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序 

 

米国発の金融危機が実体経済へも波及した世界同時不況は長期化しており、先進国経済の

回復の動きは鈍い。一方、中国は大型公共投資の効果もあり、確実な回復が続いている。我

が国機械産業は海外事業への依存が大きいため、海外需要の急激な収縮により、大きな影響

を被った。このため、長期的には現在の外需依存の経済構造を改めていく必要があると思わ

れるが、我が国では今後の人口減少が確実視されるなど国内需要には限界があり、天然資源

に乏しい日本が成長するには外需で利益を稼ぎ、活用していくことが不可欠である。海外で

は中国で巨額の財政出動が行われ、また、欧米でも景気回復や競争力強化のため、環境関連

への投資や革新技術に対する支援策が予定されている。 

このような状況の下、我が国機械工業の再浮上の鍵は海外需要の開拓が握っていると言え

る。企業が海外事業を拡大するには、その前提として海外現地情報の収集が不可欠であり、

海外情報のニーズは高い。当会では自ら現地情報を収集することが難しい中小企業などの要

望に応え、海外機械工業に関する情報収集、提供事業を行っている。 
 本報告書は、ブリュッセルの日系シンクタンクである Euro Vision & Associates を親会

社に持つ㈱ユーロビジョン・ジャパンに委託し、欧州内の知的財産保護強化に向けた動きを

牽引している主要要素として環境産業の発展やエコイノベーション政策の進展に注目し、そ

の実態と課題等について調査したものである。 
各位の事業活動の参考として頂きたく、ご高覧に供する次第です。  

 
平成２２年３月 
 

社団法人 日本機械工業連合会 

会  長   伊 藤 源 嗣 
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はしがき 
 

本調査は、欧州内の知的財産保護強化に向けた動きを牽引している主要要素として、環境産業の

発展やエコイノベーション政策の進展に注目し、その実態や課題を探ろうとするものである。EU機械

産業の主要分野に成長しつつある環境関連事業の現状や課題を整理するとともに、今後の更なる発

展あるいは機械産業のエコイノベーションに向けた欧州内の官民双方の取り組みを明らかにした。EU

及び主要各国の環境産業の部門毎の詳細や政府及び企業の具体的なエコイノベーションに向けた

取り組みの実情を調査することで、日本の機械産業における今後の経営戦略策定に資することとした

い。 

 

EU内の環境産業は順調に伸びている。EU27カ国の雇用者数は約344万人、GDPに占める割合は

2.5%となり、航空機産業や医薬品産業を上回る規模となった。特に昨今の経済危機の深まりとともに、

「グリーンニューディール」、「環境と経済の調和」、「エコイノベーション」などのキーワードが強調され、

グリーン化を進めることで更なる経済成長と雇用の増大を目指す動きが本格化している。 

 

2009年EUのGDP実質成長率は約マイナス4.0%で、労働市場や財政を取り巻く環境はかなり厳しい。

しかし、環境産業分野は、今後も成長が見込める有望部門として期待されている。例えば、再生可能

エネルギー部門は、2000年には5万人だった雇用者数は、2008年には17万人にまで成長。今後2020

年に同エネルギー割合を20%に引き上げるというEU目標を達成する取り組みを行なえば、さらに70万

人まで拡大するとの試算もある。中でも、風力発電や太陽光発電設備の成長が著しい。その他の廃

棄物や水処理などの成熟した環境産業部門による新興国への輸出機会拡大の取り組みも目立つ。 

 

世界の環境産業の30%以上を占めるトッププレーヤーとなった欧州は、グローバルな環境産業市場

を巡る競争を行う日本企業にとっては最も注目すべき存在である。特に、従来から先行的な取り組み

を行ってきた環境分野のイノベーション政策を加速させる動きが注目される。 

 

エコイノベーション政策は、米国オバマ政権の方針もあり、今や世界的傾向となりつつある。特に、

欧州には、①再生可能エネルギー部門、②低炭素部門、及び③その他環境部門（廃棄物処理、水質

浄化、下水処理など）など環境産業の主要部門において数多くの製品・サービスを生み出す機械メー

カーが存在する。これら欧州企業がエコイノベーションを図るにあたって課題となる問題点の洗い出し

とその解決に向けた包括的な検討作業が急速に進んでいる。 

 

今後環境産業の世界的な需要拡大が予想され、我が国でも将来的に同産業の大きな伸びが期待

される。よって、欧州の政府や企業によるエコイノベーション及び知的財産保護に関する対応策を把

握することは、今後の我が国の産業政策ならびに個別業界毎の対応策の策定にとって大きな意義が

ある。 

 

以下、第一章で欧州全体の環境産業の現状、第二章でEUのエコイノベーション政策の現状を概観

した上で、第三章では主要加盟国（ドイツ、フランス、イギリス、スウェーデン）の具体的な取り組み、第

四章では欧州レベルのエコイノベーション促進に向けた今後の主な課題とその解決に向けた取り組

みの現状を報告する。 

 

本調査結果が各位の事業活動の参考に資することになれば幸いである。  

 

                            株式会社ユーロビジョン・ジャパン 

                                   代表取締役社長   菅 野 真 二 
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I 欧州における知的財産権の強化の動き 
 

欧州では、環境産業の競争力強化ならびにエコイノベーション促進の観点から、知的財産権の強

化を目指す動きが加速している。エコイノベーションの進化を促進するにあたり、新たなに生み出され

る知識資産を適切に保護するための法的枠組みが重要な役割を果たすからである。しかし現行の欧

州内の知的財産権制度は、この点で十分機能しておらず、また海外では侵害問題が多発するなど、

解決すべき問題を抱えている。このため、同制度の機能強化に向けた見直しが本格化している。 

 

  

１.知的財産権強化に向けた取り組み 

欧州内の知的財産権強化に向けた取り組みは、問題の所在及び目的の観点から以下の 3 つに分

類できる。 

 

（１）欧州特許制度の機能強化 

欧州の特許制度は、各国の特許庁が強い権限を持つことで分断されていたため、適切な効力をな

かなか発揮できないという問題を長く抱えてきた。 

 

陸続きの欧州では早くから技術保護手続の簡素化が求められたため。1977 年に成立した欧州特

許条約の下、欧州特許庁（EPO）1が設立され、手続きを一本化し翻訳を簡素化した2。PCT 国際出願と

大きく異なる点は、出願から特許付与までの手続を欧州特許庁で一括して行い、締結国で付与され

た特許とほぼ同等に取り扱われる点である。出願人は、締結国で効力を持つ欧州特許を取得する方

法と、必要な特定の国の特許のみを取得する方法を選ぶことができる。しかし欧州特許出願数は、そ

れ程大きな伸びを見せておらず（表 1）、企業側にとって必ずしも利点が大きいとは見なされていない

のが実状である。 

                                                   
1 EPO は締結国 から構成される独立機関であり EU 組織ではない。 
2 英語、フランス語、ドイツ語から一つを選択。 
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表 1 世界各特許庁における 2007 年度の特許出願数 
 欧州 

EPO 

日本 

JPO 

アメリカ 

USPTO 

中国 

SIPO 

韓国 

KIPO 

特許出願数合計 14 万 800 39 万 6,300 45 万 6,200 24 万 5,200 17 万 2,500

PCT3への出願数 2 万 6,100 2 万 6,900 5 万 4,600 5,400 7,100

アメリカ 25% 6% 52% － － 

EPC 49% 7% 14% － － 

日本 16% 84% 17% － － 

その他 10% 3% 16% － － 

国内（域内） 49% 84% 52% 58% 76% 

全出願数に占

める各国から

の出願の割合 

PCT 55% 12% 11% 23% 16% 

出所：Brugel(2009 年) 

 

この伸び悩みの原因は、欧州特許権を行使しようとする際、各国でそれぞれ裁判手続きを行わなく

てはならず、訴訟コストが高いという問題にある。特に中小企業（環境産業の 97－98%を占める）にと

ってコストは死活的に重要であるため、これらの企業の特許数を増やすためには訴訟コストの引き下

げが必要不可欠である。 

 

このため EU は、2000 年のリスボン戦略の下で、5 億人の市場で単一の特許を安価に取得できる統

一 EU 特許システム及び裁判所の設立を提案したが、加盟国権限の弱体化を懸念する加盟国の反対

にあい、合意に至らなかった。しかし、安価なイノベーション保護が必要不可欠という認識から、EU 特

許制度強化の検討作業が再開された結果、2009 年 12 月の競争力理事会で基本合意が成立した。本

合意により、今後の欧州内の効率的な単一特許制度確立へ大きく前進し、産業界による特許申請も

加速する見通しとなった。 

 

同理事会での合意は、EU 統一特許規則の導入と欧州特許裁判所（EEUPC）の設置、EU 特許の

更新手数料の加盟国への配分などの措置を認めたものである。実現すれば、出願や審査だけでなく、

特許権成立後の侵害や有効性についての訴訟手続も一元化されるため、安価で効率的に取得でき

る統一 EU 特許制度が名実共に出来上がる。これらの措置によって、年間 2 億 8,900 万ユーロ以上の

企業負担を削減できると試算されている。EU 特許の翻訳言語問題については、別規則で取り扱われ

ることになるため、別の理事会合意が必要になる。4この欧州特許統一化については、欧州戦略

Europe2020 の下で推進される予定だ。 

 

（２）知財侵害の防止 

EU は、域外国による知的財産（IP）の侵害に対する取り組みや防止に向けた取り組みも強化してい

る。欧州委員会の知的財産権強化報告書5は、模倣品や海賊版などの知的侵害により EU の利益が

大きく損なわれている国々を 3 分類し、トップは中国、次にインドネシア、フィリピン、タイ、トルコ、そし

                                                   
3 特許協力条約。PCT 国際出願では、国際的に統一された出願願書を PCT 加盟国の特許庁に対して特許庁が定

めた言語で提出すれば、その時点で全ての PCT 加盟国に対して「国内出願」を出願することと同じ扱いを得ることがで

きる。しかし PCT 国際出願は、あくまで国際的な「出願」手続であるため、国際出願の発明が、特許を取得したい国の

それぞれで特許として認められるかどうかは、 終的には各国特許庁の実体的な審査に委ねられている。 
4 2009 年 12 月 1 日にリスボン条約が発効したことで、EU 特許制度の採択手続きは理事会の全会一致から特定多

数決、議会の承認に変更されたが、言語問題は理事会の全会一致が必要。 
5 欧州委員会貿易総局 Report on intellectual property right (IPR) infringements targets countries for closer 

cooperation。 
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て第三にアルゼンチン、ブラジル、カナダ、インド、イスラエル、韓国、マレーシア、ロシア、ウクライナ、

米国、ベトナムだとしている。 

 

特に、EU 国境で差し止められた侵害品のうち 54%が中国製だったことを踏まえ、EU は、中国に対し

て「協力と対話」に基づく対策を講じている。 

 

具体的には、「EU-中 IP 対話」を年 1 回のペースで行い、商標や特許、設計、著作権といった知的

財産権保護のための法整備や取り締まり強化に関する意見・情報交換を行っている。また EU-中 IP

ワークショップを年 2 回北京で実施し、欧州企業を交えより焦点を絞った議論（薬品、ICT、著作権、エ

ンジニアリングセクター等）を行っている。しかし、欧州側の問題提起に対し、中国は耳を傾けてはい

るものの、実際に問題が改善されたという成果はまだ出ていない。 

 

このため EU は、さらなる対策として、2009 年 1 月には、EU-中知的財産権に関する通関協力のた

めの行動計画を採択した。この行動計画は、両国間でベストプラクティスやネットワークの構築、業界

団体と通関当局との協力体制を構築することを目的としている。 

 

（３）低炭素技術移転促進 

気候変動交渉において途上国側は、知的財産権に守られた低炭素技術が高価なためにアクセス

が難しく、発展途上国への低炭素技術移転の障害となっていると主張し、同分野の知的財産権保護

緩和を提唱している。これは、エイズ治療薬のケース6と同様、地球温暖化防止と気候災害回避という

人道的な目標よりも、企業利益保護を優先する行為は認められないという主張である。 

 

これに対して EU は、知的財産権の緩和が投資、イノベーションのモチベーションを阻害してしまい、

長期的には気候変動対策を鈍化させると反対している。欧米の産業界は CIED（イノベーション・雇用・

発展同盟）7を結成し、EU の経済発展と雇用拡大のためには、環境技術における知的財産権の適切

な保護が重要であること、また環境技術の技術開発費に対する十分な投資を生み出すためには、企

業や投資家のリスク軽減が必要で、その手段としてやはり知的財産権の保護が重要になると強調し

ている。 

 

以上の(1)-(3)の 3 つ観点に関しては、以下の 2010 年 4 月 28 日、29 日に開催された欧州特許フォ

ーラム8のアジェンダにも反映されている。 

・欧州は野心的な再生可能エネルギーに達成するための技術を有しているか 

・技術移転を促すための適切な枠組みが用意されているか 

・経済的機会から利点を得られるか 

・これらの目的のために相応しい知財制度があるか。 

 

 

 

                                                   
6 特許のために新しいエイズ治療薬の価格が高騰し、低所得国の患者がアクセスできないという問題。 

7 世界的問題に対する知的財産権を守るために結成されたロビイング団体。主にアメリカと欧州の企業や業界団体が

参加している。 
8 http://www.epo.org/about-us/events/inventor-forum/forum.html 
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２. 欧州の環境特許取得傾向 

 

世界の特許取得における環境技術関連特許の占める割合は、2.15%（2002 年から 2006 年の世界

平均値）とまだ低い割合にとどまっている（表 2）。 

 

 

表 2 環境技術特許のシェアと平均伸び率 

技術 
シェア 

（2003－05 年） 

平均年間増加率 

（1995－2005 年） 

全技術 100% 12.1% 

再生可能エネルギー 0.42% 15.8% 

自動汚染処理 0.85% 12.9% 

燃料電池 0.6% 24.6% 

原子力 0.45% 5.8% 

ICT 36% 15.5% 

ナノテク 1.1% 18% 

バイオテク 5.8% 5.5% 

出所：Bruegel（2009 年） 

 

国別に見ると、環境技術9特許は日本が圧倒的に多く、アメリカ、ドイツがそれに続く。中国や韓国、

ロシアが、フランスやイギリスよりも多いことは注目に値する（表 3）。 

 

表 3 世界特許出願数に占めるシェア上位 10 位国（1998-2003 年） 

順位 国名 
世界特許出願数

に占める割合 
重要技術 

1 日本 40.8% 全技術 

2 アメリカ 12.8% 風力、太陽、水力、メタン、建築 

3 ドイツ 12.7% バイオマス、海洋、廃棄物、CCS、風力、太陽 

4 中国 5.8% セメント、地熱、太陽、水力、メタン 

5 韓国 4.6% 照明、海洋、水力、バイオマス、セメント 

6 ロシア 4.2% 地熱、セメント、水力、CCS、海洋 

7 フランス 2.4% セメント、CCS、建築、バイオマス、水力 

8 イギリス 1.9% 海洋、バイオマス、風力、メタン 

9 カナダ 1.5% 水力、風力、CCS、海洋 

10 ブラジル 1.1% 海洋、建築 

出所：OECD（2009 年） 

 

再生可能エネルギー分野では、ドイツ、日本、アメリカが も多いが、成長率では世界の平均よりも

低い（表 4）。また企業別では、GE（米）、Siemens（独）が多くの特許を出願している。 

  

表 4 再生エネルギー関連の特許出願数シェアと平均伸び率 

国・地域 
シェア 

（2005 年） 

平均年間増加率

（1995－2005 年）

                                                   
9再生可能エネルギー技術（風力、太陽、地熱、海洋、バイオマス、廃棄物再生、水力）とメタン Destruction、環境対

応型セメント、省エネ建築物、Motor vehicle fuel injection、省エネランプ、CCS。 
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EU 36.7% 12.5% 

ドイツ 10.5% － 

デンマーク 5.5% － 

イギリス 5.2% － 

アメリカ 20.2% 11.1% 

日本 19.8% 27.7% 

BRIICS 6.5% 27.6% 

その他 16.8%% － 

出所：OECD（2008 年） 

 

自動車汚染処理技術の特許出願数は、欧州でドイツが群を抜いて世界一のシェアを誇り、急激に

数を伸ばしている日本がドイツに続く 2 番手に成長している。欧州ではフランスが 6.4%、スウェーデン

2.8%、イギリス 2.2%と続く。（表 5） 

 

表 5 自動車汚染処理技術の特許数シェアと平均伸び率 

国・地域 
シェア 

（2005 年） 

平均年間増加率

（1995－2005 年）

EU 48.9% 11.1% 

ドイツ 33.0% － 

フランス 6.4% － 

スウェーデン 2.8% － 

アメリカ 13.7% 5.3% 

日本 31.4% 30.6% 

BRIICS 0.7% 25.5% 

その他 16.8%% － 

出所：OECD（2008 年） 

 

燃料電池関連の特許は、純燃料電池とバッテリー、その他に分類される。そのうち 73%は純燃料電

池関連技術である。特許シェアも日本が約 50%を占めており、第 2 位のアメリカの 2 倍のシェアを持つ。

欧州で同分野の特許をリードするのはドイツ（7.6%）、フランス（3.5%）、イギリス（1.9%）である。（表 6） 

 

表 6 燃料電池技術の特許数シェアと平均伸び率 

国・地域 
シェア 

（2005 年） 

平均年間増加率

（1995－2005 年）

EU 16.4% 13.2% 

ドイツ 7.6% － 

フランス 3.5% － 

イギリス 1.9% － 

アメリカ 20.3% 15.8% 

日本 48.8% 52.5% 

BRIICS 1.8% 31.6% 

その他 13.1% － 

出所：OECD（2008 年） 
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II 欧州環境産業分野の概観 
 

こうした知的財産権強化の動きの背景には、欧州の環境産業の発展に対する期待の高まりがある。

2008 年、EU27 カ国の同産業の雇用者数は約 344 万人に達し、GDP に占める割合も 2004 年の 2.2%

から 2.5%へと拡大、航空機産業や医薬品産業を上回る規模にまで成長した。こうした環境産業の成長

は、低コストな環境ソリューションの提供を通じた環境や社会への寄与のみならず、産業や雇用、経

済全体にとって重要な役割を果たしつつある。 

 

例えば再生可能エネルギー部門の雇用は、2020年にエネルギー全体に占める同割合を20%に引き

上げるというEU目標を達成すれば、2000年の5万人から70万人まで拡大すると試算されている。中で

も今後更なる伸びが期待される風力発電事業は、風力発電用タービンに必要な数多くの部品製造

（発電機カバー、回転翼、電気部品、機械機器類、ギヤボックス、駆動チェーン、制御システム、安全

装置などを含む）が、欧州機械産業のバリューチェーンの育成に大きく貢献している。また、廃棄物処

理や水質汚染処理などの既に成熟段階に入っている従来の環境産業部門でも、欧州機械メーカーが

実用化した数多くの製品・サービスの後発国輸出機会拡大が期待されている。 

 

表 7 欧州（EU27 カ国）環境産業の伸び 
 2004 年 2008 年概算 

売上高 
2320 億ユーロ

（内 EU15 カ国 2140 億ユーロ）
3190 億ユーロ以上 

GDP シェア 2.2% 2.5% 

年間成長率 約 7%（99-04 年） 名目 8.3%、実質 5.9%（04-08 年） 

雇用数 275 万人 344 万人 

出所： ECORYS（2009 年） 

 

欧州は世界の環境産業市場の 3 分の 1 を占める。これを積極的に牽引しているのは公共部門であ

る。公共調達を通じて環境技術の需要を喚起するだけでなく、間接的に消費者の行動および意識啓

発を促し、環境製品需要を伸ばす施策が注目される。また環境市場が多様でニッチ市場が多く、環境

技術開発を担う企業も特定分野に特化した中小企業が多いことから、様々なコラボレーションが生み

出され、イノベーションを後押しする施策が強化されているのも主な特徴のひとつである。例えば、官

民パートナーシップによる新技術開発推進や、国際競合社との提携、異種技術間協同によるイノベー

ション創出プロジェクトが行われている。以下では、こうした固有の特徴を持ちながら発展し続ける欧

州環境産業の実態とそのダイナミズムを全体的な視点から概観する。 

 

まず本章では、 近発表された欧州委員会企業総局委託調査報告書（「以下 ECORYS 環境産業

報告書」）10に拠りながら、欧州環境産業の基本的なデータやファクトなどを整理し、その主な特徴を明

らかにする。 

 

なお、同報告書は、主要環境産業を、「水質汚染や大気汚染、土壌汚染、また廃棄物や騒音、生態

系に関わる問題を測定、予防、制限、 小限化、回復させるためのモノ・サービスを生産することが主

                                                   
10ECORYS（2009 年）Study on the Competitiveness of the EU eco-industry Within the Framework Contract of 

