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第１節 資源エネルギー庁 

総合エネルギー政策 

１．2014年度のエネルギー政策に関する主な動き（総論） 

１．１．震災を踏まえた資源・エネルギー政策について（全

般） 

2011 年３月 11 日、東北地方太平洋沖地震とそれが引

き起こした津波により、東京電力株式会社（以下、東京電

力という）福島第一原子力発電所において未曾有の大規模

かつ長期にわたる原子力事故が発生した。この東日本大震

災及び福島原発事故を踏まえ、現行のエネルギー政策をゼ

ロベースで見直し、新たな計画の策定が行われることとな

った。 

見直しに当たって、2011 年６月に、国家戦略担当大臣

を議長、経済産業大臣と環境大臣を副議長とする「エネル

ギー・環境会議」が設置された。2012年９月 14日に開催

された同会議において、「革新的エネルギー・環境戦略」

を決定した。同戦略は、省エネルギー・再生可能エネルギ

ーといったグリーンエネルギーを最大限に引き上げるこ

とを通じて、原発依存度を減らし、化石燃料依存度を抑制

することを基本方針とした。 

その後、2013年１月 25日、第３回日本経済再生本部に

おける総理指示にて、エネルギー・環境戦略をゼロベース

で見直し、エネルギーの安定供給、エネルギーコスト低減

の観点も含め、責任あるエネルギー政策を構築することと

なった。 

新しいエネルギー基本計画を検討の場として、2013 年

３月 15 日に総合資源エネルギー調査会第１回総合部会が

開催された。７月１日には総合部会のメンバーと議論は基

本政策分科会に継承され、総合部会とあわせ計 17 回開催

され、12 月 13 日に第 13 回基本政策分科会において「エ

ネルギー基本計画に対する意見」をとりまとめた。 

2014年４月 11日に、我が国の中長期的なエネルギー政

策の方針を定める、新しいエネルギー基本計画を閣議決定

した。今回の計画においては、「東京電力福島第一原子力

発電所事故で被災された方々の心の痛みにしっかりと向

き合い、寄り添い、福島の復興・再生を全力で成し遂げる」、

「震災前に描いてきたエネルギー戦略は白紙から見直」す

ことを出発点とし、国民生活や経済活動を支える、責任あ

るエネルギー政策を再構築するための、中長期的かつ総合

的な政策の基本方針をまとめた。具体的には、各エネルギ

ー源にはそれぞれの特徴があり、安定供給、コスト、環境

負荷、安全性（“３Ｅ＋Ｓ”）のあらゆる面で優れたエネル

ギー源は無いことを踏まえ、実現可能かつバランスの取れ

たエネルギー需給構造の実現を目指している。これを踏ま

え、安定的な資源確保、徹底した省エネルギー社会の実現、

再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担抑制の両

立、原子力政策の再構築等について記載した。 

本計画を具体化すべく、省エネルギー、新エネルギー、

原子力などの各分野について、総合資源エネルギー調査会

の下に小委員会を設置し、各分野の具体的な施策について

検討を開始した。これらの小委員会や資源・燃料分科会で

の検討の成果も踏まえ、現実的かつバランスの取れたエネ

ルギー需給構造の将来像について具体的な検討を行うた

め、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会の下に長期

エネルギー需給見通し小委員会を設置し、第１回小委員会

を 2015年１月 30日に開催した。また、その議論の参考と

なる各電源の発電コストなどの試算を行うため、発電コス

ト検証ワーキンググループを長期エネルギー需給見通し

小委員会の下に設置し、第１回ワーキンググループを

2015年２月 18日に開催した。 

 

１．２． 震災後に講じたエネルギーに関する主な施策 

（１）電力需給対策 

 2014 年度夏季は、電力需給見通しについて「電力需給

検証小委員会」で検討が行われ、４月 25 日に開催された

電力需給に関する検討会合において「2014 年度夏季の電

力需給対策」がとりまとめられ、対策が講じられた。 

2014 年度冬季は、電力需給見通しについて「電力需給検

証小委員会」で検討が行われ、10月 23日に開催された電

力需給に関する検討会合において「2014 年度冬季の電力

需給対策」がとりまとめられ、対策が講じられた。 

これらの対策の結果、計画停電や需給ひっ迫による停電は

回避することができた。 

 

（２）東電福島第一原発１～４号機の廃炉・汚染水対策 

福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策（以下「廃炉・

汚染水対策」という）については、2013 年６月に原子力

災害対策本部東京電力福島第一原子力発電所廃炉対策推

進会議において改訂された「東京電力(株)福島第一原子力
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発電所１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマ

ップ」に基づき、取組が進められている。 

廃炉については、４号機使用済燃料プールからの燃料取り

出しが 2014 年 12 月に完了した（2014 年 12 月 22 日に燃

料 1,533 体全てを共用プールへ移送完了）。１号機につい

ては、2014 年 10 月から 12 月にかけて建屋カバーの屋根

パネルを一時取り外し、内部調査を実施した。さらに、2015

年２月から宇宙線ミュオンを利用した原子炉内部の燃料

デブリの状況測定が開始された。また、国内外の叡智を結

集するため、2014 年６月には、燃料デブリの取り出し工

法や燃料デブリの切削技術等の検討について国際公募を

実施し、同年 10月には計 11事業を採択した。さらに、廃

炉に関する技術基盤を確立するための拠点整備も進めて

おり、遠隔操作機器・装置の開発・実証施設（モックアッ

プ施設）については、2013 年５月に楢葉南工業団地への

立地が決定し、「楢葉遠隔技術開発センター」として 2014

年９月から建設工事に着工した。 

汚染水対策については、2013 年９月に原子力災害対策本

部で策定された「東京電力(株)福島第一原子力発電所にお

ける汚染水問題に関する基本方針」における汚染水問題の

根本的な解決に向けた３つの基本方針、１.汚染源を「取

り除く」、２.汚染源に水を「近づけない」、３.汚染水を「漏

らさない」、という方針の下、対策を講じることとしてい

る。１.汚染源を「取り除く」対策として、多核種除去設

備（ＡＬＰＳ）による高濃度汚染水の浄化の加速化、国費

を活用した、より高性能な多核種除去設備の開発などを進

め、2014年 10月より高濃度汚染水の浄化を開始した。ま

た、２.汚染源に水を「近づけない」対策としては、汚染

前の地下水を海に放出する地下水バイパスの稼働（2014

年５月）や、建屋周辺の井戸（サブドレン）からの地下水

のくみ上げ、国費による凍土方式の陸側遮水壁の構築など

の対策を進めた。３.汚染水を「漏らさない」対策として

は、タービン建屋東側の海側における水ガラスによる地盤

改良や、海側遮水壁の設置、タンクからの漏えいリスクを

減らすため、ボルト締め型タンクのリプレースや、溶接型

タンクの設置などを進めた。 

また、2015 年２月には、Ｋ排水路から比較的低濃度の放

射性物質を含む水が外洋に流出していたことを受けて、国

も主体的に関与しながら、東京電力福島第一原子力発電所

の敷地境界外に影響を与えるリスクの総点検を実施し、

2015年４月 28日に点検結果が公表された。 

 2015 年１月には、福島第一原発において人身災害（死

亡事故）が発生した。これを受けて、経済産業省から東京

電力に対して徹底した原因究明と対策の取りまとめを指

示。東京電力は約２週間にわたり作業を中断し、安全点検

を実施した。 

 作業環境の改善に向けた線量低減対策として、除染の加

速化による全面マスク省略エリアの拡大やガレキ撤去に

よる作業性の向上が行われた。また、厚生施設等の改善と

して、事務所棟の拡充や大型休憩所、給食センターを設置

し、作業員の労務費割増分についての増額措置などが行わ

れた。 

 2015 年２月には、第３回ＩＡＥＡ廃炉レビューミッシ

ョンが実施され、調査団から経済産業省に対し、概要報告

書が手交された。今回のレビューでは保管されている汚染

水について、より持続可能な解決策が必要であり、トリチ

ウムを含む水について、ステークホルダーとよく協議すべ

きとの助言を受けるとともに、東京電力福島第一原子力発

電所の状況は、４号機からの燃料取り出しが完了するなど、

多くの重要なタスクが完了しており、大きく改善している

との評価を受けた。 

 

（３）原子力損害賠償・廃炉等支援機構 

 2011年８月 10日に原子力損害賠償支援機構法及び関連

する政省令が公布・施行され、原子力事業に係る巨額の損

害賠償が生じる可能性を踏まえ、原子力事業者による相互

扶助の考えに基づき、将来にわたって原子力損害賠償の支

払等に対応できる支援組織を中心とした仕組みを構築す

るため、同年９月 12 日に原子力損害賠償支援機構が設立

された。原子力損害賠償支援機構は、原子力事業者に対し

原子力損害賠償支援機構法に基づく特別資金援助を行う

場合には、原子力事業者とともに「特別事業計画」を作成

し、主務大臣の認定を受けることとなっている。政府は、

東京電力による迅速かつ適切な賠償の実施を確保するた

め、2011年 11月４日に、原子力損害賠償支援機構と東京

電力で作成した「緊急特別事業計画」の認定を、2012 年

２月 13 日に「緊急特別事業計画」の一部変更の認定を行

った。 
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 また、同年５月には、迅速な賠償の実施のみならず、着

実な廃炉の推進、電力の安定供給の確保、経営合理化策な

ど、事業運営全体にわたる経営計画を総合的に盛り込んだ、

「総合特別事業計画」の認定を行った。当該計画において

は、機構は東京電力に対し、損害賠償の履行に充てるため

の資金として、２兆 4,262 億 7,100 万円を 2013 年度まで

に交付することとし、東京電力はあらゆる手段を総動員し、

「賠償・廃炉・電力の安定供給」の責任を果たすこととさ

れた。その後、新たな賠償基準の策定等により、要賠償額

の見通しが増加したため、政府は、2013 年２月４日及び

６月 25日に、「総合特別事業計画」の一部変更認定を行っ

た。 

 2013年 12月には、国と東京電力の役割分担が明確化さ

れた「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」が原子

力災害対策本部決定・閣議決定され、これを受けて、政府

は、2014 年１月に、認定特別事業計画の変更認定（「新・

総合特別事業計画」の認定）を行った。当該計画において、

東電は、「責任と競争」の両立を基本に、東京電力グルー

プ全体として賠償、廃炉、福島復興等の責務を全うしてい

くとともに、電力の安定供給を貫徹しつつ、電力システム

改革を先取りした新たなエネルギーサービスの提供と企

業価値向上に取り組むこととしている。当該計画において

は、機構は東京電力に対し、損害賠償の履行に充てるため

の資金として、４兆 7,888 億 4,400 万円を 2014 年度ま

でに交付することとした。同年８月８日には、住居確保損

害の具体的な基準の策定、避難指示解除時期の延長、風評

被害の継続等を受けて、要賠償額の見通しが約 5.3兆円へ

と約 5,000億円増額したことを踏まえ、認定特別事業計画

の変更認定（「新・総合特別事業計画」の一部変更認定）

を行った。当該計画においては、機構は東京電力に対し、

損害賠償の履行に充てるための資金として、5兆 3,014億

3,900万円を 2015年度までに交付することとした。 

 また、国が前面に立って、より着実に廃炉・汚染水対策

を進められるよう、原子力損害賠償支援機の業務に事故炉

の廃炉関係業務等を追加すべく、「原子力損害賠償・廃炉

等支援機構」に改組する法案を 2014年２月に閣議決定し、

同年 5 月に成立した。同年８月 18 日には、原子力損害賠

償支援機構が原子力損害賠償・廃炉等支援機構に改組され

た。 

 

（４）原子力損害賠償の実績 

東京電力は、原子力損害賠償紛争審査会による中間指針

等を踏まえ、精神的損害賠償、財物賠償、営業損害に係る

賠償などを実施しており、2015年３月 27日時点で、約４

兆 7868億円の支払いが行われている。 

また、東京電力における原子力損害に係る賠償の基準につ

いては、順次策定が行われており、生活の再建のため新た

な賠償として、東京電力は 2014年４月 14日より、移住を

余儀なくされた方への一括の精神的損害賠償の受付を開

始したほか、同年７月 23 には住居確保に係る損害賠償の

受付を開始した。また、同年９月 18 日には、宅地・田畑

以外の土地及び立木の賠償、2015年２月 25日には家財個

別賠償の受付を開始した。 

 

（５）石油・ＬＰＧ 

 東日本大震災の経験を踏まえて 2012 年に改正・施行し

た石油の備蓄の確保等に関する法律（以下、備蓄法）に基

づき、石油製品の形態（ガソリン・灯油・軽油・Ａ重油）

での国家備蓄の増強に取り組み、2014 年度には全国需要

の４日分に相当する国家製品備蓄の蔵置を完了した。また、

大規模災害発生時に石油精製元売会社が連携して石油供

給を行うために事前に「災害時石油供給連携計画」（連携

計画）を策定し、その実効性を確保すべく、連携計画に基

づく訓練を、2013 年６月に資源エネルギー庁、内閣府、

和歌山県と石油業界が連携して実施した。2014 年には、

６月の自衛隊統合防災演習(26ＪＸＲ)に資源エネルギー

庁と石油業界が参加をし、７月に資源エネルギー庁、内閣

府、静岡県と石油業界が机上訓練を実施したほか、11 月

には「津波防災の日」関連の取り組みとして、資源エネル

ギー庁と石油業界が訓練を実施した。 

 また、備蓄法に基づき、災害時に警察や消防等の緊急車

両への優先給油等の役割を担い、自家発電機、大容量の地

下タンク等を備えた中核ＳＳを 2013 年度までに全国で約

1,600か所指定。2014年度には、中核ＳＳにおける災害対

応能力強化を図るため、全都道府県における中核ＳＳにお

いて、緊急時対応研修・訓練等を実施するとともに、各地

域において一定の燃料を備蓄するため、国が自治体と連携

し、燃料購入費及び管理費に対する支援を自治体と連携し

24の自治体で、一定の燃料の備蓄を 24の自治体で実施し

た。 
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災害時に必要な燃料を確保するため、中核ＳＳにおける石

油製品備蓄の強化を実施した。 

さらに、災害時に備え、中核ＳＳ等の従業員に対する検収

と訓練を全都道府県で実施した。 

 ＬＰガスにおいても災害時の拠点となるＬＰガス中核

充填所を全国に 344か所整備しており、するとともに、備

蓄法に基づき策定された各地域のＬＰガス中核充填てん

所を中心とした「災害時石油ガス供給連携計画」（石油ガ

ス連携計画）を策定し、各地域において石油ガス連携計画

に基づく訓練を実施した。 

 

２．エネルギーをめぐる現状 

２．１．世界のエネルギー需給の動向  

（１）世界のエネルギー需要の動向 

（ア）ＩＥＡ（世界エネルギー機関）によれば、世界のエ

ネルギー需要は、アジアを中心とする発展途上地域におけ

るエネルギー需要の急速な伸びにより、2040 年には 2012

年比で 1.4倍に増加する見込みである。 

（イ）特に、経済成長の著しい非ＯＥＣＤ加盟国は、世界

のエネルギー消費量の大きな増加要因となっている。 

（ウ）そのうち、中国のエネルギー需要は、2040 年には

2012 年対比で 1.4 倍、インドは 2.2 倍に増加する見通し

で、両国を含む非ＯＥＣＤ加盟国全体では 1.6倍にエネル

ギー需要が拡大することが見込まれている。 

(参照図：世界のエネルギー需給の見通し) 

 

（２）世界のエネルギー消費の動向 

（ア）2012 年現在の世界のエネルギー消費は、石油が

31.4％、石炭が 29.0％、天然ガスが 21.3％となっており、

化石燃料が全体の約 81.7％を占めている現状にある。 

また、1971年から 2012年にかけて、消費の伸び率が最

も大きかったのは原子力(年平均 7.9％)と新エネルギー

（同 8.9％）である。 

（イ）しかしながら、2012 年時点のシェアはそれぞれ

4.8％及び 1.1％と、エネルギー消費全体に占める比率

は大きくなかった。 

（参照図：世界のエネルギー消費の推移（エネルギー

源別、一次エネルギー）） 

 

