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第１節 資源エネルギー庁 

総合エネルギー政策 

１．2018年度のエネルギー政策に関する主な動き（総論） 

１．１．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受け

て、2014 年４月 11日、2030年を念頭に、第 4次エネルギ

ー基本計画を閣議決定した。この計画においては、「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。 

本計画を具体化すべく、2015 年７月には「長期エネル

ギー需給見通し」（エネルギーミックス）を決定し、エネ

ルギー基本計画における政策目標である 3E+S、安全性

（Safety）、安定供給（Energy Security）、経済効率性

（Economic Efficiency）及び環境適合（Environment）を

踏まえ、施策を講じたときに実現されるであろう 2030 年

のエネルギー需給構造の見通し、あるべき姿を示した。 

 第４次エネルギー基本計画の策定から４年が経過した

2018年度は、7月 3日、第５次エネルギー基本計画を閣議

決定した。この基本計画は、経済産業大臣主催のエネルギ

ー情勢懇談会（情勢懇）において、2016年 11月に発効さ

れたパリ協定に見られる脱炭素化への世界的なモメンタ

ムを踏まえ、2050 年 80％の温室効果ガス削減を目指すと

いう目標への対応を視野に入れた議論を行うとともに、総

合資源エネルギー調査会基本政策分科会において 2030 年

のエネルギーミックス実現に向けた施策の深堀について、

再エネ、省エネ、原子力、火力、資源といった論点から議

論を行い、とりまとめられたものである。この計画におい

ては、2030年のエネルギーミックスについて、「３Ｅ＋Ｓ

の原則の下、徹底した省エネルギー、再生可能エネルギー

の最大限の導入、火力発電の高効率化、原発依存度の可能

な限りの低減といったこれまでの基本的な方針を堅持し

つつ、エネルギー源ごとの施策等の深掘り・対応強化によ

り、その確実な実現を目指す」こととしており、2050 年

に向けては、「技術革新等の可能性と不確実性、情勢変化

の不透明性が伴い、蓋然性をもった予測が困難である」た

め、「より高度な３E＋S」を評価軸として設定し、「野心的

な目標を掲げつつ、常に最新の情報に基づき重点を決めて

いく複線的なシナリオによるアプローチとすることが適

当である」とまとめている。 

 

１．２．エネルギーに関する主な施策 

（１）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、「東京電力ホールディ

ングス(株)福島第一原子力発電所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。 

廃炉対策については、使用済燃料プールからの燃料取り

出しに向けた取組として、１号機においては、2018 年１

月から開始したオペレーティングフロアのガレキ撤去を

引き続き進めている。2号機においては、オペレーティン

グフロア内部調査の結果に基づき、2019 年 5 月から、ダ

スト飛散リスク低減のため、建屋上部をできるだけ解体し

ない燃料取り出し方法の検討を開始した。３号機において

は、2018 年３月から燃料取扱機とクレーンの試運転を開

始したところ、複数の不具合が発生した。これを受けて、

設備の潜在的な不具合を抽出し、再発防止を徹底するため、

同年 12 月末までに安全点検及び品質管理確認を実施し、

2019年４月から取り出しを開始した。 

燃料デブリの取り出しに向けた取組としては、格納容器

の内部調査や燃料デブリ取り出し工法に関する研究開発

等を進めている。２号機においては、2019 年 2 月に実施

した内部調査で、格納容器内の燃料デブリと思われる堆積
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物に調査装置を接触させ、小石状等の堆積物を掴んで動か

