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[要約] 

 

第１章 調査の目的と内容 

 

1.1 調査の目的 

   

経済産業省による「新・国家エネルギー戦略」に沿ったエネルギー問題への取組み、

アジア諸国との間の多国間・二国間の省エネルギーなどに関する各種取組みあるいは北海

道洞爺湖サミットに向けて我が国政府が公表している「クールアース・パートナーシップ」

資金メカニズム構想の公表など省エネルギーの重要性への認識が強まり、それへの取組み

が強化されている。そのような折、本調査は、我が国プラント業界を始めとする企業が長

年培ってきた高水準の省エネルギー設備・技術を生かして輸出戦略・方針を立案する際に

参考となるよう、途上国における省エネルギーの制度・政策および具体的な優遇策などに

ついての情報を提供し、もって我が国機械産業の発展に寄与せんとするものである。 

 

1.2 調査計画の内容 

   

本調査では、我が国の国際プラントビジネス、省エネルギー技術、省エネルギーの制

度・政策などを踏まえ、アジアの途上国の省エネの制度・政策を概観し、その上でエネル

ギー多消費で省エネの潜在力が大きい中国、ベトナム、インドネシアおよびインドならび

にロシアの省エネ制度・政策・具体的な優遇策を調査した。このうち中国、ベトナムおよ

びインドネシアに関しては現地に出張し関係先との面談と資料収集を行った。 

 

第２章 調査の実施方法および日程 

 

2.1  調査研究の実施方法 

 

本調査を実施するに当たり有識者からなる「調査委員会」を設置し、客観的立場から

調査の進め方や内容について種々のアドバイスをいただいた(１１月に１回、３月に２回開

催)。 

 日本および対象国の省エネなどに関する資料収集を国内の関係先、インターネットを

通して行うと共に、ベトナム、中国およびインドネシアに出張し関係先と面談し、資料を
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入手した。 

 なお、国内二十数社およびインドネシア業界団体１２団体に対しアンケート調査を行

ったが、満足できる回答を得られなかったので、それぞれ面談する形で補った。 

 

2.2 調査日程 

 

調査期間は平成１９年６月～平成２０年３月で、現地調査は平成２０年２月にベト   

ナムおよび中国で、３月にインドネシアで行った。 

 

第３章 我が国の国際プラントビジネス、省エネルギー技術、エネルギー戦略、省エネル

ギー制度と政策および省エネルギーの状況 

 

3.1 我が国の国際プラントビジネスの動向と省エネルギー技術 

   

我が国のプラント成約実績は２００３年以降年間１７０億ドルを超える水準で推移し

ている。地域別では２００５年を除きアジア向けが一位で、続いて中東（２００５年は一

位）となっており、両者で全体の６０％以上（２００４年は７７％、２００５年は８３％）

となっている。機種別ではこのところエネルギープラント、発電プラント、交通プラント

の順で大きい。 

  地球温暖化問題への関心が高まりから省エネルギー技術に対するニーズが高まると予

想されるだけに、我が国の技術力の果たす役割も大きくなる。例えば我が国の製鉄所で普

及している CDQ(Cokes Direct Quench)など 先端の省エネ技術を世界中の製鉄所が導入す

れば CO2 排出量が３億トン削減されるとの経済産業省の試算もある。ＣＤＭを活用して省

エネ技術を売り込むことも可能である。 

 

3.2「新・国家エネルギー戦略」を中心とする我が国政府のエネルギー戦略における途上国

向け省エネルギー・環境協力の位置づけ 

 

近の世界におけるエネルギーを巡る情勢変化を踏まえて、経済産業省において２

００６年５月、２０３０年に向けて特に重要な施策プログラムを盛り込んだ「新・国家エ

ネルギー戦略」が策定された。この中で、①３０３０年までに３０％のエネルギー効率改

善、②石油依存度の引き下げ５０％から４０％を下回る水準へ、③発電に占める原子力発
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電の比率を３０－４０％以上とする、④太陽光発電コストを火力発電並みにする、⑤自主

開発原油の比率を１７％から４０％程度に引き上げる、⑥アジアに対する省エネなどのエ

ネルギー協力など重要な戦略が示されている。 

   OECD 非加盟国の 終エネルギー消費は５０％から２０２０年には約６０％に増大

する見込みであり、途上国に対する省エネ・環境に関する国際協力は、途上国側のエネル

ギーの安定確保、②地球環境への負荷軽減、③エネルギー需給の逼迫などに伴う経済負担

の軽減、④資金力、技術力の不足という事情から必要であるだけでなく、近隣アジア諸国

の省エネは我が国のエネルギー安全保障・環境保全、省エネ技術の有効活用およびＣＤＭ

の活用による排出権の確保などの観点からも重要である。 

 

