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Ⅰ．資源エネルギー庁

・エネルギー需要が拡大する中、各地域の石油の輸入依存
度は高まり、特に、アジア地域の依存度は、2030 年に

総合エネルギー政策

は８割を超える見込みである。

１． エネルギー政策の現状
１．１． 世界のエネルギー需給の現状と見通し

(2) 供給の現状と見通し

(1) 需要の現状と見通し

・長期的には世界のエネルギー供給は、石油が約４割、

・2004 年 10 月に発表されたＩＥＡ（International

石炭、天然ガスが各々約４分の１と、化石燃料が大半を

Energy Agency:国際エネルギー機関）の見通しによると、

占める。

世界のエネルギー需要は、アジアを中心とする発展途上

・長期的には、天然ガスのシェアが 2002 年の 21％から、

地域におけるエネルギー需要の急速な伸びにより、2030

2030 年には 25％に増加することが見込まれるものの、

年には 2002 年比で 60％増加する見込みである。全体の

石油が引き続きエネルギー供給の中心を占める基本構

伸びの約４割は、アジア地域が占める。

造に変化はない。

・世界のエネルギー需要に占めるアジア地域のシェアは

・エネルギー供給の中心を占める石油は、その賦存が中

2002 年の 30％から、2030 年には 38％に拡大する見込み

東に集中し、長期的には中東の石油供給比率が更に高ま

である。特に、中国の伸びが大きく、アジア全体の増加

ることが予想される。

の約４割を占める。
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１．２． 我が国のエネルギー需要の動向

１．３． 我が国のエネルギー供給の動向

・経済活動にとって必要不可欠なエネルギー消費は、1960

・我が国のエネルギー供給は、国内炭が 1960 年代競争力

年代の高度経済成長と連動して大きく増加した。

を失う中、これを石油が代替し、石油危機前には一次エ

・1970 年代〜1980 年代においては、1970 年代に起きた２

ネルギー供給の約８割と、供給の太宗を占めてきた。

度の石油危機を経て、産業部門を中心に、国民各層の省

・1970 年代の２度にわたる石油危機を経て、海外炭、天

エネ努力等により省エネと経済成長を同時達成した（エ

然ガス、原子力等脱石油政策の下、石油代替エネルギー

ネルギー消費のＧＤＰ弾性値は約 0.5。特に、産業部門

の導入が促進され、石油への依存度は約５割と大きく低

の消費量は、第一次石油危機時を下回る水準で推移）
。

下した（77％（1973 年度）→49％（2001 年度）
）
。

・経済的低迷に直面した 1990 年代は、エネルギー消費の

・1990 年代に入り、エネルギー供給面における効率化の

伸び率は経済成長に連動し低位に推移したものの、ＧＤ

要請が高まってきたが、原子力・再生可能エネルギーの

Ｐの伸び率を上回る状況である（同弾性値は、1.14）
。

供給制約等があるため、経済成長に必要なエネルギー供

これは、快適さ・利便性を追求するライフスタイルの浸

給の太宗は依然として化石燃料となっている。

透等により、民生・運輸部門を中心に、エネルギー消費

化石燃料依存率 85％（1990 年度）→82％（2001 年度）

が一貫して大きく伸張したためである。

化石燃料供給量のＧＤＰ弾性値
0.4（1980 年代）→0.9(1990 年代)

（ＰＪ）
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（注１）1990年度以降の数値は、新エネルギーバランス表より作成。
（注２）％は各部門の構成比を示す。
（資料）総合エネルギー統計、２００２年度エネルギー需給実績（確報）より作成

図：我が国の最終エネルギー消費の推移

表：一次エネルギー供給の推移

一次エネルギー供給
（上段：ＰＪ、下段：原油換算ｋｌ）
石油
石炭
天然ガス
原子力
水力
地熱
新エネルギー

1973年度

1990年度

2000年度

16,133
(417)
77
15
2
1
4
0.0
1

20,144
(520)
57
16
10
9
4
0.1
1

23,537
(608)
51
18
13
12
3
0.1
1

（％）
2002年度

22,977
(593)
50
20
14
12
3
0.1
1

出典：総合エネルギー統計、２００２年度エネルギー需給実績（確報）
（注１）1990年度以降の数値は、新たな集計手法（2003年度に改定）に基づく値。
（注２）新たな集計手法により、廃熱利用、蒸気回収等が新エネルギーに加わり「再生可能・未活用エネルギー」と
なったが、本表では73年度との比較のため、これらを除いている。
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１．４． エネルギー起源のＣＯ２排出量

全性の確保を大前提として、原子力を引き続き着実に推

・エネルギー起源のＣＯ２排出量は、エネルギー消費の拡

進していくこととしている。

大と伴に一貫して増加してきた。経済的に苦況に直面し
た 1990 年度以降においても約 12％増加
（2002 年度(1990

１．５． 我が国のエネルギー政策の当面の課題と対応

年度比)）している。特に、製造業を中心とした産業で

(1) 安定供給の確保

エネルギー消費がほぼ横這いにとどまる中、
豊かさを求

エネルギー自給率が約 20％という、諸外国と比べて海

めるライフスタイル等を背景に、乗用車等の運輸・旅客

外依存度が格段に高い脆弱な供給構造を是正するため、エ

分野、家庭・業務といった民生分野の増加が顕著となっ

ネルギー供給源の多様化等安定的エネルギー供給の確保

た。

を着実に推進することが課題である。

・京都議定書の６％削減約束を達成するためにはエネル
ギー起源ＣＯ２を 1990 年度レベルまで抑制することが

(2) 環境への適合

必要である。

温室効果ガスの約９割はエネルギー起源のＣＯ ２であ

・このため、2002 年に決定された「地球温暖化対策推進

り、エネルギーと環境は一体不可分である。エネルギー・

大綱」では、1998 年の旧大綱に盛り込まれた措置を着

環境政策の推進により、2010 年度のエネルギー起源ＣＯ２

実に実施するとともに、更なる省エネルギー対策、新エ

排出量を 1990 年度レベルまで抑制する必要がある。

ネルギー対策及び新たな燃料転換等の対策を実施し、安

表：我が国のエネルギー起源の二酸化炭素排出量の推移
年度

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

エネルギー起源ＣＯ２ 1,048.3 1,055.4 1,071.4 1,062.3 1,118.1 1,132.2 1,153.4 1,161.0 1,118.9 1,152.6 1,161.4 1,139.0
（百万t-CO2）
(0.7)
(1.5) (▲ 0.8)
(5.3)
(1.3)
(1.9)
(0.7) (▲ 3.6)
(3.0)
(0.8) (▲ 1.9)
（百万t-C）
285.9 287.8 292.2 289.7 304.9 308.8 314.6 316.6 305.2 314.3 316.7 310.6
人口当ＣＯ２排出量
8.48
8.51
8.61
8.51
8.94
9.02
9.16
9.20
8.85
9.10
9.15
8.95
（t-CO2/人）
(0.3)
(1.2) (▲ 1.1)
(5.0)
(0.8)
(1.6)
(0.4) (▲ 3.9)
(2.8)
(0.6) (▲ 2.2)

500

排
出
量

2002
/90
1,174.3 12.0
(3.1)
320.3
9.22 8.7
(3.0)
2002

476 百万 t
452 百万ｔ
（前年度比▲3.8%）

産業部門

450

400

︵

350

250

267 百万ｔ

217 百万 t

（前年度比+0.8%）
業務その他部門

200

188 百万ｔ
（年度比+1.3%）

144 百万 t

154 百万ｔ
（前年度比▲2.5%）

150

家庭部門
2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

129 百万 t
1992

100

1991

︶

百
万
ト
ン
C
O
2

運輸部門

300

1990

単
位

（年度）
※

今後、算定方法の改善により、変動の可能性がある。

（出典：地球環境保全に関する関係閣僚会議及び地球温暖化対策推進本部）
図：ＣＯ２の部門別排出量の推移
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(3) 市場原理の活用

(1) 需要面

経済のグローバル化が進展する中、経済発展の基盤であ

・産業部門は、一層の省エネへの取組強化、運輸部門は、

るエネルギーの一層の効率的供給を実現するため、自由化

燃費効率の高い乗用車の投入努力等で消費量を削減す

等の規制改革を推進する必要がある。

る見通しである。
・民生部門は、省エネ努力への取組強化を見込むものの、

１．６． 長期エネルギー需給見通し

サービス経済化の進展、豊かさを求めるライフスタイル

総合エネルギー調査会（2001 年１月より総合資源エネ

の浸透等により持続的に増加する見通しである。

ルギー調査会）は、1998 年６月の長期エネルギー需給見

・最終エネルギー消費全体は、現状を若干下回る水準を達

通し策定以降の電力需給等を取り巻く環境変化を踏まえ、

成する見通しである。

同見通しについて再検討すべく、2000 年４月に第１回総
合部会を開催した。その後、省エネ部会、新エネ部会、原

(2) 供給面

子力部会等での議論を経て、2001 年７月に報告書を取り

・石油：石油代替エネルギーの導入促進、省エネ対策の推

まとめた。

進等の結果、2010 年度の供給量が現状を下回る水準ま

エネルギーセキュリティの確保、各エネルギー間ベスト

で低減する見通しである。

ミックスの達成、環境制約への対応等を踏まえた 2010 年

・石炭：安価で供給安定性にも優れているものの、環境面

度におけるエネルギー需給全体の姿は、次のとおりである。

での制約があることを踏まえ、2010 年度においては、

（参照図：長期エネルギー需給見通し概要。2001 年７月

特段の対策が講じられない場合には現状に比べ大幅に

総合資源エネルギー調査会答申）
。

伸びるところを、燃料転換等により伸びを抑制する見通

なお、2030 年を見据え、より長期的かつ定量的な見通

しである。

しを示すため、見直しを行っているところである。

年度
項目
産業
民生
家庭
業務
運輸
乗用車
貨物等
合計

１９９０年度
183
85
46
39
80
39
42
349

１９９９ 年度

構成比%
52.5
24.4
13.3
11.2
23.0
11.0
12.0
100

197
105
55
50
100
53
47
402

構成比%
49.0
26.1
13.8
12.3
24.9
13.2
11.7
100.0

２０００ 年度
200
108
58
50
98
54
44
406

２００１ 年度

構成比%
49.3
26.5
14.2
12.3
24.1
13.4
10.8
100

192
107
56
50
98
54
44
397

構成比%
48.4
26.9
14.2
12.7
24.7
13.6
11.2
100

（単位：原油換算百万ｋｌ）
２０１０年度
基準ケース
目標ケース
構成比%
構成比%
187
45.8 185程度 45程度
126
30.8 120程度 30程度
60
14.7
58程度 14程度
66
16.1
63程度 16程度
96
23.4
94程度 24程度
51
12.5
50程度 12程度
45
10.9
45程度 11程度
409
100 400程度
100

注）２０１０年度の見通しとの整合性を取るため、実績値については、旧エネルギーバランス表の値を使用している。
２００１年度の実績値については、日本エネルギー経済研究所の推計値である。
出典：総合資源エネルギー調査会総合部会／需給部会報告書（2001年7月）、総合エネルギー統計（旧エネルギーバランス表）、日本エネルギー経済研究所推計

年度

１９９０年度

１９９９ 年度

２０００ 年度

２００１年度
基準ケース

項目
一次ｴﾈﾙｷﾞｰ供給
ｴﾈﾙｷﾞｰ別区分
石油
石炭
天然ガス
原子力
水力
地熱
新ｴﾈﾙｷﾞｰ等
再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ 注２）

526
実数 構成比%
307
58.3
87
16.6
53
10.1
49
9.4
22
4.2
1
0.1
7
1.3
29
5.6

593
実数 構成比%
308
52.0
103
17.4
75
12.7
77
13.0
21
3.6
1
0.2
7
1.1
29
4.9

604
実数 構成比%
313
51.8
108
17.9
79
13.1
75
12.4
21
3.4
1
0.2
7
1.1
29
4.8

582
実数 構成比%
293
50.4
110
18.8
77
13.3
74
12.8
20
3.5
1
0.2
7
1.1
28
4.8

（単位：原油換算百万ｋｌ）
２０１０年度
目標ケース

622
実数 構成比%
280
45.0
136
21.9
82
13.2
93
15.0
20
3.2
1
0.2
10
1.6
30
4.8

602 程度
実数 構成比%
271程度 45程度
114程度 19程度
83程度 14程度
93
15程度
20
3程度
1
0.2程度
20
3程度
40
7程度

注１）２０１０年度の見通しとの整合性を取るため、実績値については、旧エネルギーバランス表の値を使用している。
２００１年度の実績値については、日本エネルギー経済研究所の推計値である。
注２）再生可能エネルギーには、新エネルギー、水力及び地熱が含まれる。
出典：総合資源エネルギー調査会総合部会／需給部会報告書（2001年7月）、総合エネルギー統計（旧エネルギーバランス表）、日本エネルギー経済研究所推計
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・天然ガス：環境面での優位性等を踏まえ、燃料転換等に

