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[要約] 

 近インドは急激な経済成長と人口増加をとげており、エネルギー消費も増加の一途である。

今後もこの傾向が続くことは確実で、エネルギー消費の削減は喫緊の課題となっている。一方わ

が国ではオイルショックを機に、エネルギー多消費型産業をはじめ、官民一体となって省エネル

ギーに取り組んできた。特にプラント設備における省エネルギー技術の開発、実施は世界に先駆

けて行われた。地球温暖化対策の面での、わが国の果たす役割が大いに期待されている。本事業

の目的は、インドへこれら技術の普及、支援を行って、インド国の省エネルギーに貢献すること

である。そのため先ず、エネルギー多消費型産業である発電、鉄鋼、セメント、化学・肥料、化

学・石油精製及び環境関連の各分野におけるわが国の高効率・省エネルギー技術を調査し、簡潔

な技術概要集を作成した。この技術概要集を基に、インド主要機関を訪問し、インド側の技術ニ

ーズをヒアリングし把握した。本報告書では、これらインドで必要とされる技術を普及させるた

めの日本側、インド側の課題は何か、それをどう克服すれば良いかの検討結果をまとめた。 

 

第1章 総論 

1) 本調査研究の目的 

世界的な化石燃料消費量の急速な増加は、燃料資源及び地球温暖化問題に大きな影響を及ぼし

ている。国連の気候変動枠組み条約においては、開発途上国により積極的な地球温暖化問題への

取組みを求めようとしている。また、我が国政府主導によりクリーンで高効率・省エネルギー技

術の開発・普及・移転を行うための日、豪、中、米、印、韓６カ国によるアジア太平洋パートナ

ーシップ(APP)が立ち上げられ、国際的な協力活動が進展している。今後エネルギーの膨大な消

費が予想される中国やインドなどへの高効率・省エネルギー技術の普及は世界的な緊急を要する

課題となっている。 

我が国の高効率省エネルギープラント技術は世界の 高水準にあり、その普及はエネルギー資

源の問題や地球温暖化問題に貢献し、我が国のプラント産業界にとってはビジネスチャンスとな

り、関連機械産業等への波及効果も期待される。 

2) 本調査研究の対象 

本調査研究は 11 億 3 千万の巨大人口を抱え、GDP 伸び率 8％を越える高度経済成長を続ける

インドを対象に、産業分野としてはインド経済を支えるエネルギー多消費型産業である電力、鉄

鋼、セメント、化学・肥料、石油・石油精製、環境関連を対象とした。 

1.1 開発途上国の経済発展とエネルギー資源及び地球温暖化問題 

1.1.1 エネルギー資源の消費と大気中 CO2 の増加 

化石燃料の消費量増加により、エネルギー資源量の減少と大気中の CO2 濃度の増加を招来し、

地球の温暖化が危惧される状況にある。 
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1.1.2 地球温暖化問題 

