
 

 
 

 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

海外投資等損失準備金の延長 

（国税１５ ・地方税１８ （自動連動））（法人税：義、法人住民税：義） 

2 要望の内容 ○海外で行う資源の探鉱・開発事業に対する投融資について、投資を行った

内国法人に一定割合 ※の準備金の積立を認め、これを損金に算入すること

ができる制度。 

※積立割合：探鉱事業・・・・９０％ 開発事業・・・・３０％ 

・平成２８年３月３１日で適用期限の到来する本制度について、適用期限を

２年間延長する。 

 

3 担当部局 資源エネルギー庁資源・燃料部石油・天然ガス課 

4 評価実施時期 平成２７年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

・昭和 39 年度 「海外投資損失準備金」の創設。開発段階の積立率を 50％ 

とする。 

・昭和 45 年度 「石油開発投資損失準備金」の新設。探鉱段階の積立率を 

50％とする。 

・昭和 46 年度 「石油開発投資損失準備金」を「資源開発投資損失準備金」に 

改組。探鉱段階の積立率を 100％に引き上げ、開発段階の積

立率を 30％とする。 

・昭和 48 年度 「海外投資損失準備金」と「資源開発投資準備金」を統合し、 

「海外投資等損失準備金」とする。開発段階の積立率を 50％に

引き上げ。 

・昭和 51 年度 開発事業の積立率を 40％に引き下げ。 

・平成 10 年度 開発段階の積立率を 30％に引き下げ。 

・平成 15 年度 対象資源から水産動植物、採油に適する種子及び果実を 

削除。 

・平成 16 年度 対象事業から植林事業を削除。 

・平成 18 年度 対象資源から蛍石を削除。 

・平成 22 年度 探鉱段階の積立率を 90％に引き下げ。 

          対象資源から石炭及び木材を削除。 

・平成 26 年度 対象株式等の範囲から債権及び購入資源株式等を除外。 

 

6 適用又は延長期間 平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日（２年間） 

 

 

 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

エネルギー・鉱物資源は、国民生活や産業基盤に様々な形で活用される重

要な基礎物資であり、現代社会では必要不可欠なものである。しかしながら、

我が国においてはそのほとんどを海外からの輸入に依存しており、国際市況

の不安定化、探鉱・開発地域の地理的条件の悪化、政治的不安定要因等、脆

弱な供給構造を抱えている現状にある。こうした脆弱性を克服するためには、

長期にわたって海外からのエネルギー・鉱物資源の安定的な供給を確保する
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ことが重要である。このため、税制措置を通じたリスクの軽減とキャッシュフロ

ーの改善を図ることにより、我が国企業による自主的な資源探鉱・開発を促進

することが必要である。 

 

《政策目的の根拠》 

 

◆「日本再興戦略」改訂２０１５（平成２７年６月閣議決定） 

一．日本産業再興プラン 

５－３．環境・エネルギー制約の克服 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

   ･･･資源の権益確保や北米等からの輸入の実現等による資源の供給源

の多角化、供給安定化、運輸部門の燃料種の多様化などの各種施策を

実行する。 

 

◆「日本再興戦略改訂」２０１４（平成２６年６月閣議決定） 

一．日本産業再興プラン 

５－３．環境・エネルギー制約の克服 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

   ⑥LNG 等の調達コストの低減 

仕向地条項の緩和等による LNG市場の柔軟化を推進するとともに、新

たな共同調達の戦略的活用の促進、北米等からの LNG供給の実現や権

益獲得による供給源の多角化、資源輸送ルートの多様化への対応など、

資源調達環境の改善を進める。 

 

◆「エネルギー基本計画」（平成２６年４月閣議決定） 

＜エネルギー基本計画における各資源の位置付け＞ 

第２章 エネルギーの需給に関する施策についての基本的な方針 

第２節 各エネルギー源の位置付けと政策の時間軸 

１．一次エネルギー構造における各エネルギー源の位置付けと政策の基

本的な報告 

（４）天然ガス 

・石油と比べて地政学的リスクも相対的に低く、化石燃料の中で温室効

果ガスの排出も最も少なく、発電においてはミドル電源の中心的な役割を

果たしている重要なエネルギー源。 

・我が国は、現時点では、国際的には高い価格でＬＮＧを調達しており、

電源としての過度な依存を避けつつ、供給源多角化などによりコストの低

減を進める必要がある。 

（５）石油 

・幅広い燃料用途や化学製品など素材用途があり、ピーク電源及び調整

電源として一定の機能を担っている。調達に係る地政学的リスクは最も

大きいものの、可搬性が高く、全国供給網も整い、備蓄も豊富なことか

ら、今後とも活用していく重要なエネルギー源。 

・供給源多角化、産油国協力、備蓄等の危機管理の強化や、原油の有

効利用等を進めることが不可欠。 

 ＜エネルギー基本計画における資源・燃料政策の方向性＞ 

第３章 長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策  

第１節 安定的な資源確保のための総合的な施策の推進 

化石燃料への依存が高まっている状況の中で、不安定性を増す国際的

なエネルギー需給構造に応じ、将来の変化も視野に入れつつ、資源の確保
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を進めることは重要な課題である。①主要な資源を複数のものに分散させ