Sectoral Competitiveness Studies part1 及び part2。 
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目的である事業が中核、もしくは大きな部分を占めるセクター」と定義している。具体的な対象分野及

び事業範囲は以下の通りである。 
 

対象分野： 

固形廃棄物処理、上水供給、排水処理、リサイクル原料、再生可能エネルギー、大気汚染防止、自

然保護、土壌・地下水汚染浄化、騒音・振動防止。 

対象事業形態： 

装置、特殊素材の生産、運営サービス販売（監視含）、マネジメントサービス販売、施設の建設・設

置、技術革新・技術開発、環境コンサルティングサービス販売、一般行政。 

 

 

1. 分野別シェア 
 

売上高及びシェア内訳 

欧州の環境産業の内、 も売上高が大きい分野は廃棄物処理（売上高 922 億ユーロ、シェア 29%）

で、これに上水供給(同 632.5、20%)、排水処理（同 343.2、10%）、リサイクル原料（同 548.1、17%）が続く

（表 8）。中でも、リサイクル原料分野は再生可能エネルギーに次いで急成長を遂げている（83%）。再

生可能エネルギー分野のシェア（8%）自体はまだ小さいものの、成長率は 107%と非常に高く、今後も

大きな伸びが見込まれる。 

なお、下記の分類項目にはエコ建設が入っていないが、同分野は温暖化対策の加速とともに今後

成長する見込みが高く、まもなく主要環境産業の一角を占めるとみてよい。 

 

表 8 EU27 カ国の分野別内訳 
売上高（億ユーロ） 成長率（%） シェア（%） 

分野 
2004 年 2008 年概算 （04-08 年概算） 2008 年概算 

固形廃棄物処理 704.7 922.0 30 29 

上水供給 483.4 632.5 30 20 

排水処理 304.4 343.2 18 10 

リサイクル原料 299.7 548.1 83 17 

再生可能エネルギー 126.9 263.2 107 8 

大気汚染防止 66.8 72.4 8 2 

自然保護 49.9 67.8 35 2 

土壌・地下水汚染浄化 59.6 63.5 6 2 

騒音・振動防止 10.5 11.1 5 0.1 

その他 215.5 266.6 28 8 

合計 2320 3190 37 100 

参照：ECORYS（2009 年） 

 

2. 雇用創出 
 

既述の通り、環境産業の雇用者数は、2004年の275万人から 2008年には344万人に成長し（図 1 

EU27 カ国の環境産業労働人口推移）、年間雇用成長率（2000 年-2008 年）は名目 7.0%（実質 6.7%）で

ある。分野別で見ても、大気汚染防止分野を除く全ての分野で増加傾向にある（表 9）。特に再生可

能エネルギー部門の伸びは著しく、実質 17.65%となっている。今後も同分野の高い雇用創出効果へ

の期待は大きい。リサイクル原料、騒音・振動、廃棄物処理分野がこれに続く。 
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大気汚染分野が唯一雇用数を減らしたのは、環境保護支出（EPE）11の増加や規制負担などのコス

ト要因ならびに同分野の中核を占める自動車産業の落ち込みが影響していると推定される（III 章ドイ

ツの項参照）。但し、同分野における一人当たりの操業利益率は比較的高い。 

 

 

図 1 EU27 カ国の環境産業労働人口推移 
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参照：ECORYS（2009 年） 

 

表 9 分野別内訳 
雇用数（人） 

分野 
2000 年 2008 年概算

年間成長率 

(%) 

固形廃棄物処理 84 万 147 万 7.14 

上水供給 42 万 70 万 6.74 

排水処理 25 万 30 万 2.25 

リサイクル原料 23 万 51 万 10.57 

再生可能エネルギー 5 万 17 万 16.37 

大気汚染防止 2.2 万 1.9 万 -2.10 

自然保護 4 万 5 万 2.73 

土壌・地下水汚染浄化 1.5 万 1.8 万 2.7 

騒音・振動防止 4,000 7,000 7.71 

その他 13 万 19 万 5.19 

合計 200 万 344 万 6.98 

参照：ECORYS（2009 年） 

                                                   
11 Eurostat の定義によると、汚染やその他あらゆる環境破壊に繋がるものを予防、低減、除去することが目的の活

動に用いられる費用のこと。 
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3. スキルや人材へのニーズ 
  

環境産業に求められるスキルは様々であり、特殊なスキルを要するかどうかは分野によって異なる。

全体としては、図 2 に見られるとおり、環境産業における大学卒業者の労働人口の割合は産業全体

平均と比べて低い。これは、例えば廃棄物処理部門などが単純労働で占められていることによるもの

とみることができる。 

 

しかし、将来的には新技術やハイレベルなスキルを兼ね備えた人材のニーズも高まることが見込ま

れており、実際に既にこういった人材が不足しはじめている。これが環境産業の発展の阻害要因とな

りかねないとの懸念も高まっている（IV 章で詳述）。 

 

図 2 終学歴による分類（概算、EU25 カ国 2000 年） 
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参照：OECD（2004 年） 

 

4. 産業構造上の特徴 
 

欧州環境産業の 97－98%は、中小零細企業（従業員数 500人以下）で占められている。労働人口で

みると、中企業（従業員数 50-249 人）が も多い。特に規制が主導する新興市場（例：再生可能エネ

ルギー）では、中小零細企業が国内を中心に事業展開を進める傾向が強い。一方伝統的な環境市場

（例：廃棄物処理、上水道）では、比較的大きな企業が育っておリ、海外進出を目指す傾向も強い。 
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図 3 企業規模別シェア（EU 2006 年） 
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また 10%の企業が全売上の約 80%を占めるという寡占状況も同産業の特徴である。この傾向は、廃

棄物処理、土壌浄化、再生可能エネルギー分野で顕著に見られる。これについて ECORYS 報告書は、

先進技術を持つ企業が、研究開発への先行投資を 大限に活かすため、大手企業などと組みながら、

事業活動の地理的範囲を一気に拡大させるためだと分析している。EU で も競争力を持つ環境産業

企業は、フランス、ドイツ、イギリス、オランダに集中している。 

 

表 10 主な分野別産業構造 
分野 産業構造 

固形廃棄物処理 
EU15 では成熟だが、その他の加盟国では成長期。比較的規模の大きい企業

が市場の 80%を占める。 

上水供給・排水処理 

1 つの企業が上水供給及び排水処理を両方行う場合が多い。地域型の小規

模専門企業が多く、仏 Veolia、独 RWE、英 Thames Water といった主要大手と

契約関係にあることがほとんど。 

リサイクル原料 
フランス、イタリア、英国、ルーマニア、ポーランドで企業数が多いが、生産額

および雇用数が多い国は、フランス、イギリス、デンマーク、イタリア。 

再生可能エネルギー 

既存エネルギー会社の子会社が多い。多くの中小企業は国内市場での活動

にとどまっている。水力：中小から大手まで約 100 社が存在。太陽電池：約 50

社程度の大手。ドイツは太陽光電池の研究開発に早く取り組んだために、世

界大手が成長。地熱：100社程度の小規模企業。太陽熱：中小企業で占められ

る。市場規模自体も小さい。風力：あらゆる形態の企業が存在する急成長分

野。デンマーク風力タービンメーカーVestas は早い段階で新技術を開発したこ

とで世界市場シェアを獲得。EU風力エネルギー雇用数の約 75%はデンマーク、

ドイツ、スペインに集中。 

超
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出所：ECORYS（2009 年） 
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大気汚染防止 

燃焼排ガスは中小（例：仏 LAB）から世界的大手（例：独 Lurgi、仏 Alstom）企業

が存在。触媒コンバーターは、大手グループ（例：独 Coming GmbH、ルクセンブ

ルグのDelphi、仏Rhodia）と特定の中規模企業（独Ibiden、英 Johnson Matthey 

PLC）で占められる。 

自然保護（生物多様性保全） 国立公園やエコ観光、エコ博物館等から成る。 

土壌・地下水汚染浄化 小規模の特定分野専門企業と大手建設企業の 2 種類に分かれる。 

その他 
主に公的環境管理部門。各国に 1 つ以上の担当省もしくは担当当局が存在。

民間環境管理の場合は企業内に担当部署が設置されている。 

出所：ECORYS（2009 年） 

 

サプライチェーン構造は部門によって大きく異なる。例えば廃棄物処理産業では、事業活動を自社

グループ内に留め、外注はほとんど行わない傾向が見られる。一方で環境監視装置メーカーは、設

備や装置組立に必要な部品を外部サプライヤーから購入するため、サプライチェーンが広がってい

る。 

 

5. 生産性と利益率 
 

環境産業全体の生産性（従業員 1 人あたりの操業利益）は、2004 年から 2006 年にかけて年間 11%

成長している。同時期の製造業の平均成長率が 5%であることと比べると、かなり高い数字である。特

にリサイクル分野の生産性の伸びが大きいが（21%）、これは競合原料の価格高騰が影響している。

概して上下水道や廃棄物処理といった伝統環境産業よりも、再生可能エネルギーやエコ建設などの

新興産業の方が生産性やその成長率も高い傾向にある。例外的に大気汚染処理部門の生産性は製

造業平均の 3.5 倍とかなり高いが、これは気候変動関連需要が増加したためとみられている。 

 

逆に 2004 年から 2006 年の利益率を見ると、再生可能エネルギー部門以外は軒並み製造業の平

均よりも低い結果となっている。特に大気汚染処理とエコ建設部門の利益率は減少傾向にある。コス

トファクターとしては、新技術の導入や規模の経済、不安定な市場等が考えられる。 

 

6. 加盟国別内訳 
 

上位 4 カ国（フランス、ドイツ、イタリア、イギリス）で、EU27 カ国環境産業売上高の 59%を占めている

（表 11）。全体的に 2004 年と比べ大きく成長しているが、特にイギリス（37%、年間成長率 9%）とイタリ

ア（34%、8%）の成長が目覚ましい。新規加盟国（EU27-15）の成長率も高く、国によっては 大 10%の

年間成長率を遂げている。 

 

表 11 国別内訳 
売上高（億ユーロ） 成長率（%） シェア（%） 

分野 
2004 年 2008 年概算 （04-08 年概算） 2008 年概算 

フランス 408.6 521.6 27 17 

ドイツ 398.5 510.7 28 16 

イタリア 363.5 488.4 34 15 

イギリス 249.0 342.0 37 11 

上記を除く EU15 カ国 659.0 967.8 47 30 

上記を除く EU27 カ国 242.9 360.0 48 11 

参照：ECORYS（2009 年） 
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環境産業の部門別シェアは国ごとに異なる（図 4）。例えばイギリスは、リサイクル原料部門の売上

高が も多く（30%）、廃棄物処理、上水道と続く。また再生可能エネルギーのシェアも 4 カ国の中で一

番大きい。フランスでも廃棄物処理シェアが一番大きく（約 25%）、上水道、リサイクル原料が続く。一

方ドイツは、リサイクル原料、上水道がそれぞれ25%弱と も大きく、廃棄物処理は10%にも満たない。 

 

図 4 各国環境産業における分野別売上高の割合（2008 年） 

 
出所：ECORYS（2009 年） 

 

新規加盟国では、環境産業が GDP に占める割合や雇用者数の割合が高く（図 5 及び図 6）12、経

済的に重要な位置づけを持っている。 

                                                   
12 スロヴェニアとブルガリアの数値が特出して高いことに対し ECORYS は、2004 年及び 2006 年のデータからも同様

の傾向があることを確認した上で、統計方法の問題と経済活動そのものの構造が原因と推測している。 
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図 5 各国 GDP に占める環境産業売上高の割合（%） 
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出所：ECORYS（2009 年）、マルタはデータ無し 

 

図 6 各労働人口に占める環境産業労働人口の割合（2008 年） 
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参照：ECORYS（2009 年）、マルタはデータ無し 
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環境分野の政府研究開発費を見ると（表 12）、ドイツ（5 億 7,040 万ドル）、フランス（4 億 3,320 万ド

ル）、イタリア（2 億 7,930 万ドル）、スペイン（2 億 5,270 万ドル）、イギリス（2 億 1,930 万ドル）で高い。

中でもドイツはアメリカ（5 億 750 万ドル）を上回っている。 

一方、環境先進国として牽引役を果たしてきたオランダやデンマークの投資額は、絶対額、相対額

ともに減少している。デンマークは 80 年代から風力発電の研究開発に多くの予算を投じ、今日の同国

における風力発電利用と風力関連産業の成長基盤を構築したが、政権交代をきっかけに市場競争に

基づく強化策が打ち出され、2000 年から助成が大幅にカットされた。しかし近年は環境・エネルギー技

術の輸出強化や第二世代バイオ燃料研究、水素燃料電池への助成が増えつつある。 

 

一般的に政府の研究開発投資は、市場化前の基礎研究段階に集中しており、市場化移行への支

援は少ない。実証や市場化段階に必要な資金は民間金融機関を通じて調達されることが多いが、莫

大な投資が必要になる企業にとって、公的支援は極めて重要な意味を持ちつつある（後述）。 

 

表 12 欧州各国及び日米の政府環境予算及び全 R＆D 予算に占める割合 
 政府環境予算（万 US ドル13）（全 R&D 予算に占める割合（%）） 

国名 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 

ベルギー 1,150 (1.0) 2,140 (1.7) 5,100 (3.3) 4,500 (2.7) 3,620 (2.1) 2,770 (1.6) 4,050 (2.3)

デンマーク 3,260 (3.8) 3,850 (4.4) 3,110 (2.7) 2,640 (2.3) 2,140 (1.9) 2,190 (1.9) 2,020 (1.7)

フィンランド 1,270 (1.4) 2,640 (2.5) 3,000 (2.3) 2,990 (2.2) 2,790 (2.0) 2,910 (1.9) 2,880 (1.8)

フランス 11,580 (0.7) 29,300 (1.9) 26,300 (1.7) 47,190 (2.9) 50,740 (3.1) 48,740 (3.0) 43,320 (2.7)

ドイツ 54,540 (3.5) 59,690 (3.6) 55,220 (3.3) 51,050 (3.1) 55,680 (3.3) 57,040 (3.5) 57,410 (3.4)

イタリア 20,040 (2.2) 18,180 (2.4) 21,310 (2.3) - - - 27,930 (2.7)

オランダ 11,470 (3.3) 11,530 (3.7) 12,700 (3.6) 10,180 (3.0) 9,560 (2.8) 6,440 (1.9) 4,100 (1.2)

ポルトガル 1530 (3.2) 2,900 (4.4) 4,820 (4.4) 4,550 (3.5) 3,910 (3.3) 4,620 (3.7) 5,030 (3.5)

スペイン 14,020 (4.3) 8,700 (2.6) 20,530 (4.0) 11,510 (1.7) 12,850 (1.9) 21,160 (2.8) 25,270 (3.0)

スウェーデン 7340 (3.2) 5,280 (2.3) 2,350 (1.4) 2,220 (1.0) 3,630 (1.5) 4,270 (1.8) 5,290 (2.2)

イギリス 14,910 (1.4) 23,570 (2.3) 23,880 (2.3) 18,970 (1.9) 21,820 (1.8) 21,060 (1.8) 21,930 (1.8)

アメリカ 48,280 (0.6) 59,610 (0.8) 53,680 (0.6) 56,800 (0.6) 53,290 (0.5) 60,480 (0.5) 50,750 (0.4)

日本 5960 (0.5) 8,730 (0.6) 16,940 (0.8) 20,330 (0.9) 21,070 (0.9) 21,320 (0.9) 20,190 (0.8)

参照：ECORYS（2009 年） 

 

7. 域内貿易・投資 
 

貿易に関しては、全ての部門ごとの詳細な貿易データは存在しないため、全環境製品・サービスの

うち、貿易コードでカバーされている 1)大気汚染処理、2)水力、3)監視装置、4)その他環境装置、5)太

陽電池、6)廃棄物処理、7)水質汚染処理の 7 製品のみのデータを用いて、その動向を把握することに

する。リサイクル原料や再生可能エネルギーの一部、またサービス全般は含まれていない14。 

 

域内貿易 

域内で行われている貿易取引を見ると（表 13）、水力や廃棄物処理、水質汚染処理等の伝統的な

環境産業が安定しているの対し、太陽電池や監視装置、環境装置等の貿易取引額は、EU15 および 

                                                   
13 ドル価格は 2000 年。 
14 このデータの対象は、全環境製品・サービス貿易の 20%にすぎないとの見方もあることに留意が必要。 
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EU1215の双方で増加している。特に EU12 における太陽電池の取引が圧倒的な勢いで成長している

のが下の表からも明らかである。しかし EU15 と EU12 の取引額の差は大きく、ほとんどの域内貿易が

EU15 内で行われている状態である。 

 

表 13 EU27 域内貿易成長の推移（2000－07 年） 
 

地域 
大気汚

染処理16 水力 
監視 

装置 

その他 

環境装置17

太陽 

電池 

太陽 

熱装置

廃棄物

処理18 

水質汚

染処理

輸入 EU15 -34% 24% -33% 97% 571% 87% 38% -43% 

 EU12 86% 26% -49% -46% 87% 582% 28% 59% 

輸出 EU15 79% 92% 1% 267% 547% 91% 183% -37% 

 EU12 -2% -21% 41% 505% 118% 2,951% -60% 61% 

出所：ECORYS（2009 年） 

                                                   
15 キプロス、チェコ、エストニア、ブルガリア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、マルタ、ポーランド、スロ

バキア、スロヴェニア。 
16 輸出成長率は 2000－05 年データ。2007 年データは無し。 
17 輸入成長率は 2000－05 年データ。2007 年データは無し。 
18 輸入成長率は 2000－05 年データ。2007 年データは無し。 
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図 7 域内輸出額と成長率の概要（1999－2007 年） 

 
出所：ECORYS（2009 年） 

 

国別に見ると（図 9）、2007 年はドイツが 大の環境産業製品輸出国で、スペイン、イギリス、フラ

ンス、オランダがこれに続く。ドイツから域内向けの輸出品では太陽熱機器のシェアが一番大きい。他

の主要輸出国を見ると、特に目立った傾向はなく国によってパターンが異なる。これら主要輸出国は

同時に環境産業製品の輸入国ともなっている（図 9）。 
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図 8 国別 EU 域内輸出額（2007 年） 

 
 

図 9 国別 EU 域内輸入額（2007 年） 

 
出所：ECORYS（2009 年） 
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各国の域内貿易収支を見ると（図 10）、特にスペイン、フランス、イタリアでの貿易赤字額が目立つ。

これは主に太陽電池と監視装置の輸入量が多いことが要因である。 

 

図 10 EU 域内貿易収支概算（2007 年） 
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出所：ECORYS（2009 年） 

 

域内投資 

環境産業への投資についての信頼できる統計データはない。しかし、概して、環境基準や実施方法、

罰則が国内法によって異なり、また環境製品・サービスも地域に根付いたものとなることが多いため、

域外への投資は伸びにくい傾向がある。一方、EU の環境規制を遵守、履行していく必要がある新規

加盟国では、市場が今後発達することが見込まれるため、投資に関心を持つ EU15 企業は多い。

ECORYS 報告書は、文献調査と関係者へのインタビュー調査に基づき、下記の傾向を指摘している。 

 

・ 投資は技術開発に集中的に行われている。しかし分野によっては、技術は存在しても、市場化も

しくはなかなか普及されないのが現状である。 

・ 中国などのように環境圧力の高まりや規制強化が見られる地域が、潜在的投資先となっている。 

・ 大型化や投資能力強化、資本アクセス強化を目的とした企業合併が目立つ。この傾向は風力や

太陽エネルギーで顕著である。 

・ リサイクルおよび廃棄物処理部門で民営化や官民パートナーシップが進んでいる。また排水処理

や上水道などの公共財への民間参入も増加傾向にある。 

・ 産業拡大、グローバル化には投資が不可欠。投資拡大には EU と域外市場における平等な競争

環境の創出が必要。 
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8. 域外貿易・投資 
 

域外貿易 

現在、環境産業のグローバル市場は約 6,000 億ユーロで、EU 市場はこのうち 3 分の 1 を占めると

試算されている。特に、再生可能エネルギーによる発電技術で EU はシェア 40%以上を占め、廃棄物

処理・リサイクル技術では 50%以上と高いシェア率を誇る（図 11）。 

 

近年は、日本、台湾、中国が市場を拡大しつつある。また、アメリカもバイオプラスチックやバイオ燃

料技術においてその市場競争力を高めている。今後、EU 域外国で環境規制が強化されれば、環境

グローバル市場も拡大すると見込まれる。 

 

図 11 世界における欧州市場シェア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：ECORYS（2009 年）は Roland Berger（2006 年）から引用 

 

環境産業の貿易に関しては、一般的に地理的に制約される製品が多く（例：廃棄物、水資源、電力

等）、製品よりもサービスや投資の形で海外移転されるために、貿易データとして把握するのは難しい。

また国営化されている分野では、民間企業の活動や直接投資の機会が制約されているという事情も

ある。これら制約要因を踏まえた上で、EU および特定諸国の貿易フローを示したのが表 14 である。 

 

