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電気事業法 平成 15 年改正の概要　  ①改正のポイント

● 平成 15 年 6 月に、改正電気事業法が成立し、最終施行日は平成 17 年 4

月 1 日。

● 改正のポイントは、ネットワーク部門の公平性・透明性確保、広域流通の

円滑化など。

平成 15 年 2 月の総合資源エネルギー調査会電気事業分科会の答申を受けて、同年 6

月に電気事業法が改正・公布された。改正のポイントは以下のとおり。

1. ネットワーク部門の公平性・透明性確保
①ネットワーク部門の公平性・透明性について、市場参加者の信頼を確保し得るよう、

ネットワーク部門について、アクセス情報等の目的外利用の禁止、不当な差別的取
り扱いの禁止、他部門との内部相互補助を防止するための会計分離及びその結果の
公表の義務付け等の措置を講じる。

 　　　　　　　　　　　　　　　施行：平成 17 年 4 月 1 日
　　　　　　　　　　　　　　　　＜主要関連条文　第 24 条の 5、第 24 条の 6 ＞

②電力会社、新規参入者や学識経験者等が公平・透明な手続きの下で送配電部門に係
るルールの策定及び運用状況の監視等を行う仕組み（中立機関）を構築する。（行
政は公平性・透明性の遵守に係る事後チェックのみ実施）

　　　　　　　　　　　　　　　　施行：平成 15 年 12 月 17 日
　　　　　　　　　　　　　　　　＜主要関連条文　第 93 条〜第 99 条の 4 ＞

2. 広域流通の円滑化
供給区域を跨ぐごとに課金される仕組み（振替供給料金）を廃止する等、現行の託送
制度を見直し、広域的な電力取引を円滑化する。
　　　　　　　　　　　　　　施行：平成 17 年 4 月 1 日
　　　　　　　　　　　　　　＜主要関連条文　( 改正後の ) 第 24 条の 3 ＞

3. 供給力の多様化に資する分散型電源による電力供給の容易化
二重投資による著しい社会的弊害が生じる場合を除き、コジェネ等の分散型電源から、
自由化需要に対し、自前の送電線により電力を供給することを可能とする。
　　　　　　　　　　　　　　施行：平成 17 年 4 月 1 日
　　　　　　　　　　　　　　＜主要関連条文　第 16 条の 3、第 2 条第 1 項第 7 号＞

4. 小売自由化範囲の一層の拡大
小売自由化範囲は、平成 16 年度に 500kW 以上、平成 17 年度に 50kW 以上に拡大。

（ただし、沖縄電力については 16 年 4 月に原則 2,000kW 以上までに拡大。）平成 20 年には
家庭部門を含めた低圧需要の自由化についても議論されたが、自由化の環境が整って
いないことなどから 5 年後をめどに範囲拡大の是非を検討することになっている。
　　　　　　　　　　　　　　施行：平成 16 年 4 月 1 日及び平成 17 年 4 月 1 日
　　　　　　　　　　　　　　（改正省令の附則に規定される見込み）
　　　　　　　　　　　　　　＜主要関連条文　電気事業法施行規則 第 2 条の 2 ＞
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● 改正電気事業法の審議状況

3 月 7 日　 閣議決定ののち、衆議院へ提出

5 月 7 日〜 14 日   衆議院経済産業委員会において審議。

 14 日採決

 （併せて附帯決議を実施）

5 月 15 日   衆議院本会議において、原案のまま

 可決。参議院へ送付

6 月 3 日〜 10 日 参議院経済産業委員会において審議。

 10 日採決

 （併せて附帯決議を実施）

6 月 11 日 参議院本会議において、原案のまま

 可決、成立。

6 月 18 日 「電気事業法及びガス事業法の一部

 を改正する等の法律」公布。

電気事業法 平成 15 年改正の概要　  ②経済産業委員会における附帯決議

国民生活と経済活動の基盤となる電気事業及びガス事業の制度改革については、エネルギーの安定供給の確保や環境への
適合を図りつつ、エネルギー需要者の利益を十分確保するため、政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措
置を講ずべきである。

一　我が国のエネルギーセキュリティと環境保全等の両立の観点から、原子力発電を中核的な電源と位置付け、原子力発
電の開発・利用を推進するため、優先給電指令制度の整備など電力供給システムの一層の整備を図ること。特に、
原子力発電のバックエンド事業については、国の責任を明確化した上で、徹底した情報開示と透明性の高い国民的
議論の下で、官民の役割分担の在り方、既存制度との整合性等を整理し、経済的措置等具体的な制度・措置の在り
方について早急に検討を行い、平成十六年末までに必要な措置を講ずること。

二　電力・ガス事業の将来の小売自由化範囲の拡大については、ユニバーサル・サービスや最終保障の在り方等の観点を
踏まえ、今後、十分慎重に検討すること。

三  電力・ガスの安定的かつ効率的供給を確保するため、川上から川下まで一貫した体制で確実に電力・ガスの供給を行
う「責任ある供給主体」が必要であることにかんがみ、一般電気事業者制度及び一般ガス事業者制度を存続させる
とともに、本法施行後三年経過時に予定される本改正の検証の際も、当該制度を存続した趣旨を十分尊重すること。

四　卸電力取引所の整備、託送制度の見直しなど本制度改正の具体的制度設計に当たっては、安定供給と環境適合を大前
提に、公正かつ公平なルールに基づく市場環境の整備を行うこと。また、振替供給料金の廃止に当たっては、送電
線建設等に要するコストの公平・確実な回収、送電費用の負担に関する適切な精算、遠隔地電源立地の抑制の確保
に留意して制度設計を行うとともに、消費者の理解が得られるような仕組みとすること。なお、振替供給料金の廃
止後の状況の推移を見て、これらについて不具合が生じるような場合には、直ちに振替供給料金の廃止の見直しを
含めた振替供給制度の見直しを図ること。

五　送配電等業務支援機関については、いわゆる中立機関として送配電部門の公平性・透明性を確保するための機関であ
ることにかんがみ、基本的な指針の策定等の支援業務の実施に当たっては、公平・透明な運用と安定供給の確保の
観点に留意すること。

六　地球環境問題への対応等の観点から、分散型電源の導入が、地球環境負荷を高める電源に偏ることのないように配慮
するとともに、燃料電池や太陽光発電、風力発電等の再生可能エネルギーの開発・利用を推進すること。

七　エネルギーセキュリティの確保や地球環境保全等に配慮したベストミックスの観点から、天然ガス利用の拡大を図る
とともに、ガス体エネルギー確保のための積極的な資源外交に努めること。

八　電源開発基本計画の廃止に当たっては、電源立地の停滞や困難化を招来することのないよう、電源開発の円滑化のた
め引き続き必要となる地元合意形成の促進や関係省庁における許認可の円滑化など、これまで電源開発基本計画が
有してきた意義や機能を承継する代替措置を講ずること。

九　電源開発株式会社については、民間会社としての自立的な経営基盤を早期に確立して同社を効果的かつ積極的に活用
するため、指定会社による財務基盤の強化のための措置を確実に達成するとともに、完全民営化の趣旨にかんがみ、
資本、人事の面において一層自主的かつ責任ある経営体制の確立が図られるように努めること。 

＜衆議院・参議院経済産業委員会における附帯決議＞

（注）第九項の下線部「自立的な」は参議院附帯決議にのみにある文言
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●今回制度改正における電力供給システムの概要

原子力
・再処理および回収プルトニウム等の利用は、国の重要な政策
・官民の役割分担の在り方、既存制度との整合性等を整理のうえ、経済的措置等具体的な制度・
措置の在り方について検討し、平成16年末までに結論・実施

j-2 電気事業法 平成 15 年改正の概要　  ②経済産業委員会における附帯決議（続き）

●平成 15 年制度改正における電力供給システムの概要
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j-3 原子力安全規制に係る新しい制度（電気事業法等の改正）

●平成 14 年 12 月、原子力発電所の自主点検問題等における課題を踏まえ、

検査制度の見直しを中心とした原子力安全規制の強化のために電気事業

法および原子炉等規制法＊が改正され、また独立行政法人原子力安全基盤

機構法が成立し、平成 15 年 10 月から施行。　　　　　　　　　　　　
＊核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律　　

●平成 17 年 11 月からは国の審議会である「検査の在り方に関する検討会」

が再開し、検査制度の更なる充実を図るための検討が重ねられ、新検査

制度は平成 20 年 8 月に省令が改正され、平成 21 年 1 月から施行。

●平成 17 年 11 月以降の原子力安全規制の強化の主な内容は以下のとおり。

1．品質保証体制・保守管理活動の確立
　・事業者に対し、保安活動において適切な品質保証体制や保守管理活動の確立に関す

る事項を、原子炉等規制法に基づく保安規定に記載することを要求。
　・国は保安検査を通じて、その実施状況をチェック。
2．定期事業者検査制度の導入
　・従来、事業者が自主点検を実施していた設備について、点検の範囲を明確にし、定