ること、②それぞれの資源に関して、調達先の分散化や上流権益の確保、

供給国との関係強化によって調達リスクを低下させることを通じて、資源の

適切なポートフォリオを実現させ、安定的かつ経済的に資源を確保していく

必要がある。 

２０１３年度には、米国、ロシア、サウジアラビア、ＵＡＥ、カタール、カナ 

ダ、モザンビーク等を訪問した総理大臣を筆頭に積極的に資源国との資源

外交を展開し、日本企業が関与する米国ＬＮＧプロジェクトの輸出許可の獲

得やＵＡＥにおける日本の自主開発油田権益の確保などの成果を挙げたと

ころであり、引き続き安定的な資源確保を実現するための総合的な政策を

推進する。 

 

◆「エネルギー基本計画」（平成２２年６月閣議決定）  

第１章．基本的視点  

１．総合的なエネルギー安全保障の強化 

国産資源に恵まれない我が国の状況を勘案すれば、その多くを海外に

依存する化石燃料については、自主開発の比率を中長期的に高めること

が重要である。 

第２章．２０３０年に目指すべき姿と政策の方向性 

第３節．政策手法のあり方 

本基本計画その他の法律等により政策的支援の必要性・緊要性が位

置付けられるものについては、規制・予算・税制・金融措置などの政策を

総動員し、国民負担を最小限としつつ、・・・・ 

 第３章．目標実現のための取組 

 第１節．資源確保・安定供給強化への総合的取組 

 １．（１）基本的考え方 

･･･国産を含む石油及び天然ガスを合わせた自主開発比率を４０％以

上に引き上げることを目指す。 

ベースメタル（銅・亜鉛）については、海外資源開発やリサイクルによる

供給源確保を含む自給率を２０３０年に８０％以上とすることを目指す。 

１．（２）①（イ）我が国企業による上流権益獲得に対する支援 

･･･JBIC を通じたファイナンス支援、関連税制の活用等の各種施策を

総動員し,短期的には、既に我が国企業が権益を取得済みのプロジェクト

の確実な立ち上げに向けて、リスクマネー供給支援等を集中的に実施す

る。 

 

◆「資源確保戦略」（平成２４年６月パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会

合報告） 

第１章 総論 

１．世界的な資源確保競争の激化など資源・エネルギーを巡る国際情勢は

益々厳しさを増している。資源の太宗を海外に依存している我が国にとっ

て、産業基盤の維持・強化、経済の繁栄、国民生活の安寧のために、その

安定的かつ安価な供給の確保に向けた体制の構築や取組の強化がより一

層不可欠となっている。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

５．エネルギー・資源 

５－１ 資源・燃料 
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③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

(1) 石油・天然ガス 

 我が国の国産を含む石油及び天然ガスを合わせた自主開発比率を 2030 年

までに４０％以上に引き上げる。 

(2)金属鉱物 

 我が国の鉱物資源の安定供給を確保するため、自主開発鉱石の輸入を促

進する（2030 年までにベースメタルは自給率８０％、レアメタルは自給率５０ 

％）。 

ウランについては、ウラン燃料の安定確保の観点から、ウラン鉱山の自主

開発比率を高める。 

 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

測定指標として、毎年度の自主開発比率等を用い、導入目標との達成度を

測る。 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

本措置により、探鉱・開発投資に対するリスクの軽減が図られ、また、キャッ

シュフロー改善効果も得られる。その結果、探鉱・開発投資が促進され、自主

開発比率が向上することにより、我が国へのエネルギー・鉱物資源の安定供

給確保に寄与する。 
本措置を利用して商業生産までに至ったプロジェクトからの石油・天然ガス

の引取量は、我が国の自主開発プロジェクトの概ね６割を占め、これらが自主
開発比率の維持・向上に寄与しており、引き続き、本税制による措置は有効で
あると考えられる。 

また、本措置を利用したプロジェクトとしてガラフ油田（イラク）の生産段階へ
の移行等、今後も本税制が自主開発比率の向上に寄与することが想定され
る。 
 
○自主開発プロジェクトに占める当該税制利用プロジェクトの割合(引取量) 

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 
5 年間 
平均値 

68.6％ 68.6％ 65.0％ 60.7％ 59.8％ 64.5％ 

 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 ①適用額（準備金積立額）                             
（単位：億円） 

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 
27 年度 

(見込) 

28 年度 

(見込) 

４４６ ３８４ １７６ １１３ ２２３ １７１ １６９ 

(注１) 平成 23～25 年度については、「租税特別措置の適用実態調査」（財務省）の金

額による。平成 22、26 年度については、申請企業に対するアンケート調査結果によ

り把握した金額。平成 27、28 年度については、前 3 年度の平均値（推計）。 

(注２) 適用額の動向については、プロジェクトの進捗状況や大型プロジェクトの生産段

階への移行等の影響により変動する場合がある。また、見込については、申請企業

が現時点で計画している投資計画に基づく金額であり、今後の資源価格の動向や探

鉱・開発作業の進捗状況等により投資計画の見直しが行われる場合があり、その影

響により変動することがあり得る。 
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②適用企業数                               （単位：社） 

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 
27 年度 

(見込) 

28 年度 

(見込) 

１１ １４ １０ １２ ７ １０ １０ 

(注１) 平成 23～25 年度については、「租税特別措置の適用実態調査」（財務省）の数

値による。平成 22、26 年度については、申請企業に対するアンケート調査結果によ

り把握した数値。平成 27、28 年度については、前 3 年度の平均値（推計）。 

(注２) 適用企業の動向については、プロジェクトの進捗状況や大型プロジェクトの生産

段階への移行等の影響により変動する場合がある。また、見込については、申請企

業が現時点で計画している投資計画に基づく数値であり、今後の資源価格の動向や

探鉱・開発作業の進捗状況等により投資計画の見直しが行われる場合があり、その

影響により変動することがあり得る。 

 