 

 

（３）我が国のエネルギー需要の動向 

（ア）経済活動にとって必要不可欠なエネルギー消費は、

1960年代の高度経済成長と連動して大きく増加した。 

（イ）1970年代～1980年代前半においては、1970年代に

起きた２度のオイルショックを経て、産業部門を中心とす

る国民各層の省エネ努力等により省エネと経済成長を同

時達成した。 

（ウ）部門別に見ると、オイルショック以降産業部門がほ

ぼ横ばいで推移している一方、民生（家庭、業務）・運輸

部門は増加している。その結果、1973年から 2013年まで

の伸びは、産業部門が 0.9 倍、民生（家庭）部門が 2.0

倍、民生（業務）部門が 2.5倍、運輸部門が 1.8倍となっ

ている。 

（参照図：最終エネルギー消費と実質ＧＤＰの推移） 

 

２．２．我が国のエネルギー供給の動向 

（ア）我が国のエネルギー供給は、国内炭が 1960 年代以

降に競争力を失う中、これを石油が代替し、オイルショッ

ク前には一次エネルギー供給の大宗を占めてきた。例えば、

1973 年度には一次エネルギー供給の 75.5％を石油に頼っ

ている状態であった。 

（出所）ＩＥＡ, World Energy Outlook 2014をもとに作成 

（注）ｔｏｅは tonne of oil equivalentの略であり原油換算トンを示す。 

（出所）ＩＥＡ, Energy Balance 2014をもとに作成 
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その後、1970 年代の２度にわたるオイルショックを経

て、原油価格高騰と石油供給途絶の脅威を経験した我が国

は、省エネルギーを推進するとともに、エネルギー供給を

安定させるため、1980 年に制定された石油代替エネルギ

ーの開発及び導入の促進に関する法律（石油代替エネルギ

ー法）に基づき、海外炭、天然ガス、原子力等石油代替エ

ネルギーの導入を促進した。この結果、石油への依存度は

５割以下に大きく低下した（一次エネルギー供給に占める

石油の割合：75.5％（1973年度）→42.7％（2013年度））。 

（イ）しかし、天然ガス（24.2％）・石炭（25.1％）の割

合も高くなっており、化石燃料全体の一次エネルギー国内

供給に占める割合は 92.1％（2013 年度）と極めて高い水

準となっている。したがって、非化石エネルギー（太陽光

等の再生可能エネルギー等）の更なる導入拡大や、化石燃

料の有効利用など、エネルギー供給構造の高度化を図る必

要がある。 

 (参照図：日本の一次エネルギー国内供給の推移) 
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 最終エネルギー消費と実質ＧＤＰの推移 

 
 

日本の一次エネルギー国内供給の推移
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【出典】総合エネルギー統計、国民経済計算年報、ＥＤＭＣエネルギー・経済統計 

【出典】総合エネルギー統計 

（注１)総合エネルギー統計では、1990 年度以降、数値について算出方法が変更されている 

（注２）新エネルギー・地熱等とは、太陽光、風力、バイオマス、地熱などのこと 
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３．多国間枠組み等を通じた資源国等との関係強化 

３．１．Ｇ７エネルギー大臣会合  

2014 年５月にイタリア・ローマでＧ７エネルギー大臣

会合が開催され、茂木経済産業大臣が出席した。 

 同会合では、エネルギーの政治的利用へのけん制、エネ

ルギー安全保障の確保、ウクライナ支援等が共同声明に盛

り込まれた。 

我が国主張との関係では、以下の点が主要ポイントであ

る。１.「仕向け地条項」の緩和を含む天然ガス市場の柔

軟化を促していくことの重要性が共同声明で確認された

（Ｇ７のレベルで「仕向け地条項」の緩和が合意されたの

は初）。２.エネルギー構成の多様性に関し、化石燃料が引

き続き重要な要素であることに加え、ベースロード電源と

しての原子力などの低炭素技術の利用を促進することが

確認された。３.ウクライナ支援について、エネルギー効

率の向上に向け、各国が様々な形での支援を実施すること

で一致し、我が国は、産炭国であるウクライナの要請に応

え、老朽化した石炭火力の効率改善に向け協力していくこ

ととなった。 

 同会合において合意した原則やアクションを各国協力

のもと着実に実施し、またＧ７以外の国や地域とも連携し、

エネルギー安全保障の強化に向けた協力や議論を世界大

で進めていくことを確認した。 

 

３．２．クリーンエネルギー大臣会合  

 クリーンエネルギー大臣会合(ＣＥＭ)は、世界の主要

23 か国及び地域から構成される、クリーンエネルギーの

普及促進を目的とした唯一の国際会合である。2014 年度

も５月に第五回会合が韓国・ソウルで開催され、我が国か

らは、田中経済産業大臣政務官が出席した。 

 再生可能エネルギー普及のセッションでは、日本の新し

いエネルギー計画を説明し、我が国として再生可能エネル

ギー導入を最大限加速していくことを表明した。 

 省エネルギーのセッションでは、我が国がリードする産

業別エネルギー効率向上イニシアチブにおける成果をア

ピールするとともに、産業界での省エネルギーの重要性、

特に石炭火力発電の効率改善の重要性を訴えた。 

 また、民間企業を交えたハイレベル官民ラウンドテーブ

ルでは、日本が誇る大型蓄電池技術と世界に先駆ける実証

の取組を、同席した蓄電池メーカーと共にアピールした。 

 加えて、我が国としてクリーンエネルギー大臣会合に更

に貢献すべく、新たに女性のクリーンエネルギー研究開発

分野への進出促進の為の女性イニシアチブと、クリーンエ

ネルギー由来の電灯等を普及させることにより、アフリカ

等最貧国における電化率向上を目指す Global ＬＥＡＰ

イニシアチブに参加することを表明し、各国の賛同が得ら

れた。 

 

３．３．茂木大臣ウクライナ出張  

2014 年５月のＧ７エネルギー大臣会合及び６月のＧ７

サミットにて、ウクライナに対してエネルギー効率の向上

を含め、各国が様々な形での支援を実施することで一致し

たことを受けて、2014 年 8 月、茂木経済産業大臣がウク

ライナを訪問した。訪問中、プローダン 前エネルギー・

石炭産業大臣と会談を行い、国際エネルギー情勢やウクラ

イナのエネルギー安全保障の確保に向けた二国間の協力

について議論を行った。 

 会談後、エネルギー協力に関する共同声明を発出し、日

本としてウクライナの老朽化した石炭火力発電の効率向

上やエネルギー政策のマスタープランづくりなど、幅広い

協力を進めていくことを確認した。 

 

３．４ ＡＰＥＣエネルギー大臣会合 

第 11 回ＡＰＥＣエネルギー大臣会合（ＥＭＭ11）が、

2014 年９月、中華人民共和国北京市において開催され、

赤羽経済産業副大臣（当時）が出席した。世界におけるエ

ネルギー源が多様化する一方、ＡＰＥＣ地域におけるエネ

ルギー需要の増大等を背景に、ＡＰＥＣ地域における持続

可能なエネルギー開発に向けた協力等について議論を行

った。 

我が国からは、１.石油ガスの供給途絶への適切な対応

を含めた「ＡＰＥＣ石油ガス・セキュリティ・エクササイ

ズ」や、２.シェール革命等エネルギー情勢の変化が産業

競争力に与える影響に関する政策研究への着手を新たに

提案し、宣言文に明記された。また、３.我が国が主導す

る「ＡＰＥＣ低炭素モデル都市プロジェクト」の成果が評

価され、引き続き推進することで合意した。さらに、４.

ＬＮＧ貿易の円滑化や省エネルギーの促進、高効率石炭火

力発電及び原子力等クリーンエネルギーの利用の重要性

が共有され、宣言文に盛り込まれた。 
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今回の合意は、閣僚声明（北京宣言）としてとりまと

められた。 

 

３．５．ＡＳＥＡＮ＋３/ＥＡＳエネルギー大臣会合  

2014 年９月、ラオス・ビエンチャンにおいてＡＳＥＡ

Ｎ＋３エネルギー大臣会合及びＥＡＳエネルギー大臣会

合が開催され、山際経済産業副大臣が両会合でそれぞれ副

議長、共同議長を務めた。 

ＡＳＥＡＮ＋３エネルギー大臣会合では、高効率石炭火

力を含むクリーンコール技術の導入推進に向け、先進国や

多国間開発銀行による技術移転や公的金融支援継続の必

要性が認識された。また、天然ガス需要の増加に対し、競

争的な価格や仕向地条項の緩和を含む柔軟な天然ガス市

場の推進についての重要性が確認された。さらに、我が国

が実施する石油備蓄の推進、原子力及び省エネルギー分野

の人材育成の成果が歓迎され、引き続き協力活動を推進し

ていくことが合意された。 

ＥＡＳエネルギー大臣会合では、我が国が主導する省エ

ネルギー作業部会における、省エネルギー目標と行動計画

の策定やエネルギー管理の高度化による省エネルギーの

推進などの活動が歓迎された。また、関心国におけるベー

スロード電源としての原子力発電の重要性が共有される

とともに、高効率石炭火力を含むクリーンコール技術の適

用や普及の継続の必要性が認識された。さらに、ＥＲＩＡ

による調査研究の成果が歓迎されるとともに、石油備蓄に

関する新たな調査研究の開始が合意された。 

 

３．６．ＬＮＧ産消会議 2014  

2014年 11月、経済産業省及びアジア太平洋エネルギー

研究センター（ＡＰＥＲＣ）の主催で、ＬＮＧの生産国・

消費国双方の官民が集う国際会議であるＬＮＧ産消会議

を開催した。閣僚級を含め、世界約 50 か国・地域・国際

機関から 1000 人以上が出席し、我が国からは宮沢経済産

業大臣が出席した。米国からアジアへのＬＮＧの輸出を含

め、今後、ＬＮＧ供給プロジェクトが続々と立ち上がるだ

ろうという見通しが共有された。また、多くの登壇者より、

仕向地条項の緩和など、ＬＮＧ市場が次第に柔軟化してい

る点が指摘された。 

 

３．７．高木副大臣ＵＡＥ訪問  

2014 年 11 月、高木経済産業副大臣はＵＡＥを訪問し、

30 周年を迎えたアブダビ国際石油展示会・会議（ＡＤＩ

ＰＥＣ）に出席するとともに、アブダビ政府要人と会談を

行った。 

ハッザア・アブダビ執行評議会副議長、スウェイディＡ

ＤＮＯＣ総裁に日本企業の石油権益の獲得延長を働きか

けたほか、ハーミド・アブダビ皇太子府長官とも会談を行

い、日本経済や投資、エネルギー情勢等に関する意見交換

を行った。また、スウェイディ総裁との間では、ムハンマ

ド・アブダビ皇太子の提案で始まった共同石油備蓄プロジ

ェクトを継続・拡充する覚書を締結した。 

 

３．８．宮沢大臣ＵＡＥ訪問  

2015 年 1 月、宮沢経済産業大臣は、国際再生エネルギ

ー機関（ＩＲＥＮＡ）第５回総会に出席するために、ＵＡ

Ｅを訪問した。ＩＲＥＮＡ総会では、宮沢経済産業大臣が

議長を務め、議事進行したほか、同総会を通じて、日本が

先進技術を持つ再生可能エネルギー分野において世界に

貢献していく姿勢を示した。 

また、アブダビ・ハーミド皇太子府長官（王族）、マズ

ルーイ・ＵＡＥエネルギー大臣、スウェイディＡＤＮＯＣ

総裁等の我が国のエネルギー安全保障において重要なＵ

ＥＡの政府要人と会談し、日本企業の石油権益の獲得延長

の働きかけを行うとともに、石油や原子力等のエネルギー

分野を基礎としつつ、教育、医療、産業、金融等の幅広い

分野における協力を進めることで一致した。その他、マレ

ーシア、カザフスタン等の要人と会談を行った。 

 

３．９．岩井政務官ウクライナ出張  

 2014 年８月の茂木・元経済産業大臣とプローダン・前

エネルギー石炭産業大臣間の合意に基づき、2015 年２月

に開催された、エネルギー・セキュリティーセミナーにお

いて、岩井大臣政務官はズーコフ・前エネルギー石炭産業

第一副大臣及び角・在ウクライナ全権特命大使と共に、基

調講演を行い、2014 年６月のＧ７サミットにおいて、各

国がウクライナ向けのエネルギー支援を実施することで

合意したことを踏まえ、日本として進めてきた、エネルギ

ー政策のマスタープラン策定と、石炭火力発電の効率改善

の協力の成果を共有するとともに、ウクライナのエネルギ

ー安全保障強化のために今後も継続してエネルギー支援
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に取り組むことを表明した。訪問中、ズーコフ・前エネル

ギー石炭産業第一副大臣とも会談を行い、日本がウクライ

ナ向けに実施している協力が着実に進展していることを

確認するとともに、ウクライナのエネルギー安全保障強化

に向けた方策について意見交換を行った。また、日本がウ

クライナの平和と安定の実現に向け、支援を継続していく

ことを改めて表明した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



425 

省エネルギー政策 

１．産業部門における対策 

産業部門の最終エネルギー消費量は、オイルショック以

降の省エネルギー設備や技術の積極的導入によって、オイ

ルショック当時から２割近く減少しているが、依然として

全体の４割以上を占めていることから、今後も一層の省エ

ネルギー努力が必要である。 

 

(１) エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ

法） 

1979 年、石油危機を契機に制定され、数度にわたり改

正されてきた省エネ法は、一定規模以上のエネルギーを使

用している事業者に対し、エネルギー管理業務を求め、産

業部門における省エネルギーを強力に後押ししてきた。  

直近の改正である 2013 年改正では、供給体制の強化に万

全を期した上で、需要サイドにおいて持続可能な省エネル

ギーを進めていく観点から、電気の需要の平準化の推進と、

トップランナー制度の建築材料等への拡大（詳細は２．（２）

参照）を行った。 

電気の需要の平準化の推進については、需要家が、従来

の省エネルギー対策に加え、蓄電池やエネルギー管理シス

テムの活用等により、電力需要ピーク時の系統電力の使用

を低減する取組を行った場合に、これをプラス評価できる

よう、法体系の変更を実施しており、2014 年４月１日を

もって施行された。 

 

(２)工場・事業場に係る省エネルギー対策の強化 

省エネ法では、エネルギー多消費産業である鉄鋼業、セ

メント製造業、電力供給業等を営む事業者ごとに、事業者

の省エネルギーの状況を比較できる指標（ベンチマーク指

標）を定め、中長期的に達成すべき水準を目標として設定

するセクター別ベンチマークを導入している。 

 

(３)産業部門における省エネルギー投資の一層の促進 

産業部門に対する支援策として、各種補助や、税制にお

ける優遇措置等を実施した。 

具体的には、工場等において、省エネルギー効果又は電

力ピーク対策効果が高く、技術の先端性があって、費用対

効果が優れた設備・技術の導入を促進するため、これらを

導入する事業者に対して費用の一部(１/３以内)を補助す

る支援を行った。また、設備・技術の導入のみならず、エ

ネルギー管理支援サービス事業者を活用してより一層の

省エネルギー又は電力ピーク対策を行う事業者に対して

は、費用の一部（１/２以内）を補助する支援を行った。 

また、省エネに関する技術と資金が十分でない中堅・中

小企業に対し、省エネ・節電技術の導入可能性に関する診

断事業等を実施するとともに、診断事例等を広く情報提供

した。 

さらに、特定の省エネルギー設備等を取得し導入する事

業者等に対して、その取得価額の 30％の特別償却（中小

企業者等は、取得価額の７％の税額控除との選択が可能）

を認める税制措置（グリーン投資減税）を実施した。 

 

(４)産業部門を中心とした省エネルギー技術開発の推進 

省エネルギー技術の基盤研究から実用化開発、実証研究

まで、民間団体等から幅広く公募を行い、需要側の課題を

克服する技術開発を効率的に行う技術開発スキームとし

て、戦略的省エネルギー技術革新プログラムを実施した。

2014 年度は、「省エネルギー技術戦略 2011」に掲げる重

要技術を軸に、インキュベーション研究 11 件、実用化研

究 32件、実証研究７件の計 50テーマを新規採択した。 

 