期事業者検査として電気事業法上に位置付け。
　・当該検査の実施状況を独立行政法人が定期安全管理審査としてチェック、国が審査

結果を評定。
3．設備の健全性評価の導入
　・事業者に対し、定期事業者検査の際に健全性評価を実施し、その結果を国へ報告す

ることを電気
　　事業法において義務付け。

　・対象設備にき裂が発見された場合に、その設備の健全性を評価する方法をルールと
して明確化。

　・健全性評価に係る審査基準として、日本機械学会の「維持規格 2000 版、2002 版」
に対し国が技術的妥当性の評価を行った上で、これを信頼できる基準として活用。

4．工事計画認可対象の明確化
　・工事に際し、その計画を国に「認可」または「届出」する必要のある設備、工事の

内容を明確化し、電気事業法施行規則に規定。
5．事故・故障等の報告基準の明確化
　・原子力設備の事故・故障等に係る国への報告について、事業者が報告すべき事象で

あるか否かを的確に判断できるよう、定量化・明確化するとともに、報告基準を実
用炉規則に一本化。

6．安全規制体制の大幅強化
（１）独立行政法人原子力安全基盤機構（JNES）の設置
　・従来国が実施していた検査のうち、材料や機器の仕様、検査データの妥当性など専

門的技術的な部分は独立行政法人へ移管して実施。
　・独立行政法人へ一部を移管する検査についても、行政処分は今後とも国の名前で行い、

国が責任を負う。
（２）原子力安全委員会の機能の強化
　・保安院による許認可・検査状況を四半期に一度報告徴収すること、実地調査を行う

場合においては、原子力設備の保守点検を行う事業者に対しても調査可能とした。

（次画面へ続く）
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●平成 21 年 1 月からの新しい制度の主な内容は以下のとおり

○平成 15 年 10 月に導入された新検査制度が定着しつつある中で、検査制度のさらなる
充実を目指して、国の原子力安全・保安部会の下に設置された「検査の在り方に関する
検討会」（以下、検討会と略）における審議が平成 17 年 11 月に再開された。

○検討会での審議を経て、平成 18 年 9 月 7 日、検査制度改善にかかる報告書案がまとまっ
た。報告書の骨子は以下の通りとなっている。

○これらの制度改善のうち、実用炉規則が平成 19 年 8 月 9 日に改正され、安全確保上
重要な行為に着目した検査として、原子炉の起動又は停止に係る操作のときに保安検査
を行うこと、また、根本原因分析の方法等を保安規定に定めることとなった。さらに、
国のワーキンググループの場において、根本原因分析のためのガイドラインが整備され
た。

・現行の検査制度における課題として、「プラント毎の保全活動の充実」、「保安
活動における安全確保の一層の徹底」、「事業者による不適合是正の徹底」の 3
点があり、それらを解決するため、改善の方向性として以下の 3 点の改善を
進める。
①「保全プログラム」に基づく保全活動に対する検査制度の導入
②安全確保上重要な行為に着目した検査制度の導入
③根本原因分析のためのガイドラインの整備等

・これらの制度改善の実施時期としては、「保全プログラム」の策定や関連する
ガイドラインの整備など、一定の準備期間が必要となるため、平成 20 年度か
らの新制度実施を目途とする。

・今回の見直しは、より一層の安全の向上を図ることを目的に、
　①保全計画の届出と国による事前確認

　
　②設備の傷み具合のデータ収集と点検への反映を義務づけ
　

③新しい技術を用いた運転中の機器の状態監視を充実

という 3 つのポイントが新たな取り組みとして追加された。また、新たな検査
制度では、安全実績指標評価（PI 評価）、安全重要度評価（SDP 評価）を活用
して事業者の保安活動の総合評価を行い、これを検査に反映させることで、検査
の実効性をより向上させる。

新しい制度では、事業者に現状の機器の状態と、現状保全の妥当性評価結果に基づいた保全計画
の事前提出が義務づけられる。国は保全計画書を確認し、事業者の保全活動が継続的に改善され
ているかを確認する。

新しい制度では、適用可能な新技術を用いた運転中の検査が義務づけられる。例えば、振動診断技
術等の活用により、分解点検を行うことなく機器の異常の兆候をいち早く把握できるようになる。

今後は、事業者は経年劣化状況や過去のトラブルを踏まえ、保全活動の評価・改善を繰り返す
ことが義務づけられ、より適切な点検方法を選び、実施することになる。
・事業者は設備毎に最適な点検間隔等を評価
・国はその内容を審査し、プラント毎に定期検査の間隔を設定（18 ヶ月以内、24 ヶ月以内等）
・事業者は国が設定した定期検査間隔の枠内で、燃料交換等も考慮して連続運転間隔（15 ヶ月等）
を設定

○引き続き、原子力安全・保安部会　原子炉安全小委員会の下に設置された検討会やワー
キンググループの場において、新制度の内容を具体化していく作業が進められ、平成
20 年 8 月に省令改正、平成 21 年 1 月より新しい検査制度が施行された。

P I 評 価：規制当局が発電所の保安活動が適切に行われたかどうかを、客観的に測定可能な指標
により把握する。

SDP 評価：発電所の保安活動において発生した個々の事象について、原子力安全にどの程度の影
響があるのかを客観的に評価する。

j-3 原子力安全規制に係る新しい制度（続き）
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j-4 エネルギー政策基本法

●エネルギー政策基本法は、安定供給の確保、環境への適合とこれらを十

分考慮した市　場原理の活用が 3 つの柱。

●政府は、エネルギー需給に関する施策についての基本方針に則り、エネ

ルギー需給に関する施策を総合的に策定・実施する。

この法律は、エネルギーの需給に関する施策に関し、基本方針を定め、国および地方

公共団体の責務等を明確化するとともに、エネルギーの需給に関する施策の基本とな

る事項を定めることにより、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計

画的に推進し、もって地域及び地球の環境の保全に寄与するとともに、わが国及び世

界の経済社会の持続的な発展に貢献することを目的として、平成 14 年 6 月 14 日に

公布された。

●エネルギー政策基本法の概要

1（目的）

2（安定供給の確保）

3（環境への適合）

4（市場原理の活用）

5（国の責務）

●エネルギー需給に関する施策に関し、基本方針を定め、国・地方公共団体の責
務等を明確化し、エネルギー需給に関する施策の基本となる事項を定める。

●エネルギー需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進。
●地域・地球の環境保全に寄与、わが国・世界の経済社会の持続的発展に貢
献。

●エネルギーの安定供給については、世界のエネルギーに関する国際情勢が不
安定な要素を有していること等にかんがみ、エネルギー供給源の多様化・エネル
ギー自給率の向上・エネルギーの分野における安全保障を図ることが基本。
●他のエネルギーによる代替、貯蔵が著しく困難なエネルギー供給は、その信頼
性・安定性が確保される施策が必要。

●エネルギー消費の効率化、太陽光、風力等の化石燃料以外のエネルギーの利
用への転換、化石燃料の効率的な利用推進等、地球温暖化防止・地域環境
保全が図られたエネルギー需給の実現、併せて循環型社会の形成に資するた
めの施策推進。

●エネルギー需給に関する経済構造改革は、前二条の政策目的を十分考慮しつ
つ事業者の自主性・創造性が発揮され、エネルギー需要者の利益が確保され
ることを旨とする。

●国は、2から4条に定めるエネルギー需給に関する施策について基本方針に則
り、エネルギー需給に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。
●国は、エネルギー使用にあたっては、エネルギー使用による環境への負荷の低
減に資する物品を使用すること等により、環境への負荷の低減に努める必要
がある。

条文のポイント条

（次画面へ続く）
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6（地方公共団体の
　  責務）

7（事業者の責務）

8（国民の努力）

9（相互努力）

10（法制上の措置等）

11（国会に対する報告）

12（エネルギー基本
　　計画）

13（国際協力の推進）

14（エネルギーに関す
　　る知識の普及等）

●地方公共団体は、基本方針に則り、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、
その区域の実情に応じた施策を策定、実施する責務を有する。
●地方公共団体は、エネルギー使用にあたっては、エネルギー使用による環境へ
の負荷の低減に資する物品を使用すること等によリ、環境への負荷の低減に
努める必要がある。

●事業者は、事業活動に際し、自主性・創造性を発揮し、エネルギーの効率的利
用、エネルギーの安定的供給、地域・地球の環境保全に配慮したエネルギー利
用に努め、国・地方公共団体の実施する施策に協力する責務を有する。

●国民は、エネルギー使用にあたっては、その使用の合理化、新エネ活用に努め
る。

●国、地方公共団体、事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体は、エ
ネルギー需給に関し、相互に、その果たす役割を理解、協力する。

●政府は、エネルギー需給に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上ま
たは金融上の措置その他の措置を講じる。