③探鉱・開発プロジェクトへの投資に係る認定件数  （単位：件） 

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 
27 年度 

(見込) 

28 年度 

(見込) 

４４ ４４ ４５ ３２   ３１ ３６ ３３ 

 (注１)平成 22～26 年度については、経済産業省による認定実績値。同一申請者の複

数利用を含む。また、複数企業による共同申請の場合は個社ごとに件数を計上。平

成 27、28 年度については、前 3 年度の平均値（推計）。 

(注２)認定件数の動向については、プロジェクトの進捗状況や大型プロジェクトの生産

段階への移行等の影響により変動する場合がある。また、見込については、申請企

業が現時点で計画している投資計画に基づく数値であり、今後の資源価格の動向

や探鉱・開発作業の進捗状況等により投資計画の見直しが行われる場合があり、そ

の影響により変動することがあり得る。 

 

④利用企業 

 平成 25 年度における利用業種については、以下のとおりとなっている。 

業種名 25 年度 

鉱 業 ３社 

公益事業 ８社 

石油製品 １社 

総 計 １２社 

（注）「租税特別措置の適用実態調査」（財務省）より作成。 

 

なお、本準備金は、我が国における資源の安定供給を図ることにより資源

の自主開発比率の向上を目的として、海外で資源の探鉱・開発事業を行う内

国法人に対して事業失敗等による損失に備えた準備金の積立て及びその損

金算入を認める制度であり、適用を受ける場合には経済産業大臣の認定を受

ける等、適用基準も明確に定められている。このような制度目的に鑑みて、想

定外に適用数の僅少性、適用数の偏りはないものと思料する。 

 

② 減収額 ○減収額 
（単位：億円） 

 
22 

年度 

23 

年度 

24 

年度 

25 

年度 

26 年度 

(見込) 

27 年度 

(見込) 

28 年度 

(見込) 

法人税 ４９ １１０ ４８ ２３ ５７ ４１ ４０ 

法人住民税 － ２０ ８ ５ １０ ５ ５ 

 (注１)平成 22 年度については、「租税特別措置法の規定による増減収試算（積算根

拠）」、平成 23～25 年度については、「租税特別措置の適用実態調査」に基づく財務

省又は総務省による推計値。平成 26～28年度の推計方法については、法人税額は

各年度の準備金積立額の見込額に税率（25.5％又は 23.9％）を乗じて算出、法人住

民税額は各年度の法人税額の見込額に税率（17.3％又は 12.9％）を乗じて算出。 
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(注２) 見込については、申請企業が現時点で計画している投資計画に基づく準備金積

立に基づく試算であり、今後の資源価格の動向や探鉱・開発作業の進捗状況等によ

り投資計画の見直しが行われる場合があり、その影響により変動することがあり得

る。 

※平成２５年度の減収額について、前回要望時（平成２６年度要望）の減収額
（見込み）１１０億円と今回要望時（平成２８年度要望）の減収額（財務省推
計値）２３億円との差の要因として、プロジェクトの進捗状況等による投資計
画の見直し等の影響が考えられる。 
 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成２２～２６年度） 
○自主開発比率の推移                       （単位：％） 

   22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

石油・天

然ガス 

自 主 開

発 比 率

(注 1) 

23.5 22.6 22.1 23.3 24.7 

銅鉱石 
自給率 

（注 2） 
52.5 54.2 56.3 58.7 集計中 

鉄鉱石 
自 主 開

発比率 
20.3 20.8 19.6 17.6 17.7 

ウラン 
自 主 開

発比率 
12.5 16.7 21.7 18.5 15.0 

(注 1)自主開発比率 

     ＝（我が国企業の権益下にある原油・天然ガスの引取量＋国内生産量） 

÷（原油・天然ガスの輸入量＋国内生産量） 

自主開発比率は、平成 22 年 6 月のエネルギー基本計画における「自主

開発比率」指標見直しにともない、原油（輸入分）に加え、原油（国産

分）と天然ガス（輸入・国産分）を追加。 

(注 2) 自給率は、基本的には、金属需要（地金製錬量）に占める、我が国企業

の権益下にある輸入鉱石から得られる地金量に国内スクラップから得ら

れるリサイクル地金等の量を加えたものの割合。鉱種により海外に我が国

企業の権益下にある製錬所がある場合についてはそうした供給源からの

輸入地金等も含む。 

 

石油・天然ガスの自主開発比率は、平成 26 年度には 24.7％と順調に伸びて

いる。 

鉱山開発は初期探鉱から操業までに１０年～１５年程度の期間を要する。ま

た、鉱石等の輸入量は景気動向により大きく左右されることから、自主開発比

率は常に向上していくというわけではないが、長期的には着実に増加傾向にあ

る。 

 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成 

２２～２９年度） 

(1)石油・天然ガス 

  石油・天然ガスの自主開発比率は、平成 26年度には24.7％と順調に伸びて

いる。本措置を利用して商業生産までに至ったプロジェクトからの石油・天然ガ

スの引取量は、我が国の自主開発プロジェクトの概ね６割を占め、これらが自

主開発比率の維持・向上に寄与しており、引き続き、本税制による措置は有効

であると考えられる。 

今後、平成２７年度以降についても、本税制を利用したプロジェクトとしてガ

ラフ油田（イラク）の生産段階への移行等、本税制が自主開発比率の維持・向

上に寄与することが想定される。 

６ 



 

