に向けた、原子力のさらなる安全性の向上のための技術開発
１４５億円（１４５億円）

１．原子炉の安全技術の強化 ３５．６億円（３５．１億円）

－ 福島第一原子力発電所の事故で得られた教訓を踏まえ、原子力発電所の包括的なリスク評価手法の高度
化等、更なる安全対策の高度化に資する課題に関する基盤整備及び技術開発を行い、我が国として更なる
原子力安全技術の向上を図り、世界の原子力安全にも貢献する。

－ 「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」（平成28年12月20日閣議決定）を踏まえ、中間
貯蔵施設費用相当分について、事業期間（30年以内）終了後5年以内にわたり、原子力損害賠償・廃炉等
支援機構に対し、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第68条に基づき、交付金を交付する。

３．高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発委託費 ３７．６億円(３６．１億円)

－ 高レベル放射性廃棄物等の地層処分技術の信頼性・安全性のより一層の向上に向け、天然の地質環境・
人工バリアの機能の評価方法等や、廃棄物の回収可能性、使用済燃料の直接処分等の代替処分方法に関
する調査・研究を行う。

天然バリア人工バリア

高レベル放射性廃棄物の処分施設と多重バリアシステムのイメージ

多重バリアシステム

ガラス固化体 ｵｰﾊﾞｰﾊﾟｯｸ 緩衝材 岩盤

高レベル放射性廃棄物
処分施設

地
下
３
０
０
ｍ
以
深

深地層の研究施設における物質移行試験作業

２．高速炉の国際協力等に関する技術開発委託費 ５１．０億円（５２．０億円）

－ 放射性廃棄物の減容化・有害度低減等に資する高速炉の実証技術の確立に向けて、仏国との国際協力
を通じた原子炉の安全性強化に資する研究開発等に取り組み、高速炉の技術や安全設計能力・ノウハウを
多数獲得すること等を目指す。

実機廃炉材を活用したコンクリートの健全性評価 事故耐性に優れた燃料集合体のカバー材
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③原子力立地地域におけるエネルギー構造の高度化、地域の実情に応じた電源地域
振興支援等

９２８億円（９１５億円）
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２．原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業 ５６．１億円（４６．３億円）

－ 再稼動や廃炉など原発等を取り巻く環境変化が立地地域に与える影響を緩和するため、立地地域の経済･雇
用の基盤の強靱化につながる新たな産業の創出等の地域の取組支援や交付金の交付など、中長期的な視点
に立った地域振興を国と立地地域が一体となって取り組む。

３．エネルギー構造高度化・転換理解促進事業 ５０．０億円（４５．０億円）

１．電源立地地域対策交付金 ８２２．２億円（８２３．８億円）

－ 電源立地地域における住民の福祉向上等を目的として行われる公共用施設の整備や各種の事業活動など、
ハード・ソフト両面にわたる支援策の実施に係る費用に充てるための交付金を交付する。

－ 原発立地地域やその周辺地域において行う、再生可能エネルギーも含めた地域振興ビジョン策定、実証
研究、設備導入等の取組を支援。

ビジョン策定 設備設置の
ための調査

道の駅、宿泊施設、
などへの再エネ活用

熱利用の
温室栽培

エネルギー構造高度化・転換理解促進事業を活用した各市町村の取組例



Ⅲ.エネルギーセキュリティの強化

（１）我が国が誇る省エネ技術の展開などにより海外エネルギー市場を獲得
２５５億円（２６９億円）

２，９３０億円（２，８８３億円）

＜主な事業の例＞

４８５億円（４９９億円）海外展開

－ エネルギー需要の増大が見込まれるアジアを中心とした海外諸地域において、省エネルギー、再生可能
エネルギー等に係る制度・事業環境整備に向け、相手国の人材育成、政策共同研究、官民ミッション派遣
等を行う。

－ 我が国が強みを有する省エネルギー等に関する製品・システム等（自動走行システム等）について、関
連技術情報や実証データの収集、国際標準原案の開発・提案、試験・認証基盤の構築等を実施する。
また、新規分野の国際標準化戦略に係る調査研究、標準化の戦略的活用に係る啓発・情報提供、次世