EU は、すべての環境製品市場の輸出国となっており、輸出競争力の強さが際立っている。EU の輸

出は、米国や日本などの競争相手をはるかに上回る勢いで伸びており、99 年から 2007 年にかけて

44%成長している。主な輸出先は中国、日本、アメリカ、輸入先は中国とアメリカである。アメリカからは

より高度な技術や先端技術が導入された製品が輸入されている。しかし中国が近年、太陽光発電部

門において急激に台頭し、生産では世界トップまで成長している。中国で生産される太陽電池は 98%

が輸出用であり、その主な輸出先は EU である。 

 

 

 

 

発電 省エネ 素材効率性・資源 

持続可能な水資源管理 持続可能なモビリティ 廃棄物処置・リサイクル 

欧州シェア 

大 40% 大 35% 大 10% 

大 30% 大 35% 大 50% 
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表 14 世界各国の環境製品貿易額19（2007 年、単位万ユーロ） 
輸入国  

ブラジル 中国 EU27 インド 日本 ロシア連邦 アメリカ 

ブラジル 18 4,886 20,230 210 4,927 - 13,780

中国 3,204 54,451 146,709 1,289 207,306 79 49,626

EU27 3,016 372,076 - 20,543 250,847 1,814 195,558

インド 19 15,849 48,562 - 4,547 123 8,101

日本 20 58,532 39,818 261 - 41 55,610

ロシア連邦 21 6,429 99,271 428 2,287 - 15,089

輸
出
国 

アメリカ 2,126 92,038 191,904 5,171 127,475 185 -

参照：ECORYS（2009 年） 

 

図 12 EU、日本、米国の環境産業輸出動向（1999-2007 年） 

 
参照：ECORYS（2009 年） 

 

域外投資 

域内投資と同様に、域外投資に関する統計データは存在しない。そのため ECORYS 報告書は、文

献調査と関係者へのインタビュー調査に基づき、下記の傾向を指摘している。 

 

・ EU 市場における環境規制のレベルや基準の高さが非関税障壁となって、他国からの EU 進出

（貿易・投資）を難しいものにしている。しかし、アメリカ企業の対 EU 進出の関心は高い。 

・ 投資環境は分野ごとに異なり、投資に対してより開放的分野がある一方で、公共財として扱われ

るような閉鎖的分野もある。 

・ 中国とインドが対 EU も含め海外投資を加速させている。例えば独風力タービンメーカーの大手

Repower とベルギーのサプライヤーHanssen Transmissions がインド Suzlon に買収されたケース

はこの典型事例である。 

・ も注目される投資としては、アジア、特に中国への技術移転である。しかし信頼性、公平性に

欠けるため、特に EU ハイテク関連企業は投資を躊躇しがちである。 

・ 各国市場へのアクセス拡大の手段として投資が重視されている。特にアメリカでは、これまで国

内企業のプレゼンスの強さ、公共調達などが非関税障壁となって投資が低迷していたが、 近の

環境保護および気候変動問題への関心の高まりから、市場進出の機会拡大が期待されている。 

                                                   
19 対象貿易品分類：大気汚染処理、水力、監視装置、その他環境装置、太陽電池、廃棄物処理、水質汚染処理。 
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9. 分野毎の主な特徴 
 

主な部門毎のこれまでの傾向や現在の動向をまとめると、以下の通りである。 

 

大気汚染防止 

産業施設や運輸、発電等から排出される有害物質の処理を主な事業目的としている。対象となる

主な有害物質は、SOx、NOx、VOC（揮発性有機化合物）、PM（粉塵）、地上オゾン、臭気。中でも PM

と地上オゾンは、EU 内の年間 37 万人の寿命平均を約 9 ヶ月縮めるという深刻な影響が懸念されてい

る。また、欧州経済に対し年間 4,270 億－7,900 億ユーロの損失をもたらすとみられている。 

 

この問題に対し欧州では、大気汚染防止法に基づく排ガス規制の強化を行なっている。例えば、欧

州クリーンエア（CAFE）プログラムが、統一大気汚染対策の枠組みとして機能している。この枠組に沿

って、統一汚染防止・処理（IPPC）指令（96/61/EC：主に大規模産業施設からの排ガス規制）や、大気

質枠組み指令（96/62/EC：大気質基準を規制）が具体的な基準を設けている。この他にも、以下のよ

うに VOC や、NOx、Sox、亜鉛、PM などについての各排出規制が定められている。 

 

・ VOC 排出制限指令（Directive 99/13/CE） 

・ NOx、SOx、亜鉛、PM 排出制限指令（Directive 99/30/CE） 

・ CO、ベンジン排出制限指令（Directive 2000/69/CE） 

・ 廃棄物焼却処理指令（Directive 2000/76/CE） 

・ 焼却施設(SOx、NOx、粉塵)排出指令（Directive 2001/80/CE） 

・ 国別（SO2、NOx、VOCs、アンモニア）排出制限指令（Directive 2001/81/EC）  

・ ETS 指令（Directive 2003/87/CE） 

・ 金属類、PAH 排出制限指令（Directive 2004/107/CE） 

 

これら基準が、排ガスを測定、監視、分析、調整、浄化するための装置やプロセス、サービスの需

要を生み出している。例えばイタリアでは、大気質指令基準を満たすために 50 億ユーロが投資されて

いる。今後は新規加盟国の需要開拓が期待される。 

 

しかし規制だけでは 低限レベルの努力しか生まれない。むしろ同セクターの競争力強化の鍵は、

自主的なイノベーション力とハイテクソリューションの発展・普及にある。特に、新たな代替技術の開発

よりも、ベースとなる技術の処理能力向上とコスト削減を実現するイノベーションが求められる。また

欧州では大規模施設よりも、小型処理装置の需要が大きく、装置の小型化も重要になる。政府、環境

NGO、消費者団体などからの圧力によって生まれる将来コストを回避するために、企業の自主的なイ

ノベーションの取り組みが求められる。CCS（炭素回収・貯留）技術といった気候変動に関わる新たな

技術分野の潜在性も大きい。 

 

しかし 近、低炭素技術やクリーン資源が発展してきたことで、処理すべき有害物質の発生量その

ものが減ったり、エンドオブパイプ型から例えば電気自動車といった汚染回避型の技術ニーズが高ま

る見込みが出ている。こうした動きが同セクターの存在意義を薄める可能性もある。 

 

世界的に見ると、今のところは EU の競争優位が保たれている。日本が欧州にとって主要競合相手

国だが、急速に技術革新を進める中国が新たな市場を拡大し有力な競争相手として浮上している。
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品質面ではまだ EU が中国を上回っているが、技術および知識移転効果が大きく、将来的には中国の

キャッチアップが進むものとみられる。一方アメリカの排ガス処理技術は大型施設に特化したものが

多いため、競合が避けられている。 

 

欧州の大手大気汚染処理企業を見ると（表 15）、自動車業界向けの触媒メーカーが強く、特にドイ

ツではその傾向が強い。 

 

表 15 EU の大気汚染処理セクターにおける、2007 年の事業収益トップ 25 社 
順位 社名 国 

1 UMICORE AG & CO. KG ドイツ 

2 JOHNSON MATTHEY PLC イギリス 

3 BASF CATALYSTS GERMANY GMBH ドイツ 
4 NGK SPARK PLUG EUROPE GMBH ドイツ 
5 MAHLE FILTERSYSTEME GMBH ドイツ 
6 IBIDEN DEUTSCHLAND GMBH ドイツ 
7 EMITEC GESELLSCHAFT FÜR EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH ドイツ 
8 AERZENER MASCHINENFABRIK GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG ドイツ 
9 BALCKE-DÜRR GMBH ドイツ 
10 DONALDSON GESELLSCHAFT MBH ドイツ 
11 AL-KO THERM GMBH MASCHINENFABRIK ドイツ 
12 TLT - TURBO GMBH ドイツ 
13 LECHLER GMBH ドイツ 
14 VENTILATORENFABRIK OELDE GMBH ドイツ 
15 BRÜCKNER TROCKENTECHNIK GMBH & CO. KG ドイツ 
16 PAUL WURTH UMWELTTECHNIK GMBH ドイツ 
17 LÜHR FILTER GMBH & CO. KG ドイツ 
18 KÖRTING HANNOVER AG ドイツ 
19 HANDTE UMWELTTECHNIK GMBH ドイツ 
20 LANGBEIN & ENGELBRACHT GMBH ドイツ 
21 LTG AKTIENGESELLSCHAFT ドイツ 
22 WEISS KESSEL-, ANLAGEN- UND MASCHINENBAU GMBH ドイツ 
23 STEULER ANLAGENBAU GMBH&CO KG ドイツ 
24 LUTRO LUFT- UND TROCKENTECHNIK GMBH ドイツ 
25 KREISEL GMBH & CO. KG ドイツ 

出所：ECORYS（2009 年）20 

 

リサイクル原料 

廃棄物や資源消費量、汚染の抑制に繋がる使用済み素材のリサイクルを行う業界であり、リサイク

ル対象はガラス、古紙、金属、プラスチック、繊維（古着、チャリティー、繊維リサイクル等）、電子機器

（携帯、PC 等）等多岐に及ぶ。 

 

リサイクル原料業界は、2001 年以降急激に成長。売上高や雇用数は 2001 年（EU2421）それぞれ

190 億ユーロ、10 万 6,500 人だったのが、2008 年（EU25）には 548.1 億ユーロ、51 万人にまで成長し

                                                   
20 NACE では大気汚染処理セクターが分類されていないため、Amadeus and Orbis データベースにサイト上に公表さ

れているデータ等で補完したデータを使用している。 
21 マルタ、ギリシャ、デンマークのデータ無し。 
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ている。企業はフランス、イギリス、ドイツをはじめとする EU15 に集中する傾向が強く、新規加盟国の

リサイクル関連企業はまだ発展途上にある。 

 

この成長の背景には、新規加盟国における新たな市場開拓や廃車指令、WEEE 指令、埋立指令な

ど廃棄物の削減を目指す欧州レベルの規制による効果もあるが、2000 年代の資源価格の高騰の影

響も大きい。逆に原料価格の下落の影響も受けやすい。一般的に、需要・供給を生み出すメカニズム

は十分に整備されているものの、国ごとに異なる国内法や規制をどう調整・統一させるかが課題にな

っている。22 

 

・ 廃棄物枠組み指令（Directive 2008/98/EC） 

・ 廃棄物輸送規則（Regulation (EC) No 1013/2006） 

・ 廃車（ELV）指令（Directive 2000/53/EC） 

・ WEEE 指令（Directive 2002/95/EC） 

・ 包装廃棄物指令（Directive 94/62/EC） 

 

産業構造を見ると、回収から分別、加工、輸送など、大きな企業ネットワ-クの中で、比較的小規模

の企業が、各都市からリサイクル可能な廃棄物を回収・分別し、規模の大きい中小企業がこれらを収

集・加工するというピラミッド構造を成している。 

 

リサイクル可能な廃棄物を供給するという市場トレンドは、今後も大きく変わる可能性は低い。むし

ろ需要側である製造業の海外移転が進むことで、欧州のリサイクル業界の競争力が弱体化する可能

性がある。また新興国製造業の需要が伸びることで、同業界のバリューチェーンが大きく変化する可

能性も大きい。 

開拓の余地がある分野は繊維や廃棄物回収・リサイクル率がまだ低い新規加盟国、新興国である。

現在のところ海外進出はそれほど進んでおらず、加工・リサイクル済み原料の輸送を扱う大手企業や、

特殊技術に特化したニッチ市場（合金リサイクル）中小企業のみが海外進出に成功している。 

今後も継続的に成長を続けるには、まず同セクターのコストの大きな部分を占める、回収や分別、

加工に携わる人件費を削減し、生産性を高める必要がある。人件費の高い国では、既に機械化によ

る人権費削減と生産性の向上が進んでいるが、それにも限界が見えている。これから先はむしろ、消

費者による分別作業を改善することや、予め廃棄・リサイクルが容易な製品設計を行うなど、廃棄物

処理産業努力以外の分野での改善に向けた公的インセンティブが求められる。 

 

同セクターにおけるイノベーションへの取り組みは、一部の大手企業に限られる。主に原料品質を

上げるためのリサイクル工程の改善に対するイノベーション・ニーズが集中しており、回収や分別に携

わる中小企業によるイノベーションは十分ではない。しかし、プラスチックをはじめとして、今後開発を

進めるべき分野は存在しており、新たな研究開発を進める取り組みが求められる。 

  

企業を見てみると（表 16）、国内市場の大きさを反映し、大国に大手が集中している。しかしオラン

ダやスウェーデンで成長する企業も存在する。 

 

 

                                                   
22 EU 法の一種である「指令」は枠組み（目標等）だけを定めており、それ自体が執行力を持たない。目標を達成する

ための方法は各加盟国の国内法に依存するため、企業が遵守しなければならないメカニズムやルールが各国によっ

て異なる。 
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表 16 EU のリサイクルセクターにおける、2006 年の事業収益トップ 20 社 
順位 社名 国 

1 EUROPEAN METAL RECYCLING LIMITED イギリス 

2 RENTOKIL INITIAL PLC イギリス 

3 SITA SA フランス 

4 INTERSEROH AG ドイツ 

5 TSR RECYCLING GMBH & CO. KG ドイツ 

6 DER GRÜNE PUNKT - DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND GMBH ドイツ 

7 WASTE MANAGEMENT INTERNATIONAL PLC イギリス 

8 ECORE B.V. オランダ 

9 TSR RECYCLING GMBH & CO.KG ドイツ 

10 BIFFA LIMITED イギリス 

11 STENA RECYCLING AB スウェーデン 

12 BEFESA MEDIO AMBIENTE SA スペイン 

13 GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT フランス 

14 KUUSAKOSKI OY フィンランド 

15 WASTE RECYCLING GROUP LIMITED イギリス 

16 SHANKS GROUP PLC イギリス 

17 SIMS GROUP UK LIMITED イギリス 

18 SCHOLZ RECYCLING GMBH ドイツ 

19 PURFER フランス 

20 ATTWOODS PLC イギリス 

21 LAJO Y RODRIGUEZ SA スペイン 

22 MOUNTSTAR METAL CORPORATION LIMITED イギリス 

23 H.J. HANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S デンマーク 

24 SÉCHÉ ENVIRONNEMENT SA フランス 

25 AFM RECYCLAGE フランス 

出所：ECORYS（2009 年） 

 

環境技術 

環境技術分野は、環境産業からエコ建設と自然保護を除いた23、生産部門とイノベーション、研究

開発、及びコンサルティングサービス部門のみを抽出した総合的な分類カテゴリーで、EUのETAP（環

境技術行動計画）の対象となるという意味でも重要な位置づけを持つ。（環境技術部門に関わる EU

規制は 42 ページ ETAP の項目を参照。） 

 

技術別では世界的に見て、省エネ技術の市場が圧倒的に大きい（図 13）。また欧州企業は世界的

に見ても、建築や飲食品、乗用車、リサイクルにおいてエコイノベーションに長けている、と ECORYS

報告書は指摘している。 

                                                   
23 固形廃棄物処理、上水供給、排水処理、リサイクル原料、再生可能エネルギー、大気汚染防止、土壌・地下水浄

化、騒音・振動防止。 
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2005年 2010年 2020年

 

図 13 2005 年の世界環境技術市場規模と 2020 年までの成長予測 
（円グラフ単位：億ユーロ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：ECORYS（2009 年） 

 

環境技術の主な需要源は製造業である。特に、早くから省エネをはじめとする環境技術を積極的

に取り入れている鉄鋼業、化学工業、製紙工業などのエネルギー集約産業による需要が大きい。環

境技術製品は主に、発生した汚染物資等を除去するエンドオブパイプ型のものと、汚染物質の発生

そのものを抑制するプロセス統合型技術に大別される。前者は近年厳しくなる環境規制を満たすため

に導入されることが多いが、省エネや省資源に繋がり、経済的効率性に優れた後者の技術の方が、

多くの企業にとって魅力のある技術である。 

公的機関もまた重要な環境技術市場である。欧州では、一般的にモノ・サービスの 終消費の内

15-20%が公共調達で占められている。環境技術の分野では、インフラや監視システムの公共調達が

多い。このような公共機関の購買による経済効果だけでなく、公共機関が率先して新技術を導入する

ことで、民間への普及の足がかりになる役割も期待されている。 

 

今後伸びが期待できる市場は、新興国などの輸出市場である。既述の通り、環境技術企業の多く

がニッチ市場をターゲットにした中小企業であるため、域内市場だけでは成長の限界がある。しかしこ

れら市場に適用される技術は安価で効率性の低いものが多いため、むしろイノベーション市場は先進

国にある。 

一方、海外進出の手続きに必要な人材や知識、ネットワーク不足といった中小企業特有の問題が、

環境技術産業の海外進出を阻んでいる。現在のところ、手厚い政府支援に支えられた欧州企業の世

界的競争力はトップレベルにあるが、アメリカなど他国でも政府支援が強化されると、競争力の相対

的な低下が予想される。 

 

また価格が割高になりがちで、市場リスクが高いという問題も、環境技術産業が成長する上でネッ

クになっている。資源価格が高騰する中、割高な販売価格は省エネ・省資源によるコスト削減で相殺

されるケースもある。しかし官民ともに顧客側の知識・情報不足が原因で、トータルコストメリットが伝

わらないケースが多い。このため、環境的な利点とともに、コスト利点や廃棄の際のメリット、省エネな

ど、エコイノベーションが持つ利点を市場に伝えるメカニズムが必要とされている。 

 

イノベーションは生産性を向上させる上で重要になっている。例えば ICT 新技術を使ったプロトタイ
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プ製造の効率化といった技術イノベーションや、新たなパートナーとの技術開発協力といった組織イノ

ベーションなどである。特定の技術に特化した中小企業が多いため、知識や経験を集約し環境問題

に対するソリューションを生み出す上でこうしたコラボレーションは特に重視されている。 

 

欧州で活躍する環境技術開発関連大手企業を見ると（表 17）、環境設備メーカーや、ソリューショ

ンプロバイダーが多い。ABB（英）や Alstom（フィンランド）といった大手エンジニアリング企業や、

Umwelttechnik Österreich（オーストリア）のような環境技術専門企業が混在している。 

 

表 17 EU の環境技術セクターにおける、2006 年の事業収益トップ 25 社 
順位 社名 国 

1 ABB LIMITED イギリス 

2 TECNIMONT S.P.A. イタリア 

3 SWH STADTWERKE HEIDELBERG NETZE UND UMWELT GMBH ドイツ 

4 DIDIER-WERKE AG ドイツ 

5 OUTOTEC OYJ フィンランド 

6 NEUENHAUSER MASCHINENBAU GMBH ドイツ 

7 DOPPSTADT CALBE GMBH ドイツ 

8 WEISS UMWELTTECHNIK GMBH ドイツ 

9 WILHELM GEIGER GMBH & CO. KG ドイツ 

10 KELLER HCW GMBH ドイツ 

11 MARIOFF CORPORATION OY フィンランド 

12 PAUL WURTH UMWELTTECHNIK GMBH ドイツ 

13 ECOSOIL SÜD GMBH ドイツ 

14 GESELLSCHAFT FÜR ANLAGEN-UND REAKTORSICHERHEIT (GRS)  MIT 

BESCHRÄNKTER HAFTUNG 

ドイツ 

15 MALL GMBH ドイツ 

16 RUDUS BETONITUOTE OY フィンランド 

17 NEW-TEC WEST VERTRIEBSGESELLSCHAFT FÜR AGRARTECHNIK MBH ドイツ 

18 ALSTOM FINLAND OY フィンランド 

19 ARCADIS CONSULT GMBH ドイツ 

20 SCHMOLCK GMBH & CO.KG ドイツドイツ 

21 SW UMWELTTECHNIK ÖSTERREICH GMBH オーストリア 

22 MWB GRUNDSTÜCKSVERWALTUNGS GMBH & CO. KG ドイツ 

23 NEM POWER-SYSTEMS, NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND DER  NEM B.V. 

NIEDERLANDE 

ドイツ 

24 TRIUMPH INTERNATIONAL HOLDING GMBH ドイツ 

25 PIETSCH HAUSTECHNIK GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNK TER HAFTUNG ドイツ 

出所：ECORYS（2009 年） 

 