 
 

 
○自主開発プロジェクトに占める当該税制利用プロジェクトの割合(引取量) 

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 
5 年間 
平均値 

68.6％ 68.6％ 65.0％ 60.7％ 59.8％ 64.5％ 

 

 

(2)金属鉱物 

非鉄金属は、本税制を活用したプロジェクトは自主開発プロジェクトの 8 割

以上を占め、自給率は平成 22年度 53％だったものが、平成 25 年度には 59％

に上昇している。 

  鉄鉱石は、平成 19 年以降、自主開発権益比率は概ね 20％前後で推移して

いる。ナミザ社（ブラジル）は今後より競争力の高い鉱山との統合が平成 26 年

12 月に合意されており、同鉱山における保有権益数量の増加が見込まれ、こ

れにより自主開発比率はさらに上昇する効果が見込まれる。 

ウランについては、自主開発権益比率は一時的に低下しているものの、今

後、本税制の認定を受けたプロジェクトの生産開始が予定されており、自主開

発比率の更なる上昇が見込まれる。 

 

※過去の実績については、《政策目的の実現状況》を参照のこと。 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成２２～２９年度） 

準備金を積み立てることができなくなり、投資として課税所得の対象となるこ

とから、キャッシュフローの改善効果を得ることができず、企業の資金調達負

担が増加することで、企業の探鉱・開発投資を抑制することとなる。その結果、

自主権益が減少するとともに自主開発比率や自給率の向上が困難となるおそ

れがある。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２２年度～平成２

９年度） 

 探鉱・開発投資が促進され、自主開発比率等が維持・向上するとともに、特

定の地域からの購入の依存度が低下すること等により、我が国へのエネルギ

ー・鉱物資源の安定供給の確保に寄与する効果があった。また、自主開発比

率等の維持・向上によって、購入先からの価格引き上げ要請に対して一定の

抑止力を持つことが可能となり、資源燃料価格の上昇抑止効果・低減効果も

考えられる。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本税制は、リスクが高く、かつ、巨額の資金を要する探鉱・開発事業に投資

を行う我が国企業に損失に備えた準備金の積立て及びその損金算入を認め、

リスクの軽減及びキャッシュフローの改善を図ることにより、我が国企業の探

鉱・開発投資を促進するものである。 

また、本税制は税法上の要件を満たすことにより利用できる制度であり、我

が国企業による資源の探鉱・開発投資を促進させる制度として、補助金等より

中立で予見可能性があることから政策手段として的確である。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

当該施策以外の税制措置としては、鉱業所得の課税の特例制度（探鉱準

備金又は海外探鉱準備金、新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控

除（減耗控除制度））がある。 
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との役割

分担 

 海外投資等準備金は、資源の探鉱・開発段階における投資リスクを軽減す

る制度であり、企業の莫大な投資費用のリスクの平準化を図ることにより、資

源の探鉱・開発投資を促進することを目的とした制度である。 

一方、減耗控除制度は減耗性を有する鉱床が事業を行う上での基盤となっ

ている鉱業の特殊性を考慮し、一般事業会社における減価償却制度に擬制し

て所得控除を行うことで継続的な生産を確保する制度である。 

なお、減耗控除における海外自主開発法人への出資について、海外投資

等損失準備金の適用は租税特別措置法上認められていない（租税特別措置

法第 58 条第 14 項）。 

予算措置は特にリスクが高いと考えられる案件等、一部のプロジェクトにつ

いて、（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構の出資等により、民間の出資負

担を軽減することにより、民間の探鉱開発投資を支援するものであり、以下が

ある。 

(1)石油・天然ガス 

・（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

海外探鉱等事業への出資 

・（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

海外の天然ガス資産買収、開発・液化出資 

(2)金属鉱物 

・（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

海外探鉱等事業への出融資 

・（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

海外ウラン探鉱支援事業（補助金） 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 

－ 

10 有識者の見解  

－ 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成２５年８月 

 

８ 



 

 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

探鉱準備金又は海外探鉱準備金、新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の

特別控除（国税１６・地方税１６（自動連動））（法人税：義、所得税：外、法人住

民税：義、法人事業税：義、個人住民税：外） 

2 要望の内容 国内鉱業者等が、新たな探鉱活動の支出に備えるために所得等の一部を

準備金として積立て、その準備金を実際に探鉱費として支出した場合に、一定

額の特別控除を認める鉱業所得の課税の特例制度。 

平成２８年３月３１日で適用期限の到来する本制度について、所要の見直し

を行ったうえで、適用期限を３年間延長する。 

 本邦企業における法人税法上の役員数の減少（執行役員の増加）、探鉱期

間が長期化している現状等を踏まえ、探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度

について、準備金積立期間等について所要の見直しを行う。 

（探鉱準備金又は海外探鉱準備金の拡充内容） 

・準備金積立期間（現行３年間）を５年間に延長する。 

（海外探鉱準備金の拡充内容） 

・海外鉱山（自主開発法人）への役員派遣要件（現行法人税法上の役員）を

緩和する。 

3 担当部局 資源エネルギー庁資源・燃料部鉱物資源課 

4 評価実施時期 平成２７年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

昭和４０年度 「探鉱準備金と新鉱床探鉱費の特別控除」制度創設（３年間） 

昭和５０年度 拡充（海外探鉱準備金及び海外新鉱床探鉱費の特別控除） 

昭和５１年度 縮減（準備金収入金額基準：１５％→１４％） 

昭和５２年度 延長（３年間） 縮減（準備金収入金額基準：１４％→１３％） 

平成１０年度 延長（３年間） 縮減（準備金収入金額基準：１３％→１２％） 

平成２５年度 延長（３年間） 拡充（国内鉱業者に準ずる者） 

縮減（海外探鉱準備金所得金額基準：５０％→４０％） 

平成２８年度 延長要望３年間及び拡充要望 

6 適用又は延長期間 平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日（３年間） 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