せることを確認した。 

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（汚染源を「取り

除く」、汚染源に水を「近づけない」、汚染水を「漏らさな

い」）の下、予防的・重層的な対策を着実に実施している。 

汚染源に水を「近づけない」対策については、2018 年

３月に、凍土方式の陸側遮水壁が深部の一部を除き完成し、

サブドレン等の機能と併せ、地下水位を安定的に制御し、

建屋へ地下水を近づけない水位管理システムが構築され

た。未凍結部分の凍土方式の陸側遮水壁の深部も、同年９

月に凍結を完了した。 

汚染水を「漏らさない」対策については、2019年３月、

フランジ型タンクから信頼性の高い溶接型タンクへの切

替を完了した。また、万一の漏えいに備え、タンクから漏

えいした水が外部環境に流出しないよう、タンク周囲にお

ける二重堰の設置や１日複数回のパトロール等を実施し

ている。 

汚染源を「取り除く」対策については、引き続き、多核

種除去設備（ALPS: Advanced Liquid Processing System）

等により浄化処理を行っている。ALPS 等で浄化処理した

水（ALPS 等では取り除くことのできないトリチウム等を

含む。以下「処理水」という。）はタンクに継続的に貯蔵

されているが、汚染水は継続的に発生しているため、こう

したタンクが増え続け、タンクを建設するために適した用

地は限界を迎えつつある。このため、2016 年９月に設置

した「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会」

を継続的に開催し、技術的な観点に加えて、風評被害など

社会的な観点等も含め、処理水の取扱いについての総合的

な検討を行っている。2018 年８月には、処理水の処分方

法を限定せず、処分方法や処分した際の懸念について、県

民・国民の意見を伺う場として、説明・公聴会を開催した。

説明・公聴会では、処理水の安全性についての懸念（トリ

チウム以外の放射性核種が残留していることを含む。）、風

評被害が懸念されるため海洋放出に反対など、様々な懸念

点が示された。こうした論点については、同小委員会で検

討を進めることとしている。説明・公聴会後の同小委員会

では、東京電力は、処理水を環境中へ処分する場合には、

処分する前の段階での二次処理により、トリチウム以外の

放射性核種についてさらに浄化し、環境放出の基準を満た

す方針を表明した。 

廃棄物対策については、2016 年３月に策定した「固体

廃棄物の保管管理計画」について、2018 年６月に２回目

の改訂を行い、最新の保管実績や工事計画を踏まえた発生

量予測等を反映した。 

福島第一原発の廃止措置に向けた取組の国内外に対す

る正確な情報発信については、2018 年８月、福島県楢葉

町・いわき市において第３回福島第一廃炉国際フォーラム

が開催され、廃炉に関する地域住民との対話や国内外の最

新技術の活用状況の共有が行われた。また、廃炉・汚染水

対策の進捗状況などを伝える動画（「廃炉のいま」）及びパ

ンフレット（「廃炉の大切な話 2019」）を作成したほか、

ウェブページ（「廃炉・汚染水対策 ポータルサイト」）に

ついても改善を行い、引き続き、分かりやすい情報発信に

努めている。さらに、資源エネルギー庁ホームページにあ

る、「スペシャルコンテンツ」ページに廃炉・汚染水対策

を含む福島復興関連の特集記事を掲載している。特に処理

水については、分かりやすく情報を伝えるという点で、反

省すべき点があったことから、より一層丁寧な広報を行う

ため、シリーズで記事の配信を実施している。コンテンツ

制作においては、地元の方々の関心や疑問・不安に応える

ため、事前に地元の方々の意見を聴取して反映するなど、

双方向性を意識した取組を進めている。また、地域住民等

を対象とし、福島第一原子力発電所や周辺地域の復興状況

の視察を実施した。 

国際的な取組としては、2018年 11月、第４回東京電力

福島第一原子力発電所の廃炉に関する国際原子力機関

（IAEA）レビューミッションを受け入れ、2019 年１月に
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その最終報告書を IAEA から受領した。2019 年３月には、

東京電力福島第一原子力発電所の廃炉・福島復興及び食の

安全に関するシンポジウムを、経済協力開発機構原子力機

関（OECD/NEA）との共催でパリ（フランス）にて開催した。 

労働環境・労働条件の改善に向けた取組としては、フェ

ーシング工事等により線量低減対策を進めてきたところ

であり、2016 年３月には、構内の大部分で一般作業服等

での作業が可能となった。さらに 2018 年５月には、１～

４号機原子炉建屋の周辺道路等についても、一般作業服等

での作業が可能なエリアに設定された。現在、構内の 96％

で軽装備化による作業時の負担軽減策が実施されている。

2018 年に実施された作業員アンケートにおいては、本対

策も含め、これまで改善してきた主な取組について 85%を

超える方々に「良い」「まあ良い」と評価されるなど、労

働環境が改善されている。 

 