3.3 ＦＴＡ／ＥＰＡにおける省エネルギーの取扱いとプラント輸出への影響 

 

我が国はＦＴＡ／ＥＰＡを６カ国と締結、２カ国と大筋合意、５カ国・２地域と交

渉準備中。これらによって関税コストの低減、生産拠点の 適化、市場や投資先の拡大を

通し経済の活性化、競争力の強化が期待できる。 

ＦＴＡ／ＥＰＡは、一般的に各種障壁の撤廃により企業の活動領域が広がり、ひい

ては我が国の進んだ省エネ技術や製品の普及が促進される。 

 

3.4 我が国の省エネルギーに関する制度と政策ならびに我が国産業の省エネルギーの状  

況 

 

我が国省エネ政策の特徴は、①石油危機に対応することを契機としたため石油使用

の削減に重点が置かれた、②企業自身の自助努力を促進する形で政策措置がとられた、タ

ーゲットを産業、運輸、民生としたが産業部門に重点が置かれた、ということである。米

英では実質的な規制を各エネルギー消費者に課す省エネ法はない。代わりにＥＳＣＯが発

達しているが、これは主に民生部門が主たるターゲットになる。 

産業部門への施策としては、エネルギー管理者制度制度（資格、研修を含む）、省

エネ技術・設備導入・普及に対する低利融資、税制優遇、補助金、ＥＳＣＯに対する助成

制度、省エネ広報・啓蒙・普及活動、ＧＨＧ削減に関する経団連自主行動計画とフォロー

アップなどがある。 

２度にわたる石油危機を経て政府の政策と民間の努力によって、石油依存度の低下

とエネルギー消費元単位の抑制（ＧＤＰあたりエネルギー消費量はピーク時１５Kcal から
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１０Kcal に低下）に成功し、産業におけるエネルギー使用効率は世界 高の水準に達した。

ＧＤＰあたり一次エネルギー消費量は先進国の中でも も少ない（日本１に対し米 2.08、

仏 1.89、独 1.74、英 1.43）。製造業のエネルギー原単位でも世界で も低い。配管の断熱

材被覆、廃熱回収、反応炉の温度や反応時間の 適化、自然光利用による照明の合理化か

ら始まって、産業の特性に応じた省エネが工夫された。鉄鋼業ではコークス製造過程の廃

熱回収（ＣＤＱ）、連続鋳造、高炉頂発電などの採用などにより２０％の省エネを達成した

と言われる。セメント製造ではキルンの湿式から乾式への切り替えなどによる省エネが進

んだ。紙パルプ、化学産業などでも同様であった。 

 

第４章 アジアの途上国における省エネルギー制度と政策の概要 

 

4.1  アジアの途上国における省エネルギーの背景と省エネルギー制度・政策の課題 

 

世界第２位のエネルギー消費国中国、第４位のインドを含むアジア諸国のエネルギ

ー需要は、高い経済成長に伴い２００２年から２０３０年にかけて約６０％増加すると見

込まれ、その時点で世界のエネルギー消費の約５０％を占めるものと予想されており、省

エネの必要性が強く指摘されている。 

     中国、インドのＧＤＰ単位当たりエネルギー消費原単位は日本の９倍、タイは６倍、

インドネシアは１０倍、ベトナムは１１倍などとなっており、また輸入石油への依存度が

高い国が多いところから、このところ省エネに対する取組みが強化されつつある。 

     省エネ制度が一般に未整備で、需要家の省エネに対する意識が低いが、今後のエネル

ギー需要増と石油価格の高騰などを考えれば、日本を含む先進国からのエネルギー効率化、

法制度整備、政策立案、専門家の育成などに関する支援が一層重要になる。 

 

4.2 アジアの途上国における省エネルギー制度・政策等の概況 

 

タイは、日本の省エネ法に類似した省エネルギー法（１９９２年の省エネ促進法）

を持ち、これに基づきエネルギー多消費者（工場と建物）についてはエネルギー管理者を

指名し、エネルギー消費を報告し、目標と計画を作成し、計画を実施する義務があり、こ

れに従えば税制上の恩典や省エネプロジェクトに対する低利融資（Revolving Fund プログ

ラム）といった優遇措置が受けられることになる。民生機器の省エネ基準設定とこれに基

づくラベリング制度もある。 
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フィリピンにおいては省エネルギー法はないが、１９９２年のエネルギー省（ＤＯ