●政府は、毎年、国会に、エネルギー需給に関して講じた施策の概況に関する報
告を提出する。

●政府は、エネルギー需給に関する基本的な計画（エネルギー基本計画）を定め
る。
●エネルギー基本計画は、次に掲げる事項を定める。
1.エネルギー需給に関する施策についての基本的な方針
2.エネルギー需給に関し、長期的、総合的、計画的に講ずべき施策
3.エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的、計画的に推進するため
に重点的に研究開発のための施策を講ずべきエネルギーに関する技術及び
その施策
4.前3号に掲げるもののほか、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合
的、計画的に推進するために必要な事項

●経済産業大臣は、関係行政機関の長の意見を聴くとともに、総合資源エネル
ギー調査会の意見を聴いて、基本計画案を作成し、閣議の決定を求める。閣
議の決定があったときは基本計画を速やかに国会に報告するとともに公表。
●政府は、エネルギーを巡る情勢の変化を勘案し、及びエネルギに関する施策の
効果に関する評価を踏まえ、少なくとも3年ごとに、基本計画に検討を加え、必
要があれば変更する。
●政府は、基本計画について、毎年度、予算に計上する等その円滑な実施に必
要な措置を講ずる。

●国は、世界のエネルギーの需給の安定及びエネルギーの利用に伴う地球温暖
化の防止等の地球環境の保全に資するため、国際的なエネルギー機関等へ
の協力、研究者等の国際的交流、二国間及び多国間におけるエネルギー開発
協力その他の国際協力を推進するために必要な措置を講ずる。

●国は、広く国民があらゆる機会を通じてエネルギーに対する理解と関心を深める
ことができるよう、エネルギーに関する情報の積極的な公開に努めるとともに、
営利を目的としない団体の活用に配慮しつつ、エネルギーの適切な利用に関す
る啓発及びエネルギーに関する知識の普及に必要な措置を講ずる。

条文のポイント条

エネルギー政策基本法（続き）j-4

6（地方公共団体の
　  責務）

7（事業者の責務）

8（国民の努力）

9（相互努力）

10（法制上の措置等）

11（国会に対する報告）

12（エネルギー基本
　　計画）

13（国際協力の推進）

14（エネルギーに関す
　　る知識の普及等）

●地方公共団体は、基本方針に則り、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、
その区域の実情に応じた施策を策定、実施する責務を有する。
●地方公共団体は、エネルギー使用にあたっては、エネルギー使用による環境へ
の負荷の低減に資する物品を使用すること等によリ、環境への負荷の低減に
努める必要がある。

●事業者は、事業活動に際し、自主性・創造性を発揮し、エネルギーの効率的利
用、エネルギーの安定的供給、地域・地球の環境保全に配慮したエネルギー利
用に努め、国・地方公共団体の実施する施策に協力する責務を有する。

●国民は、エネルギー使用にあたっては、その使用の合理化、新エネ活用に努め
る。

●国、地方公共団体、事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体は、エ
ネルギー需給に関し、相互に、その果たす役割を理解、協力する。

●政府は、エネルギー需給に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上ま
たは金融上の措置その他の措置を講じる。

●政府は、毎年、国会に、エネルギー需給に関して講じた施策の概況に関する報
告を提出する。

●政府は、エネルギー需給に関する基本的な計画（エネルギー基本計画）を定め
る。
●エネルギー基本計画は、次に掲げる事項を定める。
1.エネルギー需給に関する施策についての基本的な方針
2.エネルギー需給に関し、長期的、総合的、計画的に講ずべき施策
3.エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的、計画的に推進するため
に重点的に研究開発のための施策を講ずべきエネルギーに関する技術及び
その施策
4.前3号に掲げるもののほか、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合
的、計画的に推進するために必要な事項

●経済産業大臣は、関係行政機関の長の意見を聴くとともに、総合資源エネル
ギー調査会の意見を聴いて、基本計画案を作成し、閣議の決定を求める。閣
議の決定があったときは基本計画を速やかに国会に報告するとともに公表。

●政府は、エネルギーを巡る情勢の変化を勘案し、及びエネルギに関する施策の
効果に関する評価を踏まえ、少なくとも3年ごとに、基本計画に検討を加え、必
要があれば変更する。

●政府は、基本計画について、毎年度、予算に計上する等その円滑な実施に必
要な措置を講ずる。

●国は、世界のエネルギーの需給の安定及びエネルギーの利用に伴う地球温暖
化の防止等の地球環境の保全に資するため、国際的なエネルギー機関等へ
の協力、研究者等の国際的交流、二国間及び多国間におけるエネルギー開発
協力その他の国際協力を推進するために必要な措置を講ずる。

●国は、広く国民があらゆる機会を通じてエネルギーに対する理解と関心を深める
ことができるよう、エネルギーに関する情報の積極的な公開に努めるとともに、
営利を目的としない団体の活用に配慮しつつ、エネルギーの適切な利用に関す
る啓発及びエネルギーに関する知識の普及に必要な措置を講ずる。

条文のポイント条

6（地方公共団体の
　  責務）

7（事業者の責務）

8（国民の努力）

9（相互努力）

10（法制上の措置等）

11（国会に対する報告）

12（エネルギー基本
　　計画）

13（国際協力の推進）

14（エネルギーに関す
　　る知識の普及等）

●地方公共団体は、基本方針に則り、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、
その区域の実情に応じた施策を策定、実施する責務を有する。
●地方公共団体は、エネルギー使用にあたっては、エネルギー使用による環境へ
の負荷の低減に資する物品を使用すること等によリ、環境への負荷の低減に
努める必要がある。

●事業者は、事業活動に際し、自主性・創造性を発揮し、エネルギーの効率的利
用、エネルギーの安定的供給、地域・地球の環境保全に配慮したエネルギー利
用に努め、国・地方公共団体の実施する施策に協力する責務を有する。

●国民は、エネルギー使用にあたっては、その使用の合理化、新エネ活用に努め
る。

●国、地方公共団体、事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体は、エ
ネルギー需給に関し、相互に、その果たす役割を理解、協力する。

●政府は、エネルギー需給に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上ま
たは金融上の措置その他の措置を講じる。

●政府は、毎年、国会に、エネルギー需給に関して講じた施策の概況に関する報
告を提出する。

●政府は、エネルギー需給に関する基本的な計画（エネルギー基本計画）を定め
る。
●エネルギー基本計画は、次に掲げる事項を定める。
1.エネルギー需給に関する施策についての基本的な方針
2.エネルギー需給に関し、長期的、総合的、計画的に講ずべき施策
3.エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的、計画的に推進するため
に重点的に研究開発のための施策を講ずべきエネルギーに関する技術及び
その施策
4.前3号に掲げるもののほか、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合
的、計画的に推進するために必要な事項

●経済産業大臣は、関係行政機関の長の意見を聴くとともに、総合資源エネル
ギー調査会の意見を聴いて、基本計画案を作成し、閣議の決定を求める。閣
議の決定があったときは基本計画を速やかに国会に報告するとともに公表。

●政府は、エネルギーを巡る情勢の変化を勘案し、及びエネルギに関する施策の
効果に関する評価を踏まえ、少なくとも3年ごとに、基本計画に検討を加え、必
要があれば変更する。

●政府は、基本計画について、毎年度、予算に計上する等その円滑な実施に必
要な措置を講ずる。

●国は、世界のエネルギーの需給の安定及びエネルギーの利用に伴う地球温暖
化の防止等の地球環境の保全に資するため、国際的なエネルギー機関等へ
の協力、研究者等の国際的交流、二国間及び多国間におけるエネルギー開発
協力その他の国際協力を推進するために必要な措置を講ずる。

●国は、広く国民があらゆる機会を通じてエネルギーに対する理解と関心を深める
ことができるよう、エネルギーに関する情報の積極的な公開に努めるとともに、
営利を目的としない団体の活用に配慮しつつ、エネルギーの適切な利用に関す
る啓発及びエネルギーに関する知識の普及に必要な措置を講ずる。

条文のポイント条
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エネルギー基本計画j-5

●エネルギー政策基本法に基づき、エネルギー需給に関する施策の長期的、

総合的かつ計画的な推進を図るために策定。

●基本方針は、「安定供給の確保」、「環境への適合」、及びこれらを十分に考

慮した「市場原理の活用」。

エネルギー基本計画は、平成 14 年 6 月 14 日に公布されたエネルギー政策基本法第

12 条に基づいて策定するものであり、エネルギー需給に関する施策の長期的、総合

的かつ計画的な推進を図るための計画として、基本方針（「安定供給の確保」「環境へ

の適合」及びこれらを十分考慮した「市場原理の活用」）や講ずべき施策などから構

成されている。

平成 15 年 10 月の策定後、平成 19 年 3 月に第一次改定がなされ、その後のエネルギー

を取り巻く環境変化を踏まえて、平成 22 年 6 月に第二次改定が行われた（平成 22

年 6 月 18 日閣議決定）。

第二次改定のポイント
（1）基本的視点
　エネルギー政策の基本である 3E（エネルギーセキュリティ、温暖化対策、効

率的な供給）に加え、エネルギーを基軸とした経済成長の実現と、エネルギー
産業構造改革を新たに追加。

（2）2030 年に向けた目標
①エネルギー自給率及び化石燃料の自主開発比率を倍増、自主エネルギー比率を

現状の 38％から約 70％程度まで向上
②ゼロ・エミッション電源比率を現状の 34％から約 70％に引き上げ
③「暮らし」（家庭部門）の CO2 を半減
④産業部門での世界最高のエネルギー利用効率の維持・強化
⑤我が国企業群のエネルギー製品等が国際市場でトップシェア獲得