（２）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。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

定を行い、2012 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。 

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された。 

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構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」（以下、「機構」という。）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。 

2015 年４月には、除染費用の一部について、これまで

の応諾実績等から合理的な見積もりが可能になったこと

を受けて、要賠償額の見通しが約６兆円へと約 7,000億円

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、損害賠償等

の履行に充てるための資金として、５兆 9,362 億 8,733

万円を 2016年度までに交付することとした。2015年６月

には、「責任と競争」を両立すべく「原子力災害からの福

島復興の加速に向けて」の改訂が原子力災害対策本部決

定・閣議決定され、これを受けて、政府は同年７月に認定

特別事業計画の変更認定（「新・総合特別事業計画」の一

部変更認定）を行った。当該計画においては、2015 年６

月の閣議決定により、避難区域住民の方々の生活再構築に

配慮した精神的損害の賠償の実施や除染費用の一部につ

いて、より一定の予見可能性が生じてきたこと等を受けて、

要賠償額の見通しが約 7.1 兆円へと約 1.1 兆円増額した。

これを踏まえ、機構は東京電力に対し、損害賠償等の履行

に充てるための資金として、６兆 8,864 億 5,833 万円を

2016 年度までに交付することとした。2016 年 3 月には、

出荷制限や風評被害等の見積額の算定期間を延ばしたこ

と等により、要賠償額の見通しが約 7.7兆円へと約 6,000

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
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（「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、損害賠償等

の履行に充てるための資金として、７兆 4,695 億 8,633

万円を 2016年度までに交付することとした。 

2017 年１月には、2017 年１月以降の農林業に係る新た

な賠償の実施や、出荷制限や風評被害等見積額の算定期間

を延ばしたことに加え、除染等費用の一部について、先例

の積み重ねにより一定の予見可能性が生じてきたこと等

により、要賠償額の見通しは８兆 3,664億 500万円となっ

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。 

また、2016年秋には、「東京電力改革・１Ｆ問題委員会」

（以下「東電委員会」という。）を設置した。東電委員会

では、福島復興と事故収束への責任を果たすために東京電

力が実施すべき経営改革について検討し、福島の被災者の

方々が安心し、国民が納得し、現場が気概を持って働ける

ような東電改革の具体的な提言の取りまとめを進めた。こ

の結果、2016 年 12 月 20 日の第８回東電委員会で東電改

革提言が公表された。東電改革提言においては、東電は生

産性改革や共同事業体の設立を通じた再編・統合といった

非連続の取組を通じて現状の収益水準を引上げ、必要な資

金を捻出すべきとの提言がなされた。東電及び機構は、東

電改革提言に沿って経営改革の具体像を織り込んだ

「新々・総合特別事業計画」を 2017 年５月に策定し、こ

れを受けて、政府は同年５月に認定を行った。 

2017年２月には、2016年 12月に閣議決定された「原子

力災害からの福島復興の加速のための基本方針」に基づき、

東電が廃炉の実施責任を果たしていくという原則を維持

しつつ、長期にわたる資金需要に対応するための制度を国

が整備し、廃炉の実施をより確実なものとしていく必要が

あるという考え方の下、原子力損害賠償・廃炉等支援機構

法の一部を改正する法律案（以下「改正法案」という。）

が閣議決定され提出された。改正法案は、事故炉の廃炉を

行う原子力事業者（東電）に対し、廃炉に必要な資金を、

毎年度、機構に積み立てることを義務づける等の措置を講

ずることを内容としており、第 193回通常国会において成

立し、2017年 10月に施行された。2018 年３月には、廃炉

等実施計画が東電より機構を経由して提出され、同月、政

府は廃炉等積立金の額の認可を行った。 

 