○石油・天然ガスの安定供給確保 

石油・天然ガスは、東日本大震災以降、火力発電の主要な燃料として需

要が増加していることから、これまで以上に我が国民間企業による自主開

発の促進を通じて、石油・天然ガスの安定的かつ安価な供給の確保を図

る。 

 

○鉱物資源の安定供給確保 

金属鉱物資源は、我が国の産業活動を支える基礎物資であり、資源の

乏しい我が国において、その確保は我が国の国際競争力に直結するため、

中長期的かつ持続的な鉱物資源の安定供給の確保を図る。 

 

 

１ 



 

《政策目的の根拠》 

 

◆「日本再興戦略」改訂２０１５（平成２７年６月閣議決定） 

一．日本産業再興プラン 

５－３．環境・エネルギー制約の克服 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

   ･･･資源の権益確保や北米等からの輸入の実現等による資源の供給源

の多角化、供給安定化、運輸部門の燃料種の多様化などの各種施策を

実行する。 

 

◆「日本再興戦略」改訂２０１４（平成２６年６月閣議決定） 

一．日本産業再興プラン 

５－３．環境・エネルギー制約の克服 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

   ⑥LNG 等の調達コストの低減 

仕向地条項の緩和等による LNG市場の柔軟化を推進するとともに、新

たな共同調達の戦略的活用の促進、北米等からの LNG供給の実現や権

益獲得による供給源の多角化、資源輸送ルートの多様化への対応など、

資源調達環境の改善を進める。 

  中短期工程表「立地競争力の更なる強化⑩」 

   日本企業の探鉱・開発事業への参画支援等による供給源の多角化 

 

◆「日本再興戦略」（平成２５年６月閣議決定） 

三．国際展開戦略 

２．海外市場獲得のための戦略的取組 

①インフラ輸出・資源確保 

○安定的かつ安価な資源の確保の推進 

・エネルギー・鉱物資源の確保に向けて、「燃料調達コスト引下げに向け

た当面のアクションプラン」も踏まえ、北米からの LNG 輸入実現に向け

た取組を継続するとともに、リスクマネー供給等による供給源の多角化

を進める。また、「日アフリカ資源開発促進イニシアティブ」の着実な実

施、本年９月の「第２回 LNG 産消会議」を通じた LNG 消費国の連携

強化、LNG 先物市場についての検討等を進める。 

・資源権益の更新・新規獲得のため、資源国に対し、技術協力（相手国

政府が一部負担する ODA 卒業国等を対象としたコスト・シェア技術協

力を含む。）等の幅広い分野で協力関係を強化する。 

 

◆「エネルギー基本計画」（平成２６年４月閣議決定） 

第２章 エネルギーの需給に関する施策についての基本的な方針 

第２節 各エネルギー源の位置付けと政策の時間軸 

１．一次エネルギー構造における各エネルギー源の位置付けと政策の基本

的な報告 

（４）天然ガス 

・石油と比べて地政学的リスクも相対的に低く、化石燃料の中で温室効

果ガスの排出も最も少なく、発電においてはミドル電源の中心的な役割を

果たしている重要なエネルギー源。 

・我が国は、現時点では、国際的には高い価格でＬＮＧを調達しており、

電源としての過度な依存を避けつつ、供給源多角化などによりコストの低

減を進める必要がある。 
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（５）石油 

・幅広い燃料用途や化学製品など素材用途があり、ピーク電源及び調整

電源として一定の機能を担っている。調達に係る地政学的リスクは最も

大きいものの、可搬性が高く、全国供給網も整い、備蓄も豊富なことか

ら、今後とも活用していく重要なエネルギー源。 

・供給源多角化、産油国協力、備蓄等の危機管理の強化や、原油の有

効利用等を進めることが不可欠。 

  

第３章 長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策  

第１節 安定的な資源確保のための総合的な施策の推進 

化石燃料への依存が高まっている状況の中で、不安定性を増す国際

的なエネルギー需給構造に応じ、将来の変化も視野に入れつつ、資源の

確保を進めることは重要な課題である。①主要な資源を複数のものに分

散させること、②それぞれの資源に関して、調達先の分散化や上流権益

の確保、供給国との関係強化によって調達リスクを低下させることを通じ

て、資源の適切なポートフォリオを実現させ、安定的かつ経済的に資源を

確保していく必要がある。 

２０１３年度には、米国、ロシア、サウジアラビア、ＵＡＥ、カタール、カナ 

ダ、モザンビーク等を訪問した総理大臣を筆頭に積極的に資源国との資

源外交を展開し、日本企業が関与する米国ＬＮＧプロジェクトの輸出許可

の獲得やＵＡＥにおける日本の自主開発油田権益の確保などの成果を

挙げたところであり、引き続き安定的な資源確保を実現するための総合

的な政策を推進する。 

 