産業革命前 280ppm 程度であった大気中の CO2 濃度は、現在 360ppm 程度である。現在の化石

燃料消費傾向が続けば今世紀中に CO2 濃度は 700ppm 以上にも達し、地球温暖化による異常気象、

生態系の異変、界面上昇、地球の砂漠化等による地球規模の災害発生が危惧されている。 

1.2 わが国の産業界における省エネルギーへの取組み 

わが国は、一次エネルギーの 40％強を消費する電力産業で燃料の多様化と高効率発電技術の開

発が世界に先行して行われた。各産業部門において省エネルギー技術の開発・実用化が精力的に

おこなわれた結果、わが国産業のエネルギーの高効率利用・省エネルギー技術は世界水準を凌駕

するものとなった。 

1.3 インドの省エネルギーへの取組み 

1.3.1 インドの概要 

1) 一般事情・面積 3,287,263km2（インド政府資料:パキスタン、中国との係争地を含む） 

・人口 11 億 2,874 万人（2006 年 6 月）人口増加率 1.95％（年平均） 

2) 経済（単位 米ドル） 

・主要産業 農業、工業、鉱業、IT 産業 

・GDP 8,002 億ドル（2005 年：IMF 資料） 

・一人当たり GNI 620 ドル（2005 年：世銀資料） 

・GDP 成長率 8.4％（2005 年度：インド政府資料） 

・物価上昇率 4.3％（2005 年度：インド政府資料） 

1.3.2 インドの省エネルギーへの取組み 

インドの GDP 伸び率は今年度 9％以上になることが予想されている。インド政府はこれからも

GDP 伸び率 8％を目標にして、その達成のために製造業には 10％以上の GDP 成長を期待(課)して

いる。インド製造業はエネルギー多消費型であるので、電力省エネルギー効率局（Bureau Energy 

Efficiency：BEE）を中心に産業界の省エネルギー化を強力に推進している。その具体的な施策例

を以下に示す。 

1) Energy Conservation Act, 2001 (EC Act、2001：省エネルギー法 2001) の制定 

この法律は政府による産業界の省エネルギーへの取組みの促進を可能にした。この法律に基づ

き電力省(MoP)に省エネルギー対策の促進を任務とする BEE が創設された。 

2) BEE の任務 

BEE は、EC Act、2001 の義務条項を履行できるように産業界と連携してその省エネルギー活動

を支援している。 

備考：添付、日本の高効率・省エネルギー産業技術概要集“Advanced Industrial Technology for Energy 

Conservation in Japan”は当協会のホームページ（HP）に掲載される予定であるが、同時に BEE

の HP にリンクされインド産業界に広報されることとなった。 
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3) 石油天然ガス省石油節減研究協会(Petroleum Conservation Research Association（PCRA), Ministry 

of Petroleum ＆Natural Gas)の省エネルギー活動 

PCRA はエネルギーの有効利用と環境保全を通じて生活の品質向上に寄与することを任務

とし、各産業分野、運輸、農業及び家庭の分野においてエネルギー消費の監査(Energy Audit）

を行い、省エネルギーの普及活動、省エネルギー技術の研究開発、改善対策費の貸与及び政

府シンクタンクとして活動している 

第 2 章 わが国のエネルギー多消費型産業の動向と省エネルギー技術 

2.1 わが国の電力産業 

2.1.1 わが国の発電電力量及び発電設備容量 

わが国 2005 年度の発電電力量（電気事業用）は、9,691 億 kWh で、その内訳は水力 798 億 kWh

（構成比 8.2％）、火力 5,816 億 kWh（構成比 60.0％）、原子力 3,048 億 kWh（構成比 31.5％）、

新エネルギー等 30 億 kWh（構成比 0.3％）であった。  

2.1.2 発電設備容量 

わが国の 2006 年度末の発電設備容量（事業用）は 23,669 万 kW であり、水力 4,569 万 kW（構

成比 19.5％）、火力 13,890 万 kW（構成比 59.2％）、原子力 4,958 万 kW（構成比 21.08％）であ

る。 

2.1.3 わが国の火力発電の熱効率 

わが国の一般事業用火力発電の 2003 年度の石炭火力の発電効率(高位発熱量 発電炭基準)は

40.43％、LNG 火力の発電効率は 42.16％であった。旧式の石油火力等を含む一般電気事業用火力

発電の発電効率は 41.1%で世界の 高水準にある。近年建設された電力事業用火力発電所は LNG

を燃料とする高温ガスタービン複合発電プラントおよび石炭を燃料とする高温超臨界圧変圧火力

プラントが主であるが、それぞれ 52％及び 46％に及ぶ高効率性能を発揮し燃料節減と CO2 排出

量削減に貢献している。 

2.2 わが国の鉄鋼業 

2.2.1 我が国の鉄鋼生産量 

日本の 2005 年度の粗鋼生産量は、１億 1,272 万トンとなり 2002 年度以降４年連続して 1.1 億ト

ンを超える水準となった。 

2.2.2 省エネルギー技術 

1) 設備の改善 

鉄鋼業は、連続鋳造化や連続焼鈍など工程を連続化することによる生産性向上、大型廃エネル

ギー回収設備導入による省エネルギー等により、1970～80 年代に約 20％の省エネルギーを達成し

た。90 年代以降は、高付加価値化・環境対策などエネルギー増加要因が顕在化するなか、廃エネ

ルギー回収設備の増強、自家発の発電効率改善、廃プラスチックの活用などの改善を続けている。 
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2.3 わが国のセメント工業 