（3）目標実現のための取組み
○資源確保・安定供給強化への総合的取組み
○自立的かつ環境調和的なエネルギー供給構造の実現
○低炭素型成長を可能とするエネルギー需要構造の実現
○新たなエネルギー社会の実現
○革新的なエネルギー技術の開発・普及拡大
○エネルギー・環境分野における国際展開の推進
○エネルギー国際協力の強化
○エネルギー産業構造の改革に向けて
○国民との相互理解の促進と人材の育成
○地方公共団体、事業者、非営利組織の役割分担、国民の努力等
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j-6 電源三法　①電源開発促進税法

●一般電気事業者から電源開発促進税を徴収することを定めた法律。

電源開発促進税法の目的

この法律は、原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電所などの設置を促進したり、

発電施設の利用の促進及び安全の確保ならびに電気の供給の円滑化を図る等のために

必要な費用の財源として、一般電気事業者から電源開発促進税を徴収することを目的

としており、昭和 49 年 6 月 6 日に公布された。

課税と納付のしくみについて

①課税される物件

一般電気事業者の販売電気（他からの需要に応じ供給した電気および自ら使用した電

気）が課税物件とされている。

※融通供給、振替供給のための電気や一般電気事業者が発電のために直接使用する電

気は非課税。

②課税標準

販売電気の電力量を課税標準とする従量税。

※定額料金制の販売電気の電力量は、需要設備の電力容量、用途、場所などの事情を

考慮し、電源開発促進税法施行令に定められた算定方法により計算する。

③税率

販売電気 1,000kWh につき　375 円

④税額の申告と納付

一般電気事業者は、お客さまから料金の支払を受ける権利が確定した月および自ら使

用した月の翌月末までに、毎月その販売電気の電力量と電源開発促進税額などを記載

した申告書を所轄税務署長に提出し、同時に電源開発促進税を納付しなけらばならな

い。

電源開発促進税法は、特別会計に関する法律（旧電源開発促進対策特別会計法）、発電用施設周
辺地域整備法と相互に機能して電源立地促進対策を推進する制度を形成しており、この 3 つの
法律を総称して一般的に「電源三法」という。
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j-7 電源三法　②

●電源開発促進税等の経理について特別会計を設置することを定めた法律。

●特別会計の使途は電源立地対策、電源利用対策の 2 分野に限定。

特別会計に関する法律（旧電源開発促進対策特別会計法）の目的

電源開発促進対策特別会計法は、電源開発促進税の収入を財源として行う電源開発促

進対策に関する政府の経理を明確にするために、特別会計を設置し、一般会計と区分

して経理することを目的としており、昭和 49 年 6 月 6 日に公布された。

特別会計改革により全ての特別会計に適用される法律が平成 19 年通常国会において

審議され、特別会計に関する法律が成立した。この法律の成立に伴い全ての特別会計

法は廃止された。なお、電源開発促進対策特別会計は、平成 19 年度から石油及びエ

ネルギー需給構造高度化対策特別会計と統合され、新たにエネルギー対策特別会計と

なった。

電源開発促進対策の範囲

この法律により定められた特別会計から資金を支出できるのは、電源立地対策および

電源利用対策に限定されている。その範囲は次の通りである。

①電源立地対策

公共用施設整備計画および利便性向上等事業計画に基づく電源立地地域対策交付金の

交付、発電の用に供する施設の設置および運転の円滑化に資するための財政上の措置

で政令で定めるもの等。

②電源利用対策

発電用施設の利用の促進および安全の確保ならびに発電用施設による電気の供給の円

滑化を図るための措置で政令に定めるもの等。

特別会計に関する法律（旧電源開発促進対策特別会計法）は、同時に制定された電源開発促進
税法、発電用施設周辺地域整備法と相互に機能して電源立地促進対策を推進する制度を形成し
ており、この 3 つの法律を総称して一般的に「電源三法」という。

 特別会計に関する法律（旧電源開発促進対策特別会計法）
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j-8 電源三法　③発電用施設周辺地域整備法

●発電用施設周辺地域に電源立地地域対策交付金（電源立地促進対策交付

金相当部分）を交付。

●地域住民の福祉の向上を図り、発電用施設を円滑に設置、運転。

この法律は、電気の安定供給の確保が国民生活と経済活動にとってきわめて重要であ

ることを踏まえ、発電用施設の周辺地域における公共施設の整備等を促進し、地域住

民の福祉の向上を図り、これによって発電用施設を円滑に設置、運転していくことを

目的としており、昭和 49 年 6 月 6 日に公布された。

●発電用施設

この法律における「発電用施設」は、「一般電気事業者、卸電気事業者、特定規模電気

事業者、卸供給事業者、日本原子力研究開発機構が設置する一定規模以上の原子力、

水力、地熱、火力（沖縄県に設置されるものに限る）の電源」、および再処理施設など「原

子力発電と密接に関連する施設」と定められている。

●地点の指定

この法律が適用される地点の指定にあたっては、主務大臣（文部科学大臣、経済産業

大臣）が、予定されている地点のうち、定められた要件に該当するものについて関係

する行政機関の長と協議のうえ指定し、公示する。

●公共用施設整備計画、利便性向上等事業計画の作成と承認

都道府県知事は指定された地点の周辺地域について、対象地域、対象施設、対象事業

などを盛り込んだ公共用施設整備計画、利便性向上等事業計画を作成し、主務大臣と

協議し、同意を求めることができる。主務大臣はその計画が適当なものと認められる

時は、関係行政機関の長らと協議のうえ同意する。

●電源立地地域対策交付金の交付

国は、地方公共団体に対し、公共用施設整備計画、利便性向上等事業計画に基づく事

業の経費にあてるために電源立地地域対策交付金（電源立地促進対策交付金相当部分）

を交付することができる。交付金の限度額や交付期間は規則によって定められている。

発電用施設周辺地域整備法は、電源開発促進税法、特別会計に関する法律（旧電源開発促進対
策特別会計法）と相互に機能して電源立地促進対策を推進する制度を形成しており、この 3 つ
の法律を総称して一般的に「電源三法」という。
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j-9 原子力基本法

●わが国の原子力政策の基本方針を定めた法律。

●「公開」「自主」「民主」の三原則を謳う。

この法律は、原子力の研究・開発・利用を推進して将来

のエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興と

を図り、人類社会の福祉と国民生活の水準向上に寄与す

ることを目的に、昭和 30 年 12 月 19 日に制定された。

原子力三原則

原子力基本法は日本の原子力政策の基本方針として、原

子力の研究、開発および利用は平和の目的に限り、安全

の確保を旨として民主的な運営のもとに自主的に行うも

のとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するも

のと定めている。この基本方針を保障するために、以下

の通り原子力三原則を揚げている。

①機密をなくす「公開」の原則

②（軍事）機密が日本に入り込むことを防ぐため、外国

に依存しない「自主」の原則

③政府その他の独占的選考を防ぐ「民主」の原則

原子力基本法を中心とした日本の原子力関連法規の主な

体系は、次の通り。

原子力基本法

原子力委員会及び
原子力安全委員会設置法

核原料物質、核燃料物質及び
原子炉の規制に関する法律

原子力損害の賠償に関する法律

放射性同位元素等による放射
線障害の防止に関する法律

原子力損害賠償補償契約に
関する法律

核燃料物質、核原料物質、原子炉及
び放射線の定義に関する政令
（昭和32年政令第325号）

電離放射線障害防止規則（昭和47年労働省令第41号）
電気事業法施行規則（平成7年通産省令第77号）
発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令（昭和40年通産省令第62号）
発電用核燃料物質に関する技術基準を定める省令（昭和40年通産省令第63号）

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則
（昭和35年総理府令第56号）

原子力災害対策特別措置法施行規則
（平成12年総理府・通商産業省・運輸省令第2号）

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則
（平成12年通商産業省令第151号）

○独立行政法人日本原子力研究開発機構法（平成16年法律第155号）

○労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）
○電気事業法（昭和39年法律第170号）
○災害対策基本法（昭和36年法律第223号）