再生可能エネルギー 

温室効果ガス排出削減のみならず、輸入エネルギー依存脱却の見地からも公共ニーズが大きい

新興分野である。EU レベルでは、2020 年までに再生可能エネルギーの割合を 20%以上に引き上げる

という明確な目標と、それに付随する数々のイニシアティブや規制が同産業の発展を後押ししている。

さらに技術開発に大きく依存していることから、R&D 投資額を引き上げる EU リスボン戦略目標の達成

を目指す動きと相まって、2005 年には 6,000 億ユーロが技術開発に投じられた。この投資は官民共同

の取り組みによって牽引され、中でも公共部門による長期安定的なインセンティブ（例：フィードインタ

リフ）が効果を発揮した。これら政治的支援の結果、欧州の再生可能エネルギー市場は、世界市場の
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大 40%を占めるにまで成長している。今後も雇用創出やイノベーションの拡大効果が注目されてい

る。 

 

 この分野の大手企業は、エネルギー企業の再生可能エネルギー部門子会社が多い。また早期から

政府が技術開発・普及支援を行ったデンマークやドイツの風力タービンメーカー（VESTAS、

REPOWER）や、それらに部品を供給するサプライヤー（Hansen Transmissions）も上位企業に挙がっ

ている。 

 

表 18 EU の主な再生可能エネルギー企業（2006 年の事業収益トップ 25 社） 
順位 社名 国 

1 GALP ENERGIA, S.G.P.S., S.A. ポルトガル 

2 ELECTRABEL SA/NV ベルギー 

3 VESTAS WIND SYSTEMS A/S デンマーク 

4 H.T.S.O. S.A. ギリシャ 

5 SKF AB スウェーデン 

6 SHELL ENERGY EUROPE B.V. オランダ 

7 ABB OY フィンランド 

8 IBERDROLA RENOVABLES, S.A. スペイン 

9 FORTUM POWER AND HEAT OY フィンランド 

10 SIEMENS WIND POWER A/S デンマーク 

11 REPOWER SYSTEMS AG ドイツ 

12 EDF ENERGIES NOUVELLES フランス 

13 CARRARO SPA イタリア 

14 GAZ DE FRANCE INTERNATIONAL TRADING フランス 

15 ACCIONA ENERGIA SA スペイン 

16 ENEL ENERGIA S.P.A イタリア 

17 HANSEN TRANSMISSIONS INTERNATIONAL NV ベルギー 

18 POWEO SA フランス 

19 BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. イタリア 

20 EESTI ENERGIA AS エストニア 

21 BELUGA CHARTERING GMBH ドイツ 

22 NORDEX ENERGY GMBH ドイツ 

23 PRYSMIAN CABLES & SYSTEMS LIMITED イギリス 

24 CONVERTEAM UK LTD イギリス 

25 FORGITAL ITALY S.P.A. イタリア 

出所：ECORYS（2009 年） 

 

技術や市場の発展レベルは、技術分野によって大きく異なる。例えば、水力発電の技術は成熟して

いるが、大規模洋上風力発電など成長が著しくさらなる発展が期待される風力発電、まだ実証段階に

ある海洋発電や新たな地熱発電などもある。以下に、これら分野別の 近の主な動向を概説する。 

 

水力発電 

2006 年、欧州（EU27）の再生可能エネルギー発電量の 85%、全体供給電力の 9.2%が、水力発電で

まかなわれており、 大規模の再生可能エネルギー電力源に位置する。 

 

しかしながら、自然破壊に対する懸念や開発候補地が少ないことから、今後 EU 内で水力発電が成

長する見込みは低い。但し、北海での大規模洋上ウィンドファームから発生した余剰電力を（水力発
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電が多く地理的にも近い）ノルウェー等に送電し、揚水発電（蓄電）に利用するという、再生可能エネ

ルギー統合のための新たな使い道が開拓されている。 

 

バイオマス 

大豆やとうもろこしといった作物や、農産・林業廃棄物（藁、木くず等）、家庭生ごみといったバイオ

マスから、熱、電気エネルギーや輸送用燃料を生産する取り組みである。普及率24はイギリスの 1.3%

からラトヴィアの 29.8%と各国差が大きく、平均すると 4.1%程度である。 

 

現在 も普及しているバイオマス製品は、焼却炉やボイラー、暖房に使われる熱用固形バイオマ

ス（ペレット、チップ、廃材等）である。一方成長段階にあるのが発電用バイオマスで、電熱併用プラン

ト（CHP）の普及がその背景にある。 

 

輸送用バイオ燃料は、バイオディーゼルがドイツ、エタノールがフランスで も生産量が多いが、エ

タノール消費量の半分は、ブラジルからの輸入品でまかなわれている。消費量ではドイツ、スウェーデ

ン、フランスが も多い。近年は、第一世代バイオ燃料に対する欧州域内の政策支援の鈍化、不況

や石油価格下落によるバイオ燃料消費量の低下、電気自動車実用化普及に向けた動きなどによって、

バイオ燃料の将来見通しは不透明な状況になっている。 

 

表 19 欧州バイオディーゼル製造者（2007 年）    表 20 欧州バイオエタノール製造者（2007 年） 

 

 

 

 
出所：EurObserv’ER 

 

風力発電 

フィードインタリフによる長期安定的な支援を通じ、欧州の風力発電は急激な発展を遂げ、今やデ

ンマーク、ドイツ、スペインでは、天然ガス電力と同等のコスト競争力を持つ再生可能エネルギー電力

にまで成長した。 も風力発電量が大きい加盟国はドイツ（2007年22246.9 MW）で、スペイン（15145.1 

MW）、デンマーク（3132.1 MW）がこれに続く。全体では 56346.9 MW と、2006 年から 07 年にかけて

                                                   
24エネルギーミックスに占めるバイオマスの割合。 

企業名（国） 
施設

数 

年間生産能

力 

（万トン） 

Diester Industrie（仏） 7 124

VERBIO AG（独） 2 38

Cargill（独） 2 37

Biopetrol Industries AG（独） 2 35

Ital green oil（伊） 1 30

Gate（独） 2 26

Novaol（伊） 1 25

Saria Bio（独） 3 21.2

Greenergy（英） 1 20

Petrotec（独） 2 18.5

企業名（国） 
施設

数 

年間生産能

力 

（百万リット

ル） 

Tereos（仏） 7 740

Abengoa Bioenergie 

（スペイン） 
3 520

VERBIO AG（独） 2 330

CropEnergies AG（独） 1 300

Cristanol（仏） 3 290

Agrana Bioethanol GmbH

（オーストリア） 
1 240

IMA (Bertolino Group) 

（伊） 
1 200

SEKAB（スウェーデン） 1 100

Akwawit（ポーランド） 1 100

Saint Louis Sucre（仏） 1 90
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17.1%成長した。実に欧州主要 3 カ国だけで世界全体の 7 割以上を占める25。タービンメーカーの世界

生産シェアにおいても、表 21 の通り、手厚い政府支援で育てられた市場を持つ欧州メーカーが上位

を占めている。 

 

しかし 2008 年欧州の新規設置容量は 8447MW と前年比 1.8%減少している。近年は、陸上風力発電

所新設のための立地条件の良い土地の確保が難しく、地形によっては風況の測定に困難になったり

するなどの飽和状態に伴う問題が表面化している。さらに陸上風力はノイズ公害や景観などに対する

周辺住民の懸念、いわゆる「not my backyard（風力には賛成するが自分の裏庭での建設には反対）」

問題を引き起こすなど、事業リスクが高くなりつつある。このため、世界市場における欧州メーカーの

シェアも落ちつつある。 

 

表 21 世界のタービンメーカー生産シェア（2008 年） 
メーカー名 シェア （前年比）

Vestas（デンマーク） 17.8% （▲2.5）

GE Energy（米） 16.7%  （1.9）

Gamesa（スペイン） 10.8% （▲2.9）

Enercon（独） 9.0% （▲3.5）

Suzlon（印） 8.1 （▲1.3）

Siemens（独） 6.2   （0）

Sinovel（中） 4.5  （1.5）

参照：WindFacts 及び日経新聞（2009 年 4 月 21 日） 

 

今後は新たな市場開拓が課題となる。例えばアメリカが 8,358MW（+59.4%）と中国が 6,300MW

（+90.7%）と、海外での成長率がはるかに高い。 

 

また、洋上に関しては、2007 年末時点でデンマーク、スウェーデン、イギリス、オランダ、アイルラン

ドで稼動しており、2008 年からドイツやフランス、ベルギーが参入した。導入が遅れていた国々でもイ

ンフラや規制、支援策などの条件が揃いつつあり、これから欧州全体として急成長する可能性が見込

まれている。 

技術的にもまだ成熟期に入ったとは言えず、今後も大規模洋上風力発電の研究開発が期待されて

いる。例えば独エネルギー大手 E.ON は、短期的にイギリスやデンマークの浅瀬用タービンに集中投

資を行い、中期的には洋上発電 4,000MW を目指した大規模投資を行う計画を進めている。タービンメ

ーカーRepower や Vestas（デンマーク）は洋上巨大タービン技術へ投資を集中させている。 

 

さらに、欧州で早期に設置された陸上用タービンを発電効率性に優れたものに切り替える需要が

出てきていることから、陸上用タービンの技術開発も再び注目を浴びている。洋上とは違い、陸上用

は設置数を 小限に抑えることが必ずしもコスト引き下げに繋がるとは限らず、どのサイズが もコス

トパフォーマンスに優れているかの見極める必要がある。例えば ENERCON（独）は、陸上用タービン

の売込みを狙い、ギアレス中規模タービン E-53（800MW）と E-85（2MW）を開発。ギアレスタービンは

風力発電の系統統合に対する脆弱性（一斉解列のリスク）に対応するために開発されたもので、莫大

なメンテナンス（部品交換）費の軽減にも貢献している。さらにベンチャー企業 WinWinD が、ギアとギア

レスの 2 つの技術の短所を克服した新たな技術を開発するなど、激しいイノベーション競争が繰り広

げられている 

                                                   
25 デンマーク 35,5%、ドイツ 22%、スペイン 18.4%、アメリカ 15.5%、インド 7,7%、中国 2,2%。 
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太陽光発電 

太陽電池は政策支援を背景に家庭やオフィス用のグリッド接続型が普及した。風力と比べると導入

レベルはまだまだ低い太陽発電だが、シリコン不足が解消しつつあり、市場の拡大、技術の広がり、

用途の拡大という側面から、今後はより大きな成長が見込める分野である。 

 

欧州の太陽光発電量は 2006 年から 2007 年にかけて 56%増加、ドイツが全体発電量の 82%を占め

ており、欧州での太陽光発電普及の牽引役となってきた。 近はスペインやイタリアなども急速に台

頭している。将来的にはフランス、イタリア、スペインの市場が大きく拡大、アメリカ、日本、韓国も有望

としている。さらに太陽光は他の発電施設に比べメンテナンスコストがほとんどかからないというメリッ

トから発展途上国やインフラが整っていない地域での利用が期待されている。 

 

企業をみると（表 22）、欧州はドイツの Q-CELLS をはじめ新興太陽電池専業メーカーが台頭して

いる。また太陽電池は大きな資本力を必要とする風力に比べ参入余地が大きいことから、新興国や

エネルギー関連企業、その他のセクターからの進出も多く、 近ではシェアが一番大きい Q-CELLS

でも 10%に満たない激戦状態にある。 

 

表 22 太陽電池の世界生産シェア 
2005 年（総生産量 1758MW） 2008 年（総生産量 6941MW） 

企業名（国） シェア（%） 企業名（国） シェア（%） 

シャープ（日） 24.3 Q-Cells（独） 8.2 

Q-Cells（独） 9.4 First Solar（米） 7.3 

京セラ（日） 8.1 Suntec（中） 7.2 

三洋電機（日） 7.1 シャープ（日） 6.8 

三菱電機（日） 5.7 Motech（台） 5.5 

出所：朝日新聞（2009 年 7 月 3 日） 

 

中国メーカーをはじめとする海外企業が驚異的な成長を見せる中、この分野での競争力強化の鍵

は、技術イノベーションと国内需要中心から輸出促進への転換にある。例えば Q-CELLS は、アメリカ

やスペインをターゲットに輸出量を伸ばし、2006 年の 53.3%から 2007 年で 60.7%と輸出率を伸ばしてい

る。同社は今後も輸出の割合を増やす方針である。また薄膜フィルム技術をもつ様々な企業へ投資

することで、まだコスト競争力が見えない次世代太陽電池技術の取り込みを行っている。 

 

地熱エネルギー 

地熱発電は、安定した発電量を常時得られるという利点がある。火力・原子力発電の代わりのベー

スロード電源として利用が可能である点において、出力が不安定な太陽光発電や風力発電とは異な

る。現在注目されている新技術 EGS（強化地熱システム/Enhanced Geothermal Systems）は、火山地

帯以外の地域にも存在する地下 4,000 メートルから 8,000 メートルの乾いた高温岩体を破砕して人工

地下貯留層を作り出し、注入井から高圧の水を注入、人口貯留層で熱せられ生産井から吹き上げる

蒸気で発電するというもの。しかしまだ研究の域を脱していない。 

 

むしろ欧州では、地熱発電よりも、熱をそのまま利用する地熱産業が発達しており、将来性への期

待も高い。現在 EU27 か国中 18 カ国26が比較的温度が低い地熱を直接暖房に利用している。温水プ

                                                   
26 2006 年設備容量の多い順にハンガリー、イタリア、フランス、スロヴァキア、ドイツ、ルーマニア、ブルガリア、ポー
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ールや浴槽、温室用暖房、暖房ネットワークを使った建物用暖房、工業、農業用など対象範囲は多岐

に渡る。2006年の地熱利用は2,490MWth、前年から 5.2%成長している（但し地熱の熱利用については

各国の統計方法が統一されていないため、この数字は参考程度に考えるべき）。 

 

地熱を直接利用する方法以外にも、地下数メートルの地熱を使ったヒートポンプの利用が広がって

いる。どちらも発電のように地下深くまで掘削する必要がないが、特に地熱ヒートポンプは火山活動や

深い地層の地熱ではなく、年中安定した地中の温度を利用するため、地上から数メートル程度下にパ

イプを通すだけである。そのため初期投資費用も地熱発電ほど高く無く、既に大手メーカーが存在す

る産業だけに投資リスクも低い分野と言える。やはり正確な統計はでていないが、2006 年末の時点で

約 60 万台の地熱ヒートポンプが普及、出力は約 7,328MWth とみられている。スウェーデンの市場が

も大きく、約 50%を占める。 

 

海洋発電 

海洋発電も、風力や太陽光とは異なり、安定的で発電量が予測可能という利点を持つ。さらに欧州

で大きな可能性があると言われており、波力発電や潮流発電を中心に、研究から実証へと取り組み

が進んでいる。 

 

これら研究開発には、電力会社が多くの投資を行っている。例えば Iberdrola（スペイン）は、2009 年

から波力発電OCEANTECプロジェクトやPower Take Off社（米）製のブイ型波力発電機試験へ出資。

Vattenfall（スウェーデン）は、水面に浮いたブイが波力を海底に設置された発電機に伝え、発電する

という波力発電技術に注目している。 

 

エコ建設 

今後欧州環境産業の主要分野に成長する可能性があるとして注目が高まっている。欧州の一般的

な建設・建築部門は、全 GDP の 6-10%を占め、290 万社の企業が存在する欧州の 大産業の一つで

ある。同時に EU 終エネルギー消費の 42%、温室効果ガス排出の 35%、土壌から生産された素材消

費量の 50%以上を占めており、温暖化対策やエネルギー保障、環境問題の観点からも重要であること

は明らかである。世界的に見ても EU は主導的市場にある。例えば日本や中国などアジア諸国では、

建設コスト削減に焦点があてられており、斬新な新製品開発には注力していない、と ECORYS 報告書

は述べている。 

 

全体的な持続可能性を追求する傾向がみられ、環境対応技術（例：省資源建築）だけでなく、健康

志向技術（例：室内大気質管理）、社会問題に対する新技術（例：高齢者が自立して生活できる住宅）

など多岐に渡る取り組みが行なわれている。エコ建設は中でも、エネルギー、水資源、土地といった

資源の節約と、建築物やインフラによる環境への影響を低減させることが、現在のトレンドである。ま

た建築物そのものだけでなく、設計から建材、取り壊し、リサイクルまで、ライフサイクルでみた持続可

能性を追求することが理想とされている。 

 

産業構造は、企業の規模とプロジェクト規模が関連しているのが特徴である。例えばインフラやオフ

ィスビルなど大規模プロジェクトは主に大手が、個々の住宅建設は中小企業が活躍している。勿論エ

コ建設は、これら大中小すべての企業で導入される必要がある。 

                                                                                                                                                           
ランド、ギリシャ、オーストリア、スロベニア、ポルトガル、スペイン、リトアニア、チェコ、ベルギー、イギリス、アイルラン

ド。 
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主なエコ建設市場はドイツ、オーストリア、オランダ、スカンジナビア諸国で発達しているが、欧州内

の市場は国境毎に分断されているのが現状である。また技術コンセプトもまとまりに欠けておリ、例え

ば省エネ技術だけを見ても、「パッシブハウス」、「ゼロエミッションビル」、「省エネルギーハウス」等、

様々なコンセプトが乱立している状況である。このため適度な EU 技術標準の導入が今後の市場発展

の土台に必要である。 

 

大手企業を見てみると、エコ建設を他の環境事業と組み合わせている企業が多い。例えばトップ企

業の Umicore AG（独）は、素材化学や化学、冶学を追求した貴金属の大手サプライヤーである。

Johnson Matthey は、触媒、貴金属、精製化学製品を扱っている。今後エコ建設市場が広がれば、エ

コ建設に特化した企業が成長すると予想される。 

 

表 23 EU のエコ建設セクターにおける、2007 年の事業収益トップ 25 社 

（注：データ収集の限界から、結果はドイツ、スイス、オーストリア、ベルギーに偏っている） 
順位 社名 国 

1 UMICORE AG & CO. KG ドイツ 

2 JOHNSON MATTHEY PLC イギリス 

3 BASF CATALYSTS GERMANY GMBH ドイツ 

4 NGK SPARK PLUG EUROPE GMBH ドイツ 

5 MAHLE FILTERSYSTEME GMBH ドイツ 

6 WIENERBERGER ベルギー 

7 IBIDEN DEUTSCHLAND GMBH ドイツ 

8 PFLEIDERER HOLZWERKSTOFFE GSCHWEND GMBH ドイツ 

9 ARMSTRONG DLW KONZERN ドイツ 

10 EMITEC GESELLSCHAFT FÜR EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH ドイツ 

11 PCI AUGSBURG GMBH ドイツ 

12 DYRUP (S) & CO A/S デンマーク 

13 AERZENER MASCHINENFABRIK GESELLSCHAFT 

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG. 