（３）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、政府による避難等の指示等によって避難を余

儀なくされたことによる精神的損害賠償、財物賠償、営業

損害に係る賠償等について、被害者の個別の状況を踏まえ

て実施している。 

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、順次策定が行われた。2015 年６月に閣議決定

された「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」改訂

を踏まえ、東京電力は、避難指示解除準備区域・居住制限

区域における精神的損害賠償について、早期に避難指示が

解除された場合においても、帰還した住民の方々の生活再

構築のためには復興支援を通じた避難指示解除準備区

域・居住制限区域全体としての環境整備が必要となる点を

踏まえ、2015 年８月から包括的な請求方式での受付を開

始した。また、東京電力は、避難指示区域内外の商工業等

に係る新たな営業損害賠償についても、同閣議決定を踏ま

え、同年８月から受付を開始した。避難指示区域内の農林

業に係る新たな営業損害賠償については、2016年 12月に

閣議決定された「原子力災害からの福島復興の加速のため

の基本指針について」を踏まえ、2017 年１月から新たな

枠組みに移行した。2019年３月 31日時点で、約８兆 9,620

億円の支払いが行われた。 

 

（４）核燃料サイクル政策 

 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。電力自由化など原子力事業をめぐる事業環

境が変化する中、再処理等が将来にわたって着実に実施さ
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れるよう、2016年５月に再処理等拠出金法が成立した。

その上で、この法律に基づき、使用済燃料再処理機構は拠

出金の収納等行った。 

2016年 12月に原子力関係閣僚会議において決定した、

「高速炉開発の方針」に基づき、今後の高速炉の開発方針

を具体化し、今後 10年程度の開発作業を特定する「戦略

ロードマップ」を策定するために、実務レベルで技術的な

検討を行う「戦略ワーキンググループ」を設置した。2017

年３月に第１回「戦略ワーキンググループ」を開催して以

降、計 16回にわたる「戦略ワーキンググループ」での議

論を踏まえ、2018年 12月の原子力関係閣僚会議において、

高速炉開発の意義、長期的開発スケジュール、開発方針、

開発体制について定めた「戦略ロードマップ」を決定した。 

 

（５）福島新エネ社会構想 

2016 年３月５日、安倍総理が福島県を訪問した際に、

官民一体の『福島新エネ社会構想実現会議』を設置し、具

体的な検討を同月中に始めるよう経済産業省大臣に指示

をしたのを踏まえ、2016 年９月に開催された第３回福島

新エネ社会構想実現会議において、「福島新エネ社会構想」

が策定された。同構想は、再生可能エネルギーの導入拡大、

水素社会実現のモデル構築、スマートコミュニティの構築

を３つの柱としており、その実現に向けた取組を推進した。 

 再生可能エネルギーの導入拡大に向けて、2017 年度

は、送電網補強のため送電線等の建設、運営を担う福島送

電合同会社が詳細設計を行い、敷設工事に着手しており、

福島県と連携し本送電事業を支援した。 

 水素社会実現のモデル構築に向けては、再エネから水素

を製造する技術（Power to Gas 技術）の開発・実証を進

めるため、2017年８月から、浪江町において再生可能エ

ネルギーから大規模に水素を製造するプロジェクトを開

始した。 

 スマートコミュニティの構築に向けては、新地町・相馬

市・浪江町・楢葉町・葛尾村の 5市町村が取組を実施して

いる。2017年１月に新地町、2017年３月に相馬市及び楢

葉町でスマコミ構築のマスタープランが完成した。上記プ

ランを踏まえ、新地町においては、2017年２月からスマ

コミ構築事業を開始した。 

 