２．民生部門における対策 

我が国の最終エネルギー消費量において全体の３割以

上を占める民生部門のエネルギー消費は、業務部門と家庭

部門に分けられ、いずれもオイルショック以降増加傾向に

ある。 

こうしたエネルギー需要の主たる要因としては、業務部

門では、産業構造の変化等によるオフィスビルや商業施設

等の延床面積の増加に伴う空調・照明需要等の増加、業務

の電子化・自動化の進展に伴う電子機器導入の増加などが

考えられる。 

また、家庭部門では、機器の効率化が進む一方で、世帯

数の増加、機器の大型化・多様化、より快適な生活を求め 

る国民のニーズ等を背景とした機器保有台数の増加や使

用時間の変化等がエネルギー需要増加の要因であると考

えられる。 

こうした状況に対して、機器の高効率化をより一層進め

るとともに、住宅や建築物の省エネ性能向上も重要となっ

てきている。特に、家庭のエネルギー消費量の１/４程度
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を占める空調の利用の減少に資する、住宅・建築物の外皮

（壁・窓等）の高断熱化が重要といえる。 

 

(１)トップランナー基準 

省エネ法に基づき、自動車や家電製品といったエネルギ

ー消費機器等のうち省エネ法で指定する特定エネルギー

消費機器等の製造事業者及び輸入事業者に対し、当該機器

等ごとに定めた目標年度以降に現在商品化されている製

品のうち最も優れているものの性能を勘案して定めた省

エネルギー基準（トップランナー基準）の遵守を義務付け

ることにより、特定エネルギー消費機器等の効率改善を促

した結果、多くの機器において、基準策定当初の見込みを

上回る効率改善が達成された。 

 

(２)トップランナー制度の対象追加 

2013 年の省エネ法改正により、自らはエネルギーを消

費しないものの、住宅・建築物の省エネルギー性能の底上

げを図るため、他の建築物や機器等のエネルギーの消費効

率の向上に資する建築材料等を新たにトップランナー制

度の対象に追加した。今年度の具体的な対象製品としては、

2014年 11月に窓(サッシ及び複層ガラス)を新たに指定し

た。 

 

(３)省エネ効果の高い設備・機器に関する情報提供 

（ア）省エネ製品等に関する情報提供 

 家電製品やＯＡ機器等について、消費者が省エネルギー

機器を選択しやすくすることにより省エネルギー機器の

普及を図ること及び機器の製造事業者等に対して一層の

効率改善努力を促すことを目的として、ロゴマークを用い

た情報提供方法である省エネラベリング制度及び国際エ

ネルギースタープログラム制度の普及啓発を行っている。 

（イ）スマートライフジャパン推進フォーラム 

創エネ・蓄エネ機器等を組み合わせるなかで、エネルギ

ーを無理なく、効率的に、上手に利用する「スマートライ

フ」の実現を目的に 2013 年に設立された「スマートライ

フジャパン推進フォーラム」と連携し、家庭におけるエネ

ルギーの削減を進めるため、展示会への出展や各種イベン

トへの参加等による普及啓発を行った。 

 

(４)省エネ型住宅・建築物の普及促進に向けた取組 

（ア）予算・税制上の支援措置 

省エネ型住宅・建築物普及促進を推進するべく、省エネ

効果が高い特定の設備等を導入した場合に、補助や税制上

の支援措置を実施した。 

具体的には、ＺＥＢ/ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギ

ー・ビル／ハウス）に資する高性能設備機器等の導入や既

築住宅への高性能建材の導入に対し、補助を実施した。 

また、税制措置としては、既存住宅において一定の省エ

ネ改修(高断熱窓への取替え等)を行った場合で、当該改修

に要した費用が一定額以上のものについて、所得税の控除

及び当該住宅に係る固定資産税の特例措置を講じるとと

もに、既述のグリーン投資減税等を実施した。 

（イ）住宅・建築物における省エネ基準適合義務化 

社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギー

の消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エ

ネを一層進めるため、建築物のエネルギー消費性能の向上

を図り、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消

費性能基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上

計画の認定制度の創設等の措置を講じる「建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関する法律案」を国土交通省ととも

に第 189回通常国会に提出した。 

 

３．運輸部門における対策 

運輸部門の最終エネルギー消費量は、オイルショック

時に比べ大幅に増加しており、特に自家用自動車の伸びが

著しく、1990 年代の運輸部門におけるエネルギー需要の

増加要因の約９割を占めている。このため運輸部門では、

これまで自家用自動車に重点を置いた省エネルギー対策

を講じてきたが、1990 年代後半以降の運輸部門における

最終エネルギー消費量の高止まりに対応すべく、2005 年

に省エネ法を改正し、一定規模以上の輸送事業者及び荷主

に対する義務を課すこととした。また、輸送事業者・荷主

の省エネ対策を推進するため、2013 年度に引き続き、ト

ラック運送事業者のエコドライブ促進による省エネ化実

証事業や革新的な省エネ型海上輸送システム実証事業な

どを行う者に対し、補助を実施した。 

また、自動車燃費基準については、省エネ法に基づくト

ップランナー制度が導入された 1999年には 2010年度燃費

基準を、2007年には 2015年度燃費基準を、2013年２月に

は 2020 年度基準を策定するなど、順次見直しを実施して



427 

いる。 

 

４．部門横断的な対策 

４．１．省エネルギーに関する情報提供 

省エネルギーの推進主体となる国民各層に対し、新聞・

ポスター等のメディア広報、展示会を実施し、省エネルギ

ーに関する理解と協力を求めた。 

 

４．２．公的部門における率先実行 

「グリーン購入法」等を活用しつつ、政府及び地方公共

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

により、国民への省エネ意識と初期需要の喚起に貢献した。 

 

新エネルギー政策 

１．再生可能エネルギーの固定価格買取制度の着実かつ安

定的な運用 

再生可能エネルギーには大きな可能性があるものの、コ

ストが高い等の理由により普及が十分に進んでいない。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。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、2014 年度

においては、986.0万 ｋＷ の設備が運転を開始した。 

2015 年度の新規参入者に適用される調達価格等につい

ては、2015 年１月 15日から調達価格等算定委員会（以

下、「委員会」）において議論が開始され、委員会は、「平

成 27 年度調達価格及び調達期間に関する意見」を同年

２月 24 日にとりまとめた。この意見を尊重する形で、

同年３月 31日に、2015年度の調達価格等が告示された。 

 

２．再生可能エネルギーの導入加速～中長期的な自立化を

目指して～ 

再生可能エネルギーについては、導入を最大限加速する

ため、系統強化、規制の合理化、低コスト化等の研究開発

などを着実に進めた。 

(１)系統強化・安定化に向けた取組 

（主要な取り組み） 

１．風力発電のための送電網整備実証事業費補助金 

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った。 

２．大型蓄電システム緊急実証事業費補助金 

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った。 

３．再生可能エネルギー余剰電力対策技術高度化事業 

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、2020年までに揚水発電と同水準の設置コ

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った。 

（その他の取組） 

・革新型蓄電池先端科学基礎研究事業 

・リチウムイオン電池応用・実用化先端技術開発 

・新エネルギー系統対策蓄電池システム技術開発 

 

(２)規制・制度の見直し・緩和 

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 

議決定した。 

（主要な規制・制度の見直し・緩和の内容） 

○太陽光発電 

・太陽電池発電設備等に係る電気主任技術者の外部委託

承認範囲の拡大 

・電気主任技術者制度における兼任要件の緩和 

・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 

○風力発電 

・環境影響評価の手続迅速化 

○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 

○小水力発電 

・小規模ダム水路主任技術者選任の柔軟な検討 

・小水力発電を運営する組織の親子関係の明確化 

○環境アセスメント 

・風力・地熱発電に係る環境影響評価の国による審査期



428 

間の短縮目標の設定 

・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 

 

(３)低コスト化・高効率化等に向けた技術開発・実証事業 

（主要な取組） 

○太陽光発電の技術開発・実証段階の取組 

・革新型太陽電池研究開発事業 

・太陽光発電システム次世代高性能技術の開発 

・太陽光発電多用途化実証事業 

・太陽光発電システム維持管理及びリサイクル技術開発 

・戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発 

○風力発電の技術開発・実証段階の取組 

・洋上風力発電等技術研究開発 

・風力発電高度実用化研究開発事業 

・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 

・洋上風力発電実証事業 

・浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業 

・浮体式洋上風力発電施設の安全性に関する研究開発 

・環境アセスメント踏査早期実施実証事業 

○地熱発電の技術開発の取組 

・地熱発電技術研究開発事業 

○バイオマスエネルギーの利用 

・戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事業 

・バイオ燃料製造の有用要素技術開発事業 

・セルロース系エタノール生産システム総合開発事業 

・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 

・バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業 

 

新たなエネルギーシステムの実現 

１．水素社会の実現 

(１)概略 

 水素は、無尽蔵に存在する水や多様な一次エネルギー源

から様々な方法で製造することができるエネルギー源で、

気体、液体、固体（合金に吸蔵）というあらゆる形態で貯

蔵・輸送が可能であり、利用方法次第では高いエネルギー

効率、低い環境負荷、非常時対応等の効果が期待され、将

来の二次エネルギーの中心的役割を担うことが期待され

る。 

 我が国においては、1981 年のムーンライト計画以降、

現在に至るまで燃料電池の開発・実証が継続的に実施され

ており、2009 年には世界に先駆けて家庭用燃料電池が市

場投入されるに至った。また、1990 年代以降、国内自動

車メーカーが燃料電池自動車（ＦＣＶ）の開発に着手、2000

年代初頭には実証用車両が政府にも納入されるとともに、

燃料電池自動車や燃料供給インフラとなる水素ステーシ

ョンの実証も開始され、2014 年には一般ユーザー向けに

ＦＣＶの販売が始まるなど着実に普及に向けた取り組み

が進められている。 

 

(２)2014年度における取組 

 2013年 12月に、経済産業省に産学官からなる「水素・

燃料電池戦略協議会」（座長：柏木孝夫東京工業大学特命

教授）が設置された。同協議会では、水素社会の実現に向

けた官民のアクションプランについて議論が行われ、2014

年６月には「水素・燃料電池戦略ロードマップ」が策定さ

れた。  

 こうした議論を踏まえ、下記の取組を行った。 

 2009 年に市場投入された家庭用燃料電池は「エネファ

ーム」の統一名称で販売がなされ、経済産業省において継

続的な導入支援が実施されてきた。2014年度においても、

経済産業省が 2013 年度補正予算により措置した「民生用

燃料電池（エネファーム）導入支援補助金」により支援を

継続し、2014 年度末には普及台数が 11 万台を超えた(11

万 5千台超)。 

 「日本再興戦略」（2013 年６月閣議決定）において、

2015 年までの市場投入を目指すとされていた燃料電池自

動車（ＦＣＶ）が 2014年 12月に市場投入された。車両購

入時の負担軽減による初期需要の創出と、量産効果による

価格低減を促進し、世界に先駆けて国内の自立的な市場を

確立すべく、クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費

（ＣＥＶ）補助金を 2014 年度予算として 300 億円(内

数)を計上した。  

 また、ＦＣＶの普及のため必須となる水素ステーション

について、先行的に整備を進めるべく、2013 年度に引き

続き、2014 年度も整備支援事業を継続した（2013 年度補

正水素供給設備整備事業費補助金）。この成果として 2014

年８月に兵庫県尼崎に日本初の商用水素ステーションが
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開所するなど、2015年３月末までに 18箇所の水素ステー

ションが開所した。 

 ＦＣＶ及び水素ステーションの自立拡大の早期実現と

関連産業の競争力向上に向けた研究開発（2014 年度水素

利用技術研究開発事業）、固体高分子形及び固体酸化物形

燃料電池の実用化推進に向けた技術開発事業（2014 年度

固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発事業、2014 年

度固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発事業）も引

き続き実施した。これらの事業の中で、2013 年６月に閣

議決定された「規制改革実施計画」において盛り込まれた、

水素ステーションや燃料電池自動車についての規制見直

し事項等の研究・技術開発を実施した。 

 

２．スマートコミュニティの構築 

様々な需要家が参加する一定規模のコミュニティの中

で、再生可能エネルギーやコージェネレーション等の分散

型電源を用いつつ、ＩＴや蓄電池等の技術を活用したエネ

ルギーマネジメントシステムを通じて、エネルギー需給を

総合的に管理し、エネルギーの利活用を最適化するととも

に、高齢者の見守りなど他の生活支援サービスも取り込ん

だ新たな社会システムを構築したものを「スマートコミュ

ニティ」という。スマートコミュニティの導入が進めば、

ディマンドリスポンス等によりエネルギー供給の効率化

が図られる。また、需要に応じて多様なエネルギー源を組

み合わせて供給することによって、コミュニティ内では、

平常時には大幅な省エネルギーを実現するとともに、非常

時にはエネルギーを確保することが可能となり、生活イン

フラを支え、企業等の事業継続性を強化する効果が期待さ

れる。そこで、スマートコミュニティの構築に向けて 2011 

年度から 2014 年度までは、横浜市、豊田市、けいはんな

学研都市（京都府）、北九州市の４地域において、自治体、

住民、企業等の参画のもと、スマートコミュニティに関す

る実証実験を行った(2014年度次世代エネルギー・社会シ

ステム実証事業費補助金)。この実証事業の中では、例え

ば、電力需要ピーク時に料金の値上げすることで、需要の

抑制を促す電気料金型ディマンドリスポンスの実証を行

い、夏季及び冬季に約２割のピークカットが継続的に達成

可能であることを確認した。また、もう一つのディマンド

リスポンスの形態として、電力会社との契約に基づき、ピ

ーク時などに、電力会社からの依頼に応じて節電する場合

に対価を得る、いわゆる「ネガワット取引」に関する実証

を行った。さらに、ネガワット取引の際の具体的な指針と

して「ネガワット取引に関するガイドライン」を 2015 年

３月に策定した。 

 先述の４地域におけるスマートコミュニティに関する

実証の成果を活用し、地域特性に応じたスマートコミュニ

ティの構築実証（2014 年度次世代エネルギー技術実証事

業費補助金）を行った。この事業は、12 地域で実施され

たものであり、なかでも、千葉県柏市の柏の葉スマートシ

ティでは、複数のオフィスや商業施設における街区間電力

融通に係る実証を行った。 

また、地域の状況に根ざしたスマートコミュニティの構

築に向けた事業化可能性調査を実施し、事業計画を策定す

る普及支援事業を行った（2014 年度スマートコミュニテ

ィ構想普及支援事業費補助金）。この事業は、スマートコ

ミュニティの全国各地への普及を目指すものであり、2014

年度は 25地域で実施された。 

加えて、東日本大震災からの復興・再建に向けて、被災

３県（福島、宮城、岩手）の７地域における、地域エネル

ギーマネジメントシステム(ＣＥＭＳ)の導入を中心とし

たスマートコミュニティ導入に関する設備導入支援（2011

年度スマートコミュニティ導入促進等事業費補助金（基金

事業））や、太陽光発電や蓄電池といった分散型エネルギ

ー供給システムからなり、災害時にも防災拠点へ自立的・

安定的にエネルギーを供給することができる「スマートエ

ネルギーシステム」の導入支援（2011 年度スマートエネ

ルギーシステム導入促進事業費補助金(基金事業)）も引き

続き実施した。スマコミ事業では引き続き７件を支援し、

スマエネ事業では、2014 年度までに６件の事業を完了し

た。さらに、電力需給逼迫を緩和するために、123件のコ

ージェネレーションによる分散型電源の導入支援を行っ

た（2013 年度分散型電源導入促進事業費補助金（うちガ

スコージェネレーション推進事業）（基金事業））。 

 東日本大震災以降の再生可能エネルギーの推進の高ま

りを受け、再エネ熱を有機的・一体的に利用する「再エネ

熱利用高度複合システム」を構築するための案件形成調

査・実証に対し 16件の支援を行った（2014年度再生可能

エネルギー熱利用高度複合システム実証事業費補助金）。 
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省エネルギー・新エネルギー分野の国際協力、国際展開 