Ｅ）設置法があり、ＤＯＥがエネルギーに関する総合的な政策を策定・実施する。政府の

エネルギー計画ではエネルギー効率に係るニーズへの対応として、エネルギー効率改善プ

ログラム（老朽発電所の改善）、システムロス削減プログラム、需要管理プログラム（電気

機器などのエネルギー効率基準設定など）、エネルギー管理のための技術移転などが計画さ

れている。省エネ普及促進のために米国国際開発庁（ＵＳＡＩＤ）の資金援助により設立

された Technology Transfer for Energy Management Demonstration Fund があり、プロジ

ェクト投資額の７５％を融資することになっている。投資庁（ＢＯＩ）による省エネ投資

に対する優遇済済措置もある。 

マレーシアのエネルギー政策は、環境に関する国家政策の一環として持続的発展と

国民生活の質の向上を目指しており、これらの環境戦略を通して省エネルギー技術とエネ

ルギー効率向上技術の利用が強調されている。開発５カ年計画は、エネルギー供給、利用、

環境に関し、安全でコスト効率の良いエネルギー供給、エネルギーの効率的利用（発電効

率の改善、廃熱利用とスチームシステムの改善、燃料転換）促進による不経済で非生産的

消費を削減、環境への負荷の 小化という目標に基づいている。 

 

第５章 主要調査対象国における省エネの制度・政策と優遇策 

 

5.1 中国 

   

中国においては１９９７年に 初の省エネルギー法が制定されたが、本格的に省エ

ネルギーを推進することになるのは２００３年頃からであり、その流れは２００６年～１

０年の第１１次５カ年計画において同期間中にＧＤＰ当たりエネルギー消費原単位を２

０％削減するという拘束性指標を掲げて各種の施策を打ち出す形で強化されている。そし

て改正省エネルギー法が２００７年１０月に成立し、２００８年４月から実施されること

になっている。政府は、省および主要エネルギー企業との間で省エネ目標責任書を締結し、

配分した省エネルギー目標を達成できない場合には「一票否決」（他の面で成果を上げて

も省エネルギー一つで目標達成できなければ人事上評価されない）の鞭を使い、また「上

大圧小」（大規模を建設、小規模を閉鎖）のスローガンの下に 10 万ｋＷ以下の火力発電所

の閉鎖（これにより５年間で５０百万ｋＷを閉鎖）といった強制手段をとる一方で、省エ

ネルギー優遇策の飴も使って省エネルギー目標達成を促している。例えば１０大重点省エ

6 
 



ネルギー計画で定められたプロジェクトについては１万標準炭以上の省エネ効果に対し

て２００元／トン（西部地域では２５０元）の奨励金が支給される（そのための予算は２

００７年度９０億元で省エネルギー予算２１３億元の４０％強）。その他、省エネルギー・

汚染物排出削減事業について３年間免税、次の３年間５０％免税、あるいは省エネ設備費

×１０％の所得税減税（５年間繰越可）などの税制恩典がある。 

 

5.2 ベトナム 

 

ベトナムでは、２００３年９月施行の政令があり、形式上は我が国の省エネルギー

法と同様に企業、建物、機械器具および民生における省エネルギーをカバーし、省エネル

ギーの目標・使用状況の報告、エネルギー管理責任者の設置、助成・奨励策、違反に対す

る処罰なども規定しているが、一般的な規定に留まり、省エネルギーの支援・インセンテ

ィブなどが明確でなく、罰則も厳しくないものになっている。ただ、２０１５年からエネ

ルギー自給国から輸入国になるとの見通しの下で、省エネルギーへの取組みの重要性が認

識され始めており、上記政令に基づき「国家エネルギー効率プログラム」を策定し実行中

であるが、その第１の計画として省エネルギー法の制定に向けた準備が進められている。

今年内に 終案を政府に上げ、２００９年に国会上程・決議を目標としている。 

その草案によれば、製造工場（短中期計画策定、報告、管理者設置、同資格制度な

どを含む）、建築物、輸送および民生における省エネルギー措置、再生可能エネルギーの

開発、省エネルギー促進策、省エネルギーの国家管理、検査と違反などを規定している。

これにより優遇措置、罰則もより明確になると思われるが、現状では、省エネルギー・パ

イロット・プロジェクトの必要資金の３０％の補助金支給、同パイロット・プロジェクト

の審査費用への補助金（５０百万ドン＝約３０万円）はあるが、省エネルギー特別税はな

い。ただし、ハイテクや新エネルギーなどの分野の特別優遇投資への減免税措置はある（４

年間免税、次の９年間５０％減税）。輸入税も国内生産できない設備に対しては免税。金

融面では省エネルギーは優先的に融資対象として取り上げられる。 

 