代標準化人材の育成等を行う。

１．省エネルギー等に関する国際標準の獲得・普及促進事業委託費
２７．０億円（２２．０億円）

①先端エネルギー技術や質の高いエネルギーインフラ等の海外展開に向けた調査・実証
１８３億円（１９６億円）

②自動走行システムの動作要件の標準開発等、省エネ分野等での戦略的な国際標準化
２７億円（２２億円）

２．エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業
１３２．０億円（１４０．０億円）

Ⅱ.エネルギー利用の低炭素化

－ エネルギー需要の増大が見込まれる海外諸地域において、
我が国の先進的な省エネルギー、再生可能エネルギー等の
技術・システムの国際展開に向け、実証事業を行う。実証し
た技術・システムについては、相手国政府による採用・活用
を促していくとともに、類似の課題に直面する第三国への展開
が進むよう必要なフォローアップを行う。

（例）インドにおける太陽光発電を活用した
マイクログリッドシステム実証

２．民間主導によるJCM等案件形成推進事業 １３．０億円（１９．０億円）

＜二国間クレジット制度の流れ＞

１．二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業委託費 ４．８億円（４．８億円）

－ 二国間クレジット制度（JCM）の意思決定機関である二国間合同委員会の運営やクレジットを管理する登
録簿等の制度の基盤整備・運用を行うとともに、制度の円滑な運営のため、国内外の類似制度の調査や人
材育成、民間主導によるJCMプロジェクトの発掘・組成、相手国に対する政策提言等を行う。

③二国間クレジット制度（JCM）を本格運用 １８億円（２４億円）

－ 二国間クレジット制度（JCM）の導入に関する二国間文書に
署名した相手国において、優れた低炭素技術・製品等の導
入による温室効果ガス排出削減プロジェクトを実施し、削減
効果を測定・検証・報告することで、排出削減効果を実証し、
相手国での民間主導による普及につなげる。

１．新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業委託費 ９．５億円（９．５億円）
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（２）火力発電の低炭素化のための研究開発等を実施 ２３０億円（２３０億円）

＜主な事業の例＞

２．先進的な火力発電技術等の海外展開推進事業 １８．０億円（１６．６億円）

１．次世代火力発電の技術開発事業 １１３．０億円（１１５．０億円）

＜IGFC実証事業（広島県）＞

－ 我が国で実証済みの最新鋭ガス火力やIGCC（石炭ガス化複合発電）等の先進火力発電技術を海外に普
及させるため、先進技術導入にあたっての技術者交流や情報発信等を行い、地球規模での気候変動対策
や環境負荷低減への貢献を図る。

①石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）、1700℃級ガスタービン技術等の火力発電の
高効率化技術開発等 １３１億円（１３２億円）

－ 次世代の高効率石炭火力発電技術であるIGFC（石炭ガス化燃料電池複合発電）や高効率ガスタービン技
術など、火力発電の高効率化に関する技術開発のほか、 CO２分離回収・有効利用に関する技術開発等を
実施する。2018年度（平成３０年度）は、 IGFCの実証事業について燃料電池を追加設置する実証事業を開
始することに加え、 CO２削減技術開発に取り組む。これらの開発結果を踏まえ、将来の商用機段階では、
世界に先駆けてIGFCで５５％程度、１７００℃級ガスタービンで５７％程度の発電効率を目指す。

既設排水
処理設備

石炭ガス
化設備ガス精

製設備

新設排水
処理設備

CO2分離
回収設備

空気分
離設備

複合発
電設備

圧縮機
燃焼機

タービン15m

＜ガスタービン＞

Ⅲ.エネルギーセキュリティの強化②二酸化炭素回収・貯留（CCS）技術の実用化に向けた技術開発
９９億円（９９億円）

－ 2020年（平成32年）頃の二酸化炭素回収貯留
（CCS）技術の実用化に向けて、製油所の排出ガ
スから分離回収したCO２を地中へ貯留（年間10万t-
CO２規模）する実証試験を行う。併せて、 CO２の
分離回収コストの低減のための高効率な回収技術
の実用化に向けた研究開発、及びCO２圧入に伴う
CO２漏出等の環境に影響を与えない、安全管理技
術の研究開発を実施する。