１．省エネ・新エネ制度構築・人材育成等支援 

エネルギー需要の増大が見込まれる新興国・資源国を主

な対象として、省エネルギー対策や再生可能エネルギー導

入などの制度構築に向け、受入研修・専門家派遣による省

エネ・新エネ人材育成を実施した（2014 年度の実績とし

て省エネ、新エネ、バイオマス人材育成事業の３事業で研

修生 197 人を受入、専門家 78 人を派遣）。また、2014 年

９月のＡＳＥＡＮ＋３エネルギー担当大臣会合の共同声

明に基づき、翌年３月に電力需要が拡大するＡＳＥＡＮ諸

国を対象とした「スマートグリッド、スマートコミュニテ

ィ円卓会議」を日本で開催した。これらの事業を通じ、継

続的に支援を行っているＡＳＥＡＮ諸国において、省エ

ネ・再エネ関連制度が導入されてきている。 

 

２． 省エネ・新エネ技術等の実証・普及支援 

海外において、我が国の有する先進的な省エネルギー、

新エネルギー等の技術・システムの展開を促進するため、

相手国と連携し、当該技術の有効性を実証するための事業

を実施した。1993 年の事業開始から、2014 年度末までで

55 件が終了。引き続き、我が国の有するスマートグリッ

ドやスマートコミュニティ関連技術の国際展開を図るた

め、フランス・リヨンにおけるスマートコミュニティ実証、

インドネシア・スルヤチプタ工業団地における供給電力の

品質安定化（電圧・周波数変動の安定化や瞬間停電対策）

と工場の省エネを組み合わせた実証等を実施している。 

３．省エネ・新エネ技術の国際展開 

我が国の優れた省エネルギー・新エネルギー関連の技

術・製品の海外展開を支援するため、官民合同の協議会で

ある「世界省エネルギー等ビジネス推進協議会」の活動を

支援した。2014 年度にはブラジル、インド、ロシア、ト

ルコ、エチオピア、タンザニア等、９ヵ国へのミッション

派遣、海外での展示会への出展、会員企業の有する技術を

紹介した冊子（国際展開技術集）の編纂等、官民一体とな

って同分野における企業の海外展開を推進した。 

 

４．国際再生可能エネルギー機関（ＩＲＥＮＡ） 

 再生可能エネルギーの国際的な普及・利用促進を目的と

する国際再生可能エネルギー機関（ＩＲＥＮＡ）の活動に

積極的に参加し、加盟国へのキャパシティービルディング

（能力構築）や政策アドバイスの実施、刊行物・ロードマ

ップの作成等、途上国をはじめとする海外諸国の再生可能

エネルギー導入促進を支援した。また、2015 年１月に開

催されたＩＲＥＮＡ第５回総会では、宮沢経済産業大臣と

中山外務副大臣が議長として議事を進行し、日本が再生可

能エネルギー分野において世界に貢献していく姿勢を示

した。 
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石油・天然ガス政策 

１．石油・天然ガス政策の概要 

我が国は、２度のオイルショックの経験を踏まえ、エネ

ルギー・セキュリティー向上の観点から一次エネルギーに

占める石油依存度の低減を図り、1973 年度（第一次オイ

ルショック時）には 75.5％だった我が国の一次エネルギ

ー総供給に占める石油依存度は、2013 年度には 40％台ま

で低下した。 

しかし、依然として石油が我が国の一次エネルギー総供

給の重要な位置を占めていることに変わりはなく、近年重

要性を増してきた天然ガスと併せて、経済性・利便性の観

点から、今後においても主要なエネルギーであることが予

想され、その安定供給の確保は今後ともエネルギー政策上

重要な課題である。 

表：石油依存度の推移 

 石油依存度 

1973年度（第一次オイルショック） 75.5 ％ 

1979年度（第二次オイルショック） 70.1 ％ 

1990年度 55.9 ％ 

1995年度 53.6 ％ 

2000年度 49.1 ％ 

2005年度 46.8 ％ 

2010年度 39.8 ％ 

2012年度 42.7 ％ 

※石油依存度：国内石油供給量／一次エネルギー総供給量

（％） （出典）「総合エネルギー統計」をもとに作成 

また、原油についてはほぼ全量を輸入に依存し、その多

くを地政学リスクの高い中東地域に依存（2014 年度の中

東依存度は 82.7％）している状況。 

表：輸入原油の中東依存度の推移 

 中東依存度 

1973年度（第一次オイルショック） 77.5 ％ 

1979年度（第二次オイルショック） 75.9 ％ 

1985年度 68.8 ％ 

1990年度 71.5 ％ 

2000年度 87.1 ％ 

2010年度 86.6 ％ 

2014年度 82.7 ％ 

（出典）資源・エネルギー統計年報・月報を基に作成 

我が国としては、石油・天然ガスの安定的かつ低廉な供

給確保に向けて、上流分野においては、資源外交の積極的

な展開やＪＯＧＭＥＣを通じたリスクマネー供給等によ

り供給源の多角化に取り組んでいる。また、中流分野にお

いては、石油精製分野や石油・ＬＰガスの備蓄等の政策に

取り組んでおり、これらの取組を総合的かつ戦略的に推進

していくことにより、資源・エネルギー安全保障の実現を

目指している。 

 

２．原油価格の推移 

ＷＴＩ（ウェスト・テキサス・インターミディエント）

原油価格は、2010年に始まった「アラブの春」以降、100

ドル/バレル前後で高止まりしていたが、2014年７月以降、

欧州・中国の景気減速、北米のシェールオイル増産などに

よる国際的な原油需給の緩和、さらには 2014年 11月の石

油輸出国機構（ＯＰＥＣ）総会における生産目標の据え置

きなどを受け、原油価格は値下がりを続け、2015 年１月

には約５年 10 ヶ月ぶりの安値水準となる 40 ドル台/バレ

ルまで下落した。その後は、米国における石油掘削リグ数

の減少などを受け、一旦原油価格は上昇に転じたものの、

その後もシェールオイル増産傾向を背景とした在庫積み

上がりの継続などを受け、2015 年３月では 45～50 ドル/

バレル前後で推移した。 

 安定的かつ合理的な価格で原油を調達するためには、世

界的に十分な供給力が確保されていくことが必要であり、

産油国に対して需要に応じた供給力の確保を働きかけて

いくとともに、我が国としても我が国企業による上流投資

を促進し、世界的な供給力確保に貢献していくことが重要

である。また、近年急速にエネルギー需要が増加している

アジア諸国や中東産油国に対して省エネルギーや再生可

能エネルギーの導入を支援し、世界規模での石油需要の抑

制に取り組んでいくことも重要である。 

 

 

図：ＷＴＩ原油価格の推移 
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３．上流（開発）政策について 

３．１．石油・天然ガス資源開発の推進 

資源外交の積極的な展開やＪＯＧＭＥＣによるリスク

マネー供給等による自主開発の推進や海外のフロンティ

ア地域における地質構造調査の実施、国産エネルギーの確

保・獲得等の総合的な石油・天然ガスの上流開発政策を積

極的に推進している。 

東日本大震災以降、需要が急増しているＬＮＧについ

ては、シェール革命により国内の天然ガスの生産が拡大し

ている米国からの供給の実現が必要。同国からのシェール

ガス・ＬＮＧについては、我が国企業が関与する全てのプ

ロジェクトについて輸出許可が下りており、2016 年以降

我が国への輸出が開始される予定である。 

また、日本周辺海域における石油・天然ガス等の国産資

源は、最も安定的な供給源であることから、国による計画

的な探査等を実施している。我が国周辺海域での石油・天

然ガスの賦存データを計画的に収集することを目的とし

て、2008 年 2 月から経済産業省の公船として導入した三

次元物理探査船「資源」で、2008 年度から探査を計画的

に実施しており、2014 年度も我が国周辺の４海域（西津

軽沖、日高沖、秋田～山形沖、北茨城沖）において探査を

実施した。 

また、将来の国産資源として期待されるメタンハイドレ

ートについては、「海洋基本計画（平成 25年４月閣議決定）」

に基づき、メタンハイドレートの商業化に向けた技術の整

備に取り組んでいる。2014 年度には、日米の間でアラス

カにおける砂層型メタンハイドレート共同研究の共同文

書に署名し、今後アラスカ州においてメタンハイドレート

に関する地質調査や陸上での生産試験等を実施する予定。

これらは、我が国の砂層型メタンハイドレート開発を行う

上での実証研究の機会として期待される。 

また、表層型メタンハイドレートについては、隠岐周辺、

上越沖、秋田・山形沖及び日高沖において表層型メタンハ

イドレートの存在する可能性がある構造（ガスチムニー構

造）を合計 971箇所確認した。 

 

３．２．産油・産ガス国との関係強化 

産油・産ガス国における日本企業の権益の獲得・更新等

を図っていくため、総理や閣僚級を始めとするハイレベル

な資源外交を積極的に展開するとともに、資源国との多面

的な関係を強化するため、技術や医療面での協力・人材交

流・投資促進・インフラ整備など相手国のニーズに合わせ

て日本の強みを活かした協力を幅広い分野において推進

している。2014 年 11 月には高木経済産業副大臣、2015

年 1 月には宮沢経済産業大臣がそれぞれアラブ首長国連

邦を訪問し、政府要人との意見交換を行うとともに、日本

企業の石油権益の獲得延長について働きかけを行った。 

 

４．中・下流（精製・流通）政策 

４．１．石油精製業への政策 

 我が国石油精製業は特定石油製品輸入暫定措置法（特石

法）の廃止、石油業法の廃止等による競争激化に対応し、

これまでも合理化努力を行ってきたが、未だに低収益構造

の厳しい経営環境のもとに置かれている。 

 また、石油製品需要見通しによれば、今後、石油製品の

需要は大きく減少することが見込まれ、一層の合理化が必

要とされている状況にある。さらに、需要の白油化も進展

し、環境問題への対応も求められるなど、我が国石油精製

業は、需要減少の中で、設備の余剰問題を解消するととも

に、重質油分解能力の向上等製油所の高度化を行い、競争

力を向上させていかなければならないという課題に直面

している。 

 これに対し石油精製業を行う石油精製・元売会社は、コ

ンビナートにおける石油化学会社等との連携強化や重質

油分解能力向上のための技術開発等を推進しており、政府

としては、これら石油精製・元売会社の取組に対する支援

を実施している。 

また、2014年６月に産業競争力強化法第 50条に基づき、

石油精製業に関する市場構造調査を実施し、石油精製業は、

①需要に見合った生産体制にする「設備最適化」や②総合

エネルギー企業化も視野に入れた資本や地理の壁を越え

た「事業再編」の早急な実施が必要であると結論付けた。 

この結果を踏まえ、2014 年７月末にエネルギー供給構

造高度化法の新たな判断基準を告示し、2016 年度末を最

終期限に我が国の残油処理装置の装備率を 45％程度

（2014 年３月末）から 50％程度まで引き上げることを目

標に設定した。2014 年 10月末までに各石油精製・元売会

社から、自社の「設備最適化の措置」と「事業再編の方針」

を含む目標達成のための具体的計画が提出され、その後、

定期的にフォローアップを実施した。こうした結果、2015
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年３月末に出光興産（２万Ｂ/Ｄ削減）と東燃ゼネラル石

油（１万Ｂ/Ｄ削減）から目標達成計画変更の届出があり、

2015 年３月末時点の残油処理装置の装備率は、2014 年３

月末時点（基準点）の装備率と比較して上昇した。 

また、地震等の災害対策については、2013 年度に実施

した製油所における設備の地震や液状化等に対する耐性

総点検結果等を踏まえ、入出荷設備の被害最小化・早期回

復を図るべく、１.耐震・液状化・津波対策、２.設備の安

全停止対策、３.入出荷バックアップ能力増強策等の支援

を実施した。2014 年度末時点で、各石油精製・元売会社

の製油所の耐震性強化等の進捗割合は 11％となっている。 

 さらに、各石油精製・元売会社に対して、南海トラフ巨

大地震等が発生した際に石油供給を早期回復させるべく、

製油所からＳＳ（サービスステーション）等に至る系列供

給網全体を包含した「系列ＢＣＰ」（業務継続計画：

Business Continuity Plan）の見直しを要請した。各社が

策定した「系列ＢＣＰ」については、外部有識者で構成す

る「系列ＢＣＰ格付け審査委員会」において評価を実施し

た。 

同評価において 2014年度は、2013年度の試行審査プロセ

ス及び各社の訓練による課題を踏まえ、製油所のガソリン

等の入出荷機能回復に要する目標復旧時間の短縮化等が

行われたことから、各社の格付け結果が大幅に改善された。 

 

４．２．石油流通業への政策 

石油製品は、省エネ等の進展により構造的な国内需要の

減少が見込まれるが、経済活動や社会生活に不可欠な物資

として、一般家庭を含む全国の最終消費者に対し、平時か

ら安定供給を確保することが必要である。他方で、ＳＳは、

厳しい経営環境により 1994年度末の 60,421か所をピーク

に 2013年度末には 34,706か所まで減少しており、これに

伴い、近隣にＳＳがないいわゆるＳＳ過疎地も増加してい

る。 

こうした状況の下、平時から「石油製品のサプライチェ

ーン」を維持・強化するため、地下タンクの入換や地下タ

ンクの漏えい防止措置などのＳＳが地域社会と共生して

いくために不可欠となる環境・安全規制強化への対応や、

電気自動車の普及を見据えた新たなビジネスモデルの構

築等を通じたＳＳ経営基盤の強化に対する支援を行った。

また、ＳＳ過疎対策を推進するため、国、石油元売会社、

石油連盟、石油商業組合など業界団体等で組織するＳＳ過

疎地対策協議会のもとで、自治体・地域住民等に対し、地

域コミュニティに不可欠であるＳＳの機能を維持するた

めの取組を働きかけるとともに、地域の実情に応じた対策

をコーディネートする体制を構築するなどした。さらに、

離島などの地域における課題の解決を図るための支援に

ついても引き続き実施した。 

 

５．ＬＰガス政策 

ＬＰガスは、全国の約半数の世帯や大部分のタクシーで

使用されるなど国民生活に密着した重要なエネルギーで

あり、今後もその安定供給等に向けて政策的な対応が求め

られるところである。 

５．１．ＬＰガスの安定供給の確保 

ＬＰガスの供給は 1960 年代までは、国内の石油精製過

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

の比率が高まり、1980 年代以降、輸入比率は、４分の３

程度で推移している。 

我が国のＬＰガスの主な輸入先は、中東諸国に大きく依

存している状況であったが、米国のシェールガス随伴のＬ

Ｐガスの輸入がここ数年で増大し、2014 年度には輸入全

体の約 17％となり、中東依存度は約 72％まで低下した。

しかしながら、政情が不安定な中東諸国への依存度が依然

として高い状況であり、安定供給の確保は引き続き課題と

なっている。なお、2014 年度は、昨年度に引き続きカタ

ールからの輸入が最も多い状況となっている。（参照図：

ＬＰガスの輸入の構成） 
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図：ＬＰガスの輸入の構成  

５．２．流通の合理化・効率化 

ＬＰガスは、複雑かつ多段階の流通経路を経由して配送

されており、また全国で約２万社ある小売業者の大多数が

中小零細事業者であることから、流通の合理化・効率化に

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題と

なっている。充填所の統廃合や集中監視システムを活用し

た効率的な流通・販売体制の構築などの取組が進展してい

る。 

経済産業省としても、ＬＰガス販売事業者等の構造改善

に資する取組やＬＰガス充填所の共同利用の推進等に対

し予算を措置し支援した。 

 