ドイツ 

14 BALCKE-DÜRR GMBH ドイツ 

15 EGOKIEFER AG スイス 

16 POLYPIPE LIMITED イギリス 

17 GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH ドイツ 

18 DONALDSON GESELLSCHAFT MBH ドイツ 

19 SALAMANDER INDUSTRIE-PRODUKTE GMBH ドイツ 

20 RELIUS COATINGS GMBH & CO. KG ドイツ 

21 KRONOSPAN OSB, S.R.O. チェコ 

22 VALSIR S.P.A. イタリア 

23 REMMERS BAUSTOFFTECHNIK GMBH ドイツ 

24 SCHÖNOX GMBH ドイツ 

25 AL-KO THERM GMBH MASCHINENFABRIK ドイツ 

出所：ECORYS（2009 年） 

 

ECORYS報告書は、上記以外の分野（固形廃棄物処理、上水道供給、排水処理、自然保護、土壌・

地下水浄化、騒音・振動防止）の動向分析は行っていない。このため、2006年に発表された
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Ernst&Youngによる環境総局委託調査報告書27などを援用してその動向を概説する。 

 

固形廃棄物処理 

家庭や産業施設から出た廃棄物の回収・分別・リサイクル・廃棄（焼却、埋立）を行う。EU15 は成熟

市場だが、新規加盟国市場はまだ発展段階にある。 

 

この分野の需要を伸ばす要因となっているのは規制である。具体的には廃棄物収集義務やリサイ

クル義務、埋立制限や埋立に対する課税などである。また ECORYS 報告書によると、特に 近では、

埋め立て処理から排出される温室効果ガス削減や、省資源、廃棄物そのものの削減が求められてい

ることを反映し、廃棄物を使った燃料製造技術が注目されている。例えばそのまま固形燃料に加工し

たり、メタン、エタノールといった燃料を生成することで、化石燃料の代わりに熱・電力エネルギーを発

生させる。このため以前は分別作業でしか求められなかったイノベーションにも広がりが見えている。

しかしライフサイクルでみた場合に廃棄よりも環境負荷が大きい技術が混在しているという問題もあ

る。 

 

この分野は人件費コストの割合が大きいのが特徴だが、リサイクル原料と同じく、人件費の高い地

域では機械化が進められている。 

 

海外進出は、サービスが主体であるために、現地での雇用創出にはつながるが、母国へのメリット

は限られている。輸出はリサイクル済み製品のみに限られている。 

 

この分野の大手企業はフランスの Sita（Suez/スエズ子会社）と Veolia/ヴェオリア社である。この 2

社をはじめとする大手企業は、廃棄物回収から廃棄まで全プロセスを行い、国境を超えた事業展開

が一般化している。一方中小企業は主に地域の回収・初期分別を請け負っている。このように中間層

となる国に大手企業はほとんど存在せず、二極化が形成されている。またリサイクル原料部門と同じ

く、回収は中小企業、分別、リサイクリングが大企業というピラミッド型構造が成り立っている。 

 

表 24 欧州の主な大手企業（データ年不明） 
社名（国） 年間売上高 市場シェア 

Veolia（仏） 40 億ユーロ 4%

Sita（仏） 45 億ユーロ 4%

RWE Umwelt（独） 22 億ユーロ 2%

Cleaaway（英） 13 億ユーロ

FCC（スペイン） 11 億ユーロ

Shanks（英） 8 億ユーロ

Biffa（英） 7 億ユーロ

Rethmann（独） 7 億ユーロ

Alba（独） 7 億ユーロ

Essent（オランダ） 5.4 億ユーロ

各 1%以下

出所：E&Y（2006 年） 

 

土壌・地下水浄化 

この分野の企業活動は主に、環境監査、リスク評価、浄化設計といったエンジニアリングと、実際の

                                                   
27 Ernst & Young（2006 年）Eco-industry, its size, employment, perspectives and barriers to growth in an enlarged EU 

但し Ernst&Young 報告書は出所データが古い（2003－05 年）ことに留意。 
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浄化作業に大別される。浄化技術は、汚染土壌を動かす、動かさない方法があり、土壌を動かさず現

場で浄化を行う場合には、空気や栄養、微生物を注入し、自然浄化を促進させる方法が主流である。

ECORYS 報告書によると、 近の研究では、例えば透過型反応活性バリア（PRB）技術といった、コス

ト安な空気注入技術が注目されている。 

 

土壌・地下水浄化を行う企業は、浄化作業の一部を請け負う専門小規模企業と、建設会社に別れ

る。後者は土壌汚染浄化から建設まで一貫して請け負うのが一般的である。 

 

市場の発達レベルは、それぞの国の規制レベルによって異なる。例えば規制の厳しいドイツは

2004 年時点で欧州市場の 30%を占めていた。この他フランスやオランダ、また小国だがベルギーも規

制強化にともない、フランスを凌ぐ市場にまで成長している。しかしドイツやフランスなど一部の国は既

に飽和状態に差し掛かっているため、大手企業は南欧や東欧といった他の欧州各国に進出し始めて

いる。 

 

欧州以外ではアメリカや日本が主な市場になるが、非関税障壁や事業プロセスの違いなどが原因

で、欧州企業の進出はほとんど進んでいない。しかし逆に、北米企業（例：URS）が欧州に進出してい

る例は存在する。 

 

この分野の大手企業は、Bilfinger Berger（独）、Sita（仏）、Arcadis（オランダ）、Veolia Environment

（仏）など、土壌環境基準が比較的厳しい国で多い。 

 

騒音・振動防止 

騒音・振動防止分野は、騒音防止装置や評価装置、防音装置、消音装置、振動除去装置、コンサ

ルティング、法律研究所、監査、研究開発、エンジニア等、多岐に渡るサービスや事業が展開されて

いる。対象となるのは、主に、建築物（防音装置・素材、測定、コンサルティング等）、運輸（静音タイヤ、

静音道路舗装、自動車・電車・航空機等）、都市・環境（騒音マップの作成）などである。 

中でも騒音の大きな原因は交通である。このため騒音低減舗装や低騒音タイヤ・エンジン、交通の

流動化といった対策が講じられている。また 近は新たに、陸上風力の騒音・振動問題も発生してお

り、この分野での対策技術のニーズもかなり大きくなっている。 

 

しかし欧州では EU や各国レベルで騒音・振動基準が規制されているものの、実際には現在まで効

果的な対策が無く、投資意欲も低迷しているのが現状である。新規加盟国を除く EU 加盟国では、約

8,000 万人が基準値以上の騒音にさらされているという。 

 

この分野の欧州企業は、地域密着型の対策や計画を担う企業と、製造企業（例：自動車メーカー）

に分かれる。メーカーは、自ら騒音・振動防止技術部門を持つか、サプライヤーと提携している。 

 

上水道供給、排水処理 

上水供給及び排水処理分野は廃棄物処理に次ぐ欧州の主要環境産業となっている。上水供給事

業は、主に集水、上水、脱塩、配水、運送、建設、サービス、排水処理は排水の集水、汚水処理、ご

み処理、衛生、建設、サービスから成る。これら上水、下水処理を両方扱う企業や公共機関が多い。 

 

この分野は国によって民営化レベルに差があるために、企業の競争力レベルも各国で異なる。例

えばドイツでは、上下水事業は自治体の下で行われているため、僅かな民間市場（上水 15%、下水
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9%）に 6,000 以上の中小企業が地域密着型の事業を展開している。一方水道事業が民間に開放され

ているフランスでは、Veolia/ヴェオリアや Suez/スエズ等、水メジャーと呼ばれる大手企業が成長して

いる。実際地域密着型の中小企業には、これら大手の傘下にあるケースが多い。 

 

表 25 主要国の主な民間企業 
フランス Veolia (Water & Environnement)、Suez、Saur (Bouygues/ブイグ) 

ドイツ RWE 子会社：RWE Aqua and RWE Umwelt、Eurawasser (Ondeao-Suez 子会社)、Veolia Water 

Deutschland、OEWA Wasser (Veolia Environnement によって買収) 

イタリア Italgas、Suez、Vivendi Water、Enel Hydro、Crea-Sigesa (Saur) 

スペイン Agbar、FCC Aqua y Entorn Urbano (Veolia が株式 27%を保有する FCC 建設グループ子会社)、

Ferroser-Ferrovial Servicios (Ferrovial) 、Gestagua et Aguas de Valencia (SAUR 子会社) 

イギリス Thames Water (RWE) 、Severn Trent、United Utilities、Anglian Water、Yorkshire Water、Northumbrian 

Water、South East Water、Southern Water 

出所：E&Y（2006 年） 

 

中でもフランスの大手企業は、売上高や世界市場シェアでみても、欧州トップクラスに位置づけられ

る。これには、早期（1850 年代）から水道事業を民間に開放した自国市場で長い期間をかけて競争力

を養うことができたという背景がある。 

 

表 26 EU の上下水道セクターにおける主な企業（データ年不明） 

企業名（国） 
水事業の売上高

（ユーロ） 
顧客数 

Veolia（仏） 132 億 9400 万 1 億 1100 万28 

Suez（仏） 109 億 7000 万 1 億 2500 万29 

RWE（独） 28 億 5000 万 7000 万30 

Saur（仏） 21 億 9200 万 3710 万31 

Seven Trent（英） 13 億 300 万 800 万 

United Utilities（英）32 12 億 3000 万 700 万 

Anglian Water（英） 11 億 5600 万 600 万 

Yorkshire Water（英） 9 億 1200 万 170 万 

Agbar（ポルトガル、Suez 子会社） 8 億 4100 万 1090 万33 

出所：E&Y（2006 年） 

 

欧州一般消費者向けの市場は北欧や中欧で発達しておリ、上水道で人口の 90%以上、下水道で

80-90%が利用している。南欧や新規加盟国での普及率は 30-50%と、まだ開拓の余地がある。産業で

は、主に農業、製紙、繊維、皮、石油・ガス、化学品、製薬、食品、エネルギー、鉄鋼産業が主な消費

者になる。 

 

上水道分野では、将来的に懸念される水不足を解決するための技術開発が現在 も大きな課題と

なっており、2005 年には世界で 1900 億ユーロが同研究に投じられている。水不足に対応するための

                                                   
28 延べ人数。 
29 延べ人数。 
30 延べ人数。 
31 延べ人数。 
32 配電も含まれる。 
33 推定。 
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持続可能性技術は、主に節水と新規水源開発であり、例えば産業施設の場合は閉鎖型水循環シス

テムの導入、農業の場合は高度灌漑システムや統合型水資源管理方法、半塩水や海水浄化技術に

対するニーズが高い。 

 

排水処理分野では、一次34、二次35排水処理技術が成熟しているものの、三次排水処理技術36はま

だ普及の余地がある。今後規制が厳格化されたり、上水不足・価格高騰が発生すれば、市場は大きく

拡大すると見られる。三次処理の方法としては、生物膜を使った浄化方法や電気透析による脱塩技

術が注目されており、現在コスト競争力の高い技術開発が進められている。 

また 近注目される膜式活性汚泥法は新たなトレンドとして、欧州市場では年間 10%以上の成長を

遂げている。自治体による大規模処理施設の建設が新技術の成長を支えているが、飽和状態にある

民間企業市場は、今後水不足問題が深刻化すれば新たな市場が拡大すると見られている。実際にス

ペイン、イタリア、キプロスでは既に省水への取り組みが行われておリ、また今後ギリシャやクロアチ

ア、トルコでも水資源保障問題が浮上すると見られる。 

 

自然保護 

E&Y 報告書によると、Natura 2000 の活動とエコ観光（エコ美術館含む）が自然保護分野の具体的

な事業活動となっている。 

 

Natura2000は、各加盟国が指定した自然保護区のネットワークで、1979年に採択されたEU指令が

元になっている。現在指定自然保護区の数は増える傾向にあり、それとともに雇用数も増加する傾向

にある。 

 

エコ観光は明確な定義が定められていないものの、概して学習や鑑賞といった特定の目的をもって

自然区域を訪れる事業を指す。例えば Natura2000 の保護地区への観光ツアーが当てはまる。37 

 

また、この分野では、地域レベルで特定の問題に対応する研究活動が行われている。自然の質・

量を保護するためのツール開発が主なトレンドで、例えば衛星や航空写真を使って地球模型を形成し、

自然保護に関わる問題（氷床融解、違法森林伐採、森林火災、風化、干ばつ等）をリアルタイムに突

き止めたり、事前に予防したりするための分析に役立てられている。 

 

                                                   
34 雨水処理やフィルター・沈殿など物理的処理による固形物の除去。 
35 微生物を使った生物的処理による浄化。 
36 飲料水レベルまで浄化。 
37 Natura2000 の保護区は一部を除き人の立ち入りを禁止していない。 
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III EU によるエコイノベーション戦略と具体的な政策展開 
 

既述の通り、欧州の環境産業は、従来の大気、水質汚染処理や廃棄物処理といったエンドオブパ

イプ型技術から、再生可能エネルギーやリサイクルといった原料、プロセスそのもののグリーン化へ

発展している。こうした流れを促すため、EUも、環境目的の達成に貢献する新しい市場と産業の創出

に取り組んでいる。例えば、リードマーケットイニシアティブ（LMI）のように、再生可能エネルギーやリ

サイクル、持続可能な建築物、またバイオ系製品などの分野で、ニッチ環境市場から脱皮し輸出産業

へと育成しようとする包括的な取り組みがある（詳細は後述）。 

 

環境産業の発展は、市場の育成が鍵を握る、というのがEUの認識である。すなわち、価格が割高

になりがちな環境技術が市場に受け入れられないという、市場ニーズの低さ・曖昧さが企業にとって

は致命的な課題となっている。この問題を克服するには、新しい産業だけでなく、環境技術を受け入

れる新たな市場を創出する必要がある。 

 

欧州のエコイノベーション政策は、単なる技術や製品の開発・発明自体に終わらず、新しい市場と

産業を創出する抜本的な取り組みである。この意味で、EUの政治理念であるリスボン戦略あるいは

その後継となる「Europe2020」の主要な柱となっている。 

 

「エコイノベーション」は、「エコロジー（Ecology）」と「イノベーション（Innovation）」を結合させた造語

で、欧州では一般的に以下のOECDのエコイノベーションの定義が広く使われている。 

 

ライフサイクルで見た環境リスク、汚染、その他資源消費（エネルギー含む）による悪影
響を回避、もしくは持続可能な方法で低減する製品、生産工程、サービス、経営、事業
方法の産出、統合、開発 

 

また欧州委員会は、エコイノベーションを以下のように簡潔に説明している。 

 

環境への影響を抑えるために、消費・生産パターンを転換すること、またそのような環
境技術やモノ・サービスの市場投入 

 

 

1. エコイノベーション施策の経緯・背景 
 

EU のエコイノベーション政策は、以下の経緯に見られるとおり、2000 年のリスボン戦略採択が契機

となっている。つまりリスボン戦略が、環境保護とイノベーションが持つ経済効果に注目し、欧州の雇

用・成長を実現するための手段として、エコイノベーションを促す政策枠組みを発展させた（下記（1））。

その一方、リスボン戦略目標、すなわち世界で も競争力ある知識経済圏となるという目標を達成す

る上で、R&D 強化に基づく域内統一的なイノベーション政策を推進している（下記（2））。 

 

（1） リスボン戦略における環境技術重視の経緯 

2000 年 3 月、欧州理事会がリスボン戦略を採択 

「雇用の増加や質の向上と社会的連帯の強化によって、持続可能な経済成長を実現できる、世界

で も競争力あるダイナミックな知識経済圏」との目標を定め、IT 技術革新、市場活性化、完全雇
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用の実現、産業競争力強化に必要な諸施策を定めた。欧州特有の厚い社会保障を維持したまま、

高い技術力を有する雇用を創出し、付加価値のある製品の生産性向上を目指す。同戦略採択の背

景には、IT 技術をベースにアメリカ経済が成長したことやアジアの経済発展の他、EU 人口減少・高

齢化、インターネットや携帯電話普及の地域間格差など、欧州の相対的地位低下に対する危機感

があった。 

 

2001年6月、リスボン戦略に「環境の持続性」を追加 

環境保護が社会的コストの回避につながるという観点から、経済・社会・環境目標の同時達成を目

指すことに合意。環境技術による成長と雇用拡大効果にも注目し、理事会が欧州委員会に評価調

査を依頼。 

 

2002 年 3 月、欧州委員会が調査報告書「持続可能な発展のための環境技術」を発表 

環境技術の発展が、経済発展と環境保護のデカップリングに貢献するとの結論。同時に、市場障

壁を始めとする多くの問題が、環境技術の発展と効果発揮を妨げているという課題も提示。この課

題に取り組むために、ステークホルダーとの協議をベースに、行動計画を策定することを提案。報

告書の概要は以下の通り。 

• 環境技術は、従来の「エンドオブパイプ」技術に限らず、生産工程や素材、ノウハウ、事業方

法など、「統合」技術も含まれる。 

• 環境新技術やイノベーションが様々な側面で経済成長に貢献する。 

・ 環境保護コストを軽減 

・ 環境規制達成コストを軽減 

・ 省資源 

・ 経済成長と環境汚染・資源消費をデカップリング、長期的な発展が可能になる。 

・ 成長する輸出市場への期待 

• 既に欧州では環境技術産業が育ちつつある。 

• しかし様々な要因が環境技術の成長を阻んでいる。 

・ 特に販売コストが割高という市場障壁が大きい。環境コストの内部化による「正しい価格表

示」が必要 

・ 他の障壁として、情報不足を指摘 

 

2003 年 3 月、欧州委員会がコミュニケ－ション「環境技術のための行動計画」を発表 

ステークホルダーとの協議をベースとした行動計画策定方針。潜在性の高い環境技術は既に多く

存在するものの、市場化や消費者への普及が進んでいないという課題を明確化。 

 

2004 年 1 月、環境技術行動計画（ETAP）を発表 

資源の大量消費に歯止めをかけ、経済成長の達成と欧州市民の生活の質を向上のため、技術開

発の促進や市場・投資の拡大を目指す一連の施策を列挙。 

 

（2） リスボン戦略における統一イノベーション政策推進の経緯 

2003 年 3 月、欧州委員会がコミュニケ－ション「イノベーション政策：リスボン戦略に沿った共同体ア

プローチの更新」を発表 

新たなリスボン戦略目標達成のため、技術、非技術、製品、サービス、経営方法、組織、個人など、

あらゆる側面でのイノベーション強化を目指した、共同体レベルでの統一政策を推進。 
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2005 年 2 月、欧州委員会がコミュニケーション「成長と雇用のための協力-リスボン戦略の新たなス

タート」を発表 

「成長と雇用」に絞ったリスボン戦略の再構築を提案。既存の IT 産業に加え、エネルギー・環境産

業のエコイノベーションを雇用創出と競争力の重要な源泉と位置づけた。 

 

2006 年 11 月、競争力・イノベーション枠組みプログラム CIP を開始 

欧州の競争力とイノベーション強化のために、欧州産業の大きな部分を構成する中小企業に焦点。

技術開発支援ではなく、実証実験に成功しているモノ・サービスの市場化支援を目指し、課題にピ

ンポイントを当てたプログラムを実現。 

 

2006 年 9 月、欧州委員会が「EU 及び加盟国レベルでのイノベーションと研究開発をさらに加速させ

るための 10 原則」を発表 

 

 

2. EU のエコイノベーション政策の特徴 
 

強い政治的動機 

EUがエコイノベーションを追求する背景には、第一に、1990年代後半から展開されてきた積極的な

環境政策と新たな産業育成を図り、産業活力停滞による失業問題解消を目指したリスボン戦略の融

合という政治的な動きがある。この結果、欧州で求められるイノベーションは、今までの市場が求める

価格・利便性を追求するためのものから、より政治・公共色が強い環境という新たな付加価値を創出

するためのイノベーションへとシフトした。この場合の環境面での付加価値とは、石油ショック後に化

石燃料依存からの本格的脱却と新エネルギーの研究開発による炭素排出抑制の努力を怠ったという

深い反省に基づく、気候変動対策への積極的な貢献であるといってよい。 

 

そもそもEUは、京都議定書の下で統一目標を設定して以降、常に気候変動を含めた環境対策をト

ップアジェンダの一つとして位置付けてきた。それは、EUにとって気候変動問題が、域内に深刻な実

害をもたらす可能性のある問題であると同時に、国境を越えた｢ワンボイス｣の対応が求められるとい

う意味で、EUの政治的求心力を高め、域内統一に資する政策領域となっているから、との面がある。 

 

第二に、エネルギー安全保障に関する懸念の高まりも、野心的なEUの気候変動政策が求められる

背景にある。EUは、エネルギーの約50%を域外からの輸入に依存している。何も対策を講じない場合、

輸入依存率は2000年の50%以下から2030年には約70%にまで上昇すると予測されている。2009年1月

に起きたロシアとウクライナのガス紛争では、一部の加盟国のガス供給が2週間停止するなど、改め

て安全保障の観点から再生可能エネルギー普及政策の推進を求める声が強くなった。このようなエ

ネルギー懸念があるために、例えば省エネは使用時だけでなくライフサイクル全体で使用エネルギー

を削減できる製品が理想とされる。 

 

第三に、途上国とのグローバル市場を巡る競争が厳しくなる中、域内産業の国際競争力の維持に

十二分に留意した制度設計のニーズがある。つまり、温暖化対策によるネガティブインパクトからの国

内産業保護のみならず、それを前向きに新たな競争力源として活用することに積極的である。具体的

には、気候・エネルギーパッケージで域内環境目標を固めると同時に、戦略的エネルギー技術支援

計画（SETプラン）やリスボン戦略を通じて域内の技術力強化を図っている。例えば再生可能エネルギ
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ー政策がEUの経済成長と雇用に及ぼす影響について欧州委員会が行った調査38によると、2020年ま

でに再生可能エネルギーの割合を20%に引き上げるという目標が達成されれば、再生可能エネルギ

ー部門に約280万人の雇用創出と、全体でGDPの約1.1%に相当する付加価値の創造が期待できる。 

 

このようにEUは、環境技術の発展を通じ、エネルギー供給の安全保障と気候変動対策、そして経

済上の恩恵を共存させることを目指している。 大の経済効果を引き出すには、強硬な政策が必要

になる。再生可能エネルギーや低炭素技術といったエコイノベーションは、短期的に見て、より多くの

資金的支援を必要とするが、2020年に向けたEUの目標を達成するためのカギとなるのはまさにこうし

た技術である。それが、中期的には、世界市場におけるEUの現在の競争力維持と、雇用とGDPの増

大につながるという認識である。 

 

技術研究開発・市場化を重視 

EUのエコイノベーション政策は、基礎研究から普及まで、一貫した支援体制を構築している（図 

14）。 近では特に市場化支援が顕著である。 

図 14 各 EU エコイノベーション支援策の対象範囲 

 

                                                   
38 EmployRES（2009 年）環境委員委託報告書 The impact of renewable energy policy on economic growth and 

employment in the European Union。 
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参照：各資料 

 