2.3.1 生産量の推移 

わが国のセメントの生産は 1996 年度に 9,927 万トンでピークになった後、毎年減少を続け 2005

年度は 7,393 万トンとなり、ピーク時の 74％余の水準である 

2.3.2 省エネルギー及び環境保全への取組み 

2010 年度におけるセメント製造用エネルギー原単位を 1990 年度比 3％低減する目標を設定し

て省エネルギーに取組んでいる。 

2.4 わが国の化学、肥料工業 

2.4.1 省エネルギー及び地球環境保全への取り組み 

1) リサイクル活動 

(1)廃棄物の有効利用 (2) 終処分量の低減 (3) 終処分量削減 

廃棄物削減の主な方法は以下の通りである。 

・製造工程の改良（触媒、溶剤回収等）や運転管理の改善による廃棄物発生量の削減。 

・プラスチックの銘柄削減による製造銘柄切換時に発生する廃棄物の削減。 

・廃油、廃プラスチックを熱源として利用。 

2) 地球温暖化防止対策 

化学業界では省エネルギーを推進し、機器の性能改善、高効率設備の設置などによる設備・機

器効率の改善等により、2010 年度までにエネルギー原単位を 1990 年度の 90％にすることを目標

にしている。 

2.5 わが国の石油化学、石油精製工業 

2.5.1 石油化学製品の生産量及び生産能力 

石油化学製品を代表するエチレンの 2005年の生産量は 762万トンと過去 2番目の高生産量とな

った。 

2.5.2 石油化学工業の省エネルギー及び環境保全への取組み 

石油化学工業界では循環型経済社会の実現に向けて、リデュース・リユース・リサイクルの 3R

活動を積極的に進めている。  

2.5.3 石油精製業の省エネルギー及び温室効果ガス削減への取組み 

①製油所エネルギー消費原単位の改善、 

②石油輸送効率化による燃料消費削減、 

③石油コージェネレーション普及による省エネルギー 

2.6 環境関連 

2.6.1 基本的な温暖化防止対策は、上記の温暖化効果ガス、特に絶対量の多い CO2 排出量を低減
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することであり、以下の対策が採られている。 