５．３．取引の適正化 

一部の家庭用ＬＰガスの取引において、販売事業者によ

る料金情報の提供や契約時の書面交付が不適切であった

り、契約の切替え時のトラブルが生じたりするなど、料金

の透明化、書面の記載内容の適正化、取引ルールの遵守を

販売事業者に徹底することが課題となっている。 

このため、取引の一層の適正化、料金情報のより積極的

な提供を図る観点から、ＬＰガス販売業界としては、業界

ガイドラインである「ＬＰガス販売指針」の内容を追加・

拡充する改定を 2014年度に実施した。また、今般の電力・

ガスシステム改革により、完全自由化後の電力・ガス小売

事業に義務づけられる予定の消費者保護施策と同様の措

置の実施を、電力・ガス小売事業に先駆けて全国の販売事

業者に求めるとともに、その周知・徹底を図っている。 

 

６．バイオ燃料政策について 

バイオ燃料は京都議定書において、カーボンニュートラ

ルとして扱われており、その導入は地球温暖化対策の観点

や運輸部門の石油依存度の低減を図る観点からも有効な

手段の一つである。我が国では、エネルギー供給構造高度

化法に基づく「非化石エネルギー源の利用に関する石油精

製業者の判断の基準」において、2011年度から2017年度ま

での石油精製業者によるバイオエタノールの利用の目標

量を設定し、2014年度は目標量である32万ＫＬの導入を概

ね達成した。 

また、バイオ燃料の円滑な導入に向けて、以下の措置を

講じている。 

（１）税制措置 

（ア）ガソリン税の免税措置 

バイオエタノール等をガソリンに混合する場合、混

合したバイオエタノール分についてはガソリン税を免

税。（2013年４月から2018年３月末まで） 

（イ）バイオＥＴＢＥ関税の無税化措置 

バイオ由来のＥＴＢＥについては関税を無税化。（１

年間の暫定措置） 

 

（２）予算措置 

（ア）バイオ燃料導入加速化支援対策費補助金 

バイオ燃料の円滑な導入を促進するために、石油精

製業者に対する必要となるインフラ（バイオ燃料の製

造設備、貯蔵設備、混合設備、受入・出荷設備等）整

備支援。 

（イ）バイオ燃料製造の有用要素技術開発 

  セルロース由来のバイオマスからのエタノール生産

の低コスト化・高効率化に向けて、原料植物の改良生産

技術、有用糖化酵素・有用微生物によるエタノール発酵

の生産技術などにおいて技術開発支援。 

（ウ）セルロース系エタノール生産システム総合開発実証 

事業 

セルロース系バイオエタノールの要素技術の最適な

組合せ検証と一貫生産システムのパイロットプラント

実証による技術開発支援。 

（エ）戦略的次世代バイオマスエネルギー利用技術開発事 

業 

  食糧生産活動に影響しない原料を用いた次世代技術

の開発と既存技術の高効率化を目指した実用化技術開

発支援。 

 

７．地熱政策について 

地熱発電はエネルギー基本計画（平成26年４月11日

閣議決定）において、「発電コストも低く、安定的に発

電を行うことが可能なベースロード電源を担うエネル

ギー源」として位置づけられている。また、我が国の

地熱資源量は2,347万ｋＷと世界第３位の資源量を有

している（参照：図 主要国における地熱資源量及び

地熱発電設備容量）。 
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図 主要国における地熱資源量及び地熱発電設備容量 

＜出典＞ＪＩＣＡ作成資料（平成２２年）及び産業総合技術研究所作成資料（平成２

０年）等より抜粋して作成 

After R. Bertila(2015) Geothermal Power Generation in the World 2010-2014 Update 

Report, roceedings World Geothermal Congress 2015,Melbourne, Australia, April 

2015 

 

一方、地熱資源開発に当たっては、高い開発リスク・

コスト、温泉事業者を始めとする地域の方々の理解促

進といった課題が存在。こうした課題を解決し、地熱

発電の更なる導入を促進するため、以下の措置を講じ

た。 

（ア）地熱資源開発調査事業費補助金 

地熱資源量のポテンシャル調査や掘削調査など、

リスクの高い初期調査を支援。独立行政法人石油天

然ガス・金属鉱物資源機構が空中物理探査等を実施

するとともに、地熱資源開発事業者が実施する掘削

調査等23件に対して支援を実施。 

（イ）地熱開発理解促進関連事業支援補助金 

地熱の有効利用等を通じて、地域住民への地熱開

発に対する理解を促進することで、地域との共生を

図り、地熱資源の開発を促進する事業を支援。ソフ

ト事業（セミナー開催や地熱発電所視察等）42件、

ハード事業（熱水を利用したハウス栽培事業等）10

件に対して支援を実施。 

（ウ）地熱資源探査出資等事業 

地熱資源の探査に係る資金の出資や、抗井掘削や

発電所の建設等に必要な融資を受ける際の債務の一

部を保証。2014年度は山葵沢・秋ノ宮地熱発電事業

（湯沢地熱株式会社・設備容量42,000ｋＷ）に対し

ておおよそ20年ぶりとなる大規模発電所を対象とす

る債務保証を実施。 

（エ）地熱発電技術研究開発事業 

地下の地熱資源のより正確な把握、安定的な電力

供給に必要となる地熱資源の管理・評価するための

技術開発を実施。 

（オ）環境アセスメント調査早期実施実証事業 

開発期間短縮のため、３～４年程度を要する環境

アセスメントの手続期間を半減させるための実証事

業を実施。 

（カ）軽油引取税の課税免除の特例措置 

地熱資源の開発のために使用する動力付試すい機

（ボーリング機械）の動力源の用途に供する軽油につ

いて、軽油引取税の課税を免除。 

 

８．石油・ＬＰガス備蓄制度 

８．１．石油備蓄制度 

我が国の石油備蓄制度は、国が所有する備蓄石油を独立

行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）

又は石油精製業者に管理委託している国家備蓄と、石油精

製業者等による民間備蓄の二本立てとなっている。 

（１）東日本大震災を踏まえた石油供給体制の強化 

東日本大震災の経験を踏まえて 2012 年に改正・施行し

た「石油の備蓄の確保等に関する法律」に基づき、災害時

の石油供給体制の強化を行っている。 

具体的には、ガソリン、灯油、軽油、Ａ重油の４油種の

国家製品備蓄について、2014 年度には、国内需要の４日

分に相当する量を全国各地に分散して積み増し、被災地に

おける供給体制を強化した。 

さらに、大規模災害発生時に石油精製・元売会社が連携

して石油供給を行うために事前に「災害時石油供給連携計

画」（以下、連携計画）を策定し、その実効性を確保すべ

く、連携計画に基づく訓練を実施した。2014 年には、６

月の自衛隊統合防災演習(26ＪＸＲ)に資源エネルギー庁

と石油業界が参加をし、７月に資源エネルギー庁、内閣府、

静岡県と石油業界が机上訓練を実施したほか、11 月には

「津波防災の日」関連の取り組みとして、資源エネルギー

庁と石油業界が訓練を実施した。 

国名
地熱資源量
（万ｋＷ）

地熱発電設備容
量（万ｋＷ）

アメリカ合衆国 ３，０００ ３４５

インドネシア ２，７７９ １３４

日本 ２，３４７ ５２
（２０１４年ベース）

ケニア ７００ ５９

フィリピン ６００ １８７

メキシコ ６００ １０２

アイスランド ５８０ ６７

ニュージーランド ３６５ １０１

イタリア ３２７ ９２

ペルー ３００ ０
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（２）産油国の国営石油会社との共同備蓄事業 

我が国の危機対応力向上のため、国内の民間原油タンク

を政府支援の下でサウジアラビア及びアラブ首長国連邦

の国営石油会社に貸与し、我が国への原油供給が不足する

際には、当該原油タンクの在庫を我が国向けに優先供給す

る産油国共同備蓄事業を実施している。 

サウジアラビア国営石油会社との間では、2013 年６月

に事業の延長に合意し、同年 12 月に貸与タンク容量を拡

大し、100 万ｋｌの原油タンクを貸与した。 

アラブ首長国連邦との間では、2014 年２月に安倍総理

大臣とムハンマド皇太子との首脳会談において、100万ｋ

ｌまでの貸与タンクの増量に合意し、同年 11 月には、高

木経済産業副大臣とアブダビ最高石油評議会（ＳＰＣ）ス

ウェイディ委員との間で、本プロジェクトを継続・拡充す

る覚書を締結した。 

 

８．２．ＬＰガス備蓄制度 

ＬＰガスについても、その安定供給確保を目的として、

1981 年度より民間備蓄を実施している。備蓄義務対象者

は、ＬＰガス輸入業者となっている。1988 年度末に現行

の 50日備蓄を達成している。 

また、民間備蓄に加えて、150万トンを目標とする国家

備蓄事業を推進しており、2013 年３月に倉敷基地（岡山

県）、波方基地（愛媛県）の２つの地下基地の建設が完成

した。2005 年度中に建設が終了した地上３基地（七尾基

地（石川県）、福島基地（長崎県）、神栖基地（茨城県））

については、2008 年度中にガスインが終了した。現在は

地下２基地へのガスインを進めており、2014年度は 11万

トンのガスインを行った。これにより、2015 年 3 月末時

点での国家備蓄量は 95万２千トンとなっている。 

 

石炭、資源及び海洋開発政策 

１．石炭政策 

１．１．石炭需給の状況 

（１）世界の石炭需給 

世界の一次エネルギー消費は、新興国を中心とした経済

成長を背景に、2040 年に向け 1.4 倍に増加し、その中で

石炭消費は 2040 年に向け 1.1 倍に増加する見通し（一次

エネルギーの中で石炭の割合は、29％から 24％へ縮小す

る）。 

主な要因としては石炭火力発電による需要の増加であ

り、世界の石炭火力の発電電力量は 2040 年に向け約 1.3

倍に増加する見通し（電源構成に占める石炭火力の割合は

41％から 31％へ縮小する）。 

 

（２）日本の石炭需給 

日本の一次エネルギー需給において、石炭は約 25％を

占める中核的なエネルギーであり、電力構成においても、

石炭火力は、発電電力量の約 30％を占め、ベース電源と

して重要な役割を果たしている。 

一方、我が国は、石炭需要のほぼ全量を海外から輸入し

（2014年輸入量は 188百万トン）、豪州とインドネシアに

約８割を依存している。また、我が国は世界全体の石炭輸

入のおよそ 24％を占める中国（2013 年輸入量は、250 百

万トン）、インド（2013 年輸入量は、142 百万トン）に次

いで世界第３位の石炭輸入国である。 

 

（３）石炭の特徴 

石炭は、石油、天然ガスに比べ、経済性、供給安定性に

優れている。石炭の価格は熱量当たりの比較で原油・ＬＮ

Ｇの約１/３である。また、石炭の可採年数は他の化石燃

料と比べて長く、石油や天然ガスの 2.1倍、である。 

 

図：燃料価格（ＣＩＦ）の推移 

出典）エネルギー経済研究所 計量分析ユニット 

 

１．２．石炭政策の概要 

（１）安価で安定的な供給の確保 

今後の新興国を中心とした石炭需要の増大を背景に、我

が国の石炭の安定供給確保のため、産炭国との政策対話や

共同調査等を通じて、重層的に協力関係の強化等を図ると

ともに、民間企業の権益確保支援を行うなど、新たな石炭

供給源の確保への取組を実施した。 

（ア）海外地質構造調査 
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産炭国政府と共同で実施する海外地質構造調査をモザ

ンビーク、ベトナム等で行った。 

（イ）海外炭開発可能性調査 

豪州、ロシア、モザンビークなどの産炭国において日本

企業が行う探鉱活動に必要な資金の一部を補助（補助率２

／３以下）した。 

（ウ）海外炭開発高度化等調査 

インド、インドネシア、ロシア、中国等における石炭資

源の開発状況と輸送インフラの整備状況の調査などを行

った。 

（エ）海外炭探鉱出資・開発債務保証事業出資金 

民間企業のみでは負い切れないリスクの一部を国が補

完し、石炭の安定供給を確保することを目的として、独立

行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法を改正し、

2012年９月から業務を開始した。 

（オ）産炭国石炭採掘・保安技術高度化事業 

我が国が持つ優れた炭鉱技術を、産炭国（インドネシア、

ベトナム、中国）へ移転するため、炭鉱技術者の我が国炭

鉱への受入研修事業等を実施した。 

（カ）低品位炭ガス化多用途利用技術実証 

低品位炭のガス化による多用途利用技術の商用化を目

指し、インドネシアにおいて実証事業を実施した。 

 

（２）環境に配慮した石炭利用の推進 

石炭ガス化複合発電とＣＯ２分離・回収（ＣＣＳ）技術

の組合せによる革新的低炭素石炭火力発電の実現を目指

すなど、主に以下のクリーンコールテクノロジー（ＣＣＴ）

の開発等を実施した。 

（ア）石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業 

 究極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）とＣＣＳを組み合わせた革新的低

炭素石炭火力発電の実現を目指し、基幹技術である酸素吹

石炭ガス化複合発電（酸素吹ＩＧＣＣ）技術に関する実証

事業を実施した。 

（イ）石炭利用国際共同実証事業 

豪州の微粉炭火力発電所を改造し、酸素燃焼技術を用い

て発電を行い同発電所から回収したＣＯ２を地中貯留す

る実証事業を豪州と共同で実施した。 

（ウ）石炭利用技術開発 

 石炭の利用を積極的に推進するため、環境に調和したＣ

ＣＴの技術開発及び石炭の利用に伴い副次的に発生する

石炭灰の発生・利用実態調査等を実施した。 

（エ）クリーンコール技術開発 

 革新的低炭素石炭火力発電を実現し、環境への対応、効

率向上、エネルギー・セキュリティーに寄与することを目

指し、我が国のＣＣＴの国際競争力強化のための技術開

発・調査研究を実施した。 

（３）日本の低炭素技術の海外展開 

 現在、世界的に気候変動問題へ政策的な対応の必要性が

高まっている中、我が国が有する世界最高水準の石炭火力

発電技術等の優れたＣＣＴを海外に移転するため、主に以

下の事業を実施した。 

（ア）既設石炭火力発電所のエネルギー効率向上・環境改

善事業 

日本の専門家をウクライナの発電効率の低い石炭火力

発電所へ派遣し、ＣＯ２排出削減につながる効率改善等の

ための設備診断・助言等を実施した。 

（イ）普及促進事業 

石炭生産及び消費国の官民のハイレベルが一堂に会し、

ＣＣＴの重要性について議論するクリーンコールデー国

際会議等を開催した。 

（ウ）クリーンコールテクノロジー移転研修事業 

我が国が有する優れたＣＣＴの海外への普及を図るた

め、インド、ベトナム、インドネシア、タイ、ウクライナ

の関係者を対象とし、技術交流や研修を実施した。 

（エ）石炭高効率利用システム案件等形成調査事業 

我が国の優れたＣＣＴ関連産業の海外インフラ輸出を

促進するため、インドネシア、スリランカ等において事業

可能性調査（Ｆ/Ｓ）を実施した。 

 

（４）国内石炭政策 

我が国唯一の坑内堀炭鉱は、2002 年１月末に閉山した

太平洋炭鉱（北海道釧路市）から鉱業権を譲渡された釧路

コールマイン株式会社のみである。また、中小露天炭鉱は

北海道に８炭鉱（2015年３月末現在）ある。 

国内炭生産量は約 129万トン（2014年度実績）であり、

石炭鉱山労働者数は 626 人（2015 年３月末現在：鉱員、

職員及び請負の合計）である。 

2000 年３月に成立した「石炭鉱業の構造調整の完了等に
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伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行に伴い、「石

炭関係諸法」は 2001 年度末をもって廃止され、現在は経

過措置業務を実施している。 

（ア）産炭地域振興対策 

2001 年 11 月 13 日に「産炭地域振興臨時措置法」が失

効、産炭地域振興対策は所要の経過措置を残して 2001 年

度末をもって終了し、産炭地域振興費対策終了後の激変緩

和措置も 2006年度末をもって終了した。 

他方、産炭地域の振興対策等を講じることを目的として、

1992～1997 年度にかけて、空知、福岡、荒尾、釧路、長

崎の５地域において「産炭地域新産業創造等基金」が造成

され（国は、道県に対し基金への拠出の２／３を補助）、

残された課題に対する地域振興対策が各自治体によって

実施されている。 

（イ）鉱害対策 

鉱害対策については、2001 年度まで「臨時石炭鉱害復

旧法」等に基づき、独立行政法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構(ＮＥＤＯ)等が鉱害復旧工事を実施してい