EUは元々、「R&D費をGDP3%まで引き上げる」との目標の下、研究開発に注力してきた経緯がある。

その要が研究枠組みプログラム（FP）であり、「知識基盤社会」の実現に向け、総予算額505億ユーロ

という世界 大規模の研究援助を実施している。このFP7の産業側の推進役として、欧州技術プラット

フォーム（ETP）が戦略的研究アジェンダを策定し、長期的研究の展望を明確化している。 

 

ETAPが策定された後は、エコイノベーションの発展には研究開発そのものよりも、市場化段階に問

題があるという認識が一般化した。技術開発の重要性は変わらないが、それに先立つ市場が不在、

もしくは不明確であるという問題への取り組みが加わった。現在新たに打ち出されるイノベーション支

援策は、研究開発そのものよりも、市場化や普及を促すためのメカニズムが重視される傾向が強い。

例えばイノベーション・競争力プログラム（CIP）は、実証実験に成功しているモノ・サービスの市場化

に特化した支援を2007年から開始。リードマーケットイニシアティブ（LIM）は、特に潜在性の高い6市場

を選出し、輸出産業にまで育成することを目指している。 

 

しかし、現在まで市場化支援政策は十分成功しているとはいえない。モノ・サービスがグリーン化し

ても、買い手側が環境ではなく従来通りコストや利便性を優先するというミスマッチが解消されていな

いという根本的な問題があるからである。（この問題については、Ⅳ章を参照。） 

 

中小企業、新興・周辺産業が中心 

欧州エコイノベーションの支援対象は中小企業が中心である。これは大企業の技術開発や技術革

新がサプライヤーからのアウトソーシングによること、また域内環境産業のうち中小企業の占める割

合が圧倒的に多い（97-8%）、そして域内で発生する汚染源の60-70%を占めている、などの事情を反

映したものである。 

 

また支援対象は、発生した汚染物資等を除去するエンドオブパイプ型技術よりも、汚染物質の発生

そのものを抑制し、省エネや省資源を実現するプロセス統合型技術が重視されている。対象産業も上

下水道や大気汚染、廃棄物処理といった従来からある環境産業そのものよりも、再生可能エネルギ

ーといった新興環境産業や、自動車、家電、建築等など伝統主要産業のグリーン化が優先されてい

る。 

 

 

3. EU のエコイノベーションに対する取り組み内容 
  

既述の通り、EUによるエコイノベーションに対する取り組みは、リスボン戦略の推進とともに、（1）環

境技術支援計画ならびに、（2）域内共通イノベーション政策の展開を両輪として進化してきた。 近で

は、（3）経済危機下の経済再生計画の一環として、エコイノベーションを目的とした投資が重視されて

いる。この意味で、エコイノベーションに特化したEUの政策や規制は限定的だが39、エコイノベーション

に繋がる政策や規制、イニシアティブは幅広く存在しており、これらを包括的に見ていく必要がある。 

 

 

                                                   
39 エコイノベーションに特化した施策は厳密に言うと CIP の IEP（後述）だけ。 
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（1） 環境技術行動計画（ETAP） 

 

ETAPは、リスボン戦略目標を実現するための手段として、2004年に策定された環境技術発展のた

めの行動計画である。環境保護と経済成長、競争力強化を実現する環境技術の発展とその 大限

の活用を促す施策の枠組みとして機能している。 

 

ETAPは、ステークホルダーとの協議を踏まえ、潜在性の高い環境技術は既に多く存在するものの、

市場化や消費者への普及が進んでいないとの認識に基づき、これら課題を解決すべく、既存の或い

は将来の規制の方向性を明示した。その方向性とは、「市場化の後押し」、「市場条件の改善」、「グロ

ーバル化」の3目標を指す。 

 

市場化の後押し 

研究段階で留まってしまっている環境イノベーションの市場化を後押しする。現在の市場は、販売

価格の安さと利便性が優先されており、割高になりがちな環境製品・サービスは市場化リスクが高い

という問題を抱える。このため既に手厚い研究開発支援が行われていた枠組みプログラム（FP、表 

27中①）に加え、欧州技術プラットフォーム（ETP、②）の設立や環境技術の性能の信頼性を高める欧

州技術実証事業（ETV、③）の構築が進められている。 

 

市場条件の改善 

市場化を後押しするには、供給側への働きかけだけではなく、市場そのものを変える必要がある。

この点は企業も含むステークホルダーの側からも特に強調されている。このため欧州委員会は、規制

やインセンティブ、公共調達、自主的取り組みなど、多角的アプローチをとりながら市場の変化を促す

としている。内容は以下の5通りの取り組みに分類される。 

 

・ 環境パフォーマンスの具体的数値目標を設定し、環境パフォーマンスに劣る製品・サービスを市

場から排除して行く規制（④）。このアプローチは、ETAP策定以前から、再生可能エネルギーや

バイオ燃料、乗用車CO2自主的規制などで既に実施されてきている。 

・ 大手企業からベンチャー企業まで、環境技術の市場化に求められる資金調達環境を整備（⑤）。 

・ 国庫補助金が効率的に活用されるよう、ガイドラインを適切に更新（⑥）。同ガイドラインは、加盟

国による環境技術への補助制度（例：エコ減税、フィードインタリフ等）が不平等な競争を招くこと

を防ぐために、補助制度の方針を定めたものである。 

・ EUのGDP16%（2002年当時）を占める公共市場の潜在力を発揮させる（⑦）。公共調達によって、

普及に伸び悩む環境技術の初期市場を開拓することで市場化を促そうとするものである。 

・ 環境技術とその性能に関する正しい情報や知識を啓蒙し、投資判断や製品・サービスの使用方

法を改善させる（⑧）。 

 

グローバル化 

環境技術をEU域内だけでなく、グローバルレベルでの持続可能な発展に貢献させる（⑨）。特に途

上国における環境技術の発展は、イノベーションと競争力の強化、そして経済成長と環境破壊のデカ

ップリングにも貢献すると、欧州委員会は述べている。 
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表 27 ETAP の概要（2009 年 11 月現在） 
目標 優先活動分野 具体的な施策等 

① 研究実証、普及の促進。プログラム調整の改善。 FP6,7、CORDIS 

② 技術プラットフォームの構築 ETP 
市
場

化
後

押
し 

③ 技術試験・性能検証・標準化ネットワークの構築 ETV 制度 

④ 
重要製品やサービス、プロセスにパフォーマンス

目標を設定、発展させる 

IPP、エコデザイン指令、IPPC 指令、

EU エコラベル、EMAS、環境製品宣

言(EPDs) 

⑤ 
環境技術投資のリスク分散に役立つファイナンス

の活用 

FP6,7、LIFE、構造基金、結束基金、

CIP 

⑥ 国家補助金に関する共同体ガイドラインの見直し 
環境のための国家補助金に関する

ガイドライン 

⑦ 環境公共調達 GPP 

市
場
条
件
の
改
善 

⑧ 啓蒙、研修 Marie Curie Fellowships 

グ
ロ
ー 

バ
ル
化 

⑨ 途上国での環境技術支援、海外投資の促進 

UNEP、ヨハネスブルグ再生可能エネ

ル ギ ー 連 合 、 Patient Capital 

Initiative、OECD 

出所：欧州委員会 

 

以下に主なETAP枠組み内の具体的な各施策との関連を概説する。 

 

研究枠組みプログラム（FP） 

EUの代表的なR&D支援プログラムで、リスボン戦略が目指す「知識基盤社会の構築」「2010 年ま

でにEU の研究開発費のをGDP の3%に」実現のための牽引役として重要な役割を果たしている。 

 

FPは、欧州の競争力強化に繋がる優先研究テーマ（表 28）に沿った研究プロジェクトに対し、入札

を通じてプロジェクト費用の 大75%（通常50%程度）までを補助するというもの。一番大きな研究テー

マである「協力」分野では、加盟国による研究補助プログラムがカバーできない数カ国コンソーシウム

が補助対象となっている。また研究機関や大学だけでなく、産業界や行政機関も参加が可能。予算

（2007-13年）は総額505億ユーロと、政府による研究支援としては世界 大規模。前回のFP6

（2002-06年）の予算191億ユーロと比べて63%増額されている。 

 

表 28 FP7 の優先分野と予算 

テーマ 分野 
予算 

（ユーロ、概算） 

健康 61億 

食品、農業、漁業、バイオ技術 19億 

情報通信技術 90億 

ナノサイエンス、ナノテク、素材と新技術開発 34.7億 

エネルギー 23.5億 

環境（気候変動対策含む） 19億 

運輸（航空含む） 41.6億 

社会経済化学･人間学 6億 

宇宙 14.3億 

安全 14億 

協力 Cooperation 

合計 324億 

アイディア Idea 先端研究を支援 75億 
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人 People 研究者養成支援 47.5億 

能力 Capacities リサーチキャパシティーの向上 

インフラ 

中小企業の研究活動など 

17億 

共同研究センターJCR （原子力除く） 17億 

合計 505億 

出所：理事会 

 

このFP7の中でも、「協力」分野における環境技術投資額は、予算約30%にあたる約96億ユーロに

のぼり、製品開発や生産工程技術におけるエコイノベーションへの効果が期待されている。例えばエ

ネルギー分野は、戦略的エネルギー技術計画（SETプラン）40で定められた2020年までの優先項目

（第二世代バイオ燃料、CCS、太陽エネルギー、洋上風力発電、スマートグリッド、水素燃料電池、熱

電併給（CHP））の他、持続可能な成長のためのIT、環境に優しい交通、水資源技術、土壌汚染技術、

廃棄物処理技術、環境対応素材が対象になっている。 

 

 
 

イノベーション・競争力プログラム（CIP） 

CIPは、欧州の競争力とイノベーション強化のための枠組みで、2007年から2013年の6年間で予算

36億2,100万ユーロが用意されている。内容は以下の3つのテーマに沿った支援プロジェクトから構成

される。 

 

・ 企業家精神・イノベーションプログラム（21億7,000万ユーロ） 

・ ICT政策支援プログラム（4億3,000万ユーロ） 

・ インテリジェントエネルギー欧州プログラム（7億3,000万ユーロ） 

 

FPのように技術開発支援ではなく、実証実験に成功しているモノ・サービスの市場化支援を目指し

ていること、また特に中小企業に焦点が当てられることが特徴である。競争化前の技術研究開発は

FP7による支援システムがあるが、開発済み新技術の市場化・普及段階での課題がETAP設立を通じ

                                                   
40 2007 年 11 月に欧州委員会が発表。欧州エネルギー政策目標達成のための技術革新課題に対するソリューショ

ンを提供。 

入札が予定されている FP7 エネルギー研究プロジェクトの例 

・ 低温熱の安定化 

・ 後付型省エネ建築物技術実証 

・ 超薄結晶シリコンウエハーベース太陽電池開発 

・ 生物学的太陽光直接変換技術による液状/ガス燃料生産 

・ CCS 地下貯留 

・ 将来の新技術 

・ 薄膜フィルム太陽電池や TCO（有機太陽電池含）のための新素材、素子構造、製作技術 

・ 集光太陽電池システムの集光装置モジュール及びフィールド性能測定開発 

・ LFR（線状フレネル反射器）システムを使った小型蒸気エンジンプロトタイプ開発 

・ 持続可能な自動車用電気化学的貯蔵装置のための素材、技術、プロセス開発 

・ 気候変動が大西洋地域経済部門に及ぼす影響の定量化 

・ 気候変動が海洋生物に及ぼす影響のベクトル化 

・ 欧州エネルギー研究同盟事務局 

・ ベルギー議長国（2010 年 7 月－12 月）による SET プラン会議事務局 

出所：欧州委員会 CORDIS
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明らかになったため、2006年に創設された。運営は専門家や企業代表、欧州委員会担当者らが参加

する競争・イノベーション執行機関EACIが担当している。 

 

中でも企業家精神・イノベーションプログラムは、エコイノベーションプロジェクトに特化した支援を行

うEIP（エコイノベーションプログラム）を2008年から開始している。予算は2008年から2013年で2億ユー

ロ。これまで3回（2008－09年、09－10年、10-11年）入札を行っており、対象はリサイクル、建物・建設、

飲食料、グリーンビジネス。製品の研究開発に限らず、プロセスや経営方法、サービスのイノベーショ

ンも支援対象に含まれる。 

 

初めて行われた 2008 年度の入札では、444 組織から 134 件の応募があり、その 74%が中小企業で

占められた。審査の結果 134 件中 40 件が支援対象に選ばれている。57%がリサイクルセクター、17%

がグリーンビジネスセクター、13%が飲食料、13%が建築セクターで占められている。国別ではスペイン

が も多く 28 プロジェクト。イタリア（27）、ドイツ（26）、オランダ（18）、イギリス（10）、フランス（10）がこ

れに続く。また対象組織の約半数が過去にも EU 支援を利用していることが分かっている。以下に

2008 年プロジェクト例を紹介する。 

 

表 29 2008 年 IEP 支援対象プロジェクトの例 
分野 落札企業名 事業内容と支援 ニーズの背景 

Acciona 

Infrastructres 

Plc 

（スペイン） 

古タイヤを道路盛土用環境対応型軽量増量材にリ

サイクル。EUは普及の前に技術・社会経済的障壁

の除去と、他国でのマーケティング調査を支援。 

EUは自動車メーカーに対し

2006年から一定レベルのタイ

ヤリサイクルを義務付けてい

る。 

Microrelease 

Limited 

（英） 

域内で初めて中密度繊維板リサイクル技術を開発。

実際に企業との契約提携にまでこぎつけるよう支援

が行われた。 

年間1150万トン生産されてい

る繊維板が埋め立て処分にさ

れている。 

Aimplas 

（スペイン） 

古タイヤを高品質ゴムに再生し、ゴム製杭や、歩

道、スポーツ製品などに使用。全リサイクル・生産工

程の改善やエコラベルの検討などが支援。 

EUタイヤリサイクル義務 

エコラベル 

Promikron 

（オランダ） 

電気電子機器（EEE）廃棄物のリサイクル技術を開

発。より安全・効率的に貴金属、貴土、金属類を回

収。工業スケール施設建設が支援された。 

EUはWEEE指令によって有害

物質を含むEEEの廃棄方法を

規制している。 

Tec, 

Technolgical 

and 

Environmental 

Centre Ltd. 

（スロヴェニア） 

石油の代わりに製紙スラッジ（廃棄物）からオイル吸

収剤を生産。生産プロセスで排出するCO2を97%削

減。使用後は燃料としても使用可能。生産ライン増

設を支援し、他業種への進出の手がかりとする。 

年間生産量9000万トンにおよ

ぶ欧州製紙産業はETS対象セ

クターとして、CO2排出削減が

求められている。 

Kici Fountdation

（オランダ） 

リサイクルのために廃棄繊維の選別（色、素材、コ

ーティング等）技術やソフトウェアを開発。市場化す

るにあたって も理想的なシステムや工程等の特定

を支援。 

原料高騰。 

Env-Aqua 

Solutions Ltd 

（英） 

航空や自動車、その他関連産業で発生する金属含

有汚泥から金属を再生する技術を開発。中小企業

の工場に処理施設建設を支援し、ニッケルを再生す

る。 

原料高騰。現在金属含有廃棄

物は埋め立て処分に使われ、

土壌汚染の原因となってい

る。 

リサイク

ル 

アーヘン工科大

学 

加工リサイクル

EEEを含む産業廃棄物に含まれる非鉄金属の分類・

再生技術をコスト安で実現。試験プラントの建設と共

に、経済・環境影響調査を支援。 

WEEE指令 

EUの高い労働者安全基準が

原因で危険を伴う分別作業は
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部 

（独） 

コスト安で基準が低い海外に

流出。 

Force 

Technology 

（デンマーク） 

センサー機能を使ったNiCd電池分別技術を開発。2

件の工業規模施設建設を支援。 

電池回収・リサイクル指令 

現在NiCd電池分別作業はほと

んど人出によって行われてい

るため、非効率的な上に安全

上の問題もある。 

CETMA 

（伊） 

プラ廃棄物を建築用コンクリートやモルタルにリサイ

クルする技術を開発。生産工程の見直しと増設を支

援し、増加する需要に対応できる体制を整える。 

廃棄物枠組み指令。 

増えるゴミ問題と処理能力の

限界はEUに限らず世界的な

問題となっている。 

Gardenia 

Orchidea 

Ceramics S.P.A.

（イタリア） 

天然石に似せた焼結タイルの水不使用省エネ生産

技術を開発。生産ラインの建設を支援。 

天然石加工には大量の水とエ

ネルギーが必要な上に発生す

る廃棄物も多い。 

Kalogeo Plant 

Engineering Plc

（オーストリア） 

インフラが整っていない地域の下水を乾いた灰に処

分。セメントに再利用可能。乾燥に必要な熱は地域

暖房との併用や発電が可能。 

実証実験を支援し、実用性を評価する。 

セメント業界はETS対象セクタ

ーの一つとしてCO２削減が求

められている。 

建築 Ardoran Ltd. 

（エストニア） 

リサイクル物質を含む混合コンクリートを調整し環境

性能を 適化するソフトウェアを開発、EUが支援。 

ETS。  

飲食料 Terra Humana 

Clean 

Technology 

Development, 

Engineering and 

Manufacturing 

Ltd. 

（ハンガリー） 

効率的な飲食廃棄物のリサイクルや再利用技術を

開発。 

熱・生化学を使った分解技術の商業化を支援。環境

影響調査を行い、マーケティング戦略を構築する。 

増えるゴミ問題と処理能力の

限界が問題化している。 

The European 

Plastics 

Recyclers 

（ベルギー） 

リサイクルセクターを確立するために、認証スキー

ムを立ち上げる。 

域内のプラスチックリサイクル

業者の大部分が中小企業で

資金や人材獲得に課題を抱え

る。 

グ リ ー

ン ビ ジ

ネス 

Simpple Ltd. 

（スペイン） 

中小企業の環境関連活動を支援するソリューション

を提供。 

EMAS、ISO、EuP指令、LCA等

様々な法規や標準が存在。 

出所：欧州委員会配布物（2009年） 
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欧州技術プラットフォーム （ETP） 

欧州技術プラットフォーム（ETP）は特定の技術に関連するステークホルダー（産官学）が参加する、

産業界主導の協議の場である。中・長期的な共同技術開発目標や課題を分析・提示することで、長期

的な展望を明確化する役割をもつ。この「戦略的研究アジェンダ」を策定することで、FP7のプロジェク

ト推進にも大きな役割を担う。また政策策定者との協議の場にもなっている（55ページPPPを参照）。

現在は30以上のETPが存在する。 

 
 

エコイノベーションに特化したプラットフォームはまだない。このためヨーロッパINNOVA（後述）が欧

州エコイノベーションプラットフォーム「Eco-IP」を2010年に創設した。これは技術以外の側面にも注目

し、サービス、教育、研修、労働者、競争力政策分野との関連性や中小企業の参加を重視している点

で、他のETPとは大きく異なる。対象分野は、バイオベース製品セクター、上下水道、リサイクル・素材

効率性の3つで、これらの発展における障壁とそれに対するソリューションを見極めるとしている。 

 

2008 年欧州環境ビジネス賞授賞企業 

 

欧州委員会環境総局は、エコイノベーションにおいて先駆的な以下の企業を表彰した。 

 

環境経営部門 優秀賞 The co-operative Group Ltd.（英） 

小売業、薬局、葬式サービス、旅行代理店、弁護士、不動産、農業等幅広い事業を行うグループ企業。 

気候変動、廃棄物、生物多様性の 3 つを重視し、毎年影響評価を実施。風力タービンの設置やグリーン電力購

入、経営陣への環境行動評価など役員を含めた様々な取組みが評価されている。 

 

製品部門 優秀賞 Eretex Solar（オーストリア） 

安全窓のポリビニル・プチラール層をエチレンビニルアセテート層に変えることで、窓と一体化した太陽光発電を実

現。ちなみに同部門にはパリの自転車シェアリングを開発した JCDecaux も候補に挙げられていた。 

既に普及している安全窓がそのまま使えること、安全性に優れていること、耐天候にも優れていることが受賞理

由。同社は、ライフサイクルで見た環境影響も比較的低い太陽光電池の将来性に注目している。 

 