(1)エネルギー効率向上による燃料消費量及び消費電力削減による CO2 排出量削減 

(2)石炭から発熱量当りの CO2 発生量の少ない天然ガスへの燃料転換等による CO2 発生量の低減 

(3)再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等）及び原子力の利用 

(4)植物による吸収固定化 

(5)発生 CO2 ガスの化学吸収・物理吸着法による分離回収 

(6)メタンガス〔鉱山メタン、廃棄物処理場〕の回収等の技術が実用化または開発中である。 

第 3 章 インドのエネルギー多消費型産業の動向と省エネルギーへの取組み 

3.1 インドの電力産業 

3.1.1 インドの電力産業の動向 

1) 発電設備容量の推移 

2006 年 11 月時点の設備容量は 1 億 2 千 7 百 92 万 kW である。その内訳は、火力発電 8,419 万

kW(66%) 、水力発電 3,354 万 kW(26%)、再生可能エネルギー発電 619 万 kW(0.05%) 、原子力発

電 390 万 kW(0.03%)である。  

2) 発電電力量及び負荷率 

政府は電力不足を補うために、負荷率向上を重視しており、2006 年の負荷率は政府所有発電所

が 80.7％、州政府所有発電所が 68.3％及び民間所有発電所が 88.5％であった。 

3) 電力不足の問題 

インドは電力不足が恒常的である。 

4) 村落家庭の電化 

政府は非電化家庭の低減を重要な課題としてその低減に努力している。 

5) 再生可能エネルギー発電 

インドの再生可能エネルギー量は豊富であり、政府は重要な電力資源と考えている。大規模水

力を除く再生可能エネルギーによる潜在可能発電電力はおおよそ1億kW程度と推定されている。 

6) 発電設備の建設 

(1) 水力発電所建設 

“Hydro Initiative”：インドの潜在水力可能発電能力は 1 億 5 千万 kW と推定されているが、こ

の内 162 地点 5,000 万 kW の水力発電プラントを第Ⅹ期及びⅩⅠ期で建設する計画である。 

(2) 火力発電所建設 

火力発電プラント建設については、第Ⅹ期及びⅩ1 期で合計 1 億 kW 建設する計画であるが、

その実現には“Ultra Mega Project”方式が取られる。 “Ultra Mega Project”方式では、Ⅰ地点の出力

を 400 万 kW とし、ユニット出力 800MW 5 機で構成する。燃料は石炭で国内炭を使用する坑口

火力、及び沿岸に建設する揚地火力とする。蒸気条件は超臨界圧 240ata×565°C /565°C とする。
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国際入札による事業者選定を行う。 

(3) 非電化村の電化のための分散型電源の設置 

(4) 再生エネルギー発電設備の設置等 

7) 発電設備の改良と近代化 

(1) 水力発電所 (a)第 10 期：62 件 8,088MW  (b)第 11 期：34 件 4,631MW 

(2) 火力発電所 (a)第 10 期：長寿命化改造：106 ユニット 10,413MW 

近代化改造 ：57 ユニッ  14,270MW 

(b)第 11 期：長寿命化改造：34 ユニット 6,000MW 

近代化改造 ：31 ユニット 7,090MW 

3.1.2 発電設備の技術動向 

インドの電源設備の約 68％が火力発電であり、Ultra Mega プロジェクトのフェーズ 1 から蒸

気温度が 565°C /565°C に高温化した 240ata の超臨界圧条件となる。 

3.2 インドの鉄鋼業 

3.2.1 生産量と生産能力 

前年の 5.9%増加の 1129.4 百万トンで世界 8 位の生産量であった｡ 

1)省エネルギーへの取り組み 

(1)運転効率の改善 

インドの代表的鉄鋼メーカーである SAIL はその運転効率の改善によるエネルギー消費量低減に

取組んでいる。2003 年度のエネルギー消費量はインドで も少なく 7.46Gcal/tcs。 

(2)製造設備の改善 

製鉄鋼業のエネルギー削減のため行われている製造設備の改良は、製鋼プロセスの改善、高炉に

おける微粉炭の利用、プッシャタイプ再熱炉のウオーキングビーム炉 (walking beam furnace)

への入れ替え、連続鋳造比率の引上げ、コークス品質改善のためのコークス炉へのブリケットコ

ールの投入、高炉におけるスポンジフォームの利用、各種炉排ガスからの熱回収等である。 

3.3 インドのセメント工業 

3.3.1 生産量及び製造能力 

インドは 150 百万トンのセメント生産能力を有し世界第 2 位の生産国である。世界の約 6％を

生産している。 

3.3.2 省エネルギーへの取組み 

セメント産業はエネルギー多消費型産業であり、エネルギーに要する出費は生産コストの 50％

以上に上るものもある。セメント産業における現在のエネルギー効率調査によれば全プラントの

91％がエネルギー効率の高い乾式法プラントや機械を導入しており、残り 18％が設備改善を必要

としている。インドの 新プラントの原単位は世界の 良 高効率のプラントに匹敵している。 
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3.4 インドの化学、肥料産業 