・原子力の安全の確保と安心の醸成

より、2010 年度において、現状を上回る供給量を達成

・新エネルギーの開発、導入及び利用

する見通しである。

・ガス対エネルギー・石炭等の開発、導入及び利用

・原子力：安全確保を大前提にして原子力発電所からの発

(ｳ) 石油の安定供給の確保等

電量は約３割増加を達成する見通しである。

(ｴ) 電力事業制度・ガス事業制度の在り方

・新エネ等：官民の最大限の取組により、現状の約３倍の

・電気事業制度の検討

供給量を達成する見通しである。

・ガス事業制度の検討
(ｵ) 中長期的展望を踏まえた取組

２． エネルギー基本計画の制定

・分散型エネルギーや水素エネルギーの活用に向けた取

２．１． 経緯

組

エネルギー基本計画は、2002 年６月に成立した「エネ
ルギー政策基本法」第 12 条に基づき、エネルギーの需給

(3) その他講ずべき施策

に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するため、

・研究開発、教育、情報提供、国民各層の努力等の強化

総合資源エネルギー調査会基本計画部会における８回の
審議と、全国６か所で開催された地方広聴会やパブリック

３． 国際的な取組

コメントにおける意見を踏まえ、2003 年 10 月７日に閣議

３．１． 第 19 回(ＩＥＡ国際エネルギー機関)閣僚理事会

決定され、国会に報告された。

2003 年４月 28〜29 日パリにて、第 19 回ＩＥＡ（国
際エネルギー機関）閣僚理事会が開催され、我が国から

２．２． 概要

は、平沼経済産業大臣他が出席した。本会合は、イラク

(1) 基本的方針

攻撃等による石油市場の危機回避に成功したことを確

(ｱ) 安定供給の確保

認する絶好の機会であり、加盟国の緊急時対応や、産消

・アジア地域の省エネ強化や、主要産油国等との関係強

協調の重要性等について議論された。主な成果は次のと

化、備蓄の確保などエネルギー供給源の分散と多様化

おりである。

の推進
・安全の確保に向けた取組

(1) ＩＥＡの緊急時対応の重要性

(ｲ) 環境への適合

今回のイラク危機対応を踏まえ、今後とも起こり得る石

・排出ガス削減に向けた省エネルギー化

油市場リスクに対して、ＩＥＡの緊急時対応の重要性及び

・非化石エネルギーの利用、ガス体エネルギーへの転換

ＩＥＡ一体の取組について、共通の認識が得られた。

・化石燃料のクリーン化及び高効率利用技術の開発・導
入

(2) 産油国と消費国との協力の重要性

(ｳ) 市場原理の活用

今回のイラク危機対応における産油国の協力実績を踏

・上記の諸条件を考慮した上で、我が国の実情に適合す

まえ、緊急時対応においても、中長期的な市場の安定に向

る形での市場原理の活用策の設計

けても、産消協力が重要との共通の認識が得られた。

(2) 長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策

(3) ロシアとＩＥＡとの協力

(ｱ) エネルギー需要対策の推進

今回ＩＥＡとして初めてロシアとの対話を行い、非ＯＰ

・省エネ対策の推進と資源節約型社会の構築

ＥＣの重要な産油・産ガス国であるロシアとＩＥＡとの協

・負荷平準化対策の推進

力を、ヨーロッパのみならず、アジア太平洋及び米国を含

(ｲ) 多様なエネルギーの開発、導入及び利用

むＩＥＡ全体として拡大していこうとの方向付けを行っ

・原子力の開発、導入及び利用

た。
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(4) エネルギー政策と気候変動政策との連携強化

タイム緊急時情報共有、④石油供給緊急時対応、⑤石油以

気候変動問題に対するエネルギー政策当局の主体的な

外の代替エネルギー及び長期的対応、等の活動に取り組ん

関与、及びエネルギー政策と気候変動政策との連携強化の

でいる。また、同首脳会合において、
「エネルギー・セキ

必要性について共通の認識が得られた。

ュリティ強化に関するＡＰＥＣ行動計画」が提案・承認さ
れ、
「ＥＳＩ実施計画」と連携し、貿易拡大、市場形成・

(5) 水素エネルギーの開発に関する国際協力の重要性

安定性向上、クリーン・エネルギー技術の協力推進等を通

米国より、ブッシュ大統領のイニシアティブによる燃料

じてエネルギーセキュリティを強化していくこととなっ

電池を含む水素エネルギーの開発に関する国際協力の提

た。

案があり、各国とも高く評価したことから、今後ＩＥＡの

省エネルギー政策

枠組みの下で具体策を協議していくこととなった。

１． 省エネルギー政策の概要
３．２． ＡＳＥＡＮ＋３における取組

我が国は、1970 年代の石油危機以降、エネルギーの利

2003 年７月にクアラルンプールでＡＳＥＡＮ＋３エネ

用の効率化を進め、世界でも最高水準の省エネルギーを達

ルギー協議が開催され、エネルギー政策理事会（ＥＰＧＧ）

成している。しかし、近年、我が国のエネルギー消費は一

の設置が決定された。この理事会の下で、2004 年６月に

貫して増加傾向にあり、我が国の脆弱なエネルギー供給構

開催予定のＡＳＥＡＮ＋３エネルギー大臣会合に向けて、

造をかんがみれば、エネルギーの安定供給を確保する観点

分野毎（エネルギーセキュリティ、石油備蓄促進、石油市

から、需要面での省エネルギー対策を引き続き推進してい

場、天然ガス、再生可能エネルギー）の具体的な協力が開

くことが不可欠である。

始された。2003 年度に開催されたフォーラムは次のとお

加えて、エネルギー需要動向を見ると、景気低迷の中で、

りである。

民生・運輸部門においては伸び続けている。また、供給面

・ 2003 年 11 月

ＡＳＥＡＮ＋３石油市場フォーラム

においては、原子力立地計画の長期化や中東依存度の大幅

・

第１回ＡＳＥＡＮ＋３石油備蓄フォ

な上昇等が生じている。こうした需給両面における各種情

ーラム

勢の変化を踏まえつつ、2001 年６月末には、総合資源エ

ＡＳＥＡＮ＋３エネルギーセキュリ

ネルギー調査会省エネルギー部会報告として、今後の省エ

ティフォーラム

ネルギー対策の在り方についての報告書を取りまとめた。

第２回ＡＳＥＡＮ＋３石油備蓄フォ

また、2002 年３月に、政府は、省エネルギー対策を地球

ーラム

温暖化対策の重要な柱の１つとした「地球温暖化対策推進

第１回ＡＳＥＡＮ＋３天然ガスフォ

大綱」を取りまとめた。

〃

・ 2004 年 2 月

・

〃

・ 2004 年 3 月

ーラム

省エネルギー部会報告書で取りまとめられた対策を着
実に実行するため、民生業務部門等における対策の強化を

３．３． ＡＰＥＣにおける取組

図るべく、大規模オフィスビル、ホテル等について大規模

2000 年５月にサン・ディエゴで開催された第４回エネ

工場に準ずるエネルギー管理の仕組みを導入すること等

ルギー大臣会合において、ＡＰＥＣ地域におけるエネルギ

を内容とする「エネルギーの使用の合理化に関する法律」

ー安全保障の重要性が指摘され、これを受けてＥＷＧ

（
「省エネ法」
）の改正が行われ、2002 年６月に公布、2003

(Energy Working Group:エネルギー作業部会)はＥＳＩ（エ

年４月に施行された。

ネルギー・セキュリティ・イニシアティブ）を策定した。
2003 年 10 月にバンコクで開催された首脳・閣僚会合では、

２． 「改正省エネ法」

具体的なタイムフレーム（時間枠組み）を含んだ「ＥＳＩ

(1) 経緯

実施計画」が承認され、メンバー・エコノミーは、①月次

エネルギー供給の大部分を海外に頼る我が国のエネル

石油データ収集、②シーレーン・セキュリティ、③リアル

ギー政策は、
「環境保全や効率化の要請に対応しつつ、エ
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ネルギーの安定供給を実現する」という基本目標を掲げて、

に関する権限を委譲することとした。

その同時達成の実現を目指してきた。しかしながら、我が
国のエネルギー供給構造の脆弱性は依然として変わらず、

３． 産業部門

原油の中東依存度は既に石油危機当時の水準を超えてい

産業部門のエネルギー消費は、石油危機以降、省エネ設

る。このような情勢の中、我が国のエネルギー消費の増加

備や技術の積極的導入と産業構造の変革により、最新時点

傾向に歯止めがかからず、とりわけ、オフィスビル、大規

においても石油危機当時の水準である。その一方で、依然

模小売店舗、ホテル、病院等の業務部門等におけるエネル

として産業部門がエネルギー全体需要の５割近くを占め

ギー消費の増加傾向が著しい状況となっており、2001 年

ることから、対策を着実に実施することが重要である。こ

６月に取りまとめられた総合資源エネルギー調査会省エ

のため、産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会日本

ネルギー部会報告においても、対策強化の必要性が指摘さ

経団連環境自主行動計画フォローアップ合同小委員会に

れた。

おいて、社団法人日本経済団体連合会環境自主行動計画の

こうした状況を踏まえ、2002 年に「エネルギーの使用

進捗状況のフォローアップを実施した。また、第一種エネ

の合理化に関する法律」の一部を改正し、当該「改正省エ

ルギー管理指定工場約 450 工場を対象とした現地調査（工

ネ法」を 2003 年４月に施行した。

場総点検）を実施した。

(2) 概要

４． 民生部門

(ｱ) 第一種エネルギー管理指定工場の対象拡大

石油危機以降、一貫してエネルギー需要が増加しており、

従来、相当のエネルギーを使用する製造業等５業種の工

家庭部門では、機器効率の向上が進む一方で、新たな機器

場に限定されていた第一種エネルギー管理指定工場の指

の普及やより快適な生活を求める国民のニーズにより、機

定対象を、全業種に拡大した。この結果として、大規模オ

器の保有台数の増加、使用時間、使用条件の変化が、需要

フィスビル等も指定対象となり、将来的な省エネ計画（中

の増加要因となっている。

長期計画）の作成・提出、定期の報告等が義務づけられた。

一方、業務部門については、産業構造の変化等によるオ

(ｲ) エネルギー管理者選任義務の例外規定の創設

フィスビルや商業施設等の床面積の増大が需要の主たる

改正により第一種エネルギー管理指定工場の指定対象

増加要因であるが、エネルギーコストが生産コストに直結

に追加される大規模オフィスビル等については、そのエネ

する産業部門に比べエネルギー原単位の管理意識が必ず

ルギー需要の実態を踏まえ、エネルギー管理士を事業所毎

しも高くないことも原因の一つとなっている。

に選任する代わりに、中長期計画の作成時のみエネルギー
管理士を参画させればよいこととした。

(1) 機器の効率改善

(ｳ) 定期報告義務づけの対象拡大

(ｱ) 省エネ型機器の導入普及

工場・事業場におけるエネルギー使用量等の状況につい

家電製品等メーカーによるトップランナー基準達成機

て国が定期的に把握し、より適切な措置を講ずることがで

器の加速的な導入普及を図るべく、省エネルギー型製品の

きる仕組みを構築するため、第二種エネルギー管理指定工

積極的な販売や省エネルギーに関する消費者への適切な

場に対し、従来のエネルギー使用量等に関する記録義務に

情報提供を行っている販売事業者を評価する、
「省エネル

代えて、主務大臣に対しエネルギー使用量等を定期的に報

ギー型製品販売事業者評価制度」を創設した。

告させることとした。

(ｲ) 高効率給湯器の普及

(ｴ) 省エネルギー措置の届出の義務づけ等

従来、エネルギー効率の改善の進んでいなかった給湯分

特定建築物（住宅以外の建築物で２千㎡以上のもの）の

野において、最新開発技術を用いた高効率機器（ＣＯ２冷

建築主に省エネルギー措置の届出を義務づけるとともに、

媒ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給湯器、ガスエンジン

国土交通大臣から所管行政庁（
「建築基準法」に基づく建

給湯器）の普及促進のための支援を実施した。

築主事を置く市町村長等）に建築物に係る指導及び助言等
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(ｳ) 待機時消費電力の削減

５． 運輸部門

家電製品等の不使用時に消費される待機時消費電力に

石油危機以降、一貫してエネルギー需要が増加しており、

ついて、2003 年度を目標とする関連産業の自主削減プロ

中でも 1990 年代における運輸部門の需要増加要因の約８

グラムの実現に向けた支援を実施した。

割は自家用乗用車である。そのため、自家用乗用車に重点
を置いた対策を実施していくことが必要である。

(2) 住宅・建築物の省エネ性能向上
住宅・建築物に係る省エネ基準を充足する住宅や建築物

(1) トップランナー基準対象機器の拡大

の普及促進のため、性能表示制度の活用促進、誘導的措置

従来対象になっていなかったＬＰガス乗用自動車をト

の拡充（住宅への助成制度の拡充や建築物に対する税制等

ップランナー基準対象機器に追加することにより、機器対

の拡充）
、規制的措置の運用強化等を合わせて実施した。

策を強化した。

また、地域の特性に対応した多様な設計・施工方法の活用
が図られるよう適宜基準の見直しを実施した。

(2) 自動車の燃費向上対策の加速化
自動車メーカーによるトップランナー燃費基準適合車

(3) エネルギー需要マネジメントの徹底

の自主的前倒し導入計画の実効性を高め、加速化を図るべ

(ｱ) 家庭用エネルギーマネジメントシステム（ＨＥＭＳ）

くラベリング制度の導入、支援措置を実施した。

の開発・普及
人に代わり家電製品等（エアコン、冷蔵庫等）の最適運

(3) 国民の選択に働きかける対策の実施

転、照明のオン・オフ、さらにはエネルギー使用状況の逐

ハイブリッドカーの機種多様化や、自動的にアイドリン

次料金表示等、国民の家庭生活におけるエネルギー需要の

グストップする機能を有するＡＴ車の導入環境の整備を

マネジメント（省エネ行動）を支援するＩＴ技術の活用シ

通じ、国民の省エネ行動を容易にする選択肢を提供した。

ステムの普及に向け、実証実験を実施した。
(ｲ) 業務用ビルにおける需要マネジメントの推進

(4) 交通・物流の円滑化と自動車交通のマネジメント

・ 業務用ビルエネルギーマネジメントシステム（ＢＥＭ

交通や物流の効率化やモーダルシフト対策等によるエ

Ｓ）の普及

ネルギー原単位の良い輸送手段への代替を推進するため、

・ 業務用ビルに対する「省エネ法」の規制強化（省エネ判

現行対策の着実な実施と対策の強化を実施する。その際、

断基準の強化）

自治体の自主性を尊重しつつ地域の実態にあった対策が
進むよう支援することも重要である。

(4) 専門的な省エネルギーサービスを提供するＥＳＣＯ

【参考】交通・物流関連対策強化の例

事業の積極的活用

・ＩＴを活用した公共車両優先システム（ＰＴＰＳ）

ＥＳＣＯ（Energy Service Company：設備の設置者に代

の整備(バスが、交差点に近付いた時に青信号を延長、

わって設備の省エネ診断、省エネ設備の導入、運転管理、
資金調達等の包括的な省エネルギーサービスをビジネス

赤信号の短縮を行う)
・行政機関が保有する道路交通情報データの民間事業

として提供する事業）の活性化により、省エネルギーへの

者提供(ＩＴＳによる混雑道路の回避促進)

取組の加速化、効率化が期待されている。このため、省エ

・地方公共団体による交通需要マネジメント（ＴＤＭ）

ネ余地が大きい工場・オフィスビル等の建物について、こ

やデマンドバスの実証等の支援

れらの事業を活用して省エネを行う事業者等に対して支
援を行うとともに、ＥＳＣＯの更なる周知のための広報活

６． 部門横断的対策

動を行った。

(1) 技術開発
需要対策から見た戦略的な開発を進めて行くことが必
要であるとの観点から、2002 年６月に「省エネルギー技

416

術戦略」が取りまとめられた。これを受け、エネルギー需

２． 総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会報告書

要側の課題（技術ニーズ）を克服するための技術開発を戦

〜 今後の新エネルギー対策の在り方について 〜

略的に実施した。

(1) 経緯
今後の新エネルギー対策の在り方等について検討する

(2) 省エネ教育の推進

ため、1999 年 12 月、総合エネルギー調査会に新エネルギ

ライフスタイル等国民の価値観に関わる問題について

ー部会を設置し、各界の専門家からのヒアリングを含め、

は、子どもの頃からの教育が重要であることから、学校を

広範な観点からの審議を重ねた。なお、2000 年４月、今

対象とした啓発活動に重点を置き、省エネ教育を推進した。

後のエネルギー政策の在り方について総合的な検討を行
うため、総合エネルギー調査会総合部会を中心とした検討

(3) 高効率コジェネレーションの推進

が開始され、新エネルギーについても、2010 年度におけ

総合効率の高いコジェネレーションの普及を図るため、
規制（
「省エネ法」の判断基準）と導入支援（補助制度等）
の両面から導入を促進した。また、分散型電源の発電効率

る導入目標の見直しを行うとともに、今後の新エネルギー
政策の在り方等について検討することとした。
また、自然エネルギーを利用する電源が大量に系統に連

向上のための技術開発や導入に向けた環境整備を行った。

系される場合の技術的課題及び課題の解決に向けた取組
の方向性について検討するため、当部会の下に「電力系統

(4) 公的部門における率先的実施

影響評価検討小委員会」を設置し、2000 年２月以降、計

「グリーン購入法」等を活用しつつ、政府及び地方公共

４回にわたり、専門家による審議を行った。さらに、開発

団体等が省エネルギー機器・設備を率先して導入すること

途上国への国際協力の在り方について検討するため、当部

により、国民へのアピールと初期需要の喚起に貢献した。

会及び省エネルギー部会合同で「国際協力小委員会」を設
置し、2000 年９月以降、計６回にわたり、専門家による

新エネルギー政策

審議を行った。これらの検討の成果を 2001 年６月に報告

１． 新エネルギー政策の概要

書として取りまとめた。

資源の乏しい我が国はエネルギー総供給の約９割を海
外に依存し、また、約５割を石油に依存している。一方、

(2) 概要

今後アジア諸国を中心とするエネルギー需要の大幅な増

実施中の導入促進策を前提とした場合、2010 年度にお

加が予想され、石油の中長期的な安定供給が懸念されてい

ける供給サイドの新エネルギー導入見通しは 878 万 kl に

る。また、1997 年 12 月に開催されたＣＯＰ３における合

とどまると見込まれており、新たな「新エネルギー導入目

意により、我が国は 2008 年から 2012 年の二酸化炭素等の

標量（供給サイド）」の 1,910 万 kl の達成を目指すため

温室効果ガス排出量を 1990 年比６％削減することが国際

には、さらに新たな導入促進策の実施が必要である。

的な責務とされている。

このため、国の施策として、①導入段階における支援、

このような背景をもとに、エネルギーの安定供給の確保、

②技術開発・実証段階における支援、③環境整備、④普及

地球環境問題への対応の観点から、資源制約が少なく、環

啓発等、⑤関係行政との連携など、これらの対策を総合的

境特性の良いクリーンなエネルギーである新エネルギー

に組み合わせて推進していくことが重要である。

の一層の導入促進が必要である。

今後の新エネルギー導入のための具体的対策について

このため、2001 年６月に総合資源エネルギー調査会新

は、次のとおりである。

エネルギー部会において、新たな新エネルギー導入目標量

(ｱ) 導入段階における支援

を 1,910 万 kl に設定するとともに、この目標達成に向け

・バイオマス、雪氷のエネルギー利用の「新エネ法」上の

た今後の新エネルギー対策の在り方について報告書を取

位置付け（2002 年１月政令改正）

りまとめた。

・導入補助の推進（住宅用太陽光／住宅用太陽熱高度利用
システム、クリーンエネルギー自動車等）

417

・地方公共団体、民間事業者が実施するモデル的な事業に

っている。

対する支援

また、地球温暖化対策の実行が焦眉の急となっている中、

・公的部門等における新エネ設備・機器の率先的導入

我が国において排出される温室効果ガスのうち、最近では、

・
「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別

エネルギー起源のＣＯ ２が約９割を占める状況にかんが

措置法」の完全施行（2003 年４月（2002 年 12 月一部施

みれば、環境負荷の低い新エネルギーの利用促進は、こう

行）
）

した環境の保全にも寄与するものである。

・2002 年１月の政令改正を踏まえ、新エネルギー利用等

欧米諸国においても、2010 年度に向けて現行水準の２

の促進に関する基本方針の改定（2002 年 12 月 27 日閣

〜３倍という意欲的な再生可能エネルギーの導入目標を

議決定）

掲げ、販売電力量に応じ一定割合の導入を義務づける新た

(ｲ) 技術開発・実証段階における支援

な制度（いわゆるＲＰＳ制度）を積極的に導入しつつある。

・基礎的・基盤的技術開発の推進（長期的な選択肢拡大）
・実用化技術開発の推進（コスト低減、性能・利便性向上

このような状況を踏まえ、我が国においても、電気事業
者に一定量以上の新エネルギーを利用して得られる電気

等）

の利用を義務付ける新法「電気事業者による新エネルギー

・フィールドテストを通じた信頼性向上、標準化の推進

等の利用に関する特別措置法」
（以下「ＲＰＳ法」と略す。
）

(ｳ) 環境整備

を制定した。

・供給インフラ等の整備推進（系統連系対策の検討、クリ
ーンエネルギー自動車燃料インフラの整備等の推進）

(2) 概要

・供給ポテンシャルの発掘、顕在化（風況調査・データベ

(ｱ) エネルギーの安定供給に資するため、電気事業者によ

ース整備等）

る新エネルギーの利用に関する措置を講じ、もって環境

(ｴ) 普及啓発等

の保全に寄与し、及び国民経済の健全な発展に資するこ

・国民意識の一層の喚起や新エネルギーに関する認識の

とを目的とする（法第一条関係）
。

醸成

(ｲ) 経済産業大臣は、総合資源エネルギー調査会及び環境

・地方公共団体や地方住民への普及啓発、個人や民間団体

大臣その他関係大臣の意見を聴いて、新エネルギー電気

による新エネルギー導入の取組のためのきめ細やかな

の利用目標を定める（法第三条関係）
。

環境整備

（注）新エネルギー電気：下記(ｵ)の認定を受けた発電

・民間の自主的な取組であるグリーン電力制度の普及啓

設備を用いて風力、太陽光、バイオマス、中小水

発

力等を変換して得られる電気（法第二条関係）
。

・税制・金融上の支援策の継続

(ｳ) 経済産業大臣は、利用目標を勘案し、電気事業者（一

(ｵ) 関係行政との連携

般電気事業者、特定電気事業者、及び特定規模電気事業

・廃棄物行政や農林行政等関係行政との連携強化

者）に対して、毎年度、その販売電力量に応じ一定割合

・公共事業における新エネルギーの率先的導入

以上の新エネルギー電気の利用を義務付ける（法第四、
五条関係）
。

３． 「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する

(ｴ) 電気事業者は、義務を履行するに際して、①自ら発電

特別措置法」

する、②他から新エネ電気を購入する、又は、③他の電

(1) 目的

気事業者に義務を肩代わりさせることができる。これに

近年、我が国の石油依存度の低下傾向が停滞する中、む

より、電気事業者は、経済性その他の事情を勘案して、

しろ中東依存度は高まっている。さらに原子力発電所立地

最も有利な方法を選択することができる（ＲＰＳ法第五、

のリードタイムの長期化などの諸情勢の変化にかんがみ

六条関係）
。

れば、風力、太陽光等の新エネルギーの利用を抜本的に促

(ｵ) 新エネルギー電気を発電し、又は発電しようとする者

進し、エネルギー源の多様化を図ることは喫緊の課題とな

は、当該発電設備が基準に適合していることについて、
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経済産業大臣の認定を受けることができる。経済産業大