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則
（昭和32年総理府、通産省令第１号）
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和53年通産省令第77号）
核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和41年総理府令第37号）
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則（平成12年通産省令122号）
使用済燃料の再処理の事業に関する規則（昭和46年総理府令第10号）
核燃料物質の使用等に関する規則（昭和32年総理府令第84号）
国際規制物資の使用等に関する規則（昭和36年総理府令第50号）
核原料物質の使用に関する規則（昭和43年総理府令第46号）
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に
関する規則（平成20年経産省令第23号）
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に
関する規則（昭和63年総理府令第1号）
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規
則（昭和63年総理府令第47号）

原子力委員会及び
原子力安全委員会設置法施行令
（昭和31年政令第４号）

核原料物質、核燃料物質及び
原子炉の規制に関する法律施行令
（昭和32年政令第324号）

放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律施行令
（昭和35年政令第259号）

原子力損害の賠償に関する法律施行令
（昭和37年政令第44号）

原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令（昭
和37年政令第45号）

（昭和30年法律第186号）

（昭和30年法律第188号）

（昭和32年法律第166号）

（昭和32年法律第167号）

（昭和36年法律第147号）

（昭和36年法律第148号）

原子力災害対策特別措置法

特定放射性廃棄物の最終処分に
関する法律

原子力災害対策特別措置法施行令
（平成12年政令第195号）

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令
（平成12年政令第462号）

（平成11年法律第156号）

（平成12年法律第117号）

（法　律）

（関連法令）

（政　令） （規則等）

電気事業法施行令
（昭和40年政令第206号）



石油石炭税j-10

●平成 15 年 10 月 1 日から、「石油税」の課税物件に、新たに石炭が追加され、

名称を　「石油石炭税」に改称。

● 税率については、激変緩和の観点から、段階的に引き上げ。

● これまでの石油税の経緯
昭和 53 年度　　石油税導入。税収は石油対策に充当。課税対象は石油。
昭和 55 年度　　税収を、石油対策に加え、石油代替エネルギー対策にも充当。
昭和 59 年度　　石油税率の引き上げ、課税対象を LPG・LNG にも拡大。
平成 5 年度　　税収を、省エネルギー対策にも充当。

● 平成 15 年度税制改正
地球温暖化対策、エネルギーセキュリティ対策の充実・強化の観点から、歳出・歳入
構造を見直し。

（歳出面）
・地球温暖化防止対策として、京都メカニズム関係対策を含むエネルギー起源 CO2 の

排出抑制対策を環境省と連携して推進
・天然ガスシフトの加速化やアジア諸国と連携したエネルギーセキュリティ対策の充

実を推進
（歳入面）
・歳出面での見直しを踏まえ、財源の安定的な確保および負担の公平の観点から、

LPG・LNG に係る税率を引き上げるとともに、課税対象を石炭にも拡大。
　＜石炭への新規課税の理由＞

・石油等と組成や生成過程が類似した資源であること
・石油等と同様に、原料や燃料として幅広く利用されていること
・石炭の利用者はこれまでもエネルギー対策の実施により実質的に受益してきた  
　が、歳出面の見直しにより更なる受益が見込まれること　　など

[ 石油石炭税の納税（輸入の場合）]
納税義務者：石油等貨物を保税地域から引き取る ( ＝輸入する ) 者。 （税関への輸入 
 申告における「輸入者」）。
 輸入の委託を受けた商社が輸入者となる場合は当該商社。
納　税　地：保税地域の所在地。（石油等貨物を陸揚げする税関所在地。）

　　　　　　（注）保税地域：外国から輸入貨物を税関通過前に置いておくことができる場所。

（税率） （円／kL、円／t）

～平成15年9月
平成15年10月
～17年3月

平成17年4月
～19年3月 平成19年4月～

670

720

̶

原油・石油製品

LPG

LNG

石炭

800

840

230

940

960

460

1,080

1,080

700

2,040

（注）鉄鋼・コークス、セメント製造用石炭は平成23年3月末まで免税。沖縄において発電用に使用する石炭は平成24年3月末まで免税。
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j-11 原子力政策大綱

●今後 10 年程度の原子力政策の基本的考え方を策定（2005 年 10 月 14 日閣

議決定）。

●使用済燃料を全量再処理し、回収されるプルトニウム、ウラン等を有効利

用することを堅持。

●原子力発電を基幹電源として位置づけることを明記。

日本における原子力の研究、開発及び利用については、原子力基本法の「わが国の原

子力利用は、計画的に遂行すること」に沿って、1956 年以降、概ね 5 年ごとに 9 回

にわたって「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画（原子力長計）」が策定

されてきた。

2004 年 6 月から原子力に関係の深い有識者のみならず、学界、経済界、法曹界、立

地地域、マスメディア、非政府組織等の各界の有識者を構成員とした新計画策定会議

を設置し、新たな計画を策定することとした。

今回は、政策の大きな方向性を示す意味合いが強いことや、原子力委員会が内閣府に

移行して初めての策定となる節目であることから、名称を「原子力政策大綱」へ変更

した。また、原子力政策大綱は 2005 年 10 月 14 日に閣議決定され、国策として推

進していく姿勢が明確になった。

原子力政策大綱では、まず「核燃料サイクル政策」について、全量再処理、直接処分

を含む 4 つの基本シナリオを、安全性、経済性、エネルギー安全保障、環境適合性等

10 の視点から総合評価を実施した結果、使用済燃料を再処理し回収されるプルトニ

ウム、ウラン等を有効利用することが基本方針とされた。またこれに関連して、プル

サーマルの着実な推進や、再処理能力を超える使用済燃料を中間貯蔵で対応すること

も明記された。また、六ヶ所再処理工場に続く第二再処理工場は 2010 年頃から検討

を開始し、六ヶ所工場の操業終了に間に合う時期までに結論を得ることとした。

次に「原子力利用」については、2030 年以後も総発電電力量の 30 〜 40% 程度とい

う水準程度か、それ以上の供給割合を原子力発電が担うことが明記された。また、

2030 年前後からは既設プラントを順次代替し、高速増殖炉については、2050 年頃

から商業ベースでの導入を目指すこと等とする中長期の基本的方向等も示された。
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j-12 新・国家エネルギー戦略

●経済産業省が平成 18 年 5 月に策定。原油価格の高騰をはじめ世界の厳し

いエネルギー情勢を踏まえ、「エネルギー安全保障」を中核とした、我が

国の新しいエネルギー政策の指針。

●原子力発電は 2030 年以降においても発電比率 30％〜 40％程度以上を目指す。

●「新・国家エネルギー戦略」の概要
1. 目標
　①国民に信頼されるエネルギー安全保障の確立
　②エネルギー問題と環境問題の一体的解決による持続可能な成長基盤の確立
　③アジア・世界のエネルギー問題克服への積極的貢献

2. 目標実現のための取り組み
（1）世界最先端のエネルギー需給構造の実現
　以下の 4 つの計画に取り組むとともに石油依存度の低減（現在のおよそ 50％から 2030 年まで
に 40％を下回る水準を目指す）を含め、エネルギーのベストミックス実現に取り組む。
　①省エネルギーフロントランナー計画
　　目標：2030 年までに更に 30％、エネルギー効率の改善を目指す。
　　対応：これからの省エネを支える技術戦略の策定、優れた省エネルギー技術を認定するトップラ

ンナー基準の整備とトップランナーに対する支援の強化、中長期的な省エネ型社会システ
ムの検討などにより、技術革新とそれを受け入れる社会システムの好循環を確立する。

　②運輸エネルギーの次世代化計画
　　目標：現在ほぼ 100％の石油依存度を、2030 年までに 80％程度とすることを目指す。
　　対応：燃費改善、バイオ由来燃料や GTL など新燃料の導入促進、電気自動車・燃料電池車など

の開発・普及促進の三つの柱で、目標達成に至るアクションプランを提示した。また、バ
イオ由来燃料活用促進、蓄電池の集中的技術開発による電気自動車、燃料電池車の早期導
入などの具体策に取り組む。

　③新エネルギーイノベーション計画
　　目標：2030 年までに例えば以下の方向性で取り組む。
　　　　　・太陽光発電コストを火力発電並みとする。
　　　　　・バイオマス、風力発電による地産地消型の取り組みを推進。
　　　　　・自動車の多くをハイブリッド化するとともに電気自動車、燃料電池自動車の導入を促進。
　　対応：技術力を磨き、新たな産業として自立させるための支援策を提示。新エネルギーなどを目

で見て触れて理解できる、「次世代エネルギーパーク」の形成の促進、次世代蓄電池をは
じめとした革新的なエネルギー技術の開発などの具体策に取り組む。

　④原子力立国計画
　　目標：将来にわたる基幹電源として位置づけ、2030 年以降においても発電電力量に占める比率

を 30 〜 40％程度以上にする。核燃料サイクル早期確立、高速増殖炉早期実用化に取り
組む。

　　対応：供給安定性に優れ、運転中に CO2 もほとんど排出しないクリーンなエネルギー源である
原子力発電を、安全確保を大前提に推進する。原子力発電推進に向けた投資環境整備、核
燃料サイクルの早期確立、国際的な原子力の平和利用の推進などに取り組む。