－ 二酸化炭素回収貯留（CCS）導入の前提となるCO２の貯留適地の特定を目的とし、大きな貯留ポテンシャ
ルを有すると期待される地点を対象に、地質調査（弾性波探査、ボーリング調査）や貯留層総合評価等
を実施する。

２．CO2貯留適地の調査事業 ５．５億円（５．５億円）

＜CCS概念図＞

CO2

CO2

遮蔽層（泥岩など）

貯留層（砂岩など）

CO2は砂岩中の隙間に
入ります

工場等

拡大図

貯留
層

遮蔽
層

CO2

１．CCS研究開発・実証関連事業 ９３．０億円（９３．０億円）
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Ⅲ.エネルギーセキュリティの強化
２，６５３億円【+１８０億円】（２，８９２億円）

○メタンハイドレート・海底熱水鉱床などの国内資源開発を推進

（ⅰ）国内資源開発 ３８７億円【+６０億円】（４２８億円）

＜主な事業の例＞

１．国内石油天然ガスに係る地質調査・メタンハイドレートの研究開発等委託費
２２６．９億円（２４２．０億円）

＜ 基礎試錐 産出テスト（イメージ）＞ ＜ メタンハイドレートの賦存状況図＞

①次世代国産資源として有望なメタンハイドレートの商業化に向けた研究開発や探査船
更新を含む国内の在来型石油・天然ガス開発の促進

２４０億円 【＋６０億円】(２６０億円)

－ 海洋の石油・天然ガス開発は、リスクが高く我が国企業単独では案件が成立しにくいなかで、国が先導して戦
略的、効率的な国内資源開発を実施し、我が国企業による資源開発を促進する。具体的には、エネルギー基本
計画等に基づき、日本周辺海域において三次元物理探査船「資源」により２０１８年度（平成３０年度）までに約６．
２万km２を探査し、有望地域において基礎試錐を行う。また、メタンハイドレートについて、砂層型は、商業化の
ためのプロジェクトが平成３０年代後半に開始されるよう技術の整備を行い、表層型は、資源量調査の結果を踏
まえ回収技術に関する調査研究や賦存状況の解明に向けた調査・分析等を実施する。
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２．石油資源を遠隔探知するためのハイパースペクトルセンサの研究開発事業費
８．８億円（１１．５億円）

－ 現在運用中の資源探査用光学センサの後継機として、飛躍的に解析能力を向上させたセンサ（ハイパースペ
クトルセンサ）を開発する。また、本センサを国際宇宙ステーションに搭載し、世界に先駆けて宇宙実証を行う
ことで、当該分野で世界をリードする。
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１．海洋鉱物資源開発の推進 ９２．６億円（１１３．０億円）

②国内における鉱物資源の確保 ９３億円（１１３億円）

－ 世界に先駆けて海底熱水鉱床の開発に必要な要素技術の確立を目指す。このため、2018年度（平成30
年度）は、2017年度（平成29年度）に行った採鉱・集鉱試験機を用いて海底1600ｍの鉱石を掘削・収集
し、水中ポンプで海水とともに洋上に揚げる「海底熱水鉱床の採鉱・揚鉱パイロット試験」の結果を踏ま
えた経済性評価を実施する。また、我が国周辺海域の海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、レアアース
泥等の調査を行うとともに、生産技術の基礎調査等を行う。

白嶺
揚鉱船

水運搬船

大型水中ポンプ

監視ロボット

集鉱した鉱石の流れ

揚鉱水の移送

集鉱試験機

海底熱水鉱床

掘削・集鉱ポイント

試験概念図（実比率）

環境モニタリング機器

大型水中ポンプ

白嶺

揚鉱管

パイロット試験の概念図

３．独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構船舶建造費補助金
【補正予算６０．０億円】

－ 今後、難易度の高い海域等での運用が見込まれる三次元物理探査船「資源」を更新し、現在の世界標準の
技術を取り入れ、探査体制の強化を図るとともに、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
（JOGMEC）所有とすることで、国による三次元物理探査の継続的な実施に加え、民間企業による探査への活
用等、機動的・効率的な運用を可能にする。