3.4.1 生産能力及び生産量 

2004 年 11 月の設備能力は窒素 (尿素の設備能力 20.51 百万トンを含む) 12.39 百万トン、燐酸

5.42 百万トンであった。2004 年度の窒素質肥料の生産量は 11.33 百万トン、燐酸質肥料は 4.00 百

万トンであった。 

3.4.2 省エネルギーへの取組み 

旧式プラントのエネルギー消費量は 1987 年度以来既設アンモニアプラントにおける各種エネ

ルギー節約対策、改良や部品の入れ替えの実施により、全体のエネルギー消費量は 7-9％減少し

た。 

3.5 インドの石油、石油精製工業 

3.5.1 生産量 

輸入が増加の傾向を示し国内生産は約 25％である。原油の輸入量及び国内生産量はそれぞれ 99

及び 32 百万トン/年、消費量は約 130 百万トン/年である。油田の可採埋蔵量は 786 百万トンが確

認されている。 

3.5.2 省エネルギー及び環境保全への取組み 

省エネルギーへの取組みは PCRA によって他産業部門に対すると同様に“Energy Audit” をベ

ースとした手法で行われる。 

3.6 環境関連 

3.6.1 インドの環境保全基準 

環境森林省(MoEF)は、環境及び森林に関する計画、促進、調整、政策及び計画の施行と監理がそ

の任務である。CPCB (Central Pollution Control Board：中央汚染管理局)及び SPCB (States Pollution 

Control Board：州政府汚染管理局)はその実行機関である. “1992-Policy Statement for Abatement of 

Pollution and the National Conservation Strategy (汚染の減少と国家保全戦略に関する政策表明－

1992)”及び“the Policy Statement on Environment and Development（環境と開発に関する政策表明）”

が環境森林省から提出されている。 

第 4 章 インドの必要とする省エネルギー技術 

4.1 電力産業 

関心の高い技術は次のとおり。 

(1)超臨界圧石炭火力発電プラント (2)石炭ガス化複合発電プラント (4)ガスタービン複合発電

プラント (5)再生可能(非従来型)エネルギー発電設備（インド政府は第ⅩⅠ期までに全村落・全

家庭の電化(rural electrification)を目標にしている。 

4.2 鉄鋼業 

政府所有の一貫製鉄所“Main producer”には西欧の 新設備が導入されている。 “Other 
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Major producer”及び “Secondary producer”の設備は近代化が遅れている。インドは 2020

年までに炭素鋼生産量を現在の生産量の約 3 倍の 100 万トン/年に増やす計画であるが、省エネル

ギー性能をはじめ優れた製品(競争に勝てる製品)の需要は増加することが予想される。特に廃熱

利用技術等の技術のニーズは高い。 

4.3 セメント工業 

インドは年間 150 百万トンの生産能力を持つ世界第 2 位の生産国であり、インドはこれから高

度経済成長に伴いセメントの需要は増加する。 

4.4 化学・肥料工業 

インドは肥料の需要は大きく生産量は世界第 3 位である。カリウム質肥料は輸入に依存してい

る。エネルギー消費量の多い中間製品であるアンモニアの原料が石油系原料から天然ガスに切替

えられつつあり消費エネルギーの原単位が低下しつつある。省エネルギーのアンモニア製造技術

が求められている。 

4.5 石油化学、石油精製工業 

インドはこれから車輌の急増が予想されているが、エネルギー消費量の削減、特に 70％を輸入

に依存する石油の消費量削減を重要課題としていること、車輌排気ガスによる都市部の大気汚染

が問題になりつつあること等から、資源の豊富なバイオマスを利用したバイオエネルギー(バイオ

ディーゼル、バイオエタノール)の車両用燃料としての利用が重視されている。 

4.6 環境関連 

政府は環境関連の政府予算の増額や環境基準及び環境汚染物質排出産業に対する排出規制の制

定など、環境問題に手を打ちつつある。 

第 5 章 インドへの技術移転に関する課題と提言 

5.1 わが国産業のインドに対する重要性の認識 

1)インドは巨大な潜在市場であり、交流の増進が大切。 

2)安定した高度経済成長維持。 

3)外資に対し税金等の優遇策。 

5.2 積極的なビジネスの展開 

日本製は価格(初期投資)が多少高くても、品質(機能と寿命)で勝負。 

省エネ技術への CDM 化の提案。  

5.3 インドへ進出しているわが国企業の体験の検証 

 進出企業の成功、失敗体験を検証し、進出へのキーポイントを探る。 

5.4 政官業一体となった売込み 

第 6 章 結  論 

本調査研究では、エネルギー多消費型産業である発電、鉄鋼業、セメント製造、化学・肥料製
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造、石油化学・精製、環境の分野におけるわが国の高効率・省エネルギー技術を調査して、それ