（６）再生可能エネルギー政策 

2012 年７月に固定価格買取制度（ＦＩＴ）が創設され

て以降、2017 年９月末時点で再生可能エネルギーの導入

量は約 2.9倍（約 5,970万 kＷ）に拡大しており、同制度

は再生可能エネルギー推進の原動力となっている。 

一方で、太陽光に偏った導入が進み、制度の認定を受け

ながら稼働しない案件の発生や、国民負担増大への懸念等

の課題が生じたため、「電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法」（以下「FIT 法」と

いう。）を改正し、2017年４月１日に施行した。 

また、2017年 12月に、総合資源エネルギー調査会省エ

ネルギー・新エネルギー分科会及び電力・ガス事業分科会

の下に「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネット

ワーク小委員会」を設置し、再生可能エネルギーの大量導

入とそれを支える次世代電力ネットワークの在り方につ

いて、政策対応の具体化に向けた検討を行った。 

2018年度以降の調達価格等については、2017年９月 28

日から調達価格等算定委員会（以下「委員会」という。）

において議論が開始され、委員会は、「平成 30年度以降の

調達価格等に関する意見」を 2018 年２月７日に取りまと

めた。この意見を尊重する形で、2018年３月 30日に、2018

年度以降の調達価格等が告示された。 

 

（７）電力・ガスシステム改革 

2016 年 4 月に電力の小売全面自由化が始まり、旧一般

電気事業者や旧特定規模電気事業といった類型に代わる

区分として、小売電気事業（登録制）、送配電事業（許可

制）、発電事業（届出制）という事業ごとの類型を設け、

それぞれ必要な規制を課すこととなった。2015 年６月に

は、電力システム改革の第３段階である「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電気の小売料
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金の全面自由化」の実施、システム改革を一体的に推進す

るために必要な措置や、ガスの小売全面自由化等を定めた

電気事業法等の一部を改正する等の法律案が、第 189回通

常国会において成立した。2018 年度には、2020 年 4 月に

実施を予定している発送電分離に向けて、総合資源エネル

ギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委

員会にて電気料金の経過措置の在り方、法的分離に向けた

電気事業を取り巻く状況の検証等について議論を行った。 

2017 年 4 月にガスの小売全面自由化が始まり、旧一般

ガス事業や旧大口ガス事業といった類型に代わる区分と

して、ガス小売事業（登録制）、一般ガス導管事業（許可

制）、特定ガス導管事業（届出制）、ガス製造事業（届出制）

という事業ごとの類型を設け、それぞれ必要な規制を課す

こととなった。ガスシステム改革については、「ガス事業

制度検討ワーキンググループ」を設置し、2017 年 4 月の

ガス小売全面自由化後の進捗状況を踏まえつつ、熱量バン

ド制への移行やガス卸供給の促進、ＬＮＧ基地の第三者利

用の促進等について、専門的な見地から検討を行った。 

 

（８）石油・ＬＰＧ 

（ア）ＬＮＧ市場政策 

近年のＬＮＧの調達環境の変化を受け、世界最大のＬＮ

Ｇ輸入国である我が国が主導する形で、流動性の高いＬＮ

Ｇ市場を実現すべく、2016 年 5 月、Ｇ７エネルギー大臣

会合において「ＬＮＧ市場戦略」を発表した。 

2018 年度は、仕向地制限条項の緩和等によるＬＮＧの

取引容易性の向上等に向けて、日ＥＵで共同作成した仕高

地条項等にかかるモデル条項の公表、EU とのＬＮＧ協力

覚書基づくワークショップ等の開催、日米協力の下でのＬ

ＮＧワークショップ開催、ＬＮＧ産消会議における「LNG

市場の拡大及び LNG セキュリティ確保への日本のコミッ

トメント」の発表等を行った。 

 

（イ）災害時における燃料供給の強靭化 

2018 年 9 月の北海道胆振東部地震などを受けて、燃料

供給強靭化に係る主要対策パッケージを作成し、政府全体

で「重要インフラの緊急点検」を実施。 

燃料に係る主要な対策として①製油所、油槽所等の燃料

供給インフラの災害対応能力強化、②病院等の重要インフ

ラの自衛能力強化、③災害時の情報収集・発信の強化の観

点から、燃料供給強靭化に向けた取組を進めている。 

 