５． 新エネルギー利用等の促進に関する基本方針の改定

臣は、バイオマスを利用する発電設備の認定に際しては、

2002 年 12 月 27 日、
「新エネルギー利用等の促進に関す

あらかじめ関係大臣に協議を行う（法第九条関係）
。

る基本方針」の改正が閣議決定された。本改正は、2002

(ｶ) 経済産業大臣は、電気事業者が、正当な理由なく義務

年１月の政令改正に伴い、バイオマス及び雪氷のエネルギ

を履行しない場合には、期限を定めて、義務を履行すべ

ー利用を、
「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置

き旨の勧告、又は命令を行うことができる（法第八条関

法」における「新エネルギー利用等」として位置付けたこ

係）
。

と等を踏まえて、
「新エネルギー利用等の促進に関する基
本方針（以下、
「基本方針」と略す）
」について所要の改定

(3) 施行状況

を行ったものである。具体的には、基本方針における「新

2003 年度の「ＲＰＳ法」の義務が課せられた電気事業

エネルギー利用等」に「バイオマス燃料製造」
、
「バイオマ

者は、10 電力会社、５特定電気事業者、10 特定規模電気

ス発電」
、
「バイオマス熱利用」
、
「雪氷熱利用」を追加する

事業者の計 25 社であり、これらの事業者に課された 2003

とともに、2002 年３月に「石油代替エネルギーの供給目

年度の義務量の総量は 3,276,767,000kWh であった。電気

標」が改定されたことを踏まえ、改定前の供給目標を引用

事業者 25 社すべてが 2003 年度における「ＲＰＳ法」の義

している基本方針の参考部分について、所要の改定を行っ

務を履行した。

た。

４． 「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法

６． 燃料電池に関する取組

（新エネ法）
」

燃料電池は水素などの燃料と酸素を化学的に反応させ

2010 年の目標の達成に向けて新エネルギーの導入を加

て電気を取り出す発電装置である。発電の際、副産物とし

速的に進展させるため、1997 年４月に「新エネルギー利

て生成するのは主に水である。燃料電池は発電の過程で燃

用等の促進に関する特別措置法（新エネ法）
」を制定した。

料を燃焼させないので、大気汚染の原因となる窒素酸化物、

本法は、新エネルギー利用等を総合的に進めるため、各主

硫黄酸化物、粒子状物質の排出量が少ない。また、従来の

体の役割を明確化するとともに、新エネルギー利用等を行

内燃機関等と比べて燃料を電気に変換する効率が高いの

う事業者に対する金融上の支援措置等を規定した。

で、省エネルギー効果が期待できる。さらに、燃料電池は

同年９月、本法に基づき、国民、事業者、政府等の各主

二酸化炭素の排出を大きく低減することが可能な技術で

体が講ずべき措置に関する基本的な事項等を規定した基

あり、近年の地球温暖化問題の解決に向け有力な手段とな

本方針を策定した。

り得る。

また、2002 年１月に本法の「新エネルギー利用等」と

経済産業省は産業界や関係省庁と連携しながら、このよ

して、バイオマス及び雪氷のエネルギー利用を追加するた

うな優れた特徴を持つ燃料電池の実用化・普及に向けて、

め、施行令第１条にこれらを追加する改正を行った。

要素技術の研究開発、燃料電池を利用した製品の実証研究、
基準・標準など社会基盤の整備に取り組んでいる。
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６．１． 燃料電池実用化戦略研究会

取組状況や産業界の実用化に向けた課題などを聴取し、燃

燃料電池実用化戦略研究会は、燃料電池を導入する意義

料電池研究設備の現地視察を行った。

を明確にするとともに実用化に向けた課題抽出と解決の

2002 年５月 27 日、プロジェクトチームは、①燃料電池

方向性を探ることを目的として、2000 年 12 月、産学官か

に対する戦略的技術開発の推進、②実証試験・先進的モデ

ら構成される資源エネルギー庁長官の私的研究会として

ル事業の推進、③普及啓発の推進、④ソフト面における社

設置された。

会基盤（国際標準、規制の再点検）の整備、を提言する報

この戦略研究会は、８回にわたり国内外の関係企業、海

告書を取りまとめた。

外の主要企業、学識経験者、米国エネルギー省等燃料電池
に関わる国内外の幅広い関係者のプレゼンテーションと

６．４． 燃料電池の実用化に向けた包括的な規制の再点検

これを踏まえた議論、検討を行い、2001 年１月 22 日、報

2002 年５月、内閣府及び経済産業省など関係省庁の局

告書を取りまとめた。

長等で構成される「燃料電池実用化に関する関係省庁連絡

報告書では、燃料電池導入の意義を①省エネルギー効果、

会議」を内閣官房に設置し、燃料電池の実用化・普及を進

②環境負荷低減効果、③エネルギー供給の多様化・石油代

めていくために、安全性の確保を前提とした包括的な規制

替効果、④電源の分散化、⑤産業競争力強化・新規産業創

の再点検等について検討を行った。

出、の５つの観点から整理した。また、燃料電池の基本性

2002 年 10 月 25 日、燃料電池の初期段階の普及をにら

能の向上や経済性の向上など実用化・普及に向けての課題

んで、水素燃料容器の例示基準や水素供給ステーション設

を明確化し、基盤整備・技術実証段階、導入段階、普及段

置に関する保安距離など６法律 28 項目の規制について、

階の３段階に分けたシナリオを策定した。

2002 年中に措置すべき項目と 2005 年をめどに措置すべき
項目に分類した再点検のスケジュールを取りまとめ、引き

６．２． 固体高分子形燃料電池／水素エネルギー利用技

続き 2005 年をめどに措置すべき項目について検討を行っ

術開発戦略

ている。

「固体高分子形燃料電池／水素エネルギー利用技術開
発戦略」は燃料電池実用化戦略研究会の報告書を踏まえ、

６．５． 燃料電池自動車の率先導入

我が国の燃料電池実用化・普及に向けた取組が産学官の適

2002 年 12 月２日、燃料電池自動車の市販が世界で初め

切な役割分担の下に有機的・体系的に推進されることを目

て開始され、政府は我が国における燃料電池自動車の早期

的として、2001 年８月８日に戦略研究会から提言された。

実用化を図る観点からこれらを率先して導入した。2003

この技術開発戦略では、燃料電池システムや水素貯蔵技

年においても、政府は燃料電池自動車を率先して導入した。

術など個別技術について現状の技術レベルを整理し、最重

また、政府が導入した燃料電池自動車に水素を充填するた

要技術開発課題を特定した。また、燃料電池システムとし

めに必要となる水素供給設備を経済産業省内に設置して

ての開発目標を達成するために個別技術の開発目標を設

いる。

定し、開発課題ごとに産学官の役割分担を明確にした。
６．６． 水素経済のための国際パートナーシップ（ＩＰＨＥ）
６．３． 副大臣会議燃料電池プロジェクトチーム

2003 年 11 月、水素・燃料電池に係る技術開発、基準・

燃料電池プロジェクトチームは、燃料電池の開発・普及

標準化、情報交換等を促進するための国際協力枠組の構築

施策を拡充・強化することにより燃料電池自動車及び定置

を目指して、参加 15 ヶ国及び欧州委員会の閣僚級が「水

用燃料電池の速やかな実用化・普及を推進することを目的

素経済のための国際パートナーシップ（International

に、2002 年に経済産業副大臣（２名）
、国土交通省副大臣

Partnership for the Hydrogen Economy）
」の枠組文書に

（２名）
、環境省副大臣（１名）の構成によって設置され

署名した。我が国は、全体の企画運営を担当する運営委員

た。

会の共同副議長を務めている。

このプロジェクトチームでは、各省の燃料電池に対する
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石油政策

このような石油の重要性と、不安定な中東地域への高い

１． 石油政策の概要

依存度にかんがみ、我が国としては、自主開発の推進と供

我が国は、２度のオイルショックの経験を踏まえ、エネ

給源の多様化や石油・ＬＰガスの備蓄等の施策を効果的、

ルギーセキュリティ向上の観点から石油依存度の低減を

効率的に進めることにより、緊急時に備えた体制整備を図

図り、昭和 48 年度（第一次オイルショック時）には 77.4％

っている。

だった我が国の一次エネルギー総供給にしめる石油依存
度は、平成 14 年度には 49.7％まで低下した。

２． 上流（開発）政策について

しかし、依然として石油が我が国の一次エネルギー総供

今日、より安定的で低廉な石油・天然ガス資源の確保を

給の重要な位置を占めていることに変わりはなく、経済

目指す「資源獲得競争」が、全世界的に激化しつつあると

性・利便性の観点から、今後においても主要なエネルギー

ころであるが、我が国の石油・天然ガス開発業界は、いま

であることが予想され、その安定供給の確保は今後ともエ

だ資金面・技術面で十分な国際競争力を有していない。ま

ネルギー政策上重要な課題である（参照表:石油依存度の

た、地球環境問題への対応や石油需給の逼迫などを背景に、

推移）。

石油と異なり世界に分散して賦存し環境負荷も小さい天

また、我が国は原油のほぼ全量を輸入に依存し、その多

然ガス資源の開発の重要性がますます増大している。

くを政治的・社会的に不安定な状況が続く中東地域に依存

こうした中、我が国向けの石油・天然ガスの安定供給を

（平成 15 年の中東依存度は 87.1％）している（参照表：

確保するため、国内外における石油・天然ガス開発政策を

輸入原油の中東依存度の推移）。このように我が国の石油

積極的に推進していく必要がある。その際、ロシア等戦略

の供給構造は脆弱であり、これは他の先進国との比較にお

的地域における自主開発の推進と供給源の多様化、我が国

いても顕著である（参照表：主要先進国の石油依存度、石

における権益の保全等の資源戦略を総合的に展開してい

油の輸入依存度、輸入原油の中東依存度等）。

くことが不可欠である。

表：石油依存度の推移
（石油依存度：石油供給量／一次エネルギー総供給量（％））
昭和 48 年度

昭和 54 年度

（第一次オイルショック）

（第二次オイルショック）

77.4％

71.5％

昭和 60 年度

平成２年度

平成 13 年度

平成 14 年度

56.3％

58.3％

49.2％

50.7％

平成 22 年度
(見込み)

45.0％

（出典）総合エネルギー統計

表：輸入原油の中東依存度の推移
昭和 48 年
78.1 %

昭和 54 年
76.3 %

平成２年
71.5 %

平成７年
78.6 %

平成 12 年
85.7 %

平成 15 年
87.1 %

（出典）資源・エネルギー統計

表：主要先進国の石油依存度、石油の輸入依存度、輸入原油の中東依存度等（平成 13 年）
石油依存度
輸入依存度
中東依存度

日本
49.2%
99.7%
85.7%

米国
39.6%
59.7%
22.8%

イギリス
34.6%
31.2%
5.6%

ドイツ
38.3%
96.4%
10.7%

フランス
35.3%
98.0%
28.6%

イタリア
50.3%
95.6%
28.9%

（出典）日本：資源エネルギー統計、他国：ＩＥＡ統計等
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２．１． 石油・天然ガス資源開発の推進

して、石油精製業環境低負荷高度統合技術開発事業（ＲＩ

太平洋パイプラインの建設推進やサハリンプロジェク

ＮＧ）
、石油精製等高度化技術開発事業（グリーンリファ

トの推進等、ロシア等の戦略的地域における自主開発の推

イナリー）等を実施している。

進と供給源の多様化、我が国における権益の保全等の総合
的な上流開発政策を、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱

３．２． 石油製品販売業への政策

物資源機構(平成 15 年２月 29 日までは石油公団による)

ガソリン需要の伸びの鈍化や一連の規制緩和により競

による地質構造調査や、民間企業へのリスクマネー供給

争環境が激化する等厳しい環境の中、
「特定石油製品輸入

（出資及び債務保証）等を通じて石油・天然ガスをめぐる

暫定措置法(特石法)」廃止の検討が始まった平成６年度末

状況の進展を踏まえながら機動的に推進している。

から平成 15 年度末までに、サービスステーション（以下、
ＳＳと略す。
）は 10,354 件減少した。

２．２． 産油・産ガス国との関係強化

こうした状況の下、ＳＳは石油製品を最終消費者に供給

産油・産ガス国における近年の鉱区解放、外資導入の動

する拠点であることにかんがみ、ユニバーサルサービスを

きに対応し、それらの国々との関係強化に資するべく、国

確保することが必要であるとの観点から、政府としては、

内石油産業を活性化したり、生産量を維持・拡大したり、

不当廉売や差別価格等への対応等の市場機能の整備のほ

最新技術を導入促進したりする等、技術協力・人材交流・

か、石油販売業界のコスト削減やサービスの充実、経営高

投資促進・インフラ整備などの要請にこたえながら幅広い

度化による構造改善努力に対して支援を行っている。また、

分野において協力を推進している。

環境対策への取組に対する社会の要請も高まる中、政府と
しては平成 15 年度より、ＳＳの給油タンクからの油漏れ

２．３． 天然ガス利用拡大の推進

による土壌汚染の未然防止を講じる事業者に対して補助

原油に比べて地理的に分散して賦存し、二酸化炭素の排

制度を創設する等、ＳＳ事業者が取り組む環境対策への支

出割合が低い天然ガスはエネルギーの安定供給のみなら

援も行っている。

ず地球温暖化等の環境面で利点を有する。
このため、新たな利用技術として天然ガス起源燃料であ

４． ＬＰガス政策

るＧＴＬ（ガス・ツー・リキッド）
、ＤＭＥ（ジ・メチル・
エーテル）の開発等を推進している。

平成 15 年 10 月に閣議決定された
「エネルギー基本計画」
において、ＬＰガスは、これまでの石油製品の一つとして
ではなく、天然ガスとともにガス体エネルギーの一つとし

３． 中・下流（精製・流通）政策について

てとらえられ、クリーンで国民生活に密着した分散型エネ

３．１． 石油精製業への政策

ルギーとして位置づけられるようになった。

平成８年３月末に「特定石油製品輸入暫定措置法」の廃

ＬＰガスは、全国の過半数の世帯や大部分のタクシーで

止を契機とする一連の規制緩和による競争の激化に伴い、

使用される重要なエネルギーであり、今後もその安定供給

我が国の石油産業は従来にない厳しい経営環境の下に置

等に向けて政策的な対応が求められるところである。

かれている。平成 15 年度の石油・精製元売大手６社（新
日本石油(株)・コスモ石油(株)・出光興産(株)・新日鉱ホ

４．１． ＬＰガスの安定供給

ールディングス(株)・東燃ゼネラル石油(株)・昭和シェル

ＬＰガスの供給は 1960 年代までは、国内の石油精製過

石油(株)）は売上高を増加し、コスト削減の効果により経

程から生産される分離ガスが中心であったが、その後輸入

常利益が回復しつつあるが、その経営基盤は精製設備の過

の比率が高まり、1980 年代以降、輸入比率は、約 75％で

剰問題を依然抱える等、脆弱性を克服できていない。

推移している。

このため、政府としては、過剰精製設備の廃棄に掛かる

我が国のＬＰガスの主な輸入先は、中東諸国及びオース

費用の補助を実施し、また、コンビナート等における生産

トラリア、インドネシア等であるが、輸入量の約８割を政

性・効率性向上や環境負荷低減等への取組に対する支援と

情が不安定な中東諸国に依存し、特にサウジアラビア一国
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に輸入量の約３割を依存している状況であり、安定供給の