プロセス部門 優秀賞 CHOREN Ltd.（独） 

バイオマスから無タール合成ガスを精製し、液体燃料に変えるという生産プロセスで第二世代バイオ燃料の実証

を開始。 

出所：欧州委員会環境総局

欧州技術プラットフォーム（ETP）の例 

・ 欧州太陽電池技術プラットフォーム 

欧州で期待される次世代太陽電池技術の展望、目標と課題をまとめる。 

・ 欧州バイオ燃料技術プラットフォーム 

原料供給不足と生産コスト高が も重要な課題だと指摘。供給システムやロジスティックの見直し、生産プロセ

スの向上を目指す。 

・ 欧州スマートグリッド技術プラットフォーム 

始まったばかりのスマートグリッドの発展シナリオを構築し、分散型発電装置に対応する新たなシステム設計な

どが必要だとしている。 

・ 欧州水素燃料技術プラットフォーム 

現在の欧州産業界団体（NEW-IG）の前身となる。 

・ 化石燃料発電所ゼロ排出のための欧州技術プラットフォーム（ZEP） 

CCS 実用化と実証実験への財政支援を求めるイニシアティブを展開している。新しい技術分野でのデータ収集

にも貢献。 
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統合的製品政策（IPP） 

2003年に打ち出された政策枠組みで、製品のライフサイクル環境影響を 小限に抑えるのが目的。

この枠組みに沿った具体的な規制や施策は、エコデザイン指令、エコラベル、EMAS、国家補助金ガ

イドライン、新車CO2削減自主合意、グリーン公共調達、製品・サービス・プロセス環境性能目標、廃

棄物規制、化学品規制、持続可能な消費・生産（SCP）、などに広がっている。 

これら環境規制が環境技術の需要や付加価値を高めることに貢献していることは、上記のIEP対象

プロジェクトを見ても明らかである。例えばWEEE指令が電気電子機器の廃棄基準を設けることで、コ

スト安で効率のよい回収・分別技術のニーズが創出された。 

表 30 IPP 枠組みによるエコイノベーションへの影響 

EU エコラベル 

1992 年導入。環境にやさしい製品やサービスとして認定されればフラワーマーク

のロゴ（右）が使用できる。現在では、2 万種類近くの製品（清掃用品、紙製品、

布製品など）やサービス（ホテルでの宿泊など）にマークが付けられている。一方

で、認知率が低い、利用に地域的な差がある、各国のエコラベルと混在しており

消費者にとって情報が混乱する原因となるなど課題も抱えている。 

環境マネージメン

ト・監査スキーム

（EMAS） 

1995年開始。企業や組織の環境パフォーマンスの測定・報告・改善を支援するた

めの経営ツール。EMASに参加しその要求事項を満足するとEMASのロゴ（右）を

使用することが許可される。EMASの発効が、ISO14000シリーズの制定を促すこ

ととなった。  

RoHS、WEEE指令 

2003年採択。電気・電子機器の廃棄における環境影響を 小限に抑えるための規制。RoHS

指令は技術革新に合わせて規制物質・使用方法を強化し、WEEE指令は廃棄に伴なう環境影

響と廃棄コストを 小化させるメカニズムを持つ。 

REACH 

2006年採択。既に市場に出回っているすべての化学物質を登録という形で網にかけること、

化学メーカーが化学物質を管理するのみならず、当該物質を含有する製品を上市する事業者

にも義務を課すサプライチェーン全体に対する規制。 

規制内容が多岐にわたり、コンプライアンスに係る対応、ビジネスや技術革新への影響も大き

いと見られる。 

エネルギーラベル 1994年採択。後述。 

エコデザイン指令 

2005年7月採択。エネルギー使用製品に対しエコデザインに関する要求事項を設定するため

の「枠組み指令」。ライフサイクル全体での環境負荷を低減するため、製品設計の段階から規

制することが目的。実質的な規制内容は今後個別機器ごとに策定される「実施対策令」で定

められる。 

使用時の省エネ、特にオフモードまたはスタンバイ状態での消費エネルギーに焦点が当てら

れており、企業はプラグインの状態で消費電力をゼロワットに近づける努力が必要となること、

またトップランナー方式ではなく基準ラインに合わせる必要あることが特徴。短期間での順守

が求められる可能性があり、企業は事前に適合性評価の仕組み作りを進める必要がある。 

持続可能な消費・

生産（SCP） 

基準を満たした製品の需要を高める市場環境の整備を求める声が高まっていたことに対応

し、2008年7月に採択。主に消費者に対し広範囲に渡る製品の環境性能の情報を提供するこ

とを通じ、欧州内の製造業の市場と生産の双方における持続可能性を高める包括的な枠組

み。市場が求めるより高い環境基準ニーズの達成を目指す競争の土俵が形作られた。政策

的には、エコラベルやエコデザイン指令の対象範囲の拡大。企業活動に対し新たな環境規制

を課すというよりは、市場での消費行動も含め製造業のサプライチェーン全体を視野に入れつ

つ企業の自主的な対応を促すアプローチを採用している点に特長がある。しかしまだ議論の

段階であり、これから効果を発揮することが期待される。 

新車CO2削減 

自主合意 

新車のCO2排出量を2008年までに140g/km以下にまで削減する自主的取り組み。しかし削減

努力が十分でないと判断した欧州委員会は、新たに2015年までに120g/km以下という義務基

準を設けた。エンジン技術だけでなく、タイヤやソーラーパネル等新たな技術的エコイノベーシ

ョンも考慮される予定。 

グリーン公共調達

（GPP） 
後述。 



 49

 

 

エネルギーラベル指令 

白物家電41のエネルギー効率性をAからGでラベル表示（右画像）を

義務付け、購買を検討している消費者に明確な比較材料を提供する

というもの。エコデザイン指令でエネルギー効率の 低基準を設けて

効率性の悪い製品を市場から排除すると共に、エネルギーラベルを

通じて消費者の自主的な高効率製品の購入を促す。基準は徐々に引

き上げられ、 終的には2014年に現在のA+クラスが 低基準にな

る。 

 

このラベル規制の結果、メーカーの省エネ製品開発努力が向上し、

A（ 高レベル）以上のランクA++が導入されるに至っている。 但しこ

のラベル表示は使用時のエネルギー消費のみを考慮しており、生産

や廃棄といったライフサイクルでみた環境影響は考慮されていない。 

 

 
 

グリーン公共調達（GPP） 

年間EUGDPの14-16%（1兆8,000億ユーロ）という大きな購買力を持つ公共機関が環境対応型商

品・サービスを選択することで、エコイノベーションの初期市場を拡大し、環境に優しい技術の開発を

促進させる役割を果たそうとするものである。ライフサイクルでみた場合にコスト競争力にも優れてい

る製品が存在しており、これらの市場での普及を先導し経済的メリットの追及も意図されている。 

 

2003年のIPP発表を受け、2004年には2つの公共調達に関する新指令42が採択され、加盟国は

2006年までに国別GPP行動計画を策定することとなった。さらに2006年には、2010年までに域内GPP

の平均を2006年の 良加盟国レベルにまで引き上げることが理事会で合意された。 

                                                   
41 冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、乾燥機、乾燥機付き洗濯機、食器洗い機、電子レンジ、家庭用照明、エアコン。 
42 エネルギー、運輸、郵便サービス分野における公共調達手続き調整指令及び公共事業発注手続き調整指令

（2004 年） 

エネルギーラベルの需要引き上げ効果 

 

エコデザイン指令は、順守すべきエネルギー消費の 低基準を決め、費用対効果の下限を定めるもので、必ず

しも先端技術を使う必要はない。EU 域内でも先行加盟の西欧諸国と 04 年以降の加盟国とでは購買力に大きな差

があり、消費傾向も異なるため、下限を定め、エネルギー効率の悪い製品を門前払いするアプローチとなってい

る。そのため、国内でトップランナー基準達成を目指す日本企業にとってはプラスに働くとの見方もある。 

 

欧州委員会エネルギー運輸総局のジョーンズ担当局長は「日本企業はトップ・プロダクトを生産、販売している

ため、良い位置におり、広告面で有利だ」と指摘する。実際に、08 年に欧州での白物家電販売強化にかじを切った

パナソニック・ヨーロッパの栢野聡・環境担当マネジャーは「エネルギーラベル表示が A＋＋でノンフロストタイプと

いう冷蔵庫がほかになく、デザインが評価されたこともあり、予想以上に売れている」と説明する。家電製品につい

ては省エネの度合いで競合他社がいるかどうかも販売に影響するとみられる。 

 

他方、省エネ度が高くても研究・開発費を投入しすぎて製品価格が高価になりすぎると、消費者は購入をためら

うため、省エネと競争の間で難しい経営判断を迫られることになる。 

出所：JETRO 通商弘報（2009 年 11 月 16 日）
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しかし実際に国別行動計画を成立した加盟国は、2008年の時点で14カ国に留まる。この背景には、

環境基準が不明確あるいは存在しない、データベースなどのツール不足、ライフサイクルでみたコスト

情報不足、利点が理解されにくい、法的な扱いが不明などの問題があった。このため欧州委員会は

2008年に以下のような実施のためのガイダンスを発表し、GPP普及の障害除去に向けた取り組みを

開始した。 

 

・ 「GPP入門トレーニングツールキット」 

・ EUエコラベルや各国エコラベルの基準をベースとした10分野の製品・サービス43のクライテリア 

・ ライフサイクルコストや政策、共同調達に関するファクトシート 

・ 法的ガイダンス 

 

またこれ以外にも、環境技術実証事業（ETV）導入の試みも行われている（後述）。 

 
 

環境技術実証事業（ETV） 

欧州環境技術実証事業（ETV）導入によって、調達側の知識不足や、企業データ信頼性や客観的

データ不足といった現場の問題を解決する試みも行われている。現在進められている具体的な取り

組みは以下の通り。 

 

・ 試験センター（Eurodemo、Promote、Testenet、Airtv）間のネットワークを構築し。水質、土壌、土

                                                   
43 コピー用紙、洗浄製品・サービス、オフィス IT 機器、建設、運輸、家具、電力、食品・ケータリングサービス、繊維、

ガーデニング製品・サービス。 

GPP の適用範囲 

建築、化学品（ゴム、プラスチック等）、清掃関連製品・サービス、冷暖房・照明など建物関連製品、建設サー

ビス、建機、エネルギー、食品、家具やその他工業製品、園芸サービス、医療機器・薬剤機器、オフィス機器

（コンピューター、モニター、プリンター、コピー機）、紙・印刷サービス、衛生・環境サービス、ごみ・廃棄物処

理、交通・通信サービス、移動機器 

 

製品・サービスクライテリアの例：乗用車 

コアとなるクライテリア 

・ 新車排出量が 130g/km 以下であること。 

 

包括的なクライテリア 

・ 新車排出量が 130g/km 以下であること、また再生可能エネルギー（バイオ燃料、再生可能エネルギーによ

る電力、水素）対応可能であること。 

・ 騒音レベルが基準以下であること。 

・ ギアシフト表示が搭載。 

・ タイヤ空気圧表示システムが搭載。 

・ エアコン冷媒の GWP が 150 以下であること、或いはリーケージが年間 40-60g 以下であること。 

・ メンテナンス時に再生オイル 25%以上混合で、0W30 或いは 5W30 グレード相当のエンジン潤滑油を使用。 

・ 基準以下の騒音レベル、低転がり抵抗、高い安全性能を有するタイヤを搭載。 

・ タイヤのトレッドラバーに規制物質が含まれていないこと。 

 

ガイダンスにはそれぞれのクライテリアを検証する方法も記載されている。 

 

出所：欧州委員会環境総局 GPP ツールキット



 51

地利用の共同プロトコルや共同技術査定の開発を進める。 

・ 上記の試験センターネットワークから得られた成果を利用し、TRITECH ETV試験プロジェクトが域

内の環境技術性能査定スキームを策定。 

・ IWG（国際作業グループ）に参加し、既にETVが運営されているカナダ、アメリカ、フィリピンと相互

認識できるETVの構築を目指している。海外での環境技術調達を円滑化する狙いもある。 

 

現在欧州のETVは、加盟国毎にバラバラに実施されているのが現状だが、域内統一ETVが構築さ

れれば、企業にとっても効率的な認証が可能になり、また実績に乏しいベンチャー企業の市場進出が

容易になるというメリットも期待されている。 
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GPP の例 

 

水素燃料バス 

2003 年に、効率性が高く排出の無い技術を普及させることを目的に、欧州 9 つの都市で水素燃料電池バスを

実験走行させる欧州プロジェクト CUTE（Clean Urban Transport of Europe）が開始。成功を経て 2006 年には

HyFLEET: CUTE に受け継がれた。 

 

HyFLEET: CUTE は 2009 年 9 月までに、10 都市で 47 台の水素燃料バス（内燃機関及び燃料電池）を走行さ

せることを目的に実施。予算は 4,316 万ユーロでそのうち欧州委員会 FP6 から 1,900 万ユーロが補助された。こ

のプロジェクトには都市（アムステルダム、バルセロナ、北京、ベルリン、ハンブルグ、ロンドン、ルクセンブルグ、

マドリッド、パース（オーストラリア）、レイキャビーク（アイスランド））、企業、交通機関、エネルギー企業（Air 

Liquide、BP、Islensk NyOrka、Norsk Hydro、Repsol YPF、Shell Hydrogen、Stuart Energy Europe、Total ドイツ、

Vattenfall）、インフラ運営者、大学、研究機関、コンサルティングなど 31 の組織が参加。さらにアムステルダム

市、バルセロナ市、ベルリン市、ハンブルグ市、ロンドン市、カナダのブリティッシュコロンビア州代表は公共調達

のための覚書に合意し、将来ニーズを確約した。 

 

中でもハンブルグ市は、CUTE の成功を経て 9 台の水素燃料電池バスを購入し、今では世界でもトップレベル

の水素燃料バス保有組織になっている。水素燃料電池バスの価格が通常の 5 倍以上するにも関わらずそれほ

どの購入を決めた背景には、ハンブルグ市が水素燃料電池バスの走行に適していた（大都市、利用人口が多

い、停留所間距離が短い）ことがある。 

 

これら公共調達のニーズが明確化されたことで、メルセデスや EvoBus、MAN 等参加企業は水素バスの開発

を進めることが可能になった。バスの環境性能の改善余地は大きいものの、開発サイクルが長い上に、水素バ

スの開発は他の低炭素技術（例：バイオ燃料）に比べコストが大きい。。このため調達側が長期的ニーズ（求め

られる技術）を明らかにすることで、企業の開発リスクが低減できる。 

またハンブルグ市が水素車購入を決めたことで、スウェーデンエネルギー大手 Vattenfall 社と英蘭メジャーBP

は水素生産工場の建設を決めた。 

 

出所：COWI（2009 年） 

参照：HyFLEET:CUTE 

スウェーデン政府による公用車グリーン化 

2009 年 2 月以降、スウェーデンの中央政府機関が購入またはリースする自動車はすべて環境配慮型自動車

とすることが義務付けられた。タクシーやハイヤーを使用する際も同様の基準が適用される。加えて、各機関は

できる限り再生可能燃料車の購入を促進しなければならない。さらに地方自治体においても、すべての公用車

や市バスをバイオガスやバイオディーゼル燃料車に切り替える取り組みが進められている。 

 

しかし公共調達による乗用車メーカーへのイノベーション効果はあまり期待できないという意見もある。公共

調達の発注数には限りがあること、入札の技術要件を満たしたとしても、一般市場で受け入れられるとは限らな

いことがその理由に挙げられている。 

 

出所：スウェーデン政府、COWI（2009 年）

 

その他 

・ スペイン・バルセロナ市は、全てのクリーニングサービス（1,620 万ユーロに相当）において環境に優しい製品

を使用。 

・ デンマーク・Kolding 市は、ほぼ全ての調達ルールに環境影響を考慮することを追加。その結果全体の調達予

算が 10%削減された。 

・ ドイツ及びオーストリア政府の環境省は電力の全てをグリーン電力から調達している。 

・ スイス・チューリッヒ市は、4 万 5,000 ㎡規模の建築物にエネルギー効率に優れた持続可能な素材を使用。調

達額は 1 億 7,510 万ユーロにのぼる。 

・ ギリシャ・Amaroussion 及び Kalithea は、他の機関と協力し、再生紙を共同購入した。その結果通常の紙より

も安くで再生紙を調達することができた。 

出所：欧州委員会
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ヨハネスブルグ連合（JREC）とベンチャー投資基金、世界省エネ・再生可能エネルギー基金

（GEEREF） 

2002年の持続可能な開発に関する世界首脳会議を受けてEU15カ国で結成した「再生可能エネル

ギーに関するヨハネスブルグ連合（JREC）は、その後、新規EU加盟国や途上国などが加わり（2005年

2月時点での加盟国は88カ国44）、世界レベルでの再生可能エネルギー導入目標の設定に向けて活

動を行っている。 

このJRECを支援するため、欧州委員会は、2006年10月に、1億ユーロ規模のベンチャー投資基金、

世界省エネ・再生可能エネルギー基金 （GEEREF）を設立。投資リスクが高いために進まない、途上

国エネルギー効率性及び再生可能エネルギープロジェクト問題の解決を図るために、2007年から

2010年にかけて8,000万ユーロを拠出。プロジェクトの直接支援というよりは、それぞれの地域のサブ

ファンドや同様のイニシアティブ、民間の投資を支援・促進することが中心となる。また中小企業によ

るプロジェクトにフォーカスしているのも特徴で、予算1,000万ユーロ以下の環境技術プロジェクトが主

な対象となる。 

 

 

（2） EU の統一イノベーション政策 

 

リスボン戦略の進展と共に、知識基盤社会の構築には「研究、教育、技術革新という知識を生み出

すトライアングル」の強化が決定的に重要だとの認識の高まったのを受け、2006年9月、欧州委員会

はEU及び加盟国レベルでのイノベーションと研究開発をさらに加速させるための10原則を発表した。 

知識の生産、吸収を行うのが研究開発であり、その結果が新しい製品やサービスに提供されること

でイノベーションが生まれる。しかし、EUは研究開発支出のレベルやその成果を製品化につなげるイ

ノベーション能力に多くの問題点があることが指摘され、日米とのイノベーションギャップが懸念されて

いた。以下の10原則は、欧州委員会によれば、下記の通り「知識への投資を革新的な製品とサービ

スへ変えるアクション」を指し、その後のEUの統一イノベーション政策の強化に向けた動きの出発点と

なるものである。 

 

1. イノベーション・フレンドリーな教育制度の構築 

2. 欧州工科大学（EIT）の設立 

3. 研究者にとって魅力的な単一労働市場の創造 

4. 研究と産業の間のリンク強化 

5. 新結束政策プログラムによる地域イノベーションの促進 

6. 研究開発とイノベーションに対する補助金規則改正及び税制優遇措置の提供 

7. 知的所有権（IPR）保護の強化 

8. デジタル製品やサービスなど、著作権に関する罰則対策 

9. イノベーション・フレンドリーなリードマーケット創出戦略 

10. 公共調達を通じたイノベーションの促進 

 

上記のうち、エコイノベーションとの関連で 近の特に注目されるのは、持続可能な建設や再生可

能エネルギーなど将来有望な環境市場を育成するリードマーケットイニシアティブ（LMI）がETAPを補

完する役割を果たしていることである。また、ヨーロッパINNOVAや重要実現技術（KET）がイノベーショ

                                                   
44 リスト http://ec.europa.eu/environment/jrec/pdf/jrec_members.pdf 
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ン促進策を開発する役割を担っている。 

 

リードマーケットイニシアティブ（LMI）と重要実現技術（KET） 

EUは、低炭素技術を含む将来の経済を支える新技術やニッチ産業の支援に積極的な姿勢をみせ

ている。 

その取組みの一つであるリードマーケットイニシアティブ（LMI）は、研究やイノベーション活動が活

発な潜在性の高い以下の6ニッチ市場を、需要側への施策を通じて、輸出産業にまで育成するための

包括的な取り組みである。 

 

・ eヘルス：医療現場、事務でのICTの活用 

・ 持続可能な建設：大きい排出・エネルギー消費の削減 

・ 工業用繊維：高い成長率 

・ バイオ系製品：不明瞭だが大きい潜在性 

・ リサイクル：持続可能な消費・生産のために重要 

・ 再生可能エネルギー：様々な障壁を抱えている 

 

例えば素材から 終製品まで適切な規格作りを支援したり、イノベーション力のある企業の発展障

害にならない規制整備を目指している。イノベーションの市場障壁を取り除くという点でETAPとの重複

も多いが、LMIはセクターを特定している点で大きく異なる。 

 

表 31 環境に関連する 4 分野の具体策 
市場分野 標準化・ラベル表示 規制 公共調達 補完的施策 

持続可能な建築 

第二世代Eurocodes 

（設計基準に持続可

能性の概念を導入） 

各国建築基準の審

査 

公共調達担当ネット

ワークの構築（CIP入

札） 

建築労働者スキル

の向上 

バイオ系製品 

（バイオ系製品暫定

諮問グループで議論

中） 

（バイオ系製品暫定

諮問グループで議論

中） 

グリーン公共調達 
バイオ系製品暫定諮

問グループ45 

リサイクル CEN包装基準 廃棄枠組み指令46 グリーン公共調達 
エコイノベーション観

測 

再生可能エネルギー 
低エネルギー性能

基準47 

国別2020年義務目

標 

需要側障壁に関する

知識向上（再生可能

エネルギー指令に言

及されている） 

各基金、プログラム 

出所：欧州委員会 

 