5.3 インドネシア 

 

インドネシアでは、１９９５年の国家エネルギー基本計画（マスタープラン）の策

定、２００４年国家エネルギー政策（２００３－２０２０年）の策定、２００５年省エネ

ルギーに関する大統領指示の発出などによって省エネルギーへの取組みがそれなりにな
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されてきたが、エネルギーの輸出国である上、国内エネルギー価格も社会政策的配慮から

低水準に維持されていることもあって省エネの実効は上がっていないようである。 

２００７年８月にエネルギーに関する包括的な事項を定めたエネルギー法が制定

されたが、その実施規定は１年以内に制定されることになっており、具体的な実施はそれ

からということになる。この法律に基づき、省エネルギーに関する特別法が２００８年８

月頃制定される予定である。 

 

5.4 インド 

 

インドではエネルギー安全保障、炭化水素エネルギー依存の環境に与える問題点あ

るいはエネルギー使用における相対的に高い集約度などの見地から省エネルギーと再生

可能エネルギーの利用の必要性への認識は高いものがある。２００２年３月から実施され

ている２００１年省エネルギー法があり、電力省（ＭＯＰ）の中に設置されているエネル

ギー効率局（ＢＥＥ）が中心になって各省関係部門と連携しながら省エネルギーの推進を

図っている。同法によりエネルギーの消費、生産、輸送、供給に係る設備・製品にエネル

ギー消費基準を設定することになっており、これを満たさない設備・製品は禁止されるこ

とになる。エネルギー診断士によるエネルギー診断、優遇措置、罰金、省エネルギー控訴

裁判所などについて規定している。 第１１次５カ年計画（２００７－２０１２年）にお

いては省エネルギー目標が定められている。金融面から再生可能エネルギー、省エネルギ

ーおよび環境技術への投資を支援・促進するため１９８７年から非在来エネルギー源省の

管轄下にインド再生可能エネルギー開発公社(The Indian Renewable Energy Development 

Agency Ltd.；IREDA)が設立されており、同公社は、再生可能資源からの発電とＥＳＣＯ

を含む省エネルギーのプロジェクトに金融支援を与えている。対象分野のプロジェクト、

機器の製造、機器の取得を対象として必要資金の７０～８０％を期間６～１０年、金利９．

７５～１２．７５％で融資している。世銀も同公社に省エネプロジェクト支援のためのク

レジット・ラインを供与している。    

 

5.5 ロシア 

 

ロシアでは２００３年８月にエネルギー省が作成し、ロシア政府が承認した「２０

２０年までのロシア・エネルギー戦略」があり、この中で省エネルギーが優先事項の一つ

として掲げられている。ロシアはエネルギー供給大国であり、国内ではエネルギー価格が

8 
 



低く抑えられ、過剰なエネルギー消費があるため、省エネルギーのポテンシャルは巨大で

総エネルギー需要の４０－４５％が節約可能との見方もある。 

 

第６章 まとめと提言 

 

以上の調査結果のうちインドとロシア、特にロシアについては限られた資料だけに

基づいており、実態を十分把握し得なかった。しかし、いずれもエネルギーの大消費国で

あり、省エネルギーのポテンシャルの高い国であるので、今後良く調べる必要があると考

える。この点は今後の課題として残されている。 

現地出張を行った３カ国に関しては、ようやく省エネルギーに対する認識が高まっ

てきたところであり、いずれも新しい省エネルギー法の施行が、これから予定されている

ところである。これらの法律が施行されて、その実施細則が出されて具体的な施策が明ら

かになるものと思われる。それでも中国では第１１次５カ年計画の目標達成に向けて強制

手段と優遇策を組み合わせた取り組みがなされており、本年４月の新省エネルギー法施行

後はさらに取組みが強化されるものと期待される。ベトナムも不十分とは言え、政令に基

づく省エネルギー活動が徐々に進んでいるようであり、省エネ法制定に向けた努力も続い

ている。インドネシアでの省エネルギーの取組みは省エネルギー法制定がこれからとは言

え、満足できるものではないように見受けられる。 

３カ国の省エネルギーへの取組みの差はあるが、それぞれの段階に応じた我が国の

支援は、有効と思われ、積極的に関わってゆくべきものと考えられる。時あたかも本年は

北海道洞爺湖サミットを控え、我が国政府は「クールアース・パートナーシップ」による

概ね１００億ドルの資金供給を可能とする資金メカニズムを公表しているところであり、

これらの活用を含めた協力に期待したい。 

 

 以上 

 

 

 

 

9 
 