三次元物理探査船「資源」 「資源」による探査の様子



○災害時・有事におけるエネルギー供給網の危機対応能力の強化、供給構造の改善

（ⅱ）危機対応能力の強化
１，６３１億円【+１２０億円】（１，６９４億円）

＜主な事業の例＞

①災害時に地域住民の燃料供給拠点となる住民拠点ＳＳ（目標:全国8000箇所）の
整備や災害対応に貢献するＳＳの生産性向上など災害対応能力の強化

１０８億円【+６０億円】（９９億円）
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２．災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業費
２４．０億円（１６．４億円）

３．災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金
７．３億円（７．３億円）

－ 避難所や病院といった社会的重要インフラなどにおいて、災害時に自家発電機器等を稼働させるための燃
料備蓄を推進すべく、災害対応型ＬＰガスタンクや石油タンク等の設置を支援する。

－ 熊本地震において避難者・被災者への燃料供給拠点となるガソリンスタンド（ＳＳ）の役割が再認識された
ことを受け、自家発電機を備え、災害時において地域の石油製品の供給拠点となる「住民拠点SS」を2019
年度頃までに8,000カ所整備する。また、こうした災害時の拠点SSが行う自家発電機の導入や地下タンクの入
換・大型化、災害訓練を支援する。

＜災害対応型ＬＰガスタンクの活用例＞

自家発電機により、SSの電力を確保し、災害時に
おける燃料供給に貢献（熊本地震時の実際の写真）

自家発電機

１．石油製品安定供給確保支援事業 【補正予算 ６０．０億円】

－ 昨今、国内各地で災害が頻発している状況を踏まえ、自家発電機を備え、災害時には地域における燃料
供給拠点となる「住民拠点SS」を2019年度（平成31年度）頃までに８,０００カ所整備するため、自家発電機
の導入を加速化。また、災害対応に貢献する中小SSが生産性向上による経営安定化を図るための燃料配
送合理化や環境・IT対応等の設備の導入を支援。

http://zensekiweb.com/sites/default/files/imagecache/thumbnail678/2016/6/15/40382/huruki.jpg


４．離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事業 ４７．６億円（５３．８億円）

－ 本土から離島への輸送費等の追加的なガソリンの流通コスト相当分の補助や石油製品の安定供給対策の
策定に対する取組に対して支援を行うことで、離島における石油製品の安定供給を図る。また、SS過疎地※

における地域住民の利便性維持のための自治体による計画策定への支援、実証事業、地下タンクからの
危険物漏えい防止に係る補強工事などを行うことで、石油製品供給網の維持を図る。

・離島配送のドラム缶・フェリーに乗るローリー・離島における油槽所
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１．石油コンビナートの生産性向上及び強じん化推進事業費
１３５．０億円（１４０．０億円）【補正予算 ６０．０億円】

－ 首都直下型地震等の災害時にも石油供給能力を維持するため、石油精製業者が進める製油所・油槽所に
おける耐震・液状化対策や、被災地域外からの供給に必要な出入荷設備の増強対策等に対する支援を行う。
また、国内に供給基盤となる製油所の立地を確保するため、複数製油所の連携等によるコンビナート地域全
体での生産性向上や、輸出能力の強化等の取組に対する支援を行う。

耐震・液状化対策
（タンカー桟橋・背後護岸、構内配管、フレアス

タック等の強化 等）

設備の安全停止対策
（配管の緊急遮断弁の増強、タンカー

自動離桟装置等の増強 等）

入出荷設備の能力増強
（ローリー出荷能力の増強、
受入配管新設 等）

５．高圧エネルギーガス設備に対する耐震補強支援事業費補助金 ２．１億円（３．５億円）

－ 球形貯槽等の高圧エネルギーガス設備の耐震性を強化するため、既存球形貯槽のブレース(筋交い)の耐
震補強工事や、敷地外の建物等に被害を与えるリスクがあるなど保安上重要度の高い各種既設設備の耐震
補強工事費用の一部を支援する。

・球形貯槽の鋼管ブ
レースの補強

重
要
既
存
高
圧
ガ
ス
設
備

・保安上重要
度の高い設
備の本体
（支柱等）や
基礎の補強

①

②

球形貯槽の鋼管ブレースの補強の例

②石油コンビナートの再編による供給構造改善及び製油所等の強靱化
１３５億円【+６０億円】（１４０億円）

-2４-

※SS過疎地：市町村内のSS数が3ヶ所以下の地域



③石油・LPガス等の備蓄体制強化 １，３５３億円（１，４１９億円）

１．緊急時放出に備えた国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理委託費（石油・石油ガス分）
５３５．０億円（５３８．７億円）