５．１． 自動車燃料用燃料の安全性向上

確保は引き続き課題となっている。

平成 11 年以降、高濃度アルコール含有燃料（ガソリン
とアルコール等を混合させた燃料で、アルコール等の成分

４．２． 流通の合理化・効率化

が全体の過半を占めるもの）の販売開始に伴い、車両火災

ＬＰガスは、複雑かつ多段階の流通経路を経由して配送

等のトラブルが頻発した。このため、経済産業省と国土交

されており、また全国で約２万 7 千社ある小売業者の大多

通省は共同で、
「高濃度アルコール含有燃料に関する安全

数が中小零細事業者であることから、流通の合理化・効率

性等調査委員会」を設置し、検証・審議した結果、平成

化による経費削減を行うとともに、早急に構造改善を推進

14 年 10 月、高濃度アルコール含有燃料は自動車安全性上

して強固な経営基盤を確立し、競争力を強化することが課

問題があることが確認された。これを受けて総合資源エネ

題となっている。近年、充てん所の統廃合、バルク供給シ

ルギー調査会燃料政策小委員会中間報告においても、同燃

ステム（消費先に設置した貯槽または容器にバルクローリ

料に関する法規制の必要性が指摘された。また、環境省が

ーからホースで直接ＬＰガスを充填する仕組み）の普及や

行った調査では、同燃料を使用すると大気汚染の原因とな

ＩＴを活用した効率的な流通・販売体制の構築などの取組

る窒素酸化物が増加する傾向が確認された。

が進展している。

以上を踏まえ、経済産業省としては、消費者の安全確

経済産業省としても、構造改善に資するセミナー開催や

保・環境保全の観点から、平成 15 年８月に「揮発油等の

調査事業、ＬＰガス充てん所の共同利用の推進等に対し予

品質の確保等に関する法律」を改正・施行し、高濃度アル

算を措置し支援している。

コール含有燃料のような、炭化水素とその他の物との混合
燃料も法による安全・品質規制の対象とするとともに、我

４．３． 取引の適正化

が国の既存の自動車の安全を前提としたガソリンへのア

一部の家庭用ＬＰガスの取引において、業者による料金

ルコール等混合許容値を強制規格に追加し（エタノールは

情報の提供や契約時の書面交付が不適切であったり、契約

混合率３％まで、含酸素化合物は含酸素率 1.3％まで）
、

の切替え時のトラブルが生じるなど、料金の透明化、書面

自動車安全性上及び環境面で問題のある燃料の販売規制

の記載内容の適正化、取引ルールの遵守を業者に徹底する

を実施している。

ことが課題となっている。
こうした点につき、ＬＰガス販売業界としても、自主取

５．２． 自動車燃料の環境対応

決めにより店頭に料金表を備え置く等の対応を行い、取引

今後の更なる自動車排出ガスの抑制と自動車燃費の向

の一層の適正化・料金情報のより積極的な提供を図ってい

上を両立させるためには、リーンバーン（希薄燃焼）技術

るところである。経済産業省としても取引のルールの周

等のような自動車燃費向上のための自動車産業における

知・徹底を支援しており、今後もこれを更に進める方針で

新たな技術の適用・導入可能性を阻害しないようにすると

ある。

ともに、使用過程車も含めて排出ガスを低減させる効果が
あることから、軽油・ガソリンの硫黄分について、平成

５． 燃料政策について

15 年８月の総合資源エネルギー調査会の「今後の自動車

自動車用途を始めとする今後の燃料利用については、将

用燃料品質のあり方について（第二次答申）
」において、

来的なエネルギーの供給制限や、ますます強まる環境制約

軽油については平成 19 年から硫黄含有量を 10ppm 以下
（サ

を想定し、需要側、供給側を一体として整合のとれた施策

ルファーフリー）となるよう、またガソリンについては平

を講じていく必要がある。

成 20 年から硫黄含有量を 10ppm 以下（サルファーフリー）

このため、経済産業省としては燃料の需要側、供給側の

となるよう、措置することが適当との答申が出された。

双方で整合のとれた研究開発を実施するなど、燃料の供給

この答申を受けて政府では軽油とガソリンのサルファ

安定性、環境への適合性、安全性・経済性の向上に取り組

ーフリー強制規格化を平成 19 年（軽油）
・20 年（ガソリ

んでいる。

ン）に行うが、石油業界はこの強制規格化に大きく先がけ
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て平成 17 年１月より、サルファーフリーの軽油とガソリ

現するため、平成 16 年３月現在全国５か所に国家備蓄基

ンを自主的に供給することを決めており、政府としても平

地を建設中である。

成 16 年度予算において、サルファーフリー製品の供給の
ために石油業界が負担する新規投資必要額の一部を、その

７． 石油公団の廃止と独立行政法人石油天然ガス・金属

供給量に従って補助を行うこととした。

鉱物資源機構の設立
(1) 経緯

６． 石油・ＬＰガス備蓄制度

「特殊法人等整理合理化計画」の円滑な実施に資するた

６．１． 石油備蓄制度

め、
「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する

我が国の石油備蓄制度は、国（石油及びエネルギー需給

法律」及び「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機

構造高度化対策特別会計）の所有する備蓄石油を資源機構

構法」に基づき、石油・天然ガスの安定的な供給確保の役

が委託管理する国家備蓄と、石油精製業者等の備蓄義務対

割を担ってきた石油公団と、非鉄金属鉱産物資源の安定的

象者による民間備蓄の二本立てとなっている。備蓄石油は、

な供給確保等を担ってきた金属鉱業事業団の機能を承継

石油輸入量の大幅な減少により国内供給量が不足、または

した、
「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」

不足するおそれのある場合に放出され得る。過去、国家備

が平成 16 年２月 29 日に設立された。

蓄については取崩しの実績は無いが、民間備蓄については
第二次オイルショック時と湾岸危機時に取崩しの実績が

(2) 法人概要

ある。

・設立

：平成 16 年２月 29 日

・主たる事務所 ： 神 奈 川 県 川 崎 市 幸 区 大 宮 町 1310 番
(1) 国家備蓄

ミューザ川崎セントラルタワー

国家備蓄は昭和 53 年度より実施しており、平成 10 年２

・事業概要

：石油及び可燃性天然ガスの探鉱等並びに

月に目標の 5,000 万 kl を達成し、平成 11 年の石油審議会

金属鉱物の探鉱に必要な資金の供給その

石油備蓄・緊急時対策小委員会（以下、
石油審議会と略す。
）

他石油及び可燃性天然ガス資源並びに金

の報告を受けて平成 13 年度に 100 万 kl の積み増しを行っ

属鉱物資源の開発を促進するために必要

た。平成 16 年３月現在の備蓄量は 88 日分となっている。

な業務、石油及び金属鉱産物の備蓄に必
要な業務、金属鉱業等による鉱害の防止

(2) 民間備蓄

に必要な資金の貸付け等

民間備蓄は昭和 46 年度より実施しており、備蓄義務対

・根拠法律

：独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資

象業者は、石油精製業者、石油販売業者、石油輸入業者と

源機構法（平成 14 年７月 26 日法律第 94

なっている。平成元年以降、備蓄義務は段階的に軽減され、

号）

平成５年以降の備蓄義務量は 70 日である。平成 16 年３月

・役員

：役員 10 名（理事長 大澤 秀次郎）

現在の備蓄量は 163 日分となっている。

・職員

：541 名（平成 15 年度末）

・資本金

：92,239 百万円（平成 16 年３月 31 日現

６．２． ＬＰガス備蓄制度

在）

ＬＰガスについても、その安定供給確保を目的として、
昭和 56 年度より民間備蓄を実施している。備蓄義務対象

・事業規模

：925,097 百万円（平成 16 年度計画）

・国の予算

：平成 16 年度 196,251 百万円

者は、ＬＰガス輸入業者となっている。昭和 63 年度末に

（内訳：一般会計 6,020、特別会計 190,231）

現行の 50 日備蓄を達成しており、平成 16 年３月末現在の
備蓄量は約 56 日分（約 212 万トン）となっている。
なお、平成４年度の石油審議会報告を受け、平成 22 年
度に 150 万トン（約 40 日分）を目標とする国家備蓄を実
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(3) (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構設立までの経緯

(B) 概要

(ｱ) 特殊法人等整理合理化計画

(a) 「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に

(A) 経緯

関する法律」

平成 13 年 12 月 19 日に閣議決定された「特殊法人等

・石油公団を平成 17 年３月末をめどに廃止予定、金

整理合理化計画」において、石油公団の行う開発事業

属鉱業事業団を平成 16 年２月 29 日に廃止とした。

については、次のようにすることが決定された。

また、平成 16 年２月 29 日に設立された独立行政

(B) 概要

法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に対し、石

(a) 石油・天然ガス開発

油公団及び金属鉱業事業団から権利及び義務を承

石油開発のためのリスクマネー供給機能（リスク

継するための所要の規定を整備した。

マネーは出資に限定する）
、研究開発機能については、
金属鉱業事業団に統合する。国の支援割合は５割以

・本法律の施行後直ちに石油公団の減免付融資等を
廃止（公布同日施行）した。

下とする。なお、原油等生産会社への融資業務は既

・平成 15 年４月１日に国家備蓄石油を国の直轄とし、

存の政策金融機関へ移管する。

平成 16 年２月１日に基地も含め国家備蓄の国直轄

従来石油公団が保有する開発関連資産は、厳正に

事業化を完了した。また、これに伴い「石油及び

資産評価を行い、整理すべきものは整理し、売却す

エネルギー需給構造高度化対策特別会計法」等の

べきものは売却するなど、適正な処理を行う。なお、

所要の規定を整備した。

資産処分等清算のための組織を期限付きで設置（３

・本法律の施行後直ちに、石油公団の業務に資産の

年程度）して処理に当たらせ、その終結を待って特

管理及び処分を追加し、公団が保有する開発関連

殊会社を設置し民営化を行う。

資産の適正な処理に着手した。その際、資産処理

(b) 備蓄事業

の適正性を確保するため、石油公団が行う資産処

国家備蓄統合管理等の機能については、金属鉱業

理業務は、経済産業大臣が内閣総理大臣と協議す

事業団に統合する。

るとともに、総合資源エネルギー調査会の意見を

国家備蓄は国の直轄事業として行う。現行の国家

聴取した上で認可する（公布同日施行）こととし

石油備蓄会社（８社）を廃止し、基地操業に係る具

た。

体的業務は純民間企業に委託する。

・独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の

(ｲ) 「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関す

設立の際、石油公団の業務を資産の管理及び処分

る法律」及び「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資

業務並びに既存案件への出資及び債務保証業務に

源機構法」の成立

限定（石油公団を「資産処分等清算のための組織」

(A) 経緯

に改組）した。

「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関す

・石油公団廃止の時点で、公団の開発関連資産を承

る法律」及び「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物

継する「特殊会社」を設立し、できるだけ早期に

資源機構法」は、特殊法人等整理合理化計画を踏まえ

民営化する旨規定した。

て平成 14 年７月 26 日に公布された。具体的には、閣

(b) 「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

議決定を早期かつ確実に実施に移し、石油公団の廃止

法」

を確実なものとするため、①石油公団及び金属鉱業事

石油公団の機能のうち石油開発のための出資債務

業団の解散、②石油公団の融資業務等を廃止、③国家

保証研究開発機能、国家備蓄統合管理等の機能及び

石油備蓄の国の直轄事業化、④石油公団の機能及び金

金属鉱業事業団の機能を承継する独立行政法人石油

属鉱業事業団の機能を引き継ぐ独立行政法人石油天然

天然ガス・金属鉱物資源機構を設立するため、法人

ガス・金属鉱物資源機構の設立等を規定している。

の目的、業務等に関する事項を規定した。なお、石
油開発に係る債務保証については、保証に係る債務
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残高の限度額に係る規定を併せて整備することとし