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）世界のエネルギー消費量（一次エネルギー）は経済

成長とともに増加を続けており、石油換算で 1965年の 37

億トンから年平均 2.5％で増加し続け、2017 年には 135

億トンに達した。 

（イ）特に 2000 年代以降アジア大洋州地域は新興国が牽

引して消費伸び率が高くなっている。 

（ウ）一方、世界のエネルギー消費量に占めるＯＥＣＤ諸

国のエネルギー消費の割合は、1965年の 70.8％から 2017

年には 41.5%へと約 29 ポイント低下した。経済成長率、

人口増加率ともに開発途上国と比較し低くとどまってい

ることや産業構造が変化し省エネルギー化が進んだこと

が影響している。(参照：図 世界のエネルギー消費量の

推移（地域別、一次エネルギー）) 

 

図 世界のエネルギー消費量の推移（地域別、一次エネルギー） 

 

 

70.5%

41.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2017 （年）

アジア大洋州

アフリカ

中東

その他旧ソ連邦諸国

ロシア

欧州(旧ソ連を除く)

中南米

北米

OECDシェア（右軸）

（100万石油換算トン）

（出所）BP「Statistical review of world energy 2018」を基

に作成 

（注 1）1984年までのロシアには、その他旧ソ連邦諸国を含む。   
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（２）世界のエネルギー消費の動向 

（ア）2017 年現在の世界のエネルギー消費は、石油が

34.2％、石炭が 27.6％、天然ガスが 23.4％となっており、

化石燃料が全体の約 85.2％を占めている現状にある。 

また、1965年から 2017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 9.3％)と風力、太陽光など

の他再生成可能エネルギー（同 12.4％）である。 

（イ）しかしながら、2017 年時点のシェアはそれぞれ

4.4％及び 3.6％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量の

推移（エネルギー源別、一次エネルギー）） 

 

図 世界のエネルギー消費量の推移（エネルギー源別、一次エネルギー） 
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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 2017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 2.1倍、運輸部門が 1.7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） 
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降に競争力を失う中、これを石油が代替し、オイルショッ
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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）→39.1％（2017年度））。 
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図 最終エネルギー消費と実質ＧＤＰの推移 

 

 
 

図 日本の一次エネルギー国内供給の推移 
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3.4%

7.6%

75.5%

16.9%

15.00

40.3%

22.7%

18.2%

11.2%

64.7%

17.6%

非化石
エネルギー

化石
エネルギー

（出典）資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」、内閣府「国民経済計算」、日本エネルギー経

済研究所「エネルギー・経済統計要覧」を基に作成 

(注 1) Ｊ(ジュール)=エネルギーの大きさを示す指標の一つで、1MJ＝0.0258×10-3原油換算 kl。 

(注 2) ｢総合エネルギー統計｣は、1990年度以降の数値について算出方法が変更されている。 

(注 3)産業部門は農林水産鉱建設業と製造業の合計。 

(注 4)1993年度以前の GDPは日本エネルギー経済研究所推計。 

（出典）資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」を基に作成 

(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) ｢再生可能エネルギー等(水力除く)｣とは、太陽光、風力、バイオマス、地熱などのこと(以下同様)。 
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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 

2018 年９月、カナダ（ハリファックス）にてＧ７エネ

ルギー大臣会合が開催され、平木経済産業大臣政務官（当

時）が出席した。 

 同会合では、「明日に向けたエネルギーシステムの構築」

をテーマに、エネルギー安全保障の強化、エネルギーシス

テムによる持続可能な経済成長の確保、及び低炭素エネル

ギーの将来像の具体化を目的として、出席閣僚等が議論を

行った。その結果、議長国カナダが議長総括をまとめた。

議長総括では、①各国の経済成長の中心にエネルギーがあ

り、信頼でき低廉で持続可能かつ近代的なエネルギーへの

アクセスが国民にとって重要であること、②エネルギーの

多様性確保の重要性を再確認するとともに、海洋エネルギ

ーの重要性について強調、そして③電力供給の信頼性確保

のため、強靭なインフラやデジタル技術への投資の必要性

を確認等について記載された。 

 