◆「エネルギー基本計画」（平成２２年６月閣議決定）  

第１章．基本的視点  

１．総合的なエネルギー安全保障の強化 

国産資源に恵まれない我が国の状況を勘案すれば、その多くを海外に

依存する化石燃料については、自主開発の比率を中長期的に高めること

が重要である。 

第２章．２０３０年に目指すべき姿と政策の方向性 

第３節．政策手法のあり方 

本基本計画その他の法律等により政策的支援の必要性・緊要性が位

置付けられるものについては、規制・予算・税制・金融措置などの政策を

総動員し、国民負担を最小限としつつ、・・・・ 

 第３章．目標実現のための取組 

 第１節．資源確保・安定供給強化への総合的取組 

 １．（１）基本的考え方 

･･･国産を含む石油及び天然ガスを合わせた自主開発比率を４０％以

上に引き上げることを目指す。 

ベースメタル（銅・亜鉛）については、海外資源開発やリサイクルによる

供給源確保を含む自給率を２０３０年に８０％以上とすることを目指す。 

１．（２）①（イ）我が国企業による上流権益獲得に対する支援 

･･･JBIC を通じたファイナンス支援、関連税制の活用等の各種施策を

総動員し,短期的には、既に我が国企業が権益を取得済みのプロジェクト

の確実な立ち上げに向けて、リスクマネー供給支援等を集中的に実施す

る。 

 

◆「資源確保戦略」（平成２４年６月パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会
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合報告） 

第１章 総論 

１．世界的な資源確保競争の激化など資源・エネルギーを巡る国際情勢は

益々厳しさを増している。資源の太宗を海外に依存している我が国にとっ

て、産業基盤の維持・強化、経済の繁栄、国民生活の安寧のために、その

安定的かつ安価な供給の確保に向けた体制の構築や取組の強化がより一

層不可欠となっている。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

５．エネルギー・環境 

５－１ 資源・燃料 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

（１）石油・天然ガス 

我が国の国産を含む石油及び天然ガスを合わせた自主開発比率を２０３

０年までに４０％以上に引き上げる。 

※自主開発比率 

   ＝（我が国企業の権益下にある原油・天然ガスの引取量＋国内生産量） 

÷（原油・天然ガスの輸入量＋国内生産量） 

（２）金属鉱物 

我が国の鉱物資源安定供給を確保するため、自主開発鉱石の輸入を推

進する（２０３０年までにベースメタルは自給率８０％、レアメタルは自給率５

０％）。 

※自給率：基本的には、金属需要（地金製錬量）に占める、我が国企業の

権益下にある輸入鉱石から得られる地金量に国内スクラップから得られ

るリサイクル地金等の量を加えたものの割合。鉱種により海外に我が国

企業の権益下にある製錬所がある場合についてはそうした供給源からの

輸入地金等も含む。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

（１）石油・天然ガス 

測定指標として、毎年度の自主開発比率を用い、導入目標との達成度を

測る。 

 

（２）金属鉱物 

測定指標として、毎年度の自給率を用い、導入目標との達成度を測る。 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

本措置により、操業により得た収益の一部を新たな探鉱活動の費用に充て

るための準備金として積立て、操業の継続に伴い漸次減耗していく鉱床を新た

な探鉱活動により補填（＝鉱業資本を回収）することが可能となり、我が国企

業が継続的に探鉱・開発を進めていくことが可能となる。その結果、我が国企

業の探鉱活動が維持・向上され、長期的な自主開発比率の向上につながり、

我が国への資源エネルギーの安定供給確保に寄与する。 

 

 

４ 



 

8 有効性

等 

① 適用数等  
○準備金積立額 

 H23FY 

 

H24FY H25FY H26FY

（見込） 

H27FY

（見込） 

H28FY 

（見込） 

適用件数（件） 
（３８） 

４４ 

（３１） 

４２ 

（３５） 

４２ 
４３ ４２ ４２ 

探鉱準備金又

は海外探鉱準

備金（億円） 

（３９１） 

５００ 

（３２１） 

７７６ 

（３４４） 

６５２ 

 

６４３ 

 

６９０ 

 

６６２ 

 
○特別控除額 

 H23FY H24FY H25FY H26FY 

（見込） 

H27FY

（見込） 

H28FY 

（見込） 

適用件数（件） １６ ２０ ２１ １９ ２０ ２０ 

新鉱床探鉱費

又は海外新鉱

床探鉱費の特

別控除 

（億円） 

 

（１６６） 

１７０ 

 

（２４２） 

２５８ 

 

（２０４） 

３０２ 

 

 

２４３ 

 

 

２６８ 

 

 

２７１ 

 
※出典： 

①H23～H25FY：  
「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省） 

②H23～H25FY( )：「H25FY 要望時見込（事業者に対するアンケート調査）」 
③H26～H28FY：前３年度の平均値（推計） 

 
○利用業種 

平成２５年度における利用業種については、以下のとおりとなっている。 

業種名 適用企業数 

鉱業 ２９社 

石油製品製造業  １社 

化学工業  １社 

窯業又は土石製品製造業  ８社 

非鉄金属製造業  ２社 

卸売業  １社 

総数 ４２社 

※「租税特別措置の適用実態調査」（財務省）より作成。 
 

※本制度は、国内鉱業者等が、新たな探鉱活動の支出に備えるために所
得等の一部を準備金として積立て、その準備金を実際に探鉱費として支
出した場合に、一定額の特別控除を認める鉱業所得の課税の特例制度
であり、このような制度目的に鑑みて、平成２５年度要望時の想定と比較
して、想定外に僅少ではなく、適用に偏りも無いと考える。 