石炭及び鉱業資源政策

た。

１． 国内石炭政策の概要

(ｳ) 石油公団が保有する開発関連資産の処理に関する方

１．１． 国内石炭鉱業の現状

針の決定

・我が国の大手坑内掘炭鉱数は、平成 10 年以降、太平洋

＜経緯＞

炭鉱（北海道釧路市）と池島炭鉱（長崎県外海町）の２

「特殊法人等整理合理化計画」
、
「石油公団法及び金属鉱

炭鉱であったが、池島炭鉱は、平成 13 年 11 月末に閉山

業事業団法の廃止等に関する法律」の成立などを受けて、

し、太平洋炭鉱も平成 14 年１月末に閉山した。なお、

石油公団の保有する開発関連資産については、厳正に資産

鉱業権について松島炭鉱(株)から三井松島リソーシス

評価を行い、整理すべきものは整理し、売却すべきものは

(株)に、太平洋炭鉱(株)から釧路コールマイン(株)にそ

売却するなど、適正な処理を行うことが決定された。

れぞれ譲渡され、釧路コールマイン(株)釧路炭鉱では平

平成 14 年９月、経済産業大臣から総合資源エネルギー

成 14 年４月９日より採炭を開始した（三井松島リソー

調査会に対して、
「特殊法人等整理合理化計画の趣旨及び

シス(株)長崎炭鉱技術研修センターは研修現場として

今後の我が国の石油・天然ガス開発のあり方を踏まえ、石

活用中）
。

油公団が保有する開発関連資産の処理に関する方針はい

・中小露天炭鉱は北海道を中心に 12 炭鉱（平成 16 年３月

かにあるべきか」との諮問がなされ、同諮問は同調査会石

末現在）ある。

油分科会開発部会に付託された。

・国内炭生産量は 136 万トン（平成 15 年度実績）であ

石油公団資産の処理は石油公団が出融資を行った個々

る。

の企業に係る資産の取扱いを決定するものであることか

・鉱山労働者数は 725 人（平成 16 年３月末現在：鉱員、

ら、その処理方針を策定するに当たり、同部会の下に、利

職員及び請負の合計）である。

害関係者を除く中立的な者により構成される「石油公団資
産評価・整理検討小委員会」が設置された。同小委員会に

１．２． 国内石炭政策の現状

より客観性及び透明性を高めた形で審議が行われ、石油公

我が国は「1990 年代を国内石炭鉱業の構造調整の最終

団が保有する開発関連資産の処理に関する方針」が平成

段階と位置づけ、国民経済的役割と負担の均衡点までは経

15 年３月に取りまとめられた。そのポイントは次の４点

営多角化・新分野開拓を図りつつ、国内炭生産の段階的縮

である。

小を図る」とする平成３年６月の石炭鉱業審議会答申に基

(A) 資産処理に当たっては、
「エネルギーの安定供給の

づいて、いわゆる「ポスト８次石炭政策」を平成４年度か

効率的な実現（エネルギーセキュリティの確保）」と

ら平成 13 年度末まで実施した。

「売却資産価値の最大化」という２つの課題を同時に

石炭鉱業の構造調整に対する支援を行う石炭鉱業構造

追求すべき

調整対策、構造調整に伴う地域経済への影響を是正する産

(B) 石油公団の資産を、まとめて特殊会社に承継するの

炭地域振興対策、累積鉱害の早期解消へ向けての鉱害対策

ではなく、必要な資産を選択した上で、統合・連携を

等を実施してきたが、平成 11 年８月に「ポスト８次石炭

図り、民間企業として自立的な発展ができる企業体

政策が目標に掲げてきた所要の政策課題について、平成

（中核的企業）を形成する方が、より強固な石油・天

13 年度末をもって基本的に完了し得る見通しをもち得る

然ガス開発体制の構築が可能

との結論に達した」との石炭鉱業審議会答申を受け、平成

(C) 中核的企業について、外資などからの買収等に備え

13 年度末における「石炭関係諸法」の廃止及び廃止に伴

るため、
「商法」に規定する「種類株」を活用し、政

う所要の経過措置の整備等を内容とする「石炭鉱業の構造

府が最低限必要な拒否権等を留保できる仕組みを構

調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律」が平

築すべき

成 12 年３月に成立した。同法の施行に伴い、
「石炭関係諸

(D) 石油公団の廃止までに売却が終了しない資産など

法」は平成 13 年度末をもって廃止され、ポスト８次石炭

は、国又はそれに準ずる主体が承継すべき

政策は完了した。
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(1) 石炭鉱業構造調整対策

害（沈下鉱害）は、採掘が終了してから相当年数が経過

平成 13 年度までは、生産体制の近代化・合理化、保安

しているため発生は終息し、
浅部(地下 50m 以浅)の採掘

の確保、経営の安定及び新分野開拓等を支援するため、
「石

に伴い、
小規模かつ局所的に発生する鉱害
（浅所陥没等）

炭鉱業構造調整臨時措置法」に基づき、補助金、低利融資

については、断続的に発生しているが、長期的には漸減

等の支援策を実施した。

傾向である。

平成 13 年度末をもって「石炭鉱業構造調整臨時措置法」

・ 残存する累積鉱害の解消めどが立ったことを踏まえ、
平

が廃止となったことから、平成 14 年度以降は、貸付金回

成 13 年度末をもって「臨時石炭鉱害復旧法」等は廃止

収等の経過業務を実施している。

された。
・ 廃止前の
「臨時石炭鉱害復旧法」
による鉱害申出を受け、

(2) 産炭地域振興対策

復旧処理することとされた案件のうち、
復旧工事の完了

平成 13 年 11 月 13 日に「産炭地域振興臨時措置法」が

が法廃止後の平成 14 年度以降にずれ込むもの等につい

失効、産炭地域振興対策は所要の経過措置を残して平成

ては、
経過措置としてＮＥＤＯに造成した基金で対応を

13 年度末をもって終了した。

実施している。

産炭地域振興対策終了後の平成 14 年度以降は、４道県

・ 「臨時石炭鉱害復旧法」
廃止後も中長期的に発生する無

62 市町村に対する激変緩和措置として特定公共事業に対

資力鉱区の浅所陥没等被害については、
福岡県等の指定

する国の補助率の引き上げ（平成 18 年度まで）
、関係道県

法人に基金を設け復旧事業を実施している。

が発行する地方債の利率に対する利子補給（平成 22 年度
まで）等を関係省庁の協力の下で実施している。

２． 石炭をめぐる情勢変化と新しい石炭政策の展開

石炭鉱業の構造調整に即応した先行的な地域振興対策

(1) 石炭需給の現状と見通し

等を講じることを目的として、平成４〜９年度にかけて、

・ 我が国は石炭の国内供給のほぼ全量（約 99％）を海外

５つ（空知、福岡、荒尾、釧路、長崎）の中核的実施主体

からの輸入に依存しており、
平成 15 年度の輸入量は 170

が設立され、地域振興事業を行うための道県、市町村等の

百万トンとなっている。また、我が国は世界全体の石炭

出捐による「産炭地域活性化基金」が造成された（国は、

輸入の約２割強を占める世界最大の石炭輸入国である

道県に対し基金への拠出の２／３を補助）
。

（平成 14 年）
。

また、
「産炭地域振興臨時措置法」の失効後も、産炭地

・ 我が国の国内石炭生産量は、昭和 36 年度のピーク時に

域の自立的経済・社会システムの構築に向けて中核的事業

は 55 百万トンであったが、その後年々減少し、平成 15

主体が中心的な役割を担うべく、平成 12 年及び 13 年に、

年度の生産量は、約 1.4 百万トンとなっている。

新たに「産炭地域新産業創造等基金」を造成した（国は、
道県に対し基金への拠出の２／３を補助）
。

・ 一次エネルギー供給に占める石炭依存度が４割近くに
上るアジア諸国においては、
エネルギー需要の増大に伴
い、石炭の消費量も増大する見通しである。

(3) 鉱害対策
・ 石炭鉱害とは、
地下の石炭層の採掘により生じた空洞の

(2) 新しい石炭政策の展開

上部が崩壊し、地表面が沈下陥没等することにより、地

(ｱ) 経緯

上の物件（農地、家屋等）に被害・効用の阻害（湿田化、

近年、地球環境問題に対する関心の高まりを背景に、石

家屋の傾斜等）が生じることである。

炭のより一層の環境調和的な利用の拡大が求められてい

・ 鉱害対策については、石炭採掘に起因する地盤沈下等に

る。

よって生じた鉱害を復旧するため、
平成 13 年度まで
「臨

また、平成 15 年後半以降、近年例を見ないほど石炭価

時石炭鉱害復旧法」等に基づき、ＮＥＤＯ等が鉱害復旧

格が高騰しており、今後中国等アジア諸国の石炭需要が増

工事を実施してきた。

加する中で、速やかに需給調整が図られる環境整備が必要

・ 深部(地下 50m 以深)の採掘に伴い発生する大規模な鉱

とされている。
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このような石炭をめぐる情勢変化を踏まえ、2030 年前

(b) 安定調達の確保に向けた多様なリスク管理手法

後までの長期的な展望に立った新しい石炭政策について、

の確立

クリーン・コール・サイクル（Ｃ３）研究会（資源エネル

石炭消費者の需要変動や数量確保、石炭価格の変

ギー庁資源・燃料部石炭課長の私的研究会）において検討

動に伴うリスクを適切に管理できる環境を整備する

を行い、平成 16 年６月に中間報告を取りまとめた。

べく、流動性あるスポット市場及び先物市場の創設

今後、本報告において提唱された３重点分野、７つのア

に向けた課題の検討等を実施する。

クション・プランからなるクリーン・コール・サイクル（Ｃ

(C) 政策実施のためのインフラ整備

３）イニシアティブを推進することとしている。

(a) 国際的なエネルギー・環境問題対応の基盤となる

(ｲ) クリーン・コール・サイクル（Ｃ３）イニシアティブ

アジア大の石炭ネットワークの構築

の概要

アジア大の石炭ネットワークの構築を支援するべ

(A) 石炭利用の最大の課題たる環境負荷の克服等に向

く、産炭国との２国間の政策対話を通じた関係強化

けたクリーン・コール・テクノロジー（以下、ＣＣＴ

を図るとともに、ＡＳＥＡＮ＋３等の多国間での情

と略す。
）の開発・実証・普及の推進

報共有等を実施する。

(a) ゼロエミッションの実現に向けた革新的なＣＣ

(b) 政策効果の最大化に向け体制の効率化・政策評価

Ｔの開発推進

の徹底と広報の強化

2030 年のゼロエミッション実現に向け、高効率石

政策効果の最大化を図るため、各政策主体の役割

炭ガス化技術やＣＯ２固定化技術等の革新的な環境

を明確化するとともに、各施策のフォローアップ等

調和型石炭利用技術（ＣＣＴ）の開発を推進する。

の政策評価の徹底や広報の強化を実施する。

(b) 石炭ガス化を核とする多様なＣＣＴモデル実証
の展開

(3) 個別施策の概要

上記技術開発過程において鍵となる石炭ガス化技

(ｱ) 海外炭の安定供給確保の推進

術を核として、ハイブリッドガス化（他の物質との

(A) 海外地質構造等調査

共ガス化）やコプロダクション（化学原料等の併産）
、
水素製造などのモデル実証を展開する。

本邦企業の海外における石炭資源探査に対する支援
のほか、産炭国政府と共同で実施する地質構造調査、

(c) 環境と経済の両立を図る内外へのＣＣＴの普及

石炭供給力を把握する上で重要となるインフラ整備状

促進

況等の調査、ＡＰＥＣコールフローセミナーの開催等

ＣＤＭの活用や政策対話を通じたアジア諸国の環

を実施している。

境規制適正化、省エネ設備の導入に対する支援制度

(B) 炭鉱技術海外移転事業

の活用促進等によりＣＣＴの国内外へのビジネスベ

我が国が持つ優れた炭鉱技術を、採掘条件の悪化が

ースでの普及を促進する。

予想される海外産炭国へ移転するため、海外研修生を

(B) 石炭の最大の魅力たる価格の低位安定性の維持・強

我が国炭鉱へ受入れ、研修事業等を実施している。

化に向けた環境整備

(C) 石炭生産技術の開発

(a) 迅速な需給調整の図られる柔軟で強靱な石炭需

産炭国と共同で我が国技術をベースとした石炭生産

給構造の構築

技術の共同開発を実施している。

迅速な石炭の需給調整が可能となるよう、政策金

(ｲ) 環境に調和した石炭利用の推進

融の機動的な運用等によるインフラ整備の促進や低

(A) クリーン・コール・テクノロジーの研究開発と導入

品位炭改質技術の実用化に向けた取組の強化等を実

促進

施する。

環境に調和した石炭利用技術（クリーン・コール・
テクノロジー）の確立のために次の技術について研究
開発 を 実 施 し て い る 。
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・燃料電池用石炭ガス製造技術

鉱開発促進・リサイクル促進及び短期的な供給障害への備

・石炭高度転換コークス製造技術（平成 15 年度終了）

えとして備蓄事業を実施した。特に、探鉱開発促進につい

・石炭利用ＣＯ２回収型水素製造技術

ては、国内の非鉄金属鉱山の減少により、国内から海外へ

・石炭部分水素化熱分解技術

の一層のシフトを進めている。

・石炭灰溶融繊維化技術
・ハイパーコール利用高効率燃焼技術 等

３．１． 非鉄金属産業の現状

今後、石炭需要の増大が見込まれるアジア・太平洋

(1) 非鉄金属資源の特性

地域においては、地球環境問題に適合した石炭の利用

我が国は、非鉄金属の大消費国であり、鉱石の供給を海

の推進が必要不可欠であるため、クリーン・コール・

外鉱山にほぼ全面的に依存している（参照表：非鉄金属資

テクノロジーの導入促進を目的としたモデル事業等も

源の生産・輸出入）
。

実施している。

一方、非鉄金属鉱物は減耗性の資源である上に一般的に

(B) 二酸化炭素炭層固定化技術開発

希少性が高いことから、新たな鉱物資源の供給源を確保す

地球温暖化の原因となる二酸化炭素を地中の石炭層

るための探鉱開発を不断に行うことが必要不可欠である。

に安定的に吸着・固定化させる技術について研究開発
を実施した。

(2) 産業活動を支える金属鉱物資源

(C) 環境負荷低減型燃料転換技術開発（ＤＮＥ）

非鉄金属は自動車、家電、情報関連機器、電力網等の基

硫黄酸化物やすすが全く発生せず、窒素酸化物の発

礎素材として国民生活・産業活動に必須のものである。特

生量も少ない等、環境負荷が小さく、一次エネルギー

に、レアメタルは情報技術を中心とする先端的な産業では

供給の多様化に資する燃料であるＤＭＥ（ジ・メチル・

不可欠な物質であり、エネルギー資源とは異なり代替困難

エーテル）を、天然ガスや石炭・重質油をガス化した

な素材である（参照表：レアメタルの主な用途）
。

合成ガス等から、安価、大量かつ効率的に直接合成す
る技術開発を実施した。

(3) 非鉄金属産業の業態
(ｱ) 非鉄金属産業は、基礎素材供給の担い手として、
「金

３． 鉱物資源政策

属事業（鉱石確保及びそれらの製錬）
」に加えて、さら

我が国の鉱物資源政策の目的は、
「鉱物資源の安定的か

に基礎素材を加工する「電子材料事業」
、金属素材のリ

つ効率的な供給の確保」であり、中長期的な対策として探

サイクル等を行う「環境関連事業」から成っている。

表：非鉄金属資源の生産・輸出入（平成 15 年）

銅
鉛
亜鉛

地金生産量
（万トン）
143
23
65

地金輸入量
（万トン）
8
1
4

輸入鉱石
依存度

99.9%
94.8%
92.4%

鉱石輸入先

主要用途

チリ 50%
米国 40%
豪州 41%

電線
62%
蓄電池 80%
メッキ鋼板 51%

表：レアメタルの主な用途
ニッケル
クロム
タングステン
コバルト
モリブデン
バナジウム

ステンレス鋼、ＩＴ関連分野（電子部品）
ステンレス鋼
高速度鋼、超硬工具（ドリル、カッター）
充電式電池（リチウムイオン電池）
ステンレス鋼、耐熱鋼・構造用合金（自動車用、産業機械用）
高張力鋼（ラインパイプ）
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表：レアメタルの偏在性の例（主要鉱石生産国のシェア：平成 15 年（2003 年）
）
ニッケル
クロム
タングステン
コバルト
モリブデン
マンガン
バナジウム

１位
ロシア
南アフリカ
中 国
ザンビア
チ リ
南アフリカ
中 国

（23％）
（50％）
（83％）
（26％）
（26％）
（20％）
（58％）

２位
オーストラリア（17％）
インド
（20％）
ロシア
（06％）
コンゴ
（21％）
中 国
（24％）
ガボン
（13％）
南アフリカ
（25％）

(A) 金属事業部門

３位
カナダ
（13％）
カザフスタン （15％）
カナダ
（05％）
オーストラリア（14％）
米 国
（23％）
オーストラリア（12％）
ロシア
（15％）

３か国合計
53％
85％
94％
61％
73％
45％
98％

(C) 環境関連事業部門

国内外の鉱山で鉱石を採掘するとともに、採掘した

これまで培った製錬技術や施設を利用したリサイク

鉱石を国内の製錬所において銅など金属地金に製錬す

ル（自動車の鉛バッテリー、家電等）
、汚染土壌の浄化

る事業部門である。代表的な事業所の例は次のとおり。

など環境関連の事業部門である。

・豊羽鉱山（北海道：鉛・亜鉛鉱山）豊羽鉱山(株)

(ｲ) 平成 15 年度決算における非鉄大手８社の売上高は、

・菱刈鉱山（鹿児島県：金鉱山）住友金属鉱山(株)

銅等の買鉱条件の悪化により厳しい環境だったものの、

・佐賀関製錬所（大分県：銅）日鉱金属(株)

金属価格が上昇に転じたこと、自動車関連向け製品需要

・契島製錬所（広島県：鉛）東邦亜鉛(株)

が引き続き堅調に推移したこと、ＩＴ（移動体通信、パ

・飯島製錬所（秋田県：亜鉛）秋田製錬(株)

ソコン等）関連製品の電子材料等が需要回復基調になっ

(B) 電子材料事業部門

たこと等により、前年度比 2.7％増の 25,849 億円とな

金、白金、ニッケルなどの金属地金を電子関連製品

った。経常利益は、投資利益の増加等により総じて改善

向けに加工する事業部門である。

し、前年度比 92.1％増の 1,341 億円となった（参照表：
非鉄金属大手８社の経営動向（連結ベース）、非鉄金属
地金価格（年平均値）の推移）
。

表：国内非鉄金属鉱山の動向
昭和 62 年

平成４年

平成９年

平成 14 年

平成 15 年

鉱山数
（うち中小）

34
(30)

26
(24)

17
(15)

14
(11)

12
(10)

従業員数(人)
（うち中小）

3,579
(3,182)

2,198
( 1,909)

1,149
( 952)

1,056
( 774)

1,052
(767)

（各年４月１日現在）

表：非鉄金属大手８社の経営動向（連結ベース）

売上高
営業利益
経営利益

平成 11 年度
25,400
(▲0.5)
1,051
(20.3)
725
(87.1)

平成 12 年度
27,778
(9.4)
1,887
(79.6)
1,426
(96.6)

平成 13 年度
25,608
(▲7.8)
589
(▲68.8)
103
(▲92.8)

注）
（ ）は対前年度比（％）
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平成 14 年度
25,173
(▲1.7)
1,014
(72.0)
698
(578)

（単位：億円）
平成 15 年度
25,849
(2.7)
1,296
(27.8)
1,341
(92.1)

表：非鉄金属地金価格（年平均値）の推移

銅
鉛
亜鉛
為替レート(円/$)

昭和 61 年
276
(937)
101
(277)
169
(514)
169.5

平成３年
362
(1,324)
111
(316)
192
(118)
135.5

平成８年
298
(2,295)
123
(774)
153
(1,026)
109.8

平成 13 年
233
(1,578)
95
(476)
150
(886)
122.5

平成 14 年
236
(1,559)
96
(453)
141
(779)
126.4

平成 15 年
246
(1,779)
98
(515)
139
(828)
117.0

注）上段は国内建値（千円／ｔ） 下段はＬＭＥ（ロンドン金属取引所）価格（＄／ｔ）

(4) 非鉄金属産業の性格

＜最近の業界再編の事例＞

(ｱ) 探鉱活動のリスク

平成８年（1996 年）
： ＲＴＺ社（英国）とＣＲＡ社（オ

鉱床の奥地化、深部化、世界的な鉱床の品位の低下等に

ーストラリア）の合併

伴い、探鉱には多大な資金と先進的な技術が必要となって

→世界第５位の銅鉱石生産企業

いる。

平成 11 年（1999 年）
： フェルップスドッジ社（米国）

(ｲ) 鉱山開発のリスク

によるサイプラスアマックス社（米国）の買収

新規の鉱山開発は規模の経済を追求するため、大型化す

→世界第２位の銅地金メーカー

る傾向にある。従来に比較して、環境対応などに多額の資

平成 11 年（1999 年）
： グルーポメヒコ社（メキシコ）

金が必要となっている。

によるアサルコ社（米国）の買収

(ｳ) 集中化の傾向

→世界第３位の銅地金メーカーの誕生

世界的な非鉄金属関連企業（非鉄メジャー）は、企業買

平成 13 年（2001 年）
： ＢＨＰ社（オーストラリア）と

収等により、収益力を高めるとともに、資源供給のシェア

ビリトン社（英国）との合併

を拡大している。

→世界最大の鉱山会社
平成 14 年（2002 年）
： テック社（カナダ）とコミンコ
社（カナダ）の合弁
→世界最大の亜鉛鉱石生産企業

表：平成 16 年３月現在操業中の主要銅鉱山（生産能力 10 万トン以上 ／年）の開発費等
鉱山名
アンディーナ
ブーゲンビル
グラスベルグ
カホネ
モレンシー※
エスコンディーダ※
カンデラリア※
エルアブラ
バホデラアルンブレラ
コジャワシ※
バツヒジャウ※
ロスペランブレス※
アンタミナ※

操業
年
1970
1972
1972
1976
1987
1990
1994
1996
1997
1998
1999
1999
2001

国名

生産能力
（千トン／年）

チリ
ＰＮＧ
インドネシア
ペルー
米国
チリ
チリ
チリ
アルゼンティン
チリ
インドネシア
チリ
ペルー

260
170
650
151
272
950
116
250
178
400
275
250
240

注）鉱山名の※印は我が国企業参加プロジェクト
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総費用
（百万＄）
157
320
507
727
112
823
592
1,050
1,200
1,760
1,925
1,360
2,296

出資
企業数
(社)