３．２．Ｇ２０エネルギー大臣会合 

 2018年 6月に、アルゼンチン(バリローチェ)において、

G20エネルギー大臣会合が開催され、武藤経済産業副大臣

（当時）が出席した。 

今回の会合では、「よりクリーンでかつ強靭性のあるエネ

ルギーシステムへの転換」について議論がなされ、同会合

の成果文書として共同声明が発出された。共同声明では、

①エネルギー転換の実現には、各国の事情に応じた複数の

道があり得ること、②エネルギー転換は温室効果ガス削減

に重要な役割を果たすこと、③イノベーションはエネルギ

ー転換の重要な推進力であり、G20の協力を強化すること、

等について記載された。日本は、次期議長国として、アル

ゼンチン議長下での成果を更に発展させるべく、エネルギ

ー安全保障、経済成長、温暖化対策を同時に達成しながら、

世界のエネルギー転換を進めるためのイノベーションの

重要性について議論をリードしていきたいと発信した。 

2019 年は我が国が議長国を務め、エネルギー・環境分野

の閣僚会合として「持続可能な成長のためのエネルギー転

換と地球環境に関する関係閣僚会合」を 6月 15日から 16

日に長野県軽井沢町で、また、同月 28 日、29日に G20サ

ミットを大阪府大阪市で開催する予定。 

 

３．３．ＡＳＥＡＮ＋３/ＥＡＳエネルギー大臣会合 

 2018年１０月に、シンガポールにおいて第 15回ＡＳＥ

ＡＮ＋3 エネルギー大臣会合及び第 12 回ＥＡＳエネルギ

ー大臣会合が開催された。 

今回の会合では、天然ガスが地域のエネルギーセキュリテ

ィ確保及び低炭素への転換のために重要な役割を果たす

との認識と LNG の利用促進と市場拡大に向けたインフラ

開発に対する強いコミットメントが支持された。また、我

が国から、それぞれの国の実情を踏まえたニーズに応じ、

低炭素化・脱炭素化に資するあらゆる選択肢を提案するこ

と、それを踏まえた各国の選択に応じた支援を行うことで、

世界のエネルギー転換をリードしていくことを表明した。

各国の政策立案に貢献するエネルギー政策研究を加速す

るため、東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）が

作成した「EAS中期エネルギー政策調査研究ロードマップ」

に基づき実施されている調査研究が歓迎された。 

 

３．４．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

25 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。2018 年５

月に、デンマーク（コペンハーゲン）において第 9回ＣＥ

Ｍ大臣会合が開催され、我が国からは大串経済産業大臣政

務官（当時）が出席した。 

本会合では、クリーンエネルギーの推進に向け各国が抱

える課題と機会についての議論を踏まえ、今後の CEM活動

の優先分野を確認するとともに、今後も CEMがクリーンエ

ネルギーの導入拡大に向けて、加盟国の知見を活用して取

り組む重要な枠組みであると、加盟国間で確認された。日

本からは、原子力や二酸化炭素回収・利用・貯留（CCUS）

等の分野での新たな CEM の活動について参加を表明する

とともに、世界のクリーンエネルギー推進に貢献していく

ことを表明した。 

 

３．５．ＬＮＧ産消会議 2018  

2018年 10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産消会議を愛

知県名古屋市で開催した。閣僚級、関係企業のトップを含

め、世界 28 カ国・地域から約 1,000 人の関係者が参加し
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た。本年は、官民の連携を一層強化して実施し、今回の会

議では、目下の LNG 市場の変化を”1st LNG Revolution”

と捉え、柔軟で透明な LNG市場の確立を通じたガスセキュ

リティの確保、エネルギーシステムにおける LNGの重要性

及び新たな需要、LNG引取契約形態の変化が起きつつある

状況下での供給確保等について議論を行った。世耕大臣か

らは、市場拡大に向けた日本の貢献として、LNG関連プロ

ジェクトに対するファイナンス支援の抜本的な拡充や、

LNG需要国での制度・計画づくりを支援することを発表す

ると共に、LNGセキュリティ強化に向けた産消での連携を

呼び掛けた。また、世耕経済産業大臣は、本会議に参加し

た 6 名の大臣等及び１名の国際機関事務局長とのバイ会

談を行い、国際ＬＮＧ市場の発展に向けた協力や、各国と

の個別のエネルギー分野に関する意見交換を行った。 

 