（2）資源外交、エネルギー環境協力の総合的強化
　①総合資源確保戦略
　　目標：石油自主開発比率を、2030 年までに、引取量ベースで 40％程度とする。
　　対応：ODA の積極的活用や投資交流の促進、様々なレベルでの人的交流の拡大等、資源国との

総合的な関係強化を図る。このため、資源確保指針の策定を通じ、政策金融、貿易保険、
経済協力等政府及び関係機関が一体となった取り組みを進める。

 また、本枠組みの下、資源開発を担う中核的企業への支援を強化する。さらに、メタンハ
イドレードの開発利用、石炭のクリーンな利用等、世界最先端の化石燃料利用国となるた
めの取り組みの支援に取り組む。加えて、レアメタルなどの鉱物資源についても、海外に
おける資源開発、供給源の多様化等の施策を、政府及び関係機関一体となって戦略的・総
合的に推進する。

　②アジアエネルギー・環境協力戦略　
　　目標：省エネをはじめエネルギー協力を展開し、アジアとの共生を目指す。
　　対応：エネルギー需要が急増しつつある中国、インドなどアジア諸国に対し、省エネ分野、石炭

の有効利用・生産保安分野、新エネ分野、原子力分野など、様々な分野でエネルギー環境
協力を戦略的に展開する。

（3）緊急時対応の充実
　　製品備蓄の導入をはじめとする石油備蓄制度の見直し・機能強化など緊急時対応の充実に取り

組む。

（4）その他
　　官民連携した取り組みを促すため、2100 年、2050 年といった超長期の視点から課題を遡及さ

せることによって得られる技術のあるべき姿を踏まえつつ、2030 年に向けて解決すべき技術
開発課題を、エネルギー技術戦略の形でまとめる。

（出典）経済産業省発表資料

（次画面へ続く）
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●新・国家エネルギー戦略の骨子

多様化するリスクへの対応

戦略の目標

戦略の基本的視点

安全保障を中心に、地球環境問題を一体的に
克服する、新たな「国家エネルギー戦略」の
構築は急務。

○国民に信頼されるエネルギー安全保障の確立
○エネルギー問題と環境問題の一体的解決による持続可能な成長基盤の確立
○アジア・世界のエネルギー問題克服への積極的貢献

戦略を実行する際の留意事項

○中長期にわたる軸のぶれない取り組みとそのための明確な数値目標の設定
○世界をリードする技術力によるブレイクスルー
○官民の戦略的連携と政府一丸となった取り組み体制の強化

世界最先端のエネルギー需給構造の実現が
第一の課題。同時に危機を予防する観点か
ら、資源外交、エネルギー環境協力の強化、
更に緊急時対応体制の見通しが必要。

【需給逼迫要因】
●需要側の構造変化
　世界的な需要増、資源獲得競争、運輸燃料の世界的
　需要増、精製等供給インフラの不足・偏在、石炭回帰と
　地球温暖化ガス対応の遅れ

●供給側の構造変化
　資源供給国の投資規制・国家管理強化、上流投資停
　滞と石油生産ピーク見通し、パイプライン等流通インフ　
ラ不足

●国際的な枠組みを巡る議論の動向
　気候変動問題、核不拡散議論

●国内的な環境変化
　我が国の相対的な購買力の低下、自由化等による供給
　余力の縮小

【市場混乱要因】
●海外の政情不安、事故/天災/テロ
　例：中東地域の地政学的リスク、シーレーンの安全問題
　　  ハリケーン等の影響

●国内における事故/天災/テロ
　例：地震、台風、雪害等による影響等

【混乱増幅要因】
●国内における混乱対応能力の低下
　発電設備、タンカー、送配電ネットワーク等における供給 
　余力の低下

●市場機能の混乱要因
　投機的資金の拡大、アジアの危機未経験国のパニック
　行動

戦略項目

世界最先端のエネルギー需給構造の実現

資源外交、エネルギー環境協力の総合的強化

緊急時対応の充実

共通的課題

【1-1】省エネルギーフロントランナー計画
　　　（30％以上の消費効率改善）
省エネ技術戦略の策定と推進、分野別省エネ評価基準の充実と支援の重
点化、省エネ投資評価方法の開発と国際展開、省エネ都市・地域の構築

【1-2】運輸エネルギーの次世代化計画
　　　（石油依存度80％程度）
燃費改善、バイオマス由来燃料、GTL等の供給確保と環境整備（開発輸入、
大規模実証、安全対策等）、電気・燃料電池自動車等の開発・普及促進

【1-3】新エネルギーイノベーション計画
太陽光、風力、バイオマスなど特性に応じた導入支援、新エネ産業群の育
成、革新的なエネルギー高度利用促進技術開発（エネルギー貯蔵、超燃料、
化石資源の高度利用）、エネルギーパーク、ベンチャービジネス支援

【1-4】原子力立国計画（発電電力量の比率30～40％以上）
新・増設に向けた事業環境整備、核燃料サイクル早期確立、FBR早期実用
化、原子力発電拡大と核不拡散の両立に向けた国際的な枠組み作りへの
貢献、技術開発・人材育成、原子力産業の国際展開支援、廃棄物対策推
進、効果的な安全規制、国と地方の信頼関係強化

【2-1】総合資源確保戦略（自主開発比率40％）
資源国との総合的な関係強化（人材・投資交流、医療、教育、研究協力、
EPA等）、中核的開発企業形成促進とリスクマネー供給の抜本的強化、供
給源多様化、資源確保指針策定、技術開発推進、天然ガス調達強化、化石
燃料のクリーン利用、レアメタル等鉱物資源戦略強化

【2-2】アジア・エネルギー協力戦略
アジア省エネ戦略、新エネ・化石燃料クリーン利用・備蓄制度・原子力分野に
おける協力強化

【3-1】緊急時対応の強化
製品備蓄導入、天然ガス緊急時対応体制整備、企業・エネルギー源横断的
な緊急事態対応シナリオ整備

【4-1】エネルギー技術戦略
超長期をも踏まえた技術課題の抽出と開発戦略のロードマップ化、戦略的な
技術開発支援

【4-2】その他環境整備
強い企業の形成促進、予算・税など政策資源の効率的・効果的活用、エネル
ギー広聴・広報及びエネルギー教育の充実

【世界最先端のエネルギー需給構造の実現】
●エネルギー利用効率の向上
　技術力を通じた世界最先端の省エネ国家の維持・発展
　等

●エネルギー源の多様化・分散化
　運輸エネルギーの次世代化等

●エネルギー供給余力の保持
　需給逼迫に対応できる適切な供給余力の確保

【資源外交、エネルギー環境協力の総合的強化】
●産油・産ガス国との多面的な関係強化
　エネルギー分野以外も含めた相互交流・協力の強化等

●アジア諸国との関係強化
　省エネ協力等を通じたアジア諸国のエネルギー需給改
　善への貢献

●海外での探鉱開発活動の強化・供給源多様化、
　我が国企業の調達力向上

●地球的規模の課題への貢献

【緊急時対応策の充実】
●備蓄制度の機動力強化

●緊急時対応策の再点検と強化

（注）（　　）内の数値は2030年までに達成することを目指す数値目標

j-12 新・国家エネルギー戦略（続き）

●新・国家エネルギー戦略の骨子
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j-13 原子力立国計画

●中長期的にぶれない原子力政策推進を目指し、総合資源エネルギー調査会

電気事業分科会原子力部会がとりまとめ（平成 18 年 8 月）。

● 2030 年以後も発電電力量の 30％〜 40％程度以上を原子力発電が担うこ

となどを目指した原子力政策大綱の目標実現に向け、今後の原子力政策

立案にあたっての 5 つの基本方針と具体的取り組みを策定。

●原子力政策立案にあたっての 5 つの基本方針
　①「中長期的にぶれない」確固たる国家戦略と政策枠組みの確立
　②個々の施策や具体的時期については、国際情勢や技術の動向等に応じた「戦略的柔軟さ」を保

持
　③国、電気事業者、メーカー間の建設的協力関係を深化。このため関係者間の真のコミュニケーショ

ンを実現し、ビジョンを共有。まずは国が大きな方向性を示して最初の第一歩を踏み出す。
　④国家戦略に沿った個別地域施策の重視
　⑤「開かれた公平な議論」に基づく政策決定への転換による政策の安定性の確保

●基本目標（「原子力政策大綱」2005 年 10 月閣議決定）
　① 2030 年以後も、発電電力量の 30 〜 40％程度の役割を期待
　②核燃料サイクルを着実に推進
　③高速増殖炉の 2050 年の商業ベース導入を目指す　等