たが、深部（地下 50ｍ以深）の採掘に伴い発生する大規

模な鉱害（沈下鉱害）は、採掘が終了してから相当年数が

経過したことから発生は終息し、2001年度末をもって「臨

時石炭鉱害復旧法」等は廃止された。 

また、「臨時石炭鉱害復旧法」廃止後も中長期的に発生

する浅所陥没（地下 50ｍ以浅の採掘に伴い、小規模かつ

局所的に発生する鉱害）等の被害については、無資力鉱区

におけるものは福岡県等の指定法人に基金を設け復旧事

業を実施し、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構(ＮＥＤＯ)が保有していた鉱区におけるものにつ

いては業務を継承した独立行政法人石油天然ガス・金属鉱

物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）が実施した。 

２．鉱物資源政策 

２．１．鉱物資源産業の現状 

（１）鉱物資源の特性 

我が国は、金属を含めた鉱物資源の大消費国であり、鉱

石の供給をほぼ全面的に海外鉱山に依存している。 

鉱物資源は減耗性の資源であるとともに、一般的に希少

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。 

 

表：資源の上位産出国（2013年） 

 

 

（２）産業活動を支える金属鉱物資源 

金属を含めた鉱物資源は、自動車、家電、情報関連機器、

電力網等の基礎素材として国民生活及び産業活動に必要

不可欠なものである。特に、レアメタルは情報技術を中心

とする先端的な産業において不可欠なものであるが、エネ

ルギー資源とは異なり代替困難な素材である。 

 

表：レアメタルの用途（例） 

レアアース ハイブリッド自動車用高性能磁石モーター  

白金族 排ガス浄化触媒 

インジウム 液晶パネルの透明電極 

ニッケル ステンレス鋼、ＩＴ関連分野（電子部品） 

クロム ステンレス鋼 

タングステン 高速度鋼、超硬工具（ドリル、カッター） 

コバルト 充電式電池（リチウムイオン電池） 

モリブデン ステンレス鋼、耐熱鋼・構造用合金（自

動車用、産業機械用） 

マンガン 高張力鋼、構造用合金 

バナジウム 高張力鋼（ラインパイプ） 

 

（３）鉱物資源産業の業態 

1970 年代までは国内にも多数の金属鉱山が存在し、山

元に製錬所を設置して金属にする金属事業（鉱山開発及び

鉱石の製錬）が行われていたが、その後の円高や金属価格

の低迷により、鉱山部門を縮小した。2000 年代以降、新

興国需要の前に、日本への鉱石供給が危ぶまれ、再び鉱山

開発に向かい始めている。また、付加価値の高い電子材料

事業部門の強化や、より安定かつ低コストでの原料確保を

図るため、リサイクルを扱う環境関連事業の強化が図られ

ている。 
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（ア）金属事業部門 

国内外の鉱山で鉱石を採掘するとともに、採掘した鉱石

を国内の製錬所において銅などの金属地金に製錬する事

業部門である。代表的な事業所の例は次のとおりである。 

○菱刈鉱山（鹿児島県：金鉱山）住友金属鉱山株式会社 

○佐賀関製錬所（大分県：銅）パンパシフィック・カッパ

ー株式会社 

○契島製錬所（広島県：鉛）東邦亜鉛株式会社 

○飯島製錬所（秋田県：亜鉛）秋田製錬株式会社 

（イ）電子材料事業部門 

金、白金、ニッケルなどの金属地金を電子関連製品向け

に加工する事業部門である。 

（ウ）環境関連事業部門 

これまで培った製錬技術や施設を利用したリサイク

ル（自動車の鉛バッテリー、家電等）、汚染土壌の浄化

など環境関連の事業部門である。 

 

（４）最近の鉱物資源価格の価格動向 

近年、鉱物資源の需給が逼迫し、価格は著しく高騰した。

例えば、銅価格は、1998年以降、概ねトン当たり、1,500

ドル～2,000 ドル程度で推移していたが 2003 年以降急速

に上昇した。リーマンショックの影響で一時は下がったも

のの、資源ナショナリズムなどの台頭で、資源国の抱え込

みが生じ、2011年３月には 10,000＄/ｔを突破した。 

（参照 図：非鉄金属価格の推移、主要レアメタル価格推

移） 

 

図：非鉄金属価格の推移（2015年３月） 

 

（５）鉱物資源産業の性格 

（ア）探鉱活動のリスク 

鉱床の奥地化、深部化、世界的な鉱床の品位の低下等に

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

いる。 

（イ）鉱山開発のリスク 

近年、鉱山開発の規模は経済性を追求するため、大型化

する傾向にある。また、従来に比較し、環境対策などに多

額の資金が必要となっている。 

（ウ）寡占化の傾向 

世界的な鉱物資源メジャーは、企業買収等により、収益

力を高めるとともに、資源供給のシェアを拡大している。 

（エ）中国を始めとするアジア諸国における需要増 

近年、中国を始めとしたアジア諸国では鉱物資源需要が急

増しており、鉱石の需給が急速に逼迫化しつつある。  

（例）中国における銅地金の消費量 

○1997 年に 127 万トンであった消費量が 2007 年には 513

万トンと 3.8倍に増加した。 

○この間の増加分（359万トン）は、日本における年間消

費量（128万トン：2007年）の 2.9倍に相当する。 

(６) 非金属鉱業の概要 

我が国で採掘している非金属鉱物資源の大半は、石灰石

及びけい石であり、特に石灰石は、我が国で自給できる鉱

物として、窯業製品（セメント等）や鉄鉱石の粉鉱石を焼

結鉱にさせる原材料等に利用されている。1990 年度から

95 年度の約２億トンのピークから、2013 年度では約 1.5

億トンと減少している。 

 

表：非金属鉱業の概要（石灰石鉱業） 

 鉱山数 従業員数 

（人） 

生産量 

（億トン） 

1990年度 323 9,382 2.0 

1995年度 319 9,217 2.0 

2000年度 291 8,362 1.8 

2005年度 260 6,948 1.7 

2010年度 254 6,645 1.3 

2011年度 253 6,583 1.4 

2012年度 230 6,426 1.4 

2013年度 227 6,290 1.5 

 

（７）採石業の概要 

採石業は、業況の活況と砂利資源の枯渇に伴いその重要 
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性を増し、生産量は 1990 年に約７億トンとピークに達し

たが、2013年度では約 2.3億トンと減少している。 

 

表：採石業の概要 

 採石場数 従業員数 

（人） 

生産量 

（億トン） 

1990年 5,089 46,866 7.0 

1995年 4,706 43,755 5.5 

2000年 4,358 38,755 5.3 

2005年 3,594 26,383 3.5 

2010年 2,956 22,629 2.2 

2011年 2,879 22,574 2.1 

2012年 2,786 22,037 2.2 

2013年 2,732 21,625 2.3 

 

２．２．個別施策の概要 

（１）資源外交 

レアメタル資源国の多くが、インフラ開発等を進めてい

る状況を踏まえ、我が国のＯＤＡや政策金融等の政策手法

を総動員し、個別の資源国側の事情に合った協力事業を行

い、二国間関係を戦略的に強化した。 

具体的には、資源のユーザー産業をはじめとした我が国

産業界の協力も得ながら、官民で連携し、産業振興・人材

育成・地域インフラ整備等の協力事業を行った。 

これらの施策とともに、独立行政法人石油天然ガス・

金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）を通じた資源開発調査

をアフリカ、中央アジア、東南アジア等の地域で実施、更

に探鉱出融資・債務保証のリスクマネー供給などにより、

日本企業の権益取得を支援した。 

 

（２）海外探鉱開発支援 

資源開発に係るリスクマネーの供給に加え、海外におけ

る民間企業の探鉱活動を支援するため、資源国との関係強

化の観点から、我が国の環境保全技術や探査・採掘・選鉱・

製錬技術を活用し、探鉱や開発調査、共同での鉱山開発事

業を推進した。 

 

（３）資源開発調査に係る技術協力を通じた人材育成等 

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、資源開発調査を通じた人材育成等を実施

した。 

 

（４）レアメタルリサイクルの技術開発 

使用済小型家電等からレアメタル（タンタル及びコバル

ト）を回収するための技術開発等を実施した。 

 

（５）レアメタル代替材料等の開発 

レアメタルの使用量低減技術、及びレアメタルの機能を

代替する新材料の開発を実施した。 

 

（６）希少金属備蓄 

代替が困難で、供給国の偏りが著しい希少金属について、

短期的な供給障害等に備える備蓄制度を実施。 

平常時は適切に保管を行い、供給障害等発生時には迅速

に備蓄を放出することにより、我が国産業競争力を支えて

いる。 

 

３．海洋開発施策 

我が国近海のエネルギー・鉱物資源は、国内資源に乏し

い我が国にとって新たな供給源となりうる極めて重要な

存在である。そのため、「海洋基本法」（2007年７月施行）

及び「海洋基本計画」（2008年３月）に基づき策定した「海

洋エネルギー・鉱物資源開発計画」（2009年３月）に従い、

その開発を計画的に進めてきた。2013 年４月に策定され

た新たな「海洋基本計画」や、最近のエネルギー・鉱物資

源を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、2013年 12月に新た

な「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」を策定した。同

計画において、鉱種毎に、新たな開発の目標と達成にいた

る筋道、必要となる技術開発を記すとともに、各省庁との

連携、国と民間の役割分担、さらには、横断的配慮事項と

して、人材育成、国際連携、海洋の環境保全、国民の理解

促進に留意し、適切に進めることとしている。 

 

（１）石油・天然ガス資源開発の推進(再掲) 

日本周辺海域における石油・天然ガス等の国産資源は、

最も安定的な供給源であり、国による計画的な探査等を実

施している。我が国周辺海域での石油・天然ガスの賦存デ

ータを計画的に収集することを目的として、2008 年２月

から経済産業省の公船として導入した三次元物理探査船

「資源」では、2008 年度から探査を計画的に実施してお
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り、2014年度も我が国周辺の４海域（西津軽沖、日高沖、

秋田～山形沖、北茨城沖）において探査を実施した。2013

年度も我が国周辺の４海域（岩手沖海域、日高沖海域、沖

縄海域）において探査を実施した。また、2013 年度は、

新潟県佐渡南西沖海域において試掘調査を実施した。 

また、将来の国産資源として期待されるメタンハイドレ

ートについては、「海洋基本計画（平成 25年４月閣議決定）

我が国のメタンハイドレート開発計画」に基づき、メタン

ハイドレートの商業化に向けた技術の整備を行い、経済的

に生産回収するため本格的な研究開発に取り組んでいる。

2014 年度には、日本、米国の間でアラスカにおける砂層

型メタンハイドレート共同研究の共同文書に署名し、今後

アラスカ州においてメタンハイドレートに関する地質調

査や陸上での生産試験等を実施する予定。これらは、我が

国の砂層型メタンハイドレート開発を行う上での実証研

究の機会として期待される。 

また、表層型メタンハイドレートについては、隠岐周辺、

上越沖、秋田・山形沖及び日高沖において表層型メタンハ

イドレートの存在する可能性がある構造（ガスチムニー構

造）を合計 971箇所確認した。日本海を中心に存在が確認

された表層型について、上越沖及び能登半島西方の沖合で

広域地質調査を実施した。 

 

（２）深海底鉱物資源開発の推進 

深海底鉱物資源は、海底熱水鉱床、コバルトリッチクラ

スト、マンガン団塊、レアアース堆積物の４種類が存在す

る。これまで、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源

機構（ＪＯＧＭＥＣ）が所有する資源探査専用船等を用い

た探査を次のとおり継続している。 

（ア）海底熱水鉱床 

1985 年度から、メキシコ沖海域、沖縄海域及び伊豆・

小笠原海域における地形調査、海底観察及び試料のサンプ

リング調査等を実施し、各地域で熱水鉱床の徴候を発見し

ている。2008 年度から、沖縄海域及び伊豆・小笠原海域

に分布する海底熱水鉱床について、資源量評価、環境影響

評価調査及び資源開発技術等の調査を実施した。新たに、

2014 年 12 月に沖縄本島北西約 150ｋｍに「野甫（のほ）

サイト」を、2015 年１月には、海上保安庁とも協力し、

沖縄久米島西約 30ｋｍに「ごんどうサイト」を発見した。 

（イ）コバルトリッチクラスト 

1987 年度から、中部太平洋の公海域のコバルトリッチ

クラストの権益確保のために、音響調査、海底観察、サン

プリング調査を実施し、有望海山の絞り込みを実施した。

以降、選定した有望海山について、資源量評価に必要なボ

ーリンク調査等を実施した。2014 年１月には、独立行政

法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）と

国際海底機構（ＩＳＡ）との間で、南鳥島沖公海域の探査

鉱区におけるコバルトリッチクラストの探査活動に係る

契約調印がなされた。 

（ウ）マンガン団塊 

1975年度から 1996年度まで、賦存状況調査をハワイ沖

の海域で実施し、1987年には、深海資源開発株式会社（Ｄ

ＯＲＤ）が国際海底機構から 7.5万ｋｍ２（北海道の面積

相当）の鉱区を国連海洋法条約に基づき登録し、排他的探

査権を取得した。その後、深海資源開発株式会社において

調査等を実施している。 

（エ）レアアース堆積物（泥） 

2012年度から南鳥島周辺海域の調査を開始し、海底表層

部（深度 15ｍ程度）の堆積物を採取し、レアアース含有

量や分布状況の調査を実施した。 

 

表：我が国の海洋におけるエネルギー・鉱物資源の概要 
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電気事業  

１．電気事業者 

2015 年３月末現在、一般電気事業者 10、卸電気事業者

2、特定電気事業者 5、特定規模電気事業者 651の合計 668

の事業者が「電気事業法」上の電気事業者となっている（参

照表：一般電気事業者の概要、卸電気事業者の概要）。 

表：一般電気事業者の概要(2014 年度） 

 資本金 

(億円) 

発電設備出力 

(万ｋＷ) 

発電電力量 

(億ｋＷｈ) 

販売電力量 

(億ｋＷｈ) 

売上高・伸び率 保有する原子

炉数 (億円)  

北海道 1,142 775 264 298 6,639 0.10 3 

東  北 2,514  1,781 658 766 19,516 0.06 4 

東 京 14,009 6,606 2,224 2,570 66,337 0.03 11 

中 部 4,307 3,406 1,262 1,241 28,990 0.10 3 

北 陸 1,176 807 301 279 5,130 0.04 2 

関 西 4,893 3,744 1,088 1,345 30,324  0.03 11 

中 国 1.855 1,200 422 579 12,218 0.03 2 

四 国 1,455 697 194 264 5,945 0.05 3 

九 州 2,373 2,014 644 813 17,612 0.05 6 

沖 縄 75 214 68 75 1,775 0.03 0 

10社計 33,804 21,242 7,123 8,230 194,489 0.05 45 

 

表：卸電気事業者の概要（2014 年度） 

 

 

資本金 

（億円） 

発電設備出力 

（万ｋＷ） 

発電電力量 

（億ｋＷｈ） 

販売電力量 

（億ｋＷｈ） 

営業収益 

（億円） 

保有する原子炉

数 

電源開発株式会社    1,805    1,638 658  616 5,579            0 

日本原子力発電株式

会社 

 1,200     262 －  － 1,318            3 

 

 

このうち、一般の需要に応じて電気を供給する一般電気

事業者については、1951 年に９電力体制が発足し、1972

年には沖縄電力が加わり 10電力体制となっている。また、

1995 年の「電気事業法」改正では、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、さらに、

2000 年３月の改正では大口需要家（沖縄電力を除く９社

－原則 2,000ｋＷ以上、沖縄電力－原則 20,000ｋＷ以上）

を対象に電力小売の自由化を実施することを目的とした、

特定規模電気事業が創設された。なお、小売自由化範囲は、

2004 年４月から沖縄電力を除く９社の供給地域において

は原則高圧 500ｋＷ以上に、沖縄電力の供給区域において

は原則 2,000ｋＷ以上に拡大され、2005年４月から原則高

圧 50ｋＷ以上に段階的に拡大した（ただし、沖縄電力の

供給地域においては原則 2,000ｋＷ以上のまま）。 

 