らの技術をインドへ普及支援するための方策を検討した。 

6.１  わが国の製造業分野における高効率・省エネルギー技術調査 

わが国の高効率・省エネルギー製品・技術約 100 件に関する技術概要集を作成。 

この技術概要集を当協会の HP に掲載する。同時に BEE の HP にもリンクする。 

インドだけでなく広く開発途上国関連業界の閲覧に供する予定である。 

6.2 インドのニーズ調査 

インドの関連機関を訪問し、必要としている技術ニーズのヒアリング実施。 

インド側の産業毎に必要な具体的な高効率、省エネ技術を把握。 

これら技術を保有するわが国企業の進出が期待される。 

6.3 インド市場進出のための官民一体となった施策推進 

わが国の優れた省エネルギー技術・製品の導入はインドにとっても有益であり、日印双方の貿

易促進の努力が必要である。わが国としては官民一体となった施策の推進が要望される。 

1) 政府の対応 

(1) わが国首脳を始めとするトップ外交によるインド首脳との親密な関係を構築する。 

(2) わが国首脳による 11 億強のインド国民に対する、“わが国の日印関係重視の姿勢”をアピー

ルすることにより、インド国民の対日友好の感情・知識の高揚を図る。 

2) 官界の対応 

(1) 資金面における優遇 

対インド ODA 枠の拡大、日本国際協力銀行の低金利長期返済融資や新エネルギー・産業技術

総合開発機構および日本貿易機構の活用等を図る。 

(2) セミナー及びプラットフォーム開催等によるわが国の製品・技術の広報を行い、需要と供給

のマッチングを探る。 

(3) インド官庁へのわが国コンサルタント派遣による、インド政府へのわが国の経験を生かした

協力を行う。 

(4) インド官庁、企業及び学生の日本における研修機会を増加し、親日派を育成する。 

3) 企業の対応 

(1) 積極的なインド市場へのアプローチを行う。ロングランにおける日本製品の利点を PRする。 

(3) 既インド市場進出のわが国企業及びわが国企業のインドにおける成果の検証や成功/失敗例に

おける施策を調査し参考にする。 

(4) CDM を適用可能な省エネルギー技術を織り込んだ製品・技術を提案する。 

(5) 技術移転を伴う製品・技術(わが国における技術指導は関心が大きい)を提案する。 

(6) 投資や JV 設立を伴う製品・技術の提案を行う。 

4) 日本プラント協会の対応 
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(1)わが国の高効率・省エネルギー技術の概要を取り纏めた“Advanced Industrial Technologies 

for Energy Conservation”の充実を図る。4 月(予定)からインド電力省エネルギー効率局のホ

ームページにリンクされ、インド産業界に広報される。 

(2) 平素よりインド電力省を始めとするインド官庁と情報交流を行い、インド企業組織と一体と

なって企業発展に取組むインド政府との友好を深める。 

(3) 平素よりインド産業連合会と情報交流を行い、インド産業界のニーズを把握すると共に、わ

が国の製品・技術の紹介を行う。 

(4) 上記の活動を通して、日本プラント協会は先方のニーズ及びプロジェクトの発掘を行い、企

業と連携してニーズに適合した製品・技術およびプロジェクトの提案を行う。 

(5) プロジェクトの形成前だけでなく、プロジェクト形成後においても、プラント協会は先方企

業とコミュニケーションを継続しプロジェクトをフォローし、わが国企業を側面から支援する。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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