●基本目標の実現方策
　①電力自由化時代の原子力発電の新・増設、既設炉リプレース投資の実現
　　1. 原子力発電に特有な投資リスクの低減・分散
　　2. 初期投資・廃炉負担の軽減・平準化
　　3. 広域的運営の促進
　　4. 原子力発電のメリットの可視化
　②安全確保を大前提とした既設原子力発電所の適切な活用
　　1. 運転保守高度化の取り組みの実現
　　2. 充実させた高経年化対策の着実な運用

　③核燃料サイクルの着実な推進とサイクル関連産業の戦略的強化
　　1. 核燃料サイクルの着実な推進
　　2. サイクル関連産業の戦略的強化
　④高速増殖炉サイクルの早期実用化
　　1. 高速増殖炉サイクル実用化に向けた移行シナリオの策定
　　2. 移行シナリオにおける国の役割の明確化
　　3. 戦略的な国際協力の推進
　　4. 実証・実用化の円滑な移行のための協議の開始
　　5. 実証・実用化に向けた予算の確保
　⑤技術・産業・人材の厚みの確保・発展
　　1. 20 年ぶりの官民一体での次世代軽水炉開発プロジェクトの着手
　　2. 国境線を超えた原子力産業の再編による寡占化が進む中、我が国メーカーが世界市場で通用

する規模と競争力を持つよう体質を強化
　　3. 現場技能者の育成・技能継承の支援開始
　　4. 大学・大学院等における原子力人材育成の支援
　⑥我が国原子力産業の国際展開支援
　　1. 政府としての支援意思の明確化
　　2. 人材育成協力（中国、ベトナム向け安全研修制度の拡充）
　　3. 今後、原子力発電を導入しようとする国に対する制度設備のノウハウ支援
　　4. 公的金融の活用
　　5. 二国間協力協定等の枠組み作り
　　6. 原子力の CDM（クリーン開発メカニズム）、JI（共同実施）への組み入れ
　⑦原子力発電拡大と核不拡散の両立に向けた国際的な枠組み作りへの積極的関与
　⑧国と立地地域の信頼関係の強化、きめ細かい広聴・広報
　　1. 国と立地地域の信頼関係の強化
　　2. 地域振興に向けた継続的な支援
　　3. きめの細かい広聴・広報の実施
　⑨放射性廃棄物対策の着実な推進
　　1. 最終処分の候補地選定に向けた取り組みの強化
　　2. 長半減期低発熱放射性廃棄物（TRU 廃棄物）地層処分事業の制度化
　　3. 海外からの返還廃棄物に関連する制度的措置

（出典）経済産業省発表資料
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j-14 再処理等積立金法

●再処理等事業を適正に実施するため、電力会社に対して、将来の再処理等

に要する費用に充てるため、経済産業大臣が指定する資金管理法人へ積立

金を積み立てることを義務付けるもの。

核燃料サイクルの根幹をなす再処理事業、及び再処理に伴い発生する放射性廃棄物の

処分や再処理施設の解体等の事業（以下、「再処理等事業」）については、極めて長い

期間（300 年程度）を要するとともに、その費用については発電コストの一部をなし、

電気料金として回収されることとなる等、非常に公共性の高い事業である。また、平

成 16 年 12 月には、我が国初の商業用再処理工場である六ヶ所再処理工場において

ウラン試験が開始され、近く本格稼動する見通しとなっている。したがって、再処理

等事業に要する将来費用を適正に見積もった上で、その資金を安全かつ確実に、また

透明性が担保された形で確保していくことが必要となる。

こうした状況を踏まえ、再処理等の事業を適正に実施するための必要な措置等を講じ、

発電に関する原子力に係る環境の整備を図ること等を目的として、平成 17 年 5 月に

「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」（以下、「再処理等積立金法」）が、成立した。

●再処理等積立金法の内容

再処理等積立金法は、原子力発電における使用済燃料の再処理等事業を適正に実施す

るため、実用発電用原子炉設置者、すなわち電力会社に対して、将来の再処理等に

要する費用に充てるため、経済産業大臣が指定する資金管理法人へ積立金を積み立

てることを義務付けるものであり、主な内容は以下の通りである。
（1）使用済燃料再処理等積立金の資金管理法人への積立ての義務付け
①届出
　実用発電用原子炉設置者及び再処理事業者等は、毎年度、再処理等の実施計画等を経済産業大臣

に届け出なければならないこととなる。
②積立額の算定と通知
　経済産業大臣は、実用発電用原子炉の運転に伴う使用済燃料の発生の状況や再処理施設の再処理

能力及び稼働状況、再処理等事業に要する費用など、①で届け出られた事項を基礎として実用発
電用原子炉設置者が当該年度に積み立てるべき額の算定を行い、実用発電用原子炉設置者ごとに
通知する。

③積立て
　実用発電用原子炉設置者は、毎年度、経済産業大臣から②の通知を受けた額を資金管理法人に積

み立てることとなる。
④使用済燃料再処理等積立金の資金管理法人からの取戻し
　実用発電用原子炉設置者が取戻しを行う際には、取戻しに関する計画を作成し、経済産業大臣の

承認を受けた上で、当該計画に従って取戻し、使用することとなる。
（2）資金管理法人の指定・監督
経済産業大臣は、申請により、全国を通じて一個に限り、営利を目的としない法人を資金管理法人
として指定する。資金管理法人は、積立金の管理や取り戻された積立金が確実に再処理等に支出さ
れることの確認の業務を行う。また、経済産業大臣が必要に応じて、資金管理法人に対し監督命令
や立入検査等を行うことで、その資金管理業務を監督することとなる。なお平成 17 年 10 月に資金

管理法人として（財）原子力環境整備促進・資金管理センターを指定した。

（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について）

●再処理等積立金のスキーム図

指定・監督

再処理等の実施
計画等の届出

①：届出
②：積立額の算定と通知
③：積立て
④：使用済燃料再処理等積立金の
　 資金管理法人からの取戻し

再処理等の実施
計画等の届出

積立額の通知

実用発電用原子炉設置者

資金管理法人

積立金の積立て 積立金の取戻し

再処理等費用
の支出

営利を目的としない法人であ
り、使用済燃料再処理等積
立金の管理を行う

●再処理等積立金のスキーム図
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j-15 プルトニウム利用計画

●アクティブ試験開始前に、六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの

利用計画を初めて公表（平成 18 年 1 月）。
●電力各社は、再処理により回収されるプルトニウムをプルサーマル計画に

よって平成 27 年度以降に利用。

各電気事業者は、日本原燃の六ヶ所再処理工場におけるアクティブ試験開始（平成

18 年 3 月 31 日）よりプルトニウムが分離されることから、透明性確保の観点から、

毎年度その利用に関する計画（プルトニウム利用計画）を公表している。

これは、原子力委員会が平成 15 年 8 月 5 日に決定した「我が国におけるプルトニウ

ム利用の基本的な考え方について」において、六ヶ所再処理工場で回収されるプルト

ニウムについて、電気事業者は、「プルトニウム利用計画」を公表することとなって

いること。また、平成 17 年 10 月 11 日に原子力委員会決定、同年 10 月 14 日に閣

議決定された「原子力政策大綱」においても、「事業者等がプルトニウム利用計画を

これに沿って適切に公表することを期待する」とされているため。

電気事業者は、平成 27 年度までに 16 〜 18 基でプルサーマルを実施することを目

指して取り組んでおり、プルサーマル実施の当初は海外で所有しているプルトニウム

を原料として海外で加工したＭＯＸ燃料を利用することとしているが、国内ＭＯＸ燃

料加工工場竣工後は、同工場で製造したＭＯＸ燃料も順次利用する。
（次画面へ続く）

2010.12



所有者 利用場所

北海道電力

東北電力

東京電力

中部電力

北陸電力

関西電力

中国電力

四国電力

九州電力

日本原子力発電

小計

電源開発

合計

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

泊発電所3号機

浜岡原子力発電所４号機

高浜発電所3､4号機､大飯発電所1～2基

伊方発電所3号機

敦賀発電所2号機､東海第二発電所

平成27年度以降約0.4年相当

平成27年度以降約0.4年相当

平成27年度以降約0.5年相当

平成27年度以降約0.1年相当

平成27年度以降約0.4年相当

平成27年度以降約0.3年相当

平成27年度以降約0.8年相当

平成27年度以降約0.3年相当

72

78

748

182

9

556

84

133

315

140

2,317

0.2

0.2

0.4

0.1

0.2

0.4

0.4

0.5

1.1

72

78

748

182

9

556

84

133

315

140

2,317

再処理量＊1

－ 2,317 － 2,317

今後、プルサーマル計画の進展、MOX燃料加工工場が操業を始める段階など進捗に従って順次より詳細なものとしていく。

※1　「再処理量」は日本原燃が平成22年9月10日に公表した「再処理施設の工事計画に係わる変更の届出について」における平成22年度の使用済燃料の予定再処理数量による。
※2　「所有量」には平成21年度末までの保有プルトニウム量（各電気事業者に未引渡しのプルトニウムを含む）、平成22年度の六ヶ所再処理により回収される予想プルトニウム量およびその合計値である平成22年度末ま