 
 
 

② 減収額  
○探鉱準備金又は海外探鉱準備金積立に伴う減収額 
                                            （億円） 

 H23FY H24FY H25FY H26FY

（見込） 

H27FY

（見込） 

H28FY 

（見込） 

適用件数（件） ４４ ４２ ４２ ４３ ４２ ４２ 

法人税 １４４ ２１０ １６１ １７２ １８１ １７１ 

法人住民税 ２６ ３４ ２９ ３０ ３１ ３０ 

法人事業税 ３５ ５６ ４６ ４６ ４９ ４７ 

   

５ 



 

 
○新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に伴う減収額 

（億円） 

 H23FY H24FY H25FY H26FY

（見込） 

H27FY

（見込） 

H28FY 

（見込） 

適用件数（件） １６ ２０ ２１ １９ ２０ ２０ 

法人税 ５１ ７０ 
（６１） 

７５ 
６６ ７０ ７０ 

法人住民税 ９ １１ 
（１１） 

１３ 
１１ １２ １２ 

法人事業税 １２ １８ 
（２０） 

２１ 
１７ １９ １９ 

 
※出典： 

①H23～H25FY：  
「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省） 
「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総
務省） 

②H25FY( )： 
「H25FY 要望時見込（財務省試算及び事業者に対するアンケート調査）」 

③H26～H28FY：前３年度の平均値（推計） 
④個人事業者（所得税）の利用実績なし。（事業者に対するアンケート調査） 

 
※平成２５年度要望時の想定減収額と比較して、国税及び地方税ともに大き

な乖離は生じていない。 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成２２～２６年度） 

（自主開発比率の推移）                         （単位：％） 

   H22FY H23FY H24FY H25FY H26FY 

石油・天

然ガス 

自主開 比

率(注 1) 
23.5 22.6 22.1 23.3 24.7 

銅鉱石 
自給率 (注

2) 
52.5 54.2 56.3 58.7 集計中 

鉄鉱石 
自 主 開 発

比率 
20.3 20.8 19.6 17.6 17.7 

ウラン 
自 主 開 発

比率 
12.5 16.7 21.7 18.5 15.0 

石炭 
自 主 開 発

比率 
44.0 47.0 50.6 54.9 集計中 

（注１）自主開発比率 

   ＝（我が国企業の権益下にある原油・天然ガスの引取量＋国内生産量） 

÷（原油・天然ガスの輸入量＋国内生産量） 

自主開発比率については、平成２２年６月のエネルギー基本計画にお

ける「自主開発比率」指標見直しにともない、これまでの原油（輸入分）に

加え、原油（国産分）と天然ガス（輸入・国産分）を追加。 

（注２）自給率は、基本的には、金属需要（地金製錬量）に占める、我が国企業

の権益下にある輸入鉱石から得られる地金量に国内スクラップから得ら

れるリサイクル地金等の量を加えたものの割合。鉱種により海外に我が

国企業の権益下にある製錬所がある場合についてはそうした供給源から

の輸入地金等も含む。 

 