３．６．日露エネルギー協力 

2018 年４月、世耕経済産業大臣はロシアを訪問し、ノ

ヴァク・エネルギー大臣との間で｢日露エネルギー・イニ

シアティブ協議会｣第６回会合を開催し、炭化水素、原子

力、再エネ・省エネの各分野における協力の進展を確認す

るとともに、各案件を後押ししていくことで一致した。ま

た、同出張に併せ、世耕大臣及び日本企業幹部はロシア・

ヤマル半島での LNGプロジェクト（ヤマル LNG）を視察し、

オペレータであるノヴァテク社との意見交換を行った。 

また、2018 年５月には、安倍総理及び世耕経済産業大

臣がロシアを訪問した際に、世耕経済産業大臣とオレシュ

キン経済発展大臣との間でエネルギー協力を含む８項目

の「協力プラン」を確実に実現するために、実施体制、協

力内容、作業日程を含む作業計画を改訂した。 

2018年 12月には、滝波経済産業大臣政務官がヤマル LNG

の完工式典に出席し、ロシア政府幹部と意見交換を行った。 

さらに、2019 年１月、ロシアにて開催された首脳会談

拡大会合に出席した世耕経済産業大臣及びノヴァク・エネ

ルギー大臣は、具体的な協力案件の確認、今後のさらなる

推進に向けた協議を行った。 

成果の例として、2018 年 9 月、日露政府間による運輸

部門におけるエネルギー協力の開始、ウラジオストク市内

の公的建物の省エネ診断に関する LOI 締結及び JOGMEC と

ノヴァテク社との間のアルクチク LNG-2 を含む上流開発

に係る包括的協力の推進、ウストクートにおけるエチレン

プラント（2018年 12月）及びポリエチレンプラント（2019

年 1月）設計・調達契約などがあげられる。 

 

３．７．日米エネルギー協力 

日米間のエネルギー協力を強化するために日米経済対

話の枠組みの中で進めていくことになっている「日米戦略

エネルギーパートナーシップ（JUSEP）」について、2018

年９月に第１回、2018年 10月に第２回、2019年３月に第

３回をそれぞれ開催し、インド太平洋地域及びサブサハ

ラ・アフリカにおけるエネルギー安全保障を強化し、エネ

ルギーアクセスを促進していくための具体的な協力につ

いて議論した。 

第１回会合では、両国政府機関の持つ政策ツールや協力

を深める分野を特定し、第２回会合では、官民の連携を拡

大し、企業間関係を促進するために緊密に連携することの

重要性などを確認した。 

第３回会合では、100億ドル規模の官民による投資及び

キャパシティ・ビルディング訓練という日本政府の目標と、

米国のアジア・エッジ（エネルギーを通じたアジアの開発

と成長の促進）について、JUSEPを通じて、協調させるこ

との重要性を再確認した。 

JUSEP での議論の成果は、「自由で開かれたインド太平

洋」での日米協力として公表しており、具体的には、12

月に独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

（JOGMEC）と米国エネルギー省が協力した LNG人材育成な

どが行われた。 

 

３．８．ＵＡＥにおける新規探鉱権益の獲得等 

世界有数の埋蔵量と生産量を誇る巨大油田群を保有する

アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）について、2018 年４月に安

倍総理が訪問し、ムハンマド・アブダビ首長国皇太子との

間で、エネルギー分野を中心とする政治、経済、教育、農

業、最先端技術等の広範な分野で、両国の戦略的パートナ

ーシップをさらに強固にしていくことで一致した。また、

2018年 11月に関経済産業副大臣が、2019年 1月には世耕

経済産業大臣が訪問し、ムハンマド・アブダビ首長国皇太

子を含む政府要人等と面談を行い、二国間の関係強化に取

り組んだ。こうした取組により、2019 年 3 月、国際石油

開発帝石株式会社(ＩＮＰＥＸ）がアブダビの新規陸上探

鉱鉱区の権益を獲得した。 
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