(1) 一般電気事業者（2014年度） 

事業者数 10 

発電設備出力 2億 1242万ｋＷ 

発電電力量 7,123億ｋＷｈ 

需要家数 8513万口（2015年 3月末現在。 

特定規模需要を除く） 

(2) 卸電気事業者（2014年度） 

事業者数 2（2015年 3月末現在） 

発電設備出力 1,900万ｋＷ 

 

(3) 特定電気事業者 （2014年度） 

事業者数 5（2015年 3月末現在） 

発電所数 火力 5基(28万ｋＷ) 

水力 1基(0.1万ｋＷ) 

 

(4) 特定規模電気事業者 （2014年度） 

事業者数 651（2015年 3月末現在） 

販売電力量 282億ｋＷｈ 

 

２．電力需給 

２．１．電力需要 

2014年度の総需要電力量は、9,615億ｋＷｈ、対前年度

比 2.1％減となった。2014年度の主要な需要電力量は、次

表のとおりである。 

表：2014年度の主要な需要電力量（単位：百万ｋＷｈ） 

総需要電力量 961,510 

自家発自家消費 106,152 
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電気事業者計 855,358 

一般電気事業者計 823,005 

電灯計（一般電気事業者） 273,103 

 

また、過去５年間における総需要電力量の推移は、次表

のとおりである。 

表：過去５年間における総需要電力量の推移 

（単位：百万ｋＷｈ、％） 

年度 総需要電力量 伸び率 

2010年度 1,045,085 4.4 

2011年度 991,628 ▲5.1 

2012年度 981,930 ▲1.0 

2013年度 982,354 0.0 

2014年度 961,510 ▲2.1 

 

２．２．電力需給対策 

2014 年度夏季・冬季の電力需給見通しについて、総合

資源エネルギー調査会の下に設置された電力需給検証小

委員会で検討が行われた。 

夏季の電力需給対策については、５月 16 日に電力需給

に関する検討会合において取りまとめられた 2014 年度夏

季の電力需給対策に基づき、全国（沖縄を除く）において

数値目標を伴わない節電を要請するととともに、中部及び

西日本では、周波数変換装置（ＦＣ）を通じた東日本、西

日本間での電力融通を行わなければ、電力の安定供給に最

低限必要な予備率３％を下回る厳しい状況であることか

ら、予備力の積み増し、火力発電所の総点検等の需給両面

の対策を講じた。 

冬季の電力需給対策については、10月 31日の電力需給

に関する検討会合において取りまとめられた 2014 年度冬

季の電力需給対策に基づき、全国（沖縄を除く）において

数値目標を伴わない節電を要請するとともに、火力発電所

等の設備の保守・保全の強化、随時調整契約の積み増し等

の需給両面の対策を講じた。加えて、北海道電力管内につ

いては、他社からの電力融通に制約があるほか、寒冷地で

あり、万一の場合、生命に関わる恐れがあるなど、冬季の

北海道の特殊性を踏まえ、過去最大級の電源脱落に備えた

計画停電回避緊急調整プログラムを準備するなどした。 

 

２．３．電気の事業者別排出係数の算出・公表について 

 「地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）」に基

づき、一般電気事業者及び特定規模電気事業者から報告さ

れる事業者別排出係数について、算出根拠及び内容の確認

を行い、公表を行った。 

３．電気事業制度改革 

 2013 年４月に閣議決定された「電力システムに関する

改革方針」に基づき、電力システム改革の第２段階として、

電気の小売業への参入の全面自由化等を実施するために

必要な措置を定める「電気事業法等の一部を改正するため

の法律案」が第 186回通常国会で成立した。 

また、電力システム改革の総仕上げとして、法的分離の

方式による送配電部門の中立性の一層の確保や小売電気

料金規制の撤廃を行うとともに、電力・ガス取引の監視等

を行う電力・ガス取引監視等委員会の設置等を実施するた

めに必要な措置を定める「電気事業法等の一部を改正する

等の法律案」を 2015 年３月３日に閣議決定し、第 189 回

通常国会へ提出した。 

電力システム改革を着実に進めていく上での実務的な

課題への対応も含めた具体的な制度設計に関する検討・審

議を行うため、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会

電力システム改革小委員会の下部組織として設置された

制度設計ワーキンググループにおいて、2014 年度におい

て計７回の議論を行った。 

 

４．電気料金制度 

４．１．電気料金の推移 

2000年の制度改正以降、過去５度の料金改定（2000年､

2002 年、2004 年、2005 年、2006 年、2008 年）を経て、

各電力会社の電気料金は自由化分野、非自由化分野問わず

低下傾向にあったが、2008 年度以降燃料価格の影響を受

け、上下した。 

東日本大震災後、原子力発電所の停止に伴い、火力発電

コストが増加し、電気料金値上げ要因となった。2012 年

度以降、次表のとおり、東京電力、関西電力、九州電力、

東北電力、四国電力、北海道電力、中部電力から供給約款

変更認可申請が提出され、以下の通り料金値上げが認可さ

れた。 

表：電力各社の電気料金の値上げの動向 

電力会社 

規制部門値上げ幅 

認可日 
申請 

認可（査定圧縮

幅） 
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東京電力 10.28％ 8.46％(▲1.82％) H24.7.25 

関西電力① 11.88％ 9.75％(▲2.13％) 
H25.4.2 

九州電力 8.51％ 6.23％(▲2.28％) 

東北電力 11.41％ 8.94％(▲2.47％) 

H25.8.6 四国電力 10.94％ 7.80％(▲3.14％) 

北海道電力① 10.20％ 7.73％(▲2.47％) 

中部電力 4.95％ 3.77％(▲1.18％) H26.4.18 

北海道電力② 17.03％ 

15.33％(▲1.70％) 

（注 1）但し、27

年 3月末までは

12.43％(▲4.60％) 

H26.10.15 

関西電力② 10.23％ 
8.36％(▲1.87％) 

（注 2）但し、27
H27.5.18 

年 9月末までは

4.62％(▲5.61％) 

（注 1）2015 年３月 31 日までは、激変緩和措置として、

さらに 2.90％圧縮し、12.43％とすることとした。 

（注 2）2015 年９月 30 日までは、激変緩和措置として、

さらに 3.74％圧縮し、4.62％とすることとした。 

 

（参照図：1995年度～2014年度の電気料金単価の推移（電

力会社 10社の平均））。 

 

 

 

 

 
（注）電灯料金は、主に一般家庭部門における電気料金の平均単価で、電力料金は、自由化対象需要家分を含み、主に工場、オフィス

等に対する電気料金の平均単価。平均単価の算出方法は、電灯料収入、電力料収入をそれぞれ電灯、電力の販売電力量（ｋＷｈ）

で除したもの。 

出所：電力需要実績確報（電気事業連合会）、各電力会社決算資料等を基に作成 

図：1995年度～2014年度の電気料金単価の推移（電力会社 10社の平均） 

 

４．２．廃炉に係る会計制度の改正 

原発依存度低減に向けて廃炉を円滑に進めるための会

計関連制度について、2014年 11月から専門家等から構成

される「廃炉に係る会計検証ワーキンググループ」におい

て検討を行い、2015 年１月に「原発依存度低減に向けて

廃炉を円滑に進めるための会計関連制度について（案）」

をとりまとめ、その中では、電力システム改革を進展して

いく中で、民間事業者が、適切かつ円滑な廃炉判断を行う

とともに、安全・確実に廃止措置を進めるため、会計ルー

ルがネックとなる事態を避けなければならず、以下の対応

策を講じることが必要とされた。 

１.廃炉の判断に伴って一括して費用計上する必要のある

ものについては、廃炉の判断後も資産計上した上で、一

定期間をかけて償却・費用化することを認める会計制度 

２.上記の会計制度のために必要な料金面の手当て 

これを踏まえ、2015 年３月に電気事業会計規則等の一

部を改正する省令を公布・施行した。 

具体的には、原子力廃止関連仮勘定を新設し、制度の対

（円／ｋＷｈ）
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象となる設備の簿価等（現行制度下においても規制料金の

原価に算入して回収することができるもの）について経済

産業大臣の承認を受け、新勘定に振り替え、又は計上する

ことを可能とし、新勘定を 10 年間で均等償却すること等

を規定した。 
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ガス事業 

１．ガス事業者（2015年３月末） 

○ 一般ガス事業者：206社 （私営 180、公営 26） 

一般ガス需要家数：2,969万件 

○ 簡易ガス事業者：1,397社 

簡易ガス供給地点：185万地点 

一般ガス事業者の供給区域は都市部などに限定されて

おり、事業者間を結ぶ長距離パイプラインは十分に整備さ

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。 

 

２．一般ガス事業者のガス販売量 

表：一般ガス事業者のガス販売量 

（単位：百万ｍ３・46.04655ＭＪ） 

事 業 者 販売量（百万ｍ３）  シェア（％） 

私 営 計 32,756 97.9 

  大手３社 23,924 65.5 

 東京ガス 12,725 34.9 

大阪ガス 7,608 20.8 

東邦ガス 3,591 9.8 

公 営 計 753 2.1 

合  計 36,509  100.0 

（2014年度実績）※2015.1-3補正前 

３．ガスシステム改革小委員会について 

低廉で安定的なガス供給を可能とするシステムの実現に

向けて、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会ガスシ

ステム改革小委員会において検討を進め、2015年 1月に報

告書を取りまとめた。 

本報告書を受け、ガス小売参入の全面自由化（2017年

実施予定）やガス導管網の整備促進、大手３社を対象とし

た導管部門の法的分離（2022年４月実施予定）等の内容

を盛り込んだ電気事業法等の一部を改正する等の法律案

を 2015年３月３日に閣議決定し、国会に提出した。 
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熱供給・熱電併給 

１．熱供給事業の現状 

＜許可状況＞ 

2013年度末時点事業許可 79社 141地区 

       （うち操業中） 79社 139地区 

＜事業主体＞ 

熱供給事業の事業主体は、電気・ガス事業者、地方自治

体が出資しているもの（第３セクター）、不動産会社等が

多いが、地権者、地元資本、ビルオーナー等が共同で参画

するケースもある。 

表：熱供給事業の事業主体（事業者数・比率） 

 
事業者数 

（社） 
比率（％） 

電力・ガス会社系 22 28％ 

第３セクター 12 15％ 

不動産会社（デベロッパー） 10 13％ 

運輸系 9 11％ 

その他 26 33％ 

合計 79 100％ 

※2013年度末時点 

＜熱の売上額＞ 

2013年度：  1,447億円 

＜需要家の状況（2013年度末）＞ 

業務・商業施設：     1,301件 

住     宅：     34,460件 
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原子力政策 

１．原子力発電を巡る環境と政策対応 

１．１．原子力発電を巡る内外の情勢 

2011年２月末時点で、国内には 54基の商業用原子炉が

存在したが、2011 年３月に発生した東日本大震災による

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故並びにその

後の同発電所１～６号機の廃止に伴い、2015 年３月末時

点で国内の商業用原子炉は 48 基となった。また、世界で

は、2015 年１月１日時点で 431 基（39,223 万ｋＷ）の原

子力発電所が稼働（出典：世界の原子力発電開発の動向

2015（日本原子力産業協会））。 

 

１．２．2014年度における政策対応 

(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故を踏ま

えた原子力政策の見直し 

2010 年６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日に閣議決定された。 

政府は、エネルギー基本計画において示された原子力分

野に関する方針を具体化すべく、2014 年６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」

を設置し、必要な措置の在り方について検討を行っている。

2014年 12月には議論を中間的に整理した。主なポイント

は以下の通りとなっている。 

（１）円滑な廃炉に向けた課題  

①廃炉時の放射性廃棄物は、事業者の処分地確保の取

組、規制基準の早急な策定が必要。  

②廃炉の先送りを避け、安全な廃炉が阻害されないよ

う、費用の計上を平準化する措置が必要。  

③限られた国の財源の中で、廃炉に伴う立地市町村の

経済・雇用・財政等への影響緩和策を検討すべき 

④廃炉に見合う供給能力の取扱いを含めた原子力   

の将来像が明らかになっていなければ、事業者、立

地自治体及び住民が廃炉の判断をしにくいという

意見があった。  

（２）電力自由化における原子力事業  

①電力自由化を行いつつ、エネルギーミックスの達成

に向け、適切な政策的措置が必要。  

②廃炉に伴う費用の計上を平準化する措置が必要。（再

掲）  

③核燃料サイクル事業（日本原燃（株）・六ヶ所再処理

事業）の資金拠出方法や、中長期的な視点から官民

の役割分担の在り方等の検討。  

（３）その他  

①高レベル放射性廃棄物の最終処分は、科学的有望地

の選定の要件・基準等を具体化。  

②輸出を含む原子力技術提供の在り方について、オペ

レーションや基盤制度整備にも関わるよう検討。 

 

 (2)原子力利用における不断の安全性向上に向けた取組 

東京電力福島第一原子力発電所事故を経験した我が国

は、規制水準さえ満たせば原子力発電所のリスクがないと

する「安全神話」と決別し、産業界の自主的かつ継続的な

安全性向上により、世界最高水準の安全性を不断に追求し

ていくという新たな高みを目指すことが重要である。この

ような問題意識の下、原子力小委員会の下に「原子力の自

主的安全性向上に関するワーキンググループ」が設置され、

大学、研究機関等を中心とする有識者を委員とし、電気事

業者、メーカー、産業界団体等からの代表をオブザーバー

として、2013 年７月 17 日から 2014 年３月 25 日まで 12

回にわたり、原子力の自主的かつ継続的な安全性向上につ

いての活発な議論が行われた。2014年 5月 30日には、原

子力の自主的な安全性向上に向けた取組が、政府も含めた

原子力産業に関わる者の自主的かつ継続的な行動により

具体化され、実践されていくことを期待しつつ、「原子力

の自主的・継続的な安全性向上に向けた提言」が示された。 

この提言を受け、各電気事業者より個社としての自主的

安全性向上の取組が発表された。また、原子力のリスクを

低減させるには、低頻度でも大きな被害をもたらし得る事

象への適切な対策が重要であり、そのためには低頻度事象

に起因する事故時の状況進展を的確に予測した対策を立
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案して、確率論的手法も活用した総合的なリスク評価によ

り対策の有効性を確認することが必要との観点から、原子

力産業界全体の取組として、原子力の自主的な安全性向上

に必要な確率論的リスク評価（ＰＲＡ: Probabilistic 

Risk Assessment）等の研究開発の拠点となるとともに、

電気事業者による研究成果の活用等を促す原子力リスク

研究センター（ＮＲＲＣ:Nuclear Risk Research Center）

が 2014年 10月に電力中央研究所の下に設立された。ＮＲ

ＲＣにおいては、産業界が一体となって研究開発と成果の

活用のサイクルを回すべく、電気事業者の経営層を構成員

とする原子力経営責任者会議等、各主体が共同で検討を実

施する体制が構築されている。また、前米国原子力規制委

員会（ＮＲＣ）委員であるジョージ・アポストラキス博士

がセンター所長に、元ＮＲＣ委員長であるリチャードＡ・

メザーブ博士がセンター顧問に、現在ＮＲＣの原子炉安全

諮問委員会議長を務めるジョンＷ・ステットカー氏が技術

諮問委員会委員長に就任しており、世界の原子力安全の向

上に向けた取組を主導していくことも期待されている。例

えば、ＮＲＲＣは実機プラントの情報を用いた地震ＰＲＡ

等の研究開発を進めており、四国電力が伊方発電所３号機

をモデルプラントとして、この研究開発に参加している。 

 