での保有予想プルトニウム量を記載している。なお、回収されたプルトニウムは、各電気事業者が六ヶ所再処理工場に搬入した使用済燃料に含まれる核分裂性プルトニウムの量に応じて、各電気事業者に割り当てられ
ることになっている。このため、各年度において自社分の使用済燃料の再処理を行わない各電気事業者にもプルトニウムが割り当てられるが、最終的には各電気事業者が再処理を委託した使用済燃料中に含まれる
核分裂性プルトニウムに対応した量のプルトニウムが割り当てられることになる。

※3　軽水炉燃料として利用の他､研究開発用に日本原子力研究開発機構にプルトニウムを譲渡する｡各電気事業者の具体的な譲渡量は､今後決定した後に公表する。
※4　小数点第１位を四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある。
※5　プルトニウム量はプルトニウム中に含まれる核分裂性プルトニウム（Ｐｕｆ）量を記載。（所有量は小数点第1位を四捨五入の関係で合計が合わない場合がある）
※6　「22年度末保有予想プルトニウム量」は、「21年度末保有プルトニウム量」に「22年度回収予想プルトニウム量」を加えたものであるが、少数点第1位を四捨五入の関係で、足し算が合わない場合がある。
※7　「年間利用目安量」は、各電気事業者の計画しているプルサーマルにおいて、利用場所に装荷するＭＯＸ燃料に含まれるプルトニウムの1年当りに換算した量を記載しており、これには海外で回収されたプルトニウムの

利用量が含まれることもある。
※8　「利用開始時期」は、再処理工場に隣接して建設される予定の六ヶ所MOX燃料加工工場の操業開始時期である平成２7年度以降としている。それまでの間はプルトニウムは六ヶ所再処理工場でウラン・プルトニウム混

合酸化物の形態で保管管理される。
※9　「利用に要する期間の目途」は、「22年度末保有予想プルトニウム量」を「年間利用目安量」で除した年数を示した。（電源開発や日本原子力研究開発機構への譲渡が見込まれること、「年間利用目安量」には海外回

収プルトニウム利用分が含まれる場合もあること等により、必ずしも実際の利用期間とは一致しない）
※10  各電気事業者の具体的な譲渡量は、今後決定した後に公表する。

立地地域の皆さまからの信頼回復に努めることを基本に、
福島第一原子力発電所3号機を含む東京電力の原子力
発電所の3～4基

志賀原子力発電所1号機

●六ヶ所再処理工場回収プルトニウム利用計画（平成21年度）

他電力より必要量を譲受＊10 大間原子力発電所

玄海原子力発電所3号機

島根原子力発電所2号機

女川原子力発電所3号機

5.5～6.5

4.4～5.4

1.1～1.4

0.9～1.6

平成27年度以降約0.4～0.5年相当

平成27年度以降約0.5～0.8年相当

利用開始時期＊8

及び利用に要する期間の目途＊9｠｠｠
年間利用目安量＊7

（トンPuf/年）＊5

利用目的（軽水炉燃料として利用）＊3所有量＊2

21年度末
保有プルト
ニウム量
(kgPuf)＊5

22年度回
収予想プル
トニウム量
(kgPuf)＊5

21年度末保
有予想プルト
ニウム量＊6
(kgPuf)＊5

2 2年度再
処理予定使
用済燃料重
量(トンＵ)＊4

j-15 プルトニウム利用計画（続き）

●六ケ所再処理工場回収プルトニウム利用計画（平成 22 年度）
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j-16 原子力発電推進強化策

●クリーンエネルギーへの社会的関心が高まるなか、原子力発電の意義・

必要性を改めて確認し、一層の取り組みを進めていくため、総合資源エ

ネルギー調査会電気事業分科会原子力部会が取りまとめ（平成21年6月）。

●策定にあたっての考え方
・「低炭素社会づくり行動計画」や温室効果ガス排出削減の中期目標を達成するためには、原子力発

電比率を 2020 年時点で 40％程度とすることが必要
・電力需要の変化や、新エネルギー導入拡大の進捗の中にあって、原子力発電をその特性を生かし

て柔軟に活用し、原子力発電比率を向上させていくことが必要
・「先ずは国が第一歩を踏み出す」姿勢で取り組む。事業者の取組みについては、国としてこれを後

押しするために必要な支援を実施
・原子力安全・保安院として、科学的・合理的かつ実効ある安全規制に向けて、必要な取組みを実

施

●原子力発電推進強化策
1. 既設炉の高度利用

安全確保を前提として既設炉を最大限有効に活用。
〈事業者の品質保証活動の充実強化等〉
〈新検査制度への円滑な対応〉
〈運転中保全の導入拡大〉
〈出力向上の推進〉

2. 新増設・リプレースの円滑化
2009 年度電力供給計画において 2018 年度までに運転開始が予定されている 9 基の新増設を着
実に進める。

〈原子力発電比率の高まりに対応した運転への対応〉
〈第二再処理費用の料金原価算入の検討〉
〈廃止措置技術の検討〉
〈リードタイムの短縮〉
〈広域運営の推進〉
〈次世代軽水炉開発の推進〉

3. 核燃料サイクルの推進
確固たる国家戦略として「中長期的にブレない」我が国の核燃料サイクルを着実に推し進める。

〈六ヶ所再処理工場の操業〉
〈使用済燃料の貯蔵施設の整備〉
〈プルサーマル計画の推進〉
〈高レベル放射性廃棄物処分事業の推進〉
〈高速増殖炉開発の推進〉
〈その他核燃料サイクル関連施設・制度の整備等〉

4. 国民との相互理解促進
広聴・広報を通じた相互理解の努力が、原子力政策の安定的な遂行に不可欠。

〈関係者の連携と効果的なメッセージの提供〉
〈全国レベルの広聴・広報の工夫〉
〈原子力発電のリスク・安全性についての広聴・広報〉
〈次世代向けの教育の強化〉
〈マスメディアへの情報提供〉
〈地球温暖化対策に不可欠なことについての理解促進〉

5. 地域共生
電源三法交付金制度のあり方の検討や、立地地域における合意形成を円滑に進めるための工夫が
必要。

〈立地地域との共生〉
〈立地地域向けの広聴・広報の充実〉
〈電源三法交付金制度等〉
〈立地地域での合意形成における課題への対応〉

6. 国際的課題への対応
各国からの期待に積極的に応え、我が国産業界に蓄積された強みを活かし、世界の原子力発電の
拡大に貢献していくべき。

〈国際戦略検討小委員会報告書の 5 つの基本戦略の着実な実行〉
［戦略 1］ 核燃料サイクル産業基盤強化と国際連携
［戦略 2］ 電力・メーカー連携、官民連携の促進
［戦略 3］ 積極的な原子力外交の推進
［戦略 4］ 人材、金融、制度面での環境整備
［戦略 5］ 素材・部材産業まで含めた技術力の強化
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j-17 原子力発電推進行動計画

●原子力は供給安定性と経済性に優れた準国産エネルギーであり、また、

発電過程において CO2 を排出しない低炭素電源として、我が国の中長期

的な基幹電源を担うもの。

●他方、世界各国が原子力発電の拡大を図る中、原子力の平和利用を進め

てきた我が国が、原子力産業の国際展開を積極的に進めていくことは、

我が国の経済成長のみならず、世界のエネルギー安定供給や地球温暖化

問題、さらには原子力の平和利用の健全な発展にも貢献するという観点

から、大きな意義を有している。

●このような認識の下、国、事業者等は、原子力発電推進強化策（平成 21

年 6 月）に掲げた取組みに加え、総合資源エネルギー調査会電気事業分

科会原子力部会の審議・検討を踏まえ、原子力発電の更なる推進に向け

て関係者の連携の下、取組みを公表（平成 22 年 6 月）。

●原子力は、供給安定性と経済性に優れた低炭素電源であり、基幹電源として利用を

着実に推進

　　・原子力発電所の新増設を、2020 年までに 9 基、2030 年までに、少なくとも

　　14 基以上

　　・設備利用率を、2020 年までに約 85％、2030 年までに約 90％

●「中長期的にブレない」確固たる国家戦略として、核燃料サイクルを着実に推進

●世界のエネルギー安定供給等への貢献、技術・人材基盤の強化等の観点から、原子

力産業の国際展開を推進

●具体的取組み

1. 新増設・リプレース、設備利用率の向上等を推進するための基本的取組み

2. 立地地域住民や国民との相互理解の促進と立地地域における地域振興

3. 科学的・合理的な安全規制の充実に向けた対応

4. 核燃料サイクルの早期確立と高レベル放射性廃棄物処分等に向けた取組みの強化

5. ウラン燃料の安定供給に向けた取組みの強化

6. 原子力の国際的課題への対応
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