ニッチ市場以外でもEUは、今後鍵となる実現技術（KET）を促進することで、域内産業とイノベーショ

ン能力強化につなげようとする試みを2009年9月に発表した。実現技術とはメインとなる技術（例：再

生可能エネルギー）を実現するための技術（例：ナノテク、バイオテクノロジー）のことで、KETは中でも

気候変動、低炭素経済、知的基盤社会、雇用創出などをリードし、欧州の競争力強化と社会挑戦へ

                                                   
45 2008 年に欧州委員会が創設。各国政府や産業、学術、専門家等が参加し、バイオベース製品に関わる市場環境

や規制枠組み等に関して話し合いを行う。 
46 2008 年採択。2020 年までに家庭ごみ 50%、建築ゴミ 70%削減目標を定めた。また RoHS、WEEE 指令の簡素化に

も影響している。 
47 固形燃料型小規模燃焼設備のエネルギー効率性を規制するもので、現在基準策定のための調査が進められて

いる。 
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の取り組みにおいて、今後重要な役割を果たすと考えられて

いる。 

 

今後はハイレベル専門家グループを設置し、KETに関する

共通長期戦略と作業計画の策定が進められる。取り組むべき

主要な課題は、開発技術の商業化へと結びつけるための資

金や技術者、知財保護、支援政策整備とされている。 

 

ヨーロッパINNOVA 

官民共同でイノベーションの障壁の分析や対策、イノベー

ションを促進する新たな施策・サービスの開発・試験を行なう取り組みとして、2006年に設立された官

民パートナーシップである。クラスター協力、知識集約サービス、エコイノベーションが優先分野で、特

に中小企業のイノベーションに焦点を当てている。特に、エコイノベーション分野は将来の市場ポテン

シャルが大きいものの、その発展が緒に着いたばかりのため、支援策を進める前に定義を明確化・共

有必要があるとしている。 

 

具体的には、ヨーロッパINNOVAはまず、エコイノベーション観測EIOを立ち上げ、トレンドを収集・分

析し、政策策定者への情報提供を行うこととしている。中でもETAP分野及びリードマーケットのバイオ

系製品、リサイクル、持続可能な建築に焦点を当てている。2009年6月の立ち上げ以降、3年間で予

算200万ユーロが充てられる。さらに、エコイノベーションに特化したEco-IP（エコイノベーションに関す

る欧州イノベーションプラットフォーム）を立ち上げた（前述）。Eco-IPは他のETPと同様、産業界が主

導する産官学協議の場になることが期待されている。 

 

 

（3） 欧州経済回復計画 

 

経済危機に対応し、2008年12月に発表された欧州経済回復計画も、当面の景気刺激策としての役

割のみならず、将来のニーズを考慮した適切な環境技術や市場の発展を目指した投資が行なわれて

いる点で、エコイノベーション促進策として注目される。同計画は、具体的には、エネルギー分野など

のインフラ投資や以下主要産業におけるグリーン化に向けた官民イニシアティブへの投資などに合計

約144億ユーロを割り当てている。 

 

官民パートナーシップ（PPP） 

中でも今年 7 月に具体案が発表された 3 つの官民パートナーシップ（PPP）、「未来の工場」「エネル

ギー効率性に優れた建築物」「グリーンカー」は、経済回復後の構造変化に適応し、経済回復後の新

たな雇用創出と国際競争に勝ち抜くために、「スマートな」投資を通じて集中的な投資を行っている。

刺激剤という経営・雇用への即効性を優先してはいるものの48、環境技術と ICT の導入による、知識

集約型低炭素経済構築への足がかりとなることが期待されている。 

 

特徴は、優先研究課題の決定において産業界が主導していること、また複数年に渡る基礎研究か

ら大規模実証研究まで一貫した統一作業計画を保障することで、産業界が長期的な投資計画を組む

                                                   
48 新たな知識に素早く適応出来、そして将来需要拡大が予想される省エネ・低排出製品・サービスの供給に今から

取り組むことが出来るセクター。また大きな削減潜在性ももつ。それぞれの排出割合は製造業が 28%、建築物が 40%、

道路交通が 25%。 

欧州委員会が特定したKET 

・ ナノテク：医療、エネルギー、環境、

製造分野 

・ ミクロ・ナノエレクトロニクス（半導体

を含む）：自動車、運輸、航空、宇

宙、発電、電気分野 

・ フォトニック（光学）：PV、光ダイオー

ド、LED、レーザー等 

・ 先端素材：航空、運輸、建築、医療 

・ バイオテクノロジー：工業、農業にお

ける幅広い代替技術 
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ことができることである。 

 

第一回目の入札は 2009 年 7 月 30 日に発表。予算は 2 億 6,800 万ユーロで、2010 年中ごろまでの

プロジェクトが対象となる。 終的には 2013 年までに総額 32 億ユーロが拠出される。予算は産業と

EC（FP7）の折半で出資される。 

 

3 つの PPP の内で も予算が大きい「未来の工場（FoF）」は、はコスト競争から付加価値競争への

移行を目指すために、欧州内の工場の技術基盤を向上させるというもの。脱工業産業や人件費が安

い国への工場移転が進む中、欧州の工場をインテリジェントなヒトと機械による先端技術工場へとシ

フトさせ、付加価値を創出する。具体的には、生産性、原料・エネルギー効率性に優れ、廃棄物を

小限に抑える革新的な製造技術、素材、プロセスの開発など。エンジニア技術に加え、ICT、先端素

材との統合も進める。 

2009 年 3 月に産業側が戦略的複数年ロードマップを作成。2010 年からの実施に向け、優先研究課

題をリストアップした。この策定にあたっては、先端工学素材技術プラットフォーム（EuMat）や欧州鉄

鋼技術プラットフォーム（ESTEP）等、多くの技術プラットフォームが関わっている。 

 

表 32 未来の工場（PPP FoF） *括弧内の数字は第一回入札の予算。以下同様。 

対象 
製造業。欧州経済の要であり、6 兆 5,000 億ユーロ、雇用 3000 万人以上を支える。25 以上のセクター

が関連し、中小企業の割合が大きい。 

課題 国際市場の競争激化。日本、アメリカ、韓国といった先進国とのハイテク競争。 

目標 

コスト競争から付加価値競争への移行を目指すために、欧州内の工場の技術基盤を向上させる 

・ 持続可能な製造 

・ ICT インテリジェント製造 

・ 高性能製造 

・ 製造分野での新素材開拓 

予算 12 億ユーロ 

第一回目

入札の予

算と内容 

「ナノテク、素材、生産技術（NMP）」（6,000 万ユーロ） 

→適応制御用プラグ・生産部品、小規模工業製品用サプライチェーンアプローチ、ミクロ・ナノスケール

機能を持つ部品のための高度製造プラットフォーム・設備 

「ICT」（3,400 万ユーロ） 

→スマート工場：対応の早い環境対応型製造 

合計 9,400 万ユーロ 

その他 ERA Net を通じて加盟国で行われている研究プログラムのネットワーキング、調整を活用。 

参照：欧州委員会 

 

グリーンカーイニシアティブは、エコイノベーションを通じて環境保護と競争力強化を達成するのが

目的。乗用車だけでなくトラックや内燃機関などあらゆる運輸技術が対象になっているが、焦点は道

路運輸とモビリティの電化技術に当てられている。 

産業界側の窓口は、欧州技術プラットフォームの欧州道路運輸研究顧問委員会（ERTRAC）やスマ

ートグリッドプラットフォームなどが参加する諮問グループで、フォルクスワーゲン社の Prof. Dr. 

Wolfgang Steiger が委員長を務めている。 

 

表 33 グリーンカー（Green Cars） 
対象 道路交通セクター 

課題 
2005 年の全 EU 温室効果ガス排出量の 19%、CO2 の 28%を交通セクターが占める。交通セクターの 90%

以上が道路交通によるもの。他のセクターでは排出減が見られるのに対し、交通セクターの排出は
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1990 年から 2005 年まで増加傾向にある。原因は乗用車（28%）と飛行機移動（62%）の高い成長率にあ

る。 

目標 

「エコイノベーション」を通じて環境保護と競争力強化を達成する。 

・ 電動モビリティ（高密度バッテリー、電動エンジン、グリッドと車とのインターフェース）開発支援 

・ スマート交通システム、ハイブリッド技術開発支援 

・ トラックや内燃機関、バイオメタンガス、ロジスティックも対象 

予算 

10 億ユーロ。 

予算 50 億ユーロのグリーンカーイニシアティブから拠出。10 億ユーロの内 5 億ユーロは産業と加盟国

の折半。残り 5 億ユーロは FP7。 

第一回目

入札の予

算と内容 

「ナノテク、素材、生産技術（NMP）、エネルギー、環境、交通（共同）」（2,500 万ユーロ） 

→電気化学貯留素材と技術。 

「交通」（6,300 万ユーロ） 

→電気機械、統合電気補助装置・社内搭載システム、 適熱機関の開発・統合、統合されたスマート貯

留、先端コンセプト EV、将来的な道路交通電化関連職業、EU 統合電気モビリティ実証プロジェクト 

「ICT」（2,000 万ユーロ） 

→フル電気自動車のための ICT 

合計 1 億 800 万ユーロ。 

その他 

グリーンカーイニシアティブの一環として、EIB から 40 億ユーロの特恵ローンが R&D 支援プロジェクト及

び低炭素開発（European Clean Transport Facility）支援プロジェクトに割り当てられている。 

加盟国が CO2 税や低炭素車奨励金等を導入することで需要側にもてこ入れする。 

また FP７全体でも電動モビリティとハイブリッドに集中的な支援を行う。そのうちの 1 つとして入札「電気

バッテリー」が予定されている。 

参照：欧州委員会 

 

エネルギー効率に優れた建築物のためのイニシアティブは、同セクターにおける CO2 削減及び省

エネ技術をビジネス創出の機会に切り替えることが目的。そのために、設計・シュミレーションツール、

新素材、建築システム、エネルギー効率化 ICT 及び設備に重点をおき、新築及び改築におけるエネ

ルギー効率性に優れた建築物、新素材、新建築技術の開発を支援する。 

 

表 34 エネルギー効率性に優れた建築物（PPP EeB） 

対象 

建設セクター。 

EU の GDP10%、3,200 万人の雇用を支える。270 企業の内 95%が中小企業。 

現在全ての欧州主要国において建物の新築率が年間 2%以内に留まっており、エネルギー効率性に優

れた建築物の普及には低すぎるため、立替に重点を置く。 

課題 

住居・建築物のライフサイクルエネルギー消費量は EU 総量の 40%、全 CO2 排出量の 36%、非 ETS 排

出量の約半分を占める。20･20･20 目標を達成するには、建設セクターに対し、2020 年までに 1 億

6,500toe のエネルギー削減、5,000toe の再生可能エネルギー普及に努める必要がある。（この省エネ

分は2004年のスペイン、ポルトガル、ギリシャ、アイルランドのセクターエネルギー消費量合計分と同等

であり、かなり厳しい内容となっている） 

内容 

CO2 削減技術と省エネ技術をビジネス創出機会に置き換える。 

・ 建物エネルギー効率性を高め、同時に生活の質を向上させる 

・ ICT を使ったエネルギー効率や再生可能エネルギーシステム 

・ エネルギー効率のためのナノテク、素材、部品、システム、建築工程 

・ エネルギー効率見地物の部品（窓、断熱材等）の実用化 

予算* 10 億ユーロ 

第一回目

入札の予

算と内容 

「ナノテク、素材、生産技術（NMP）」（3,000 万ユーロ） 

→ナノテクベースの高性能省エネ絶縁システム、地域レベルの省エネ技術 

「環境」（500 万ユーロ） 

→都市内歴史的建造物の省エネ 
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「エネルギー」（1,500 万ユーロ） 

→後付け技術による省エネデモ 

「ICT」（1,500 万ユーロ） 

→公共建築物・スペースの省エネ 

合計 6,400 万ユーロ 

その他 ERA Net「ERACOBUILD」による 21 加盟国の持続可能な改築への取り組みも活用する。 

参照：欧州委員会 
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IV 主要国における環境産業の現状と見通し 
 

本章では、欧州の主要国（ドイツ、フランス、イギリス、スウェーデン）における環境産業の動向とそ

の発展を支えるエコイノベーション政策の現状を概観する。 

 

これら加盟国におけるエコイノベーション関連支援策には、EU同様、以下のような特徴がみられ

る。 

 

第一にエコイノベーションに特化した政策は殆ど存在せず、代わりにこれまでの様々な環境保護目

的の規制やイニシアティブ、研究助成が、国内企業によるエコイノベーションの動機付けを促してき

た。 

 

第二に、エコイノベーションに関わる政策の多くが、再生可能エネルギーや低炭素モビリティといっ

た、新興分野である気候変動対策に集中していることである。持続可能な水資源管理や廃棄物処理

といった従来からの環境産業に影響する政策は、主に90年代から2000年代前半にかけて整備された

EU指令（オゾン禁止、埋立指令、EU水資源指令）を国内法に書き換えた規制等に留まっており、国内

目標やインセンティブといった野心的な試みはあまり行われていない。 

 

第三に、2000年代後半に入って各政府は気候目標を含む包括的な施策パッケージを打ち出し、同

分野のイノベーションを本格的に後押しし始めている。これはEUが各加盟国に課す削減義務を達成

するためであり、国内の潜在削減可能性を見極めた上で、それぞれ特徴のある具体案を打ち出して

いる。例えば石炭発電に依存するドイツでは、再生可能エネルギーの普及や産業、建築物の省エネ

化を通じて、国内の排出削減を目指している。一方原子力大国フランスは、再生可能エネルギーの普

及で立ち遅れているものの、市場インセンティブをベースに低排出車や省エネ建築物の市場拡大を

目指している。イギリスは低炭素ビジネスに焦点を当てた新興産業育成・誘致策が目立つ。 

 

第四の特徴は、供給側への働きかけ、特に研究助成を重視する傾向である。欧州全体でみても、

特にドイツ、イギリス、スウェーデンはその傾向が強い。49フランスのような需要側への働きかけや、標

準化・規制を通じたエコイノベーション支援を行う例はまだ限られている。 

 

またEUのエコイノベーション政策（特にETAP）との関係に関しては、基本的には加盟国がそれぞれ

独自の政策を進める一方で、多国間で協調すべき領域をEUが調整している、という形状に近い。

OECDの調査50では、ETAPが各加盟国の政策に及ぼしている影響は限定的であり、加盟国がエコイノ

ベーション支援策を策定する動機はETAPそのものよりも加盟国自身の方針や事情にある、と分析さ

れている。 

 

 

                                                   
49 OECD（2010 年）Assessment of ETAP roadmaps with regard to their eco-innovation potential. Final Report, Part 1: 

Analysis of country roadmaps 
50 OECD（2010 年）Assessment of ETAP roadmaps with regard to their eco-innovation potential. Final Report, Part 1: 

Analysis of country roadmaps 
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1. ドイツ 
 

（1） 環境産業 

 

ドイツ国内の環境産業は各種予測を上回る伸びをみせている。2020年にはGDPに占める割合が現

在の8%から14%にまで成長する見込みで、今後は主要産業の一つとして他産業分野の停滞を補うと

同時に、地球環境問題や輸入資源依存に対するソリューションを提供する役割も注目されている。経

済危機の影響で動きが鈍る可能性があるが、世界的な人口の増加、新興国の産業化の進展、そして

世界的な経済発展と成長志向の高まり、という3つのメガトレンドが力強い成長を後押ししているため、

モビリティを除く殆の環境産業が今後も明るい見通しを持っている。 

  

世界的に見てもドイツは多くの環境産業分野で主導的地位を築いている。環境産業市場は、①環

境対応型エネルギー、②省エネ、③原料効率性、④廃棄物管理、リサイクル、⑤持続可能な水資源

管理、⑥持続可能な運輸、という6つのリードマーケットに分けられるが、ドイツ企業はこれら全てのグ

ローバル市場において高いシェアを確保しており、技術によっては例えばバイオガス施設市場（90%）

のように特出した成功例もある。その他にも自動分別装置市場（64%）、触媒フィルター（44%）等、技術

市場で世界のトップランナーとなっている例が多い。 

 

環境技術が同国内の革新的な産業の一つに発展した理由としては、政府が研究開発を手厚く支援

する伝統を指摘できる。一方、同国環境産業の将来性は、米国、日本、ブラジル、ロシア、インド、中

国など世界の主要6カ国の市場で成功できるかどうかにかかっているとの指摘もある。これら市場は

国内企業による寡占状態にあるため、ドイツ企業の進出が成功する可能性は高い。 

 

以下では、ドイツ連邦環境省（BMU）が委託したローランドベルガー社による調査報告書51に基づき、

ドイツの環境産業を詳述する。同報告書の調査対象企業は、以下の6つのリードマーケットに関連す

る企業である。 

 
環境対応型 

エネルギー 
省エネ 原料効率性 

廃棄物処理・ 

リサイクル 

持続可能な 

水資源管理 

持続可能な 

運輸 

省エネ発電技術 

汚染物質処理 

バイオガス 

太陽電池 

水力発電 

風力発電 

太陽熱エネルギ

ー 

ペレット暖房 

蓄エネルギー 

省エネ家電 

省エネ産業技術

（計測、統禦、規

律技術、電気モ

ーター等） 

断熱 

省エネ冷暖房 

省エネ生産技術 

省エネコンサル

タント 

バイオディーゼ

ル 

バイオエタノール

産業用バイオテ

クノロジー 

天然化粧品 

廃棄物処理・リ

サイクル施設 

自動材料分離施

設 

下水処理施設 

分散型水管理 

給水施設 

効率性向上 

鉄道・道路の車

輌・インフラ 

フィルター・触媒 

交通テレマティク

ス 

 

                                                   
51 独連邦政府環境省（2009 年）GreenTech made in Germany 2.0 

本節のドイツ環境産業関連データは、特に断りが無ければすべてローランドベルガー報告書に基づく。 
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構造 

ドイツ国内の環境産業52は、ベンチャーキャピタルによる企業の新

設と、他業種からの企業の参入により成立した。他業種からの参入企

業の平均生産性（労働者一人当たりの売上高）は、新設企業の生産

性の2倍である。これが大手による新興企業買収ケース増加の一因と

なっている。結果として産業全体の競争力が強化されつつある。 近

では国際的なM&Aが活発化しており、中国やインドの競争相手の国

際企業からドイツ企業が買収されるケースが増え（例えば、インドの

Suzlonが独REPowerの議決権の75%を取得するなど）、業界再編が加

速している。 

 

売上高・雇用成長 

2007年売上高は、ドイツGDP（2兆4,282億ユーロ）の約8%（約1,943

億ユーロ）を占める。全体売上高は順調に成長している上に、売上高

1,000 万ユーロ未満の小規模企業が減少する一方で、売上高 5,000 万

ユーロ超の大企業数が増加するなど、環境産業におけるドイツ国内

企業の順調な成長が看取される（表 35）。 

 

表 35 ドイツ環境産業の成長 
全体に占める割合 

企業規模（売上高ユーロ） 
2006 年 2008 年 

小企業 （1,000 万未満） 80 % 74 % 

中企業 （1,000 万－5,000 万） 11 % 14 % 

大企業 （5,000 万超） 9 % 12 % 

出所：ローランドベルガー報告書（2009 年） 

 

ドイツの環境産業は外注率が低く（外注率 35%）、結果的に国内事業が平均 90%を占める。これによ

り、環境産業の成長が国内の雇用の創出を生むという好循環を生み出している。国外の労働力を活

用する場合にも、その 6 割以上は欧州内であり、創出雇用の欧州外への流出は大きく防がれている

（表 36）。 

但し省エネ分野に関しては、海外拠点の生産性を上げることで企業全体の収益が向上するという

傾向がはっきりしている。企業は概ね国内の生産拠点を重視しているが、将来的にはドイツ生産拠点

が海外に流出する可能性が高い。 

 

表 36 ドイツ環境企業による国外雇用の割合 
地域 全国外雇用数に対する割合

西欧（ドイツ除く） 47 % 

東欧（ロシアを含まない） 15% 

合衆国 9 % 

中国 8 % 

その他 21 % 

出所：ローランドベルガー報告書（2009 年） 

                                                   
52電気技術・機械製造・施設建設・サービスが四大分野。調査対象企業の内訳はプランニング・コンサルティング

（33%）、製造業（18%）、施設製造（12%）、商業（10%）、施設運営（一次的）（9%）、コントラクティング（2%）、施設運営（二次

的）（2%）、その他（14%）。 

ベンチャーキャピタル全体に

占める環境産業の割合 

2001 年 0.5% 

2007 年 9% 

 

業務拡張により環境産業に

参入した他業種企業の 

来歴別の割合 

機械  21.6% 

建設  16.7% 

エネルギー供給 11.0% 

化学  6.5% 

 

M&A の増加（M&A の対象と 

なった企業価額の合計） 

2006年 約 30 億ユーロ 

2007年 約 70 億ユーロ 