銅鉱石
品位（％）
1
2
3
1
2
4
2
2
4
5
4
2
4

1.00
0.40
1.04
0.63
0.75
1.15
0.88
0.47
0.53
0.79
0.52
0.65
1.23

(ｴ) 中国をはじめとするアジア諸国における需要増

３．２． 個別施策の概要

近年、中国をはじめとしたアジア諸国では非鉄金属需要

(1) 国内探鉱開発支援

が急増しており、鉱石の需給が急速に緊迫化しつつある。
（例）中国における銅地金の消費量

国内における探鉱活動を促進するため、広域地質構造調
査、精密地質構造調査等の事業を実施した。さらに、企業

・ 平成９年（1997 年）に 127 万トンであった消費量

による探鉱への探鉱融資、鉱床周辺探鉱、副産物有効利用

が平成 15 年（2003 年）には 307 万トンと 2.4 倍に

事業等に対する支援を実施している。

増加した。
・ 平成 16 年３月現在でも年間 40 万トンずつ増加中で

(2) 海外探鉱開発支援

ある。

海外における民間企業の探鉱活動を支援するため、海外

・ 平成９年（1997 年）から平成 15 年（2003 年）まで

鉱物資源関係の情報収集・提供、海外衛星画像解析調査、

の間の増加分は、日本における年間消費量の約 120

海外地質構造調査、海外共同地質構造調査等を実施してい

万トン以上に相当する。

る。

(ｵ) 代替困難性と再資源化可能性
非鉄金属資源は、それぞれの特性により、ＩＴ分野をは

(3) 鉱物資源探査に係る技術協力

じめ幅広い産業分野で利用されている基礎的素材であり、
代替困難な物資が多い。

鉱物資源を保有する開発途上国に対し、地質調査、ボー
リング調査など、資源開発調査に係る技術協力を実施して
いる。

(5) 非金属鉱業の概要
石灰石等の非金属鉱物資源は、ほぼ全量を我が国で自給

(4) 鉱物資源探査に係る技術開発

しており、工業製品等の原材料として幅広く利用されてい

鉱床の奥部化・深部化に対応した先進的なリモートセン

るが、公共事業の減少等により生産量は伸び悩んでいる。
表：非金属鉱業の概要（参考：石灰石鉱業）
鉱山数
昭和 62 年度
平成４年度
平成９年度
平成 14 年度
平成 15 年度

301
319
312
285
260

従業員数
（人）
9,796
9,421
8,888
7,958
7,441

シングによる探査技術、高精度磁気センサーを用いた物理
探査技術等の研究開発を実施している。

生産量
（億トン）
1.9
2.0
2.0
1.7
1.6

(5) 金属リサイクルの技術開発
非鉄金属スクラップのリサイクル技術等の研究開発を
実施している。

(6) レアメタル備蓄
(6) 採石業の概要

レアメタル７鉱種（ニッケル、クロム、コバルト、マン

採石業は、業況の活況と砂利資源の枯渇に伴いその重要

ガン、バナジウム、タングステン、モリブデン）の国家備

性を増し、生産量は平成２年に約７億トンとピークに達し

蓄を実施している（備蓄目標 60 日（うち国家備蓄 42 日、

たが、その後、景気低迷等により生産量は減少傾向にある。
表：採石業の概要
採取場数
昭和 61 年度
平成３年度
平成８年度
平成 13 年度
平成 14 年度

5,466
5,011
4,613
4,036
3,944

従業員数
（人）
44,920
46,400
43,118
32,405
31,131

生産量
（億トン）
5.1
6.9
5.5
5.9
5.6
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民間備蓄 18 日）
）
。

(単位：日)
区 分

積増日数

国家備蓄
民間備蓄
累
計

平成 15 年度末
累計
31.1
10.4
41.5

４． 海洋開発施策

平成 17 年度末
目標
42.0
18.0
60.0

海洋開発については、深海底鉱物資源の開発のための調
査等を推進するとともに、大陸棚延長に資するための調査
への協力を行っている。

（注）１．
「特殊法人の整理合理化について（平成９年 12 月閣

(1) 深海底鉱物資源開発の推進

議決定）」を受け、当面、新規の積み増しを見送ること

深海底鉱物資源のうち、マンガン団塊については、昭和

としている。

50 年度から金属鉱業事業団（平成 16 年２月 29 日以降は

２．平成 10 年度にバナジウムの高騰時売却を実施。売

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構）が所有し

却による備蓄量の減少については、平成 11 年度に積み

ている深海底鉱物資源探査専用船、第２白嶺丸を用いてハ

戻しを行った。

ワイ海域で賦存状況調査を行ってきた（延べ 421 万 km2）
。

３．平成 12 年度において、基準消費量の見直し（平成

その結果、昭和 62 年にはハワイ南東沖に 7.5 万 km2（北

２〜５年平均→平成８〜11 年平均）
、60 日目標達成年次

海道の面積に相当）の鉱区を国連海洋法条約の規定に基づ

を平成 17 年度（従前平成 12 年度）に変更を実施（鉱業

いて登録し、排他的探査権を取得した。

審議会平成 12 年 12 月報告による）
。

平成 15 年度は、海底熱水鉱床及びコバルト・リッチ・

４．平成 15 年６月及び平成 16 年２月にモリブデンの平

クラスト鉱床の調査を実施している。マンガン団塊と同様

常時売却を実施。

に、概要調査・探査のための規則（マイニングコード）が
国際海底機構において採択されると、その規則に基づき各

３．３． 「金属鉱業事業団法」の廃止と独立行政法人石

国とも当該鉱床の鉱区の取得に動き出すことが想定され

油天然ガス・金属鉱物資源機構の設立

る。

特殊法人等整理合理化計画を踏まえて、
「石油公団法及

＜深海底鉱物資源の特徴＞

び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律」及び「独立行

(A) 豊富にレアメタル等を含有

政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法」が平成 14 年

(B) 太平洋の深海底等に膨大に広い範囲に賦存

７月 26 日に公布された。

(C) 原産国の政治情勢等の影響を受ける陸上資源に比

これに基づき、特殊法人として非鉄金属鉱産物資源の安

べ安定的

定的な供給確保等を担ってきた金属鉱業事業団と、石油・

（参照表：深海底鉱物資源の特徴）

天然ガスの安定的な供給確保の役割を担ってきた石油公
団が廃止（石油公団の廃止は平成 17 年３月末をめどに廃
止予定）され、両法人の権利・義務を承継した独立行政法
人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が平成 16 年２月 29
日に設立された。
（参照：石油政策 ７．
）

表：深海底鉱物資源の特徴
賦存水深
主要金属品位

特徴
その他随伴金属

マンガン団塊
4,000〜6,000m
マンガン
ニッケル
銅
深海底に塊状で賦存
（径 0.5〜25 ㎝）
コバルト、鉄等

海底熱水鉱床
2,000〜3,000m

コバルト・リッチ・クラスト
1,200〜5,500m

銅
亜鉛

コバルト
ニッケル

海嶺部の海底下から噴
出する熱水中に含有す
る金属が沈殿・堆積した
状態で賦存
鉛、金、銀等
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海山斜面部や平頂部の表面に
皮殻状に賦存
銅、マンガン、白金等

(2) 第２白嶺丸事業

に調査を推進するため、平成 14 年６月、内閣に「大陸棚

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が所有し

調査に関する関係省庁連絡会議」が設置され、平成 15 年

ている第２白嶺丸は、昭和 55 年の運航開始以来、上記の

12 月には大陸棚調査に係る政府の施策の統一を図るため

深海底鉱物資源調査を始め、ＯＤＡ事業（開発途上国の要

に必要な総合調整を行うため、内閣官房に大陸棚調査対策

請に基づく当該国周辺海域における鉱物資源の賦存状況

室が設置された。

調査）
、大水深域石油資源等探査技術等基礎調査（大陸棚

経済産業省としては、
「大水深域石油資源等探査技術等

延長の可能性のある海域における石油資源等基礎調査事

基礎調査」を活用し、大陸棚延長のための調査に積極的に

業）に使用する調査船として活用されている。

協力している。

＜第２白嶺丸事業＞

電力事業

(A) 深海底鉱物資源調査（深海底鉱物資源（海底熱水鉱
床及びコバルト・リッチ・クラスト鉱床）の賦存状

１． 電力業界の概要

況調査）

我が国には平成 16 年３月現在、一般電気事業者 10、卸

(B) 海洋石油開発影響調査（海洋油田開発に伴う海洋環

電気事業者 54、特定電気事業者６、特定規模電気事業者

境影響調査事業）

13 の合計 83 の事業者が「電気事業法」上の電気事業者と

(C) ＯＤＡ事業（開発途上国の要請に基づく当該国にお

なっている（参照表：一般電気事業者の概要、主要卸電気

ける海洋鉱物資源の賦存状況調査）

事業者の概要）
。

(D) 大水深域石油資源等探査技術等基礎調査（我が国の

このうち、一般の需要家に対して直接電気を供給する一

大陸棚の延伸の可能性ある海域における石油資源

般電気事業者については、昭和 26 年に９電力体制が発足

等調査事業）

し、昭和 47 年には沖縄電力が加わり 10 電力体制となって

(E) 海底地質調査（日本海周辺海域の海洋地質学的研究

いる。また、平成７年の「電気事業法」改正にともない、

事業）

特定の供給地点の需要家に対して電気を供給する特定電
気事業が創設され、さらに平成 12 年３月の改正では大口

(3) 大陸棚延長のための調査への協力

需要家を対象に小売供給の自由化を実施することを目的

「国連海洋法」条約により、地形・地質が一定条件を満

とした、特定規模電気事業が創設された（自由化範囲は、

足する場合、200 海里を超えて認められる大陸棚の延長に

平成 16 年４月から高圧 500kW 以上、平成 17 年 4 月から高

必要な措置について、関係省庁の緊密な連携を確保し着実

圧 50kW 以上に段階的に拡大）
。

表：一般電気事業者の概要

北海道
東 北
東 京
中 部
北 陸
関 西
中 国
四 国
九 州
沖 縄
10 社計

資本金
発電設備出力
(億円)
(万 kW)
1,143
660
2,514
1,551
6,764
6,266
3,745
3,174
1,176
600
4,893
3,482
1,855
1,221
1,456
686
2,373
1,989
76
192
25,996
19,821

発電電力量
(億 kWh)
298
811
2,337
1,177
259
1,170
437
292
746
64
7,853

販売電力量
(億 kWh)
295
743
2, 760
1,222
256
1,402
554
263
773
72
8,343

（注）稼働中の原子力発電所数の（ ）は、稼働しているユニット数を表す
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販売収入・伸び率
稼働中の原子
力発電所数
(億円)
％
5,070
▲0.1
1( 2)
14,496
▲2.2
1( 3)
47,605
▲1.4
3(17)
20,282
▲3.0
1( 5)
4, 418
▲6.4
1( 1)
23,865
▲4.2
3(11)
9,219
▲5.1
1( 2)
5,130
▲3.8
1( 3)
13, 214
▲3.0
2( 6)
1,351
0.4
0( 0)
144,650
▲2.7
14(50)

表：主要卸電気事業者の概要（平成 15 年度）

電源開発(株)
日本原子力発電(株)

資本金
（億円）
1,524
1,200

発電設備出力
（万 kW）
1,638
262

販売電力量
（億 kWh）
588
187

販売収入
稼働中の原子力発
（億円）
電所数
5,226
0
1,393
2(3)

（注）稼働中の原子力発電所数の（ ）は、稼働しているユニット数を表す

(1) 一般電気事業者（平成 15 年度）
事業者数
発電設備出力
発電電力量
需要家数
収入
経常利益
設備投資額

平成 15 年度総需要電力量(速報)

10
19,821kW （総発電設備出力の 85.5％）
7,853 億 kWh （総発電電力量の 71.6％）
8,083 万口 （平成 16 年３月 31 日現在。
特定規模需要を除く）
14.5 兆円
（経常収益）
10,618 億円（前年度比 6.9％増）税引後
当期利益6,287 億円（前年度比 5.6％増）
1.8 兆円

(2) 卸電気事業者（平成 15 年度）
事業者数
発電設備出力
発電電力量

54
3,279 万 kW
1,602 億 kWh（平成 15 年度）

（単位：百万 kWh、％）
途

電力量
259,654

伸び率
▲1.4

業務用電力
小口電力
高圧電力Ｂ
その他電力
電力計
特定規模需要
合 計
自 家 発 等
総 需 要
(再掲)大口需要

162,866
110,321
72,844
13,499
359,530
215,121
834,305
150,463
984,768
404,707

0.2
▲1.8
▲0.5
▲5.0
▲0.8
▲0.3
▲0.9
−
−
−

一
般
電
気
事
業
者

用
電灯

※自家発等は、卸電気事業者・特定電気事業者・特定規模電気事
業者及び自家発自家消費を含む。

(3) 特定電気事業者
事業者数
発電所数

※自家発自家消費の対象範囲の変更により、対前年度比較ができ

６（平成 16 年３月末現在）
火力５基(267,782kW)
水力２基(1,071kW)

ない用途がある。

過去５年間における総需要電気量の推移

(4) 特定規模電気事業者
事業者数
供給力出力

（単位：百万 kWh、％）

13（平成 16 年３月末現在）
4,078,785kW

年度
平成 11 年度
平成 12 年度
平成 13 年度
平成 14 年度
平成 15 年度

２． 電力需要
平成 15 年度の総需要電力量は、
9,848 億 kWh となった。
景気は回復基調で推移したものの、需要数の伸び悩みに
加え、冷夏、暖冬の影響による冷暖房需要の稼動減に伴う

総需要電力量
957,370
982,066
967,655
989,692
982,462

伸び率
2.4
2.6
▲1.5
2.3
▲0.7

３． 「電気事業法」の改正

電力需要の減少等が寄与して、電灯は対前年度伸び率

(1) 平成７年の「改正電気事業法」の概要

1.4％減、電力は同 0.8％減と前年を下回った。

電気事業においては、規模の経済性を前提に、電気を供

また、過去５年間における総需要電力量の推移は、表の

給する事業を営む電気事業者に対して発送電一貫の独占

とおりである。

的供給を認め、一方で料金規制等によってその弊害を排除
するという形の事業規制を課すことが、国民経済的に見て
合理的であると考えられてきたが、平成７年に、①国民生
活の変化に伴う電力需給の逼迫化の傾向、②電力供給コス
トの上昇と内外価格差の指摘、③発電部門の新規参入者の
参入可能性の拡大等電気事業をめぐる状況が変化したこ
とから、次を主な内容とする「電気事業法」の改正を行っ
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た。

た。また、需要家が選択できるメニュー（選択約款：届出

(ｱ) 発電部門の自由化

制）を設定できる要件を拡大した。

卸電気事業に係る参入許可の原則撤廃、一般電気事業の
電源調達についての入札制度の導入、卸託送に係る制度の

(3) 平成 15 年の「改正電気事業法」の概要

整備等、発電部門の自由化を図った。

平成 12 年の制度改正による小売の部分自由化等を通じ、

(ｲ) 特定電気事業制度の創設

電気事業者に一定の効率化の成果が見られている。同制度

特定の地点における需要に応じ電気の小売を行う事業

改正における３年後の見直し条項に基づき、平成 13 年 11

者の新規参入を認めることとした。

月から、総合資源エネルギー調査会電気事業分科会におい

(ｳ) 料金規制の見直し

て検討を開始し、平成 15 年２月に「今後の望ましい電気

需要家による電気の効率的な使用を促すことによって

事業制度の骨格について」を取りまとめた。これらの報告

負荷平準化を積極的に進めるための選択約款を導入した。

や平成 14 年通常国会において成立した「エネルギー政策
基本法」等を踏まえ、第 156 回通常国会に「電気事業法及

(2) 平成 12 年の「改正電気事業法」の概要

びガス事業法の一部を改正する等の法律案」を提出し、同

平成９年５月に閣議決定された「経済構造の変革と創造

年６月 11 日に可決成立し、
同年６月 18 日に公布された
（参

のための行動計画」において、
「電気事業については平成

照図：平成 15 年電気事業制度改正の概要）
。

13 年（2001 年）までに国際的に遜色ないコスト水準を目

＜主な改正内容＞

指す」とされた。

(ｱ) ネットワーク部門の調整機能確保

これを受けて、平成９年７月より電気事業審議会におい

・ネットワーク部門の公平性・透明性を確保しつつ、供給

て検討を進め、平成 11 年１月に電気事業審議会の報告が

信頼度の維持に不可欠な調整機能を確保するため、電力

取りまとめられた。これを受けて、
「電気事業法」を改正

会社のネットワーク部門について、アクセス情報等の目

した（平成 12 年３月施行）
。主な改正内容は次のとおりで

的外利用の禁止、他部門との内部相互補助を防止するた

ある。

めの会計分離及びその結果の公表の義務づけ等の措置

(ｱ) 電気の小売の部分自由化導入

を講ずる。

従来、電力会社による独占供給が認められていた電気の

・公平・透明な手続の下で送配電部門に係るルールの策定

小売について、大口の需要家（特別高圧需要家※）に対し

及び運用状況の監視等を行う仕組み（中立的機関）を構

ては、その地域の電力会社以外の供給者（特定規模電気事

築する（行政は公平性・透明性の遵守に係る事後チェッ

業者）による電気の小売を可能とした。

クのみ実施）
。

また、競争を有効に働かせるために、電力会社が保有す

(ｲ) 広域流通の円滑化

る送電線を、電力会社以外の供給者（新規参入者）が利用

・供給区域を跨ぐごとに課金される仕組み（振替供給料

するための公正かつ公平なルール（託送ルール）を整備し、

金）を廃止する等広域的な電力取引を円滑化する。

これに基づいて、電力会社は託送料金等の届出を行うこと

(ｳ) 分散型電源による電力供給の容易化

とした。

・コジェネレーションシステム等の分散型電源から自前

※特別高圧需要家：電気の使用規模が原則 2,000kW 以

の送電線による電力供給を可能とする。

上で特別高圧系統以上（概ね２万Ｖ以上）で受電す
る大口需要家
(ｲ) 料金規制の見直し
料金引き下げなど需要家の利益を増進するような場合
は、現行の認可制を見直し、届出制による変更を可能とし
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平成１５年電気事業制度改正の概要
【制度設計に当たっての基本的考え方】
【制度設計に当たっての基本的考え方】
電力は個性のない財である一方、備蓄が不能であり、瞬時瞬時の需給が均衡していなければシステム全体の機
電力は個性のない財である一方、備蓄が不能であり、瞬時瞬時の需給が均衡していなければシステム全体の機
能不全をもたらすおそれがある。このような
能不全をもたらすおそれがある。このような電気の特性を十分に踏まえた柔軟なシステム
電気の特性を十分に踏まえた柔軟なシステムを構築する必要が
を構築する必要が
ある。これは、
ある。これは、エネルギー政策基本法の趣旨にも即したもの。
エネルギー政策基本法の趣旨にも即したもの。
【基本的視点】
【基本的視点】
１．電気の安定供給の確保
１．電気の安定供給の確保
２．エネルギーセキュリティや環境保全等の課題との両立
２．エネルギーセキュリティや環境保全等の課題との両立
３．電気の特性に応じた安定性・公平性を確保する仕組みと企業の自由な活動との調和
３．電気の特性に応じた安定性・公平性を確保する仕組みと企業の自由な活動との調和
４．需要家選択肢の拡大
４．需要家選択肢の拡大