－ JOGMECに対し、国家備蓄原油・石油ガスの管理（原油・石油ガスの蔵置、油種入替、基地間転送等）
と国家備蓄基地の操業管理（法定点検・修繕・危機対応訓練等）を委託し、危機発生時の機動的な放出
に備える。

＜上五島基地（石油）＞ ＜福島基地（長崎県）（石油ガス）＞

２．石油備蓄事業補給金 ２７５．７億円（２８３．０億円）

－ 国家備蓄原油の一部や製品備蓄について、石油精製業者等が所有するタンクを借り上げて蔵置するため、
タンク借上げに係る経費相当額を石油精製業者等に補給する。

３．産油国共同石油備蓄事業費補助金 ４０．８億円（３９．１億円）

－ 石油危機発生時における我が国への優先供給を条件として、産油国国営石油会社に対して国内の原油タ
ンクを貸与するために必要な費用を補助する。国家備蓄、民間備蓄に次ぐ「第三の備蓄（準国家備蓄）」
と位置付けられる「産油国共同備蓄」を引き続き実施することにより、産油国との関係強化を図るとともに、
我が国の危機対応能力を向上させる。

④その他

１．石油製品の卸・小売価格モニタリング調査 ２．０億円（２．４億円）

－ ガソリンや灯油等の石油製品について、全国のガソリンスタンドの週次の小売価格等を調査・公表すること
で、独占禁止法違反等の行為を防止し、公正な競争環境を整備する。

２．石油製品品質確保事業費補助金 １１．５億円（１１．５億円）

－ 市場に流通している石油製品が「揮発油等の品質の確保等に関する法律（品確法）」で定められている
品質規格を遵守しているかどうか確認するため、実際に抜き打ちでガソリンスタンド等を訪問し、石油製品を
購入（試売）・分析する。違反スタンドには品確法に基づき経産省が立ち入り検査等を実施する。
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○国外の資源権益の獲得を推進

＜主な事業の例＞

１．石油天然ガス田の探鉱・資産買収等事業に対する出資金 ４１４．０億円（５５０．８億円）

２．石油天然ガス権益・安定供給の確保に向けた資源国との関係強化支援事業
４１．２億円（３４．０億円）

＜海外における石油・天然ガスの開発イメージ＞ ＩＮＰＥＸより提供

ＩＮＰＥＸより提供

３．金属鉱物資源開発の推進のための探査等事業 ２３．８億円（２４．０億円）

－ 再エネ機器や省エネ機器等に必要不可欠なレアメタル等の鉱物資源について、資源国企業等と資源探査
等を実施し、有望案件を我が国企業に引き継ぐことで、資源開発の促進や資源国との関係強化や鉱物資源
の供給源の多角化を図り、安定供給確保を目指す。

Ⅲ.エネルギーセキュリティの強化
２，９３０億円（２，８８３億円）

６３５億円（７７０億円）海外展開

Ⅲ.エネルギーセキュリティの強化

４．海外炭の開発支援事業 ９．５億円（９．５億円）

－ 我が国への石炭の安定供給の確保と供給源の多
角化のため、探鉱リスクの高い地域において、
JOGMECが産炭国政府機関等と共同で探鉱活動等
を行うほか、我が国企業が行う探鉱活動等の支援
を実施する。

－ 資源国のニーズに対応して、石油分野のみならず、教育や医療など、幅広い分野での協力事業を実施す
るとともに、資源国に対する日本からの投資促進・事業展開等について支援を行い、資源国との戦略的か
つ重層的な関係を構築し、石油・天然ガス権益の確保や安定供給の確保を実現する。

－ 石油・天然ガスの安定的かつ低廉な供給の確保に向けて、JOGMECによるリスクマネーの供給を行うこと
により、我が国企業による石油・天然ガスの権益獲得等を推進し、自主開発比率を向上させる。

＜海外における探鉱活動の様子＞
-26-


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29