東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ、エネルギ

ー基本計画においては、原子力事業者を含む産業界による

自主的かつ不断に安全を追求する事業体制の確立や安全

文化の醸成、過酷事故対策を含めた軽水炉安全性向上に資

する技術や信頼性・効率性を高める技術等の開発、東京電

力福島第一原子力発電所や今後増える古い原子力発電所

の廃炉を安全かつ円滑に進めるための高いレベルの原子

力技術・人材の維持・発展、周辺国の原子力安全の向上に

貢献できる原子力技術・人材の維持・発展、資源の有効活

用や放射性廃棄物の減容化・有害度低減等の観点からの国

際協力を含めた高速炉等研究開発、安全性の高度化に貢献

する原子力技術の研究開発の推進が必要であるとされた。

これらの課題に対応するためには、関係者間の役割分担を

明確化するとともに相互に認識し、我が国全体として重畳

を廃して最適な取組が進められることが必要となる。 

このような問題意識の下、原子力小委員会の下に「自主

的安全性向上・技術・人材ワーキンググループ」が設置さ

れた。本ワーキンググループにおいては、当面は喫緊の課

題への対応として、東京電力福島第一原子力発電所以外の

廃炉を含めた軽水炉の安全技術・人材の維持・発展に重点

を置き、国、事業者、メーカー、研究機関、学会等関係者

間の役割が明確化された「軽水炉安全技術・人材ロードマ

ップ」を作成し、これらを関係者間で共有するとともに、

原子力事業者を含めた産業界が行う自主的安全性向上に

係る取組を共有及び調整し、改善すべき内容の取りまとめ

を行うこととされた。大学、研究機関等を中心とする有識

者を委員とし、産業界団体、文部科学省、研究機関などか

らの代表をオブザーバーとして、2014 年９月 24 日から

2015年５月 27日まで９回にわたり、軽水炉安全技術・人

材ロードマップの作成と原子力の自主的安全性向上に係

る取組の改善内容案の取りまとめに向けて活発な議論が

行われた。その際、海外有識者をプレゼンターとして迎え、

国外の知見を積極的に取り込むとともに、電気事業者、メ

ーカー、産業界団体等を招聘し、安全性向上に向けた各主

体の具体的な取組を報告いただくことにより、産業界にお

ける自主的安全性向上の取組の実態を把握した。これらを

踏まえ、2015 年５月 27 日、「原子力の自主的・継続的な

安全性向上に向けた提言」が 2014 年５月に示されてから

約１年の間に、電気事業者、メーカー、産業界団体、学会、

政府等により、原子力の自主的安全性向上の取組がどのよ

うに進められてきたかを総点検し、横断的な課題や各主体

の取組の改善点を示す「原子力の自主的安全性向上の取組

の改善に向けた提言」が取りまとめられた。また、2015

年６月 16 日、本ワーキンググループと日本原子力学会の

キャッチボールを通じて、「軽水炉安全技術・人材ロード

マップ」が取りまとめられた。 

 

（3）高速炉開発 

高速炉の高い安全性実現のため、第４世代原子力システ

ムに関する国際フォーラム（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

組を実施した。 

また、2014 年４月に閣議決定されたエネルギー基本計

画においては、「米国や仏国等と国際協力を進めつつ、高

速炉等の研究開発に取り組む」とされているところ、2014

年５月の安倍総理訪仏の際に、日本側の経済産業省と文部

科学省、仏側の原子力・代替エネルギー庁が、フランスの

ナトリウム冷却高速炉の実証炉開発計画である第４世代
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ナトリウム冷却高速炉実証炉（ＡＳＴＲＩＤ）計画及びナ

トリウム冷却炉の開発に関する協力取決めに署名し、日仏

間の研究開発協力を開始した。 

この日仏ＡＳＴＲＩＤ開発協力に関しては、文部科学省、

経済産業省、電気事業連合会、日本電機工業会、日本原子

力研究開発機構（ＪＡＥＡ）の五者において、我が国の高

速炉の実証技術の確立にも役立つような高速炉枢要技術

開発の推進、国際的な動向を勘案した上でのタンク型炉の

設計評価や技術的知見などの積極的な情報収集、高速炉開

発の国際動向や耐震性・安全性・信頼性・出力規模、経済

性などの技術的検討の実施、仏国との協力が効率的に進め

られる体制の整備、当面のＡＳＴＲＩＤ開発協力の中心と

なるＪＡＥＡにおける国際協力体制の充実も含めた体制

整備の検討の実施等を進めることとされた。 

 

(4)我が国原子力産業の国際社会への貢献 

東京電力福島第一原子力発電所事故の経験と教訓を世

界と共有することが重要であり、これにより、世界の原子

力安全の向上に貢献していくことは、我が国が果たすべき

責務である。 

このため、日本が有する人材・技術・知見を以て国際社

会へ貢献するため、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）が行う加

盟国への原子力基盤整備支援、知識継承、一般理解の促進

支援等の活動を支援した。 

また、原子力安全も含め、福島第一原子力発電所の廃炉

や研究開発等、原子力の幅広い分野について一層協力を強

化するため、日米、日仏、日英それぞれの二国間委員会を

開催した。 

原子力発電を新たに導入・拡大しようとする国に対して

も、我が国の原子力事故から得られた教訓等を共有する取

組を行っている。2014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った。加えて、ベトナムに

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た。 

 

（5）立地地域との共生への取組と国民との相互理解を深

めるための取組 

原子力を含む我が国のエネルギー政策、放射線等の理解

促進や風評被害の防止等に関する情報提供・広報活動を行

い、立地地域をはじめとして原子力発電施設に対する国民

の信頼回復・相互理解を図った。 

具体的な取組として、次世代層を対象とした体験型の実

験教室の開催や教育職員を対象としたセミナーの開催、自

治体が主催する講演会等へ放射線に関する専門家の派遣、

放射線に関する理解促進活動を行うＮＰＯ団体の支援、各

立地地域のステークホルダーを対象とした勉強会や意見

交換等を行った。 

原子力発電所の稼働停止に伴い経済的な影響を受けて

いる立地地域に対しては、地域産品やサービスの開発、販

路拡大、ＰＲ活動等、立地地域毎の実情やニーズを踏まえ

た支援を行うとともに、原子力発電施設の運転に向けた、

立地地域との関係再構築・強化の取組や、安全かつ安定的

に稼働するための方策についての海外調査を行った。 

 

２．核燃料サイクル 

使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有

効利用する「核燃料サイクル」の推進は、エネルギー基本

計画（2014 年４月）において、我が国の基本的方針とさ

れている。 

 

２．１．プルサーマル 

回収したプルトニウムを既存の原子力発電所（軽水炉）

で利用することをプルサーマルといい、電気事業者のプル

サーマル計画（2009年６月）では 2015年度までに 16～18

基でプルサーマルを順次実施することとなっいる。 

 

２．２．核燃料サイクル施設 

(1) 再処理工場 

日本原燃株式会社が青森県六ヶ所村に建設中の六ヶ所

再処理工場は、2006 年３月から実際の使用済燃料等を用

いた最終的な総合試験（アクティブ試験）を開始し、2013

年 5月に事業者が行う全ての試験を終了した。 

再処理工場の竣工に当たっては、新規制基準（2013 年

12 月施行）に適合する必要があることから、日本原燃株

式会社は 2014 年１月に原子力規制委員会へ事業変更許可
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等を申請した。また、竣工予定時期を 2016 年３月に変更

した。 

 

(2) ウラン濃縮工場 

 青森県六ヶ所村の日本原燃株式会社ウラン濃縮工場に

ついては、新型遠心機への更新工事を 2010年３月に着工。

2012年３月に初期導入の前半分 37.5ｔＳＷＵ/年を、2013

年５月に後半分 37.5ｔＳＷＵ/年について生産運転を開

始し、75 ｔＳＷＵ/年で運転している。また、新規制基準

（2013年 12月施行）に適合する必要があることから、日

本原燃は 2014 年１月に原子力規制委員会へ事業変更許可

等を申請した。 

 

(3) ＭＯＸ燃料工場 

日本原燃株式会社が青森県六ヶ所村に建設を計画して

いるＭＯＸ燃料工場については、2010年 10月に着工した。

その後、東日本大震災の影響により建設工事を一時中断し

ていたが、2012年４月から再開した。 

ＭＯＸ燃料工場の竣工に当たっては、新規制基準（2013

年 12 月施行）に適合する必要があることから、日本原燃

株式会社は 2014 年１月に原子力規制委員会へ事業変更許

可等を申請した。また、竣工予定時期は 2017年 10月に変

更した。 

 

(4) 中間貯蔵施設 

リサイクル燃料貯蔵株式会社が青森県むつ市に建設を

計画している使用済燃料中間貯蔵施設については、2010

年８月に着工した。なお、2011年３月 11日の東日本大震

災の影響により、同施設の貯蔵建屋の建設工事を休止して

いたが、2012 年３月から工事を再開し、2013 年８月に工

事が終了した。また、新規制基準（2013年 12月施行）に

適合する必要があることから、リサイクル燃料貯蔵株式会

社は 2014 年１月に原子力規制委員会へ事業変更許可等を

申請した。また、事業開始時期を 2016年 10月に変更した。 

 

２．３．核燃料サイクル施設に関する広聴・広報活動 

核燃料サイクル施設に関する広聴・広報活動として、東

京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ、立地地域の住

民の方々との信頼関係を構築するため、今後の原子力を含

むエネルギー政策等に関する情報提供や、立地地域の住民

と電力消費地域の住民の双方向コミュニケーションを図

り、核燃料サイクルについて理解促進活動を実施した。 

具体的な取組として、2014 年度は、核燃料サイクル施

設立地地域の住民が多く訪れる場所や各種イベント、定期

刊行物を活用した立地地域向けの広聴・広報活動、電力消

費地域において核燃料に関する理解促進フォーラムを実

施した。 

 

２．４．放射性廃棄物処分対策 

（１）最終処分に向けた取組の見直し議論の開始 

高レベル放射性廃棄物の処分については、2000 年に制

定された「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（最

終処分法）」に基づき、処分事業の実施主体である原子力

発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）が、2002 年から調査受入

れ自治体の公募を開始しましたが、現在に至るまで、法律

に基づく最初の調査である文献調査を実施するに至って

いません。 

こうした状況を反省し、2013 年 5 月、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の下に放

射性廃棄物ワーキンググループ（ＷＧ）を設置し、最終処

分に向けた取組の見直しについて議論を開始しました。本

WGにおける議論を踏まえつつ、同年 12月には最終処分関

係閣僚会議を設置・開催し、①現世代の責任として地層処

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

再選択できるよう可逆性・回収可能性を担保する、②国が、

科学的根拠に基づき、より適性が高いと考えられる地域

（科学的有望地）を提示し、重点的な理解活動を行った上

で、複数地域に対し申入れを実施する、等の基本的な取組

の方向性を決定しました。こうした方向性については、

2014 年 4 月に閣議決定されたエネルギー基本計画にも規

定されました。 

 

（２）地層処分の技術的信頼性の再評価 

東日本大震災を経験したことを踏まえ、地層処分の技術

的信頼性について、最新の科学的な知見を反映して改めて

評価を行うため、2013年 10月、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の下に地層処分技

術 WG を設置しました。本ＷＧでは、地層処分を行う場と

して、地温が低いこと、地下水の流れが緩慢であること等

が好ましい地質環境特性として整理されるとともに、各々
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の好ましい特性を有する地質環境が我が国に十分存在す

ると考えられると評価されました。また、これらの好まし

い地質環境特性に著しい影響を及ぼすと考えられる火山

活動、隆起・浸食、断層活動等の天然事象が整理され、段

階的な処分地選定調査により、将来十万年程度の期間、好

ましい地質環境が大きく変化する可能性が低い地域を選

定できる見通しが得られたと評価されました。こうした評

価は、2014 年５月に「中間とりまとめ」として公表され

ました。 

 

（３）科学的有望地の要件・基準等に関する議論の開始 

2014 年９月に開催された第２回最終処分関係閣僚会議

における決定を踏まえ、国が提示する予定の科学的有望地

の要件・基準等について、地球科学的観点及び社会科学的

観点の両面から、同年 10 月以降、放射性廃棄物ＷＧ及び

地層処分技術ＷＧにおいて専門家による議論を開始しま

した。 

 

（４）最終処分法に基づく基本方針の改定 

 2014 年 4 月に閣議決定されたエネルギー基本計画や、

同年 5月に公表された放射性廃棄物ＷＧの「中間とりまと

め」を踏まえつつ、引き続き同ＷＧにおいて個別論点の具

体化を図り、2015 年 5 月、最終処分法に基づく基本方針

の改定（閣議決定）を７年ぶりに行いました。改定のポイ

ントは以下のとおりです。 

 

（基本方針改定のポイント） 

①現世代の責任と将来世代の選択可能性 

・廃棄物を発生させてきた現世代の責任として将来世代に

負担を先送りしないよう、地層処分に向けた対策を確実に

進める。 

・基本的に可逆性・回収可能性を担保し、将来世代が最良

の処分方法を選択可能にする。幅広い選択肢を確保するた

め代替オプションを含めた技術開発等を進める。 

②全国的な国民理解、地域理解の醸成 

・最終処分事業の実現に貢献する地域に対する敬意や感謝

の念や社会としての利益還元の必要性が広く国民に共有

されることが重要。 

・国から全国の地方自治体に対する情報提供を緊密に行い、

丁寧な対話を重ねる。 

③国が前面に立った取組 

・国が科学的により適性が高いと考えられる地域（科学的

有望地）を提示するとともに、理解活動の状況等を踏まえ、

調査等への理解と協力について、関係地方自治体に申入れ

を行う。 

④事業に貢献する地域に対する支援 

・地域の主体的な合意形成に向け、多様な住民が参画する

「対話の場」の設置及び活動を支援する。 

・地域の持続的発展に資する総合的な支援措置を検討し講

じていく。 

⑤推進体制の改善等 

・事業主体であるＮＵＭＯ（原子力発電環境整備機構）の

体制を強化する。 

・信頼性確保のために、原子力委員会の関与を明確化し、

継続的な評価を実施する。原子力規制委員会は、調査の進

捗に応じ、安全確保上の考慮事項を順次提示する。・使用

済燃料の貯蔵能力の拡大を進める。 

 

（５）放射性廃棄物の処分に関する調査・研究 

高レベル放射性廃棄物等の地層処分技術の信頼性と安

全性のより一層の向上を目指すため、海域における地質環

境の評価技術開発や、深地層の研究施設等を活用した地質

環境調査技術、操業技術等の工学技術及び安全評価技術の

信頼性向上を図るとともに、ＴＲＵ廃棄物処理・処分技術

の高度化等を行いました。加えて、廃棄体の回収可能性の

維持が安全性に与える影響調査や、直接処分における地下

施設の設計技術の整備等を行いました。 

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、実物大の地下空洞を利用

して、埋戻し等の閉鎖技術に関わる施工試験を実施し、施

工された埋戻し材の初期性能や埋戻しに伴う周辺の岩盤

への影響等について評価・検討を行いました。 

 

２．５．バックエンド事業の経済的措置 

核燃料サイクル政策の根幹をなす再処理等は、その事業

には長い期間を要するなどの特徴を有していることから、

必要な資金の安全性・透明性が担保された形で確保するこ

とが必要である。 

(1)再処理等積立金法 

使用済燃料の再処理等に要する費用の積立てを電気事
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業者に義務づける「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」が

2005 年５月に公布された。また、これに伴い税制措置、

その他所要の整備が行われた。積み立てられた資金の管理

を行う法人として、公益財団法人原子力環境整備促進・資

金管理センターが指定され、本法に基づく積立金の積立

て・取戻し等が行われている。(2015年３月末の積立金残

高は約２兆 3,805億円) 

 

(2)特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律（最終処分

法） 

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に基づき、特

定放射性廃棄物(高レベル放射性廃棄物及び地層処分が必

要な TRU 廃棄物特定放射性廃棄物)の最終処分に係る費用

が電気事業者等によりＮＵＭＯに納付されており、公益財

団法人原子力環境整備促進・資金管理センターに積み立て

られている。（2015年３月末の積立金残高は約１兆 159億

円） 
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