Ⅲ．卸電力取引所の創設
Ⅰ．発送配一貫体制の維持

一般電気事業者

原子力発電を推進し、電気の安定
供給を図るためには、発電と送電
の一体的な整備・運用が必要

卸電気事業者

PPS

卸電力
取引所

発 電

一貫体制の下での競争中立性
の確保

電源開発投資環境の整備のた
め取引所を創設

PPS

送

配

任意取引市場として整備。相
対取引との併存により事業者
のリスク管理を容易化

電
Ⅳ．全国的系統利用の促進

Ⅱ．ネットワーク部門の公平性・
透明性の確保
行為規制の実施
情報遮断、内部相互補助の禁止
（区分経理）、差別的取扱いの禁
止を法的に担保

需要家
（規制部門）

電力会社・新規事業者・学識経験
者等から成るガバナンスの中立
性が確保された中立機関を設置
し、系統運用に関するルール策
定・監視を行う

ネットワーク整備ルール
系統運用ルール
情報公開ルール

ただし、負担の公平性、コスト回収
の確実性、遠隔地立地問題等へ
の対応も必要
自営線を敷設
した電力供給

Ⅵ．長期固定電源の投資環境整備
（長期安定運転の確保）

Ⅶ．自由化範囲の拡大
Ⅰ〜Ⅵにより、電力供給システムの
強化が図られた範囲内で

中立性確保のルール設定・監視

全国的な電源の有効利用を図る
ため、区域をまたぐごとに課金す
る方式を解消

需要家
（自由化部門）

中立機関の設立

中立的機関
中立的機関

全国的な電源の有効利用を図
るため、取引所を創設

需要家における選択肢の拡大のた
め、自由化の範囲を段階的に拡大
自由化スケジュールを明示し、予見
可能性を高めることにより、投資環
境を整備

Ⅰ．Ⅲ．Ⅳの措置に加え、下記を実施
原子力等の長期固定電源の安定稼
働を確保するため、系統運用におい
て優先的に発電を担保するルールを
整備

Ⅴ．分散型電源の促進
二重投資による著しい社会的弊害
が生じる場合を除き、分散型電源
からの自営線敷設を認め、供給源
の多様化を図る

送電容量を長期固定電源のために
確保

図：平成 15 年電気事業制度改正の概要

４． 電気事業分科会

また、
「改正電気事業法」
（以下、
「改正法」と略す。
）の

平成 13 年 11 月より、経済産業大臣からの「我が国経済

施行日である平成 17 年４月１日に向け、
「改正法」の施行

活動及び国民生活の基盤となる電力の安定供給を効率的

のために必要な事項についての詳細な検討を行うため、平

に達成しうる公正かつ実効性のあるシステムの構築に向

成 15 年９月より電気事業分科会における検討を再開し、

けて、今後の電気事業制度はいかにあるべきか。
」との諮

平成 16 年４月からの自由化範囲の拡大等に必要な取組や

問を受け、総合資源エネルギー調査会電気事業分科会を開

実施に向け長期の準備が必要な取組について、平成 15 年

催した。精力的な審議を経て、平成 15 年２月 18 日の第

12 月に「今後の望ましいしい電気事業制度の詳細設計に

14 回電気事業分科会において「今後の望ましい電気事業

ついて」を中間報告として取りまとめた。今後さらに、平

制度の骨格について」とする基本答申が取りまとめられ、

成 17 年４月の「改正法」施行に向け、必要な措置につい

大臣に報告がなされた。

て、検討を行っている。

この報告では①安定供給確保や環境を考慮した上での
エネルギー自由化施策の推進、②自由な企業活動と安定

５． 電気料金の推移

性・公平性の両立、③小売自由化の進展を踏まえた全国規

平成 12 年の制度改正以降、過去２度の料金改定（平成

模での供給力有効活用策への対応、④エネルギー安全保障

12 年､平成 14 年）を経て、各電力会社の電気料金は自由

や環境保全への対応、⑤需要家の選択肢の多様化、などを

化分野、非自由化分野問わず低下傾向にある。(参照図：

基本方針として、中立機関に送配電に関するルールの策定

10 年間の電気料金単価の推移（電力会社 10 社の平均）)

業務を行わせること、全国規模の卸電力取引市場の整備、
分散型電源整備による電力供給の容易化などが提言され
ている。
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（円/ｋＷｈ）
26.00
24.00
電灯

22.00

電力
電灯・電力計

20.00
18.00
16.00
14.00
５年度

６年度

７年度

８年度

９年度

１０年度

１１年度 １２年度

１３年度

１４年度

１５年度

※単価の計算方法は、電灯料収入（円）を電灯需要量（kWh）で、電力料収入（円）を電力需要量（kWh）で、各々割り戻した平均単価

図：10 年間の電気料金単価の推移（電力会社 10 社の平均）

６． 電源開発株式会社民営化の動き

受けた。

電源開発株式会社（以下、
「電源開発」と略す。
）は、
「電
源開発促進法」に基づき昭和 27 年に設立した特殊法人で

(1) 特殊法人等の整理合理化について（平成９年６月６日

ある。主に「電気事業法」上の卸電気事業者として、発電

閣議決定）概要

所の建設、送電・変電施設の建設、電力会社に対する電気

５年程度の条件整備期間を置いた後、民営化する。その

の供給等の事業を行っているが、平成９年６月及び平成

場合、財政投融資等資金調達等における財務体質強化、９

13 年 12 月の閣議決定に基づき完全民営化することとされ

電力による保有株式の売却等の措置を講ずる。

た。
さらに、平成 15 年２月の電気事業分科会の基本答申に

(2) 特殊法人等の整理合理化計画（平成 13 年 12 月 19 日

おいては、民営化後の電源開発の在り方として、
「同社に

閣議決定）概要

蓄積された機能が一体となって発揮されることで、卸電力

・組織見直し：完全民営化する

市場など制度改革による新たな仕組みの中で重要な役割

・事業見直し：平成９年６月の閣議決定を踏まえ平成 15

を果たすことが期待されることから、会社が一体性をもっ

年の通常国会をめどに関連法案を国会に提出し、完全民

て民営化されることが適当」とされた。

営化する。民営化に当たっては、平成 12 年３月から電

これらを踏まえ、同社の設立根拠法であった「電源開発

力自由化に向けて進められている電気事業制度の見直

促進法」の廃止及び同社の財務体質の強化（自己資本充実）

しの検討の状況、内容に留意するとともに、更なる財務

を支援するための措置について、前述の「改正電気事業法」

体質の強化を図る。

を含む「電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の
法律」が平成 15 年６月に成立し、平成 15 年 10 月の関係

ガス事業

規定の施行により、電源開発は法的に民営化された。

１． ガス事業制度の概略

一方、平成 15 年 10 月には、電源開発からの増資を引受

(1) 一般ガス事業

け、同社株式の売却を行うための指定法人として、Ｊ−Ｐ

一般ガス事業は、
「ガス事業法」に基づく許可を受けた

ＯＷＥＲ民営化ファンド株式会社（代表取締役 塙 義一

一般ガス事業者が供給区域を設定し、その供給区域内の需

（日産自動車(株)相談役名誉会長）
）が設立された。同社

要家に対し導管によりガスを供給する事業である。

は国から電源開発株式の現物出資を受け、また、日本政策

一般ガス事業では、導管等の二重投資を回避する観点か

投資銀行をはじめとする金融機関からの出融資による資

ら、供給区域での独占供給を認め、導管の敷設等に係る公

金をもとに、同年 12 月に電源開発の第三者割当増資を引

益特権（道路の優先占有等）を付与する一方、その独占的
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経営に伴う弊害から主として小口需要家を保護する観点

２． ガス事業の概要

から、供給義務を課し、認可を受けた料金（ガス料金は、

(1) 事業者数及び需要家数等 （平成 16 年３月末）

原則、総括原価主義（能率的な経営の下における適正な原

○一般ガス事業者：229 社 （私営 171、公営 58）

価に適正な利潤を加えたもの）で算定）
、その他の供給条

一般ガス需要家数：2,710 万軒（全世帯の約 55％）

件（供給約款）以外での供給が原則として認められていな

○簡易ガス事業者：1,713 社

い。

簡易ガス供給地点：194 万地点

また、卸供給（一般ガス事業者に対して、他の一般ガス

一般ガス事業者の供給区域は都市部に限定されており、

事業者及び国産天然ガス事業者等が導管によりガスを卸

国土面積の 5.5％、都市地域面積から見ても 20.9％である。

す場合）については、当該卸供給に係る届出義務がある。

事業者間を結ぶ長距離的なパイプラインは整備されてお
らず、全国的な広域ネットワークは形成されていない。

(2) 簡易ガス事業

なお、全国のガス供給量に占める都市ガスの割合は、平

簡易ガス事業は、
「ガス事業法」に基づく許可を受けた

成 15 年度ベースで約 92％（ＬＮＧ換算）となっており、

簡易ガス事業者が１団地内に 70 戸以上の供給地点を設定

残りについては、液化石油ガス（ＬＰＧ）販売事業者のガ

し、その供給地点群の需要家に対し簡易なガス発生設備

ス供給により賄われている。

（特定ガス発生設備）を用いて導管により液化石油ガスを
供給する事業である。

(2) 一般ガス事業者のガス販売量

簡易ガス事業については、一般ガス事業に対する規制よ

一般ガス事業者のガス販売量

りも緩やかなものの、供給義務が課され、認可を受けた料

（単位：百万㎥・46.04655MJ）
事 業 者
私 営 計
大手 3 社
東京ガス
大阪ガス
東邦ガス
公 営 計
合
計

金、その他の供給条件（供給約款）以外での供給は原則認
められていない。

(3) 大口供給
年間契約数量 100 万㎥以上（46MJ／㎥換算）の需要家（大
口需要家）への導管によるガスの供給について、①原則と

販売量（百万㎥） シェア（％）
25,297
97.2
19,880
76.4
9,981
38.4
7,411
28.5
2,487
9.6
717
2.8
26,013
100.0
（平成 15 年度実績）

して当事者間の交渉による自由な価格設定により、②一般
ガス事業者にあってはその供給区域外への供給が、また、
③一般ガス事業者以外による供給が可能となっている。

(3) 一般ガス事業における天然ガス導入の現状
一般ガス事業に係る原料については、大手３社をはじめ

※１．平成７年に改正された「ガス事業法」により、小

として、天然ガスの導入が図られているところであり、い

売りがはじめて自由化され、大口供給（年間契約数量

まだ低カロリーガス（ナフサ、ブタン等の改質ガス、ブタ

200 万㎥以上）の料金規制及び参入規制が弾力化され、
さらに、平成 11 年の「ガス事業法」改正時に大口供

ンエアー等）を使用している事業者についても、環境特性
や供給安定性に優れた天然ガスを中心とした高カロリー

給の範囲を 100 万㎥以上に拡大している。

化（平成 22 年（2010 年）度までに原則天然ガス化）に取

※２．一般ガス事業者の供給区域外への大口供給は許可

り組んでいる（参照表：原料別ガス購入量内訳（国内生産

制となっている。大口ガス事業者の一般ガス事業者供

を含む））。

給区域内への大口供給は許可制、一般ガス事業者供給

※１．我が国は、天然ガスの太宗をタンカーによりＬ

区域外への大口供給は届出制となっている。

ＮＧ（液化天然ガス）として輸入し、国内で気化さ

※３．大口供給を行う一般ガス事業者に対しては、大口

せている（天然ガスは−162℃まで冷却すると液体に

部門の収支動向が小口部門へ悪影響を及ぼすことを

なり､ガス体の時に比べ、１/600 の体積になる）
。

防止する観点から、大口・小口の部門別収支計算書提

※２．環境性について、石炭の場合を 100％とした排出

出を義務づけている。
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量は、ＳＯx が天然ガスの場合０％、石油の場合 68％、

的研究会）を設置した。

ＮＯx は天然ガスの場合 29％、石油の場合 71％、ＣＯ

同研究会では、供給インフラの整備と競争的な利用の促

は天然ガスの場合 57％、石油の場合 83％であり、天

進の観点から、 ①パイプライン（導管）事業、及び、 ②

然ガスは、化石燃料の中で最も環境性に優れている。

ターミナル（ＬＮＧ基地）事業の在り方を検討し、 ③小

2

一方、天然ガス化には、ＬＮＧ受入基地の建設、消費器

売・卸売業については、小売・卸売市場の活性化と安定供

具の調達等のために、多額の初期投資と多数の人員を必要

給の観点から、区分して検討した。平成 14 年４月には、

とするといった課題がある。また、天然ガス導入（高カロ

同研究会による検討結果を、今後の我が国ガス市場におけ

リー化）の際の熱量変更事業については、資金負担、専門

る中長期的な制度の基本的な理念とその方向を示す「グラ

知識及び技術の蓄積が不可欠となるため、天然ガス導入に

ンドデザイン」として取りまとめ、次の方向性が示された。

向けて、事業者の努力を多面的に支援する必要がある。

・パイプラインやＬＮＧ基地などの我が国のガス供給

＜天然ガス導入事業者数＞

インフラの充実を図るとともに、その第三者利用を

・天然ガス導入事業者：149 社（変更中のものを含む）
（東京ガスは昭和 63 年､大阪ガスは平成２年､東邦ガ

促進すること
・ガスの小売分野における自由化範囲を拡大していく

スは平成５年にすべて変更済み）

こと 等

・天然ガス未導入事業者：80 社

その後、同研究会の検討結果等を踏まえ、総合資源エネ
ルギー調査会都市熱エネルギー部会の場において具体的

３． ガス事業における制度改革

な制度設計の検討を行い、平成 15 年２月に「今後の望ま

(1) 過去の制度改革

しいガス事業制度の骨格について」として報告を取りまと

平成７年の「ガス事業法」の改正において、それまでの

めた。これらの報告や平成 14 年通常国会において成立し

一般ガス事業者による地域独占供給から、小売の部分自由

た「エネルギー政策基本法」等を踏まえ、第 156 回通常国

化（大口供給の自由化）を実施し、さらに平成 11 年の同

会に「電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法

法改正では、その部分自由化範囲を拡大するとともに託送

律案」が上程され、同年６月 11 日に可決成立し、18 日に

制度の創設等を実施した。

公布された。また、同年７月から同部会の下に制度設計等
小委員会を設置し、平成 16 年４月の「改正ガス事業法」

(2) 今般の制度改革の経緯

の施行に向けた詳細制度の検討が行われた。

平成 13 年１月から、エネルギー産業における天然ガス
への期待増大等を踏まえ、国際的に高水準にあるガス価格

(3) 今般の制度改革の概要

の引き下げ、ガス産業の競争環境の整備等の観点から、今

(ｱ) ガス導管事業の創設

後のガス市場における中長期的な制度の基本的理念とそ

ガス導管事業を「ガス事業法」上に位置付け、託送義務

の在り方を描くことを目的として、
「ガス市場整備基本問

を課す一方で、導管網の効率的な整備促進のための公益特

題研究会」
（資源・燃料部長及び電力・ガス事業部長の私

権（土地の利用・立入等）等を整備した。

表：原料別ガス購入量内訳（国内生産を含む）
非石油系計
天然ガス
石炭その他
石油系計
合
計

大手３社
20,744 (95.9%)
20,722 (95.8%)
22 ( 0.1%)
889 ( 4.1%)
21,633(100.0%)

（単位：百万㎥・46.04655MJ）
その他
3,596 (76.3%)
3,464 (73.5%)
103 ( 2.2%)
1,116 (23.7%)
4,712(100.0%)

計
24,340 (92.4%)
24,185 (91.8%)
125 ( 0.5%)
2,005 ( 7.6%)
26,345(100.0%)