鉱山開発は初期探鉱から操業までに１０年～１５年程度の期間を要する。ま

た、鉱石等の輸入量は景気動向により大きく左右されることから、自主開発比

率は常に向上していくというわけではないが、長期的には着実に増加傾向にあ

る。 

６ 



 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成２

２～３０年度） 

○石油・天然ガス 

石油・天然ガスの自主開発比率は、平成２６年度には 24.7％と順調に伸

びており、今後も本制度の活用による自主開発比率の維持・向上が見込ま

れる。 

○金属鉱物 

我が国の銅鉱石の自給率は平成２２年度５３％だったものが、平成２５年

度には、５９％に上昇している。また、平成２６年度に開山したカセロネス鉱

山（チリ）が本制度の利用を開始しており、本制度により、自給率はさらに向

上すると見込まれる。 

鉄鉱石は、平成１９年以降、自主開発権益比率は概ね２０％前後で推移

している。ナミザ社（ブラジル）は今後より競争力の高い鉱山との統合が平

成２６年１２月に合意されており、同鉱山における保有権益数量の増加が見

込まれ、これにより自主開発比率はさらに上昇する効果が見込まれる。 

 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成２２～３０年度） 

延長されなかった場合、新たな探鉱活動に備えた準備金を十分に積み立て

ることができず、企業の探鉱活動が縮小（新鉱床探鉱費が減少）し、その結

果、操業の継続に伴い漸次減耗していく鉱床を新たな探鉱活動により補填す

ることが出来なくおそれがある。また、拡充されなかった場合には、自主開発

比率等の向上に資する新規案件の適用は見込めなくなるとともに、コーポレー

ト・ガバナンス強化の流れの中、既存案件の維持も困難となるおそれがある。

その結果、自主権益が減少するとともに自主開発比率や自給率の目標達成

が困難となるおそれがある。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２２～３０年度） 

 平成２５年度の制度改正の結果、平成２６年度に開山したカセロネス鉱山（チ

リ）が新たに本制度の利用を開始する等、探鉱開発投資が促進され、自主開

発比率が維持・向上し、我が国への資源エネルギーの安定供給の確保に寄

与する効果があった。 

また、本制度は鉱業の特殊性に鑑み、探鉱費への支出を条件に所得控除

を認めるものであり、我が国企業が継続的に探鉱・開発を進め、我が国への

資源の安定供給を図る上で必要不可欠な制度であるとともに、鉱山操業の持

続により地域経済、雇用の維持も図られることから、国民の納得できる必要最

小限の措置となっている。 

なお、自主開発比率等は長期的には増加傾向にあるものの、エネルギー・

鉱物資源の安定供給を確保するためには、２０３０年に向けて引き続き自主開

発比率等の向上が必要。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

補助金等の予算措置は、申請から交付に至るまでの時間を要するとともに

交付決定がなされるかどうか不確実で予見可能性が低い。一方、本制度は税

法上の要件を満たすことによって利用できる制度であり、準備金から探鉱費を

支出することにより、特別控除が受けられることから、企業の探鉱投資を誘

導、促進させる制度として補助金等よりも中立で予見可能性があることから、

政策手段として的確。 

７ 



 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

本制度は、鉱業経営の基盤であるが、操業の継続に伴い漸次減耗していく

鉱床を新たな探鉱活動により補填（＝鉱業資本を回収）することを可能とし、我

が国企業による継続的に探鉱・開発を円滑に進めていく上で必要不可欠な制

度である。 

本制度以外の税制措置としては、海外投資等損失準備金がある。海外投

資等損失準備金は、リスクが高く、かつ、巨額の資金を要する探鉱開発事業

に投資を行う者に損失に備えた準備金の積立て及びその損金算入を認め、リ

スクの軽減及びキャッシュフローの改善を図るものであり、民間の探鉱開発投

資を促進する上で基盤となるものである。 

なお、減耗控除における海外自主開発法人への出資について、海外投資

等損失準備金制度の適用は租税特別措置法上認められていない（措置法第

５８条第１４項）。 

予算措置は特にリスクが高いと考えられる案件等、一部のプロジェクトにつ

いて、（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構の出資等により、民間の出資負

担を軽減することにより、民間の探鉱開発投資を支援するものであり、以下が

ある。 

（１）石油・天然ガス 

・（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

海外探鉱等事業への出資 

（２）金属鉱物 

・（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

海外探鉱等事業への出融資・債務保証 

・（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

海外ウラン探鉱支援事業（補助金） 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

10 有識者の見解 － 

 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成２４年８月 

 

８ 



 

１ 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

再生可能エネルギーの固定価格買取制度の見直しに伴う所要の税制措置 

（国税１４）（関連する税目：外） 

2 要望の内容 再生可能エネルギーの特性や実態、エネルギーミックスにおける導入見通

しを踏まえつつ、各電源間でバランスの取れた導入や、最大限の導入拡大と

国民負担抑制の両立が可能となるよう、固定価格買取制度の見直しを行い、

これに伴う所要の税制措置を講じる。 

3 担当部局 経済産業省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エ

ネルギー対策課 

4 評価実施時期 平成２７年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

－ 

6 適用又は延長期間 － 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

固定価格買取制度は、再生可能エネルギーの推進の原動力となっている一
方で、太陽光中心の導入が進んだ結果、国民負担増大の懸念や系統制約等
の課題が顕在化。こうした課題があることから、再生可能エネルギーの導入の
実態や、エネルギーミックスにおける導入見通しを踏まえて、各電源間でバラ
ンスのとれた再生可能エネルギーの最大限の導入、国民負担の抑制、長期安
定的な電力供給の確保を実現するため、固定価格買取制度の見直しを行う。 

 

《政策目的の根拠》 

○エネルギー基本計画（平成 26 年 4 月 11 日閣議決定） 

○長期エネルギー需給見通し（平成 27 年７月） 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 
5.エネルギー・環境 
5-2 新エネルギー・省エネルギー 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

固定価格買取制度の見直し後の制度の円滑な実施。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 固定価格買取制度の見直し後の制度の円滑な実施が確保されること。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

円滑な制度の実施を確保し、政策目標の実現を図る。 

8 有効性

等 

① 適用数等  
固定価格買取制度により発電事業を行う再生可能エネルギー発電事業者 

② 減収額 － 



 

２ 

 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 28 年度～） 

再生可能エネルギーの最大限の導入、国民負担の抑制、長期安定的な電

力供給の確保を実現するために行う固定価格買取制度の見直しに伴い、必要

となる所要の税制措置を講じるものであり、予算等の他の措置では適当では

なく、手段として必要最低限のものであるため、要望は妥当である。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成 28

年度～） 

固定価格買取制度の見直しに伴って必要となる税制措置について整備を行

うことにより、制度の円滑な実施を確保し、再生可能エネルギーの導入拡大に

寄与する。 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成 28 年度～） 

固定価格買取制度の見直しに伴って必要となる税制措置について整備が

行われなければ、制度の円滑な実施が困難となる。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 28 年度～） 

 

－ 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

再生可能エネルギーの最大限の導入拡大、国民負担の抑制、長期安定的
な電力供給の確保を実現するために行う固定価格買取制度の見直しに伴い、
必要となる所要の税制措置を講じるものであり、予算等の他の措置では適当
ではなく、手段として必要最低限のものであるため、要望は妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 

－ 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 

－ 

10 有識者の見解  

－ 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

－ 

 