注）天然ガス化済みの大手３社に石油系があるのは、熱量調整用に一部ＬＰＧを使用のため

（平成 15 年度）
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(ｲ) 託送供給制度の充実・強化

や遅れにより、伸びが鈍化している。

これまで大手一般ガス事業者４社のみに課していた託

平成 16 年３月末日現在事業許可 89 社 154 地区

送義務を、すべての一般ガス事業者及び今回創設されたガ

（うち操業中）

ス導管事業者に拡大した。また、一貫した供給体制でガス

87 社 149 地区

(ｲ) 事業主体

の供給を行う責任ある供給主体として一般ガス事業制度

熱供給事業の事業主体は、電気・ガス事業者、地方自治

を維持する一方、託送利用の透明性・公平性の確保・向上

体が出資しているもの（第３セクター）、不動産会社等が

の観点から、一般ガス事業者及びガス導管事業者の導管ネ

多いが、地権者、地元資本、ビルオーナー等が共同で参画

ットワークについて、託送業務で知り得た情報の目的外利

するケースもある。

用の禁止、他部門との内部相互補助を禁止するための会計
電力・ガス会社系
第３セクター
不動産会社系（デベロッパー）
独立行政法人都市再生機構系
運輸系
その他
合計

分離及びその結果の公表義務づけ等の措置を講じた。
(ｳ) 小売自由化範囲の拡大
ガス供給者の選択ができる大口供給の範囲を、現行の年
間契約ガス使用量 100 万 m3（46MJ／Nm3）以上から、50 万
m3 以上の需要家まで拡大（平成 16 年４月）することとし
た。なお、前述の総合資源エネルギー調査会都市熱エネル

事業者数(社)
23
21
13
3
9
20
89

比率(％)
25.8
23.6
14.6
3.4
10.1
22.5
100.0

(ｳ) 熱の売上額 1,524 億円（平成 15 年度）

ギー部会の報告書では、10 万 m3 以上の需要家まで拡大（平

(ｴ) 需要家の状況（平成 15 年度末）

成 19 年めど）し、10 万 m3 未満の家庭用及び小規模業務用

業務・商業施設

需要家までの拡大については、上記の段階的な拡大の評

住

価・検討等を行い、時機を逸することなく結論を得ること

宅

(ｵ) 事業者団体

としている。

設

1,488 件
45,352 件
(社)日本熱供給事業協会

立 平成４年 11 月（昭和 47 年８月任意団体と
して設立）

４． 熱供給事業の現状

会

(1) 熱供給事業の概要及び「熱供給事業法」による規制

長 安西 邦夫（東京瓦斯(株)会長）

専務理事 佐藤 篤

熱供給事業とは、一般的に地域冷暖房と呼ばれ、一定地
域内の建物群に対し、蒸気・温水・冷水等の熱媒を熱源プ

(3) 熱供給事業の普及促進

ラントから、導管を通じて供給する事業である。

熱供給事業は、エネルギーの有効利用に資するとともに、

「熱供給事業法」（昭和 47 年法律第 88 号）は、一般の

河川水、下水、ゴミ焼却廃熱等の未利用エネルギーやコジ

需要に応じて熱供給を行う事業を公益事業と位置づけ、次

ェネレーション排熱を活用しうるシステムであることか

を主たる内容とする規制を規定している。

ら、エネルギー政策上、重要な公益事業として位置づけて

○事業許可（法第３条、第５条）

おり、税、財投、予算（補助金）といった助成制度により

○供給区域内の需要に対する供給義務（法第 13 条）

普及促進に努めている。

○料金その他の供給条件に係る認可等（法第 14 条〜16
条）

(4) 熱供給事業の課題への取組

○熱供給施設に係る保安規制（法第 20 条〜第 24 条）

熱料金メニューの多様化を踏まえ、熱供給事業者に対し、
需要家の要請にこたえるべく一層のコスト低減に向けた

(2) 熱供給事業の現状

努力を促す。平成 15 年度は 10 社 11 地区において料金値

(ｱ) 許可状況

下げの改定を行った。

昭和 60 年代の民活等による都市再開発の活発化に伴い、
熱供給事業の導入機運が高まり、事業地点が急速に増加し
たが、先のバブル経済の崩壊による都市再開発等の見直し
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原子力政策
１． 我が国における原子力の位置づけ
エネルギー資源の大半を輸入に依存する我が国は、
「安
10.4%

定供給の確保」
、
「環境への適合」及びこれらを十分に考慮

0.9%

25.7%

24.0%

した上での「市場原理の活用」を目標とするエネルギー政
策を推進している。

11.2%

平成 15 年 10 月に閣議決定された
「エネルギー基本計画」
27.9%

では、原子力発電は、ウラン資源が政情の安定した国々に
分散していることなどから供給安定性に優れ、また、発電

発電電力量における割合（平成15年度)

過程でＣＯ２を排出せず、地球温暖化対策に資するという
特性も持っていることから、安全確保を大前提として、今

２． 原子力をめぐる最近の国内状況

後とも基幹電源と位置づけ、引き続き推進することとして

平成 16 年３月下旬に各電力会社から経済産業省に届出

いる。

のあった平成 16 年度供給計画によれば、今後、平成 25

なお、平成 16 年３月末現在、国内で 52 基の商業用原子

年度（2013 年度）内までの原子力発電所の新増設は計 15

炉が操業中である（4,574 万 KW：米国、フランスに次ぎ世

基である（約 1,456 万 kW）
。

界第３位）
。国内の発電電力量の約 25.7％（平成 15 年度）

平成 14 年８月、日本原子力発電(株)敦賀３、４号機を

を供給し、今後とも相当程度を依存していく重要なエネル

平成 14 年度電源開発基本計画へ新規に組入れる等、計画

ギー源である。

の着実な進展が見られるところである。

また、核燃料サイクルについては、原子力発電所から出

原子力立地地域における総合的かつ広域的な特別措置

る使用済燃料を再処理し、有用資源を回収して再び燃料と

を講じ、地域振興を図る観点から、
「原子力発電施設等立

して利用するものであり、供給安定性等に優れている原子

地地域の振興に関する特別措置法」
（議員立法）が平成 13

力発電の特性を一層改善するものであることから、「エネ

年４月に施行された。同法に基づく原子力立地会議（議

ルギー基本計画」において、核燃料サイクル政策を推進す

長：内閣総理大臣）は平成 13 年９月から開催され、14 道

ることを国の基本的考え方としている。

府県※の原子力発電施設等立地地域の指定及び、14 道府県
※

の振興計画が決定された。
※北海道、青森県、宮城県、福島県、新潟県、茨城県、
静岡県、石川県、福井県、大阪府、島根県、愛媛県、
佐賀県、鹿児島県

12.4%

3.6%

1.1%

また、地球環境問題に対応する観点から、平成 14 年３
月に地球温暖化対策推進本部（本部長：内閣総理大臣）に

13.1%

より見直された「地球温暖化対策推進大綱」において、エ

51.8%

ネルギー供給面のＣＯ２削減対策の１つとして「原子力の

17.9%
一 次 エ ネ ル ギ ー 供 給 に お け る 割 合 （ 平 成 12 年 ）

推進」を掲げ、
「削減目標を達成するためには、原子力発
電所の新増設が不可欠」とした上で、原子力発電所の長期
安定的な運転継続の確保等のため、核燃料サイクルについ
て、国内における確立を着実に進めていくとともに、高レ
ベル放射性廃棄物の最終処分施設の立地に向けて努力す
ることが記載されている。
さらに、電力小売自由化の進展の状況下においても、引
き続き原子力の推進を図る観点から、平成 15 年２月に、
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総合資源エネルギー調査会電気事業分科会の電気事業制

向上への社会的要請は増加する見込みである。これに対応

度改革に係る報告書の中で、原子力発電等長期固定電源の

するため、原子力発電及び核燃料サイクル分野において将

安定運転の確保のための対策として、送配電ルールの整備

来の原子力技術の選択肢を多様化するための研究開発が

（優先給電指令、送電容量確保ルールの整備）や電源立地

必要である。

対策の重点化を図ることが記載された。また、バックエン
ド事業については、事業全般にわたるコスト構造、原子力

(1) 放射性廃棄物処分対策

発電全体の収益性等を分析・評価し、平成 16 年末までに

(ｱ) 高レベル放射性廃棄物処分対策

経済的措置等具体的な、制度・措置の在り方について検討

平成 12 年５月に処分実施主体の設立、処分費用の確保

を行い、必要な措置を講ずることとされた。

方策、３段階の処分地の選定プロセス等を定めた「特定放
射性廃棄物の最終処分に関する法律」が成立した。

３． 核燃料サイクルの現状

(A) 施行状況
平成 12 年
９月
平成 12 年
10 月
平成 13 年
１月

特定放射性廃棄物の最終処分に関する｢基
本方針｣及び｢計画｣策定
処分実施主体「原子力発電環境整備機構
（原環機構）
」設立
電力会社等による処分費用の納付開始
（平成 16 年３月末現在分：約 3000 億円）
処分候補地の地域振興への支援策として、
平成 14 年 平成 14 年度より、電源立地等初期対策交
４月
付金（平成 15 年 10 月に、電源立地地域対
策交付金に統合）を措置
平成 14 年 原環機構は、処分地選定の最初の調査を行
12 月
うため、全国の市町村を対象に公募を開始

原子力発電所の使用済燃料は、再利用できるウランとプ
ルトニウムを含む有用な資源である。
「核燃料サイクル」
は、使用済燃料を再処理して分別回収し、有用資源を国産
エネルギーとして活用する一方、放射性廃棄物を分別し、
適切に処理処分するものである（参照図：核燃料サイクル
について）
。
また、原子力をめぐる社会情勢が厳しさを増し、高速増
殖炉の開発時期が不明確化する中、軽水炉が今後とも長期
にわたり原子力の主流であり続ける一方、経済性・安全性

①ウラン鉱山

○長期的なエネルギーの安定供給の確保
○放射性廃棄物の適切な処理処分

天然ウラ ン

②製錬工場
イ エロー ケーキ
（ 粉末状 のウラ ン精
鉱）

⑤使用済燃料
中間貯蔵 施設

回収ウラン
回収プルトニウム

③ ウラン 燃料
加工工 場
（転 換→濃 縮→
再 転換→ 成型工 ）

ウラン燃料

使用済燃料

⑥使用済燃料
再処理工場

④原子力発電所
⑧プルサーマル

低レベル放射性廃棄物

⑨低レベル
放射性廃棄物
埋設施設

⑥ 海外使用 済燃料
再処理工 場

⑦海外 ＭＯＸ
燃料加 工工場

⑦ ＭＯＸ 燃料
加 工工場

図：核燃料サイクルについて
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高レベル
放射性
廃棄物

⑩ 高レベ ル
放 射性廃 棄物
最 終処分 施設

(B) 研究開発

ている。

地層処分技術の信頼性向上と安全評価手法の高度化

電気事業者も 2010 年度までに合計 16〜18 基の導入を目

に向けた研究開発は、核燃料サイクル開発機構を中核

指して取り組むこととしている。関西電力(株)については、

機関として進めている。

高浜発電所でプルサーマルを実施する計画であったが、平

また、我が国の深部地下環境を研究するための深地

成 11 年、ＭＯＸ燃料の製造を行ったＢＮＦＬ社による検

層研究施設を、岩種の異なる国内２か所で建設中であ

査データ改ざんが明らかになったことから、プルサーマル

る。

計画は中断していた。その後、関西電力(株)は品質保証体

・瑞浪超深地層研究所（結晶質岩、平成 14 年７月着

制を充実させ、平成 15 年 10 月、再発防止に向けた品質保

工）

証活動の状況を経済産業省、福井県、高浜町、京都府に報

・幌延深地層研究所（堆積岩、平成 15 年７月着工)

告し、平成 16 年２月、それに対する評価を原子力安全・

(ｲ) 超ウラン核種を含む放射性廃棄物、ウラン廃棄物処分

保安院より受けた。平成 16 年３月、原子力安全委員会に

対策

おいても原子力安全・保安院の評価結果は妥当であると判

超ウラン核種を含む放射性廃棄物及びウラン廃棄物に

断され、福井県、高浜町の了承を得られたことから、ＭＯ

ついては廃棄物の放射性核種濃度等に応じた適切な処分

Ｘ燃料調達に関する基本契約を締結し、プルサーマルを進

を行うこととしている。

めていくこととした。

(ｳ) 低レベル放射性廃棄物のうち放射能レベルの比較的
高いもの

４． 原子力をめぐる海外の動向

低レベル放射性廃棄物のうち放射能レベルの比較的高

(1) 米国

いものについて、これを新たに規制対象とするべく平成

・平成 13 年（2001 年）５月、ブッシュ大統領は「国家

12 年 12 月に
「原子炉等規制法施行令」
の改正が行われた。

エネルギー政策」において原子力エネルギーの利用

(ｴ) 原子力発電施設の廃止措置

拡大を支持した。

日本原子力発電(株)が平成 13 年 10 月から東海発電所に

・米国エネルギー省（以下、ＤＯＥと略す。
）は、平成

おいて初の商業炉廃止措置に着手したところであり、また、

14 年（2002 年）２月、平成 22 年（2010 年）までに

同社敦賀発電所１号機も平成 22 年に運転終了が見込まれ

原子力発電所の新規建設を行うことを目的としたプ

る等、廃止措置が現実化した。国としても原子力発電施設

ログラム「原子力 2010」を発表した。

の廃止措置に向け、必要な技術の確証を行ってきているほ

・米露協定に基づき核兵器から取り出されるプルトニ

か、資金の手当が円滑に行えるよう、原子力発電施設解体

ウム 34 トン全量をプルサーマルで消費する方針であ

準備金制度を整備している。

る。
・高レベル放射性廃棄物処分については、平成 14 年

(2) プルサーマル

（2002 年）７月、議会がユッカマウンテンを最終処

再処理などにより回収したプルトニウムをウランと混

分地として選定した。今後、ＤＯＥは処分場建設に

合した燃料（ＭＯＸ燃料：Mixed Oxide Fuel）にすれば、

係る許認可申請手続きを開始する予定である。

稼働中の我が国の原子力発電所（軽水炉）でもプルトニウ

・ＤＯＥは、
「原子力 2010」プログラムの一環として、

ムを利用することができる。この軽水炉によるプルトニウ

政府と産業界と共同で早期サイト認可申請を行うプ

ムの利用を「プルサーマル」と呼ぶ。

ロジェクトを企画し、平成 15 年度末現在、ドミニオ

平成４年２月、政府は現時点で最も確実なプルトニウム

ン・エナジー社、エンタジー社、エクセロン社の３

の利用方法であるプルサーマルについては、これを早急に

社の申請をＮＲＣ（米国原子力規制委員会）が審査

開始することが必要である旨の閣議了解を行った。また、

中である。ＤＯＥはこの申請に掛かる費用の半額を

平成 15 年 10 月に閣議決定された「エネルギー基本計画」

負担する。

においてもプルサーマルを着実に推進していくこととし

・またＤＯＥは、ＮＲＣに対して建設・運転許可申請
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を行う実証プロジェクトを策定し、平成 15 年 11 月

・平成 14 年（2002 年）５月、議会で原子力発電所の新

に公募を開始し、これを受けて、ＴＶＡ、東芝、Ｇ

規建設計画を承認した（欧州では平成３年（1991 年）

Ｅから成るコンソーシアム、エクセロン、エンタジ

のフランス・シボー原子力発電所の発注以来の新規

ー、ウエスティングハウス等から成るコンソーシア

建設となる）
。ＴＶＯ社は５基目の原子炉としてフラ

ム、ドミニオン、ＧＥから成るコンソーシアムの３

マトムＡＮＰ社 のＥＰＲ（160 万ｋW 級ＰＷＲ）を

つが同プロジェクトに応募した。

選定した。オルキルオトにおいて平成 21 年(2009 年)

・平成 15 年２月、ブッシュ大統領は水素燃料イニシア

の運転開始の予定である。

ティブを発表した。温室効果ガスを劇的に削減し、
国家のエネルギー自立性を高める水素利用のメリッ

(5) フランス

トを主張した。平成 27 年（2015 年）までに高温ガス

・平成 14 年（2002 年）５月の大統領選では、原子力推

炉を使用した水素製造システムの構築を目指すこと

進派のシラク大統領が再選され、６月の国民議会選

としている。

挙の結果、原子力推進派の保守、中道派が勝利した。
・エネルギー政策の策定プロセスに国民を参加させる

(2) ドイツ

ことを目的とした「エネルギー政策に関する国民討

・平成 14 年（2002 年）２月、議会で原子力発電所の段

論」が平成 15 年（2003 年）３月から５月にかけて行

階的閉鎖を内容とする原子力法改正法案が可決、成

われ、同年 11 月の「エネルギー白書」では、既設炉

立し、平成 14 年（2002 年）４月発効した。

の寿命延長あるいはＥＰＲ等の第３世代炉の導入に

・同法には、新規原子力発電所の建設・運転許可の禁

より原子力オプションを維持するとの選択肢も示さ

止、原子力発電所の運転期間を制限（基本的に運転

れた。平成 15 年度末現在、エネルギー法案が国民議

開始から 32 年間）
、原子力発電所のサイト内または

会において審議中である。

近隣への中間貯蔵施設の建設、平成 17 年（2005 年）
７月以降の再処理の禁止等が規定されている。
・平成 15 年 11 月、新原子力法施行後、初めての原子
力発電所の閉鎖（シュターデ原子力発電所の閉鎖）
が行われた。

(3) ベルギー
・平成 15 年（2003 年）１月、商業運転開始から 40 年
が経過した時点で原子力発電所を閉鎖、新規原子力
発電所の建設禁止等を規定した脱原子力法案を可決
した。
・平成 15 年５月の総選挙では、与党が勝利を収め、環
境政党が大きく後退したが、脱原子力の立場を維持
した。

(4) フィンランド
・平成 13 年（2001 年）５月、オルキルオト地区に使用
済燃料最終処分施設を建設する計画を国会が承認し
た。平成 22 年（2010 年）に建設着工、平成 32 年（2020
年）の操業開始を予定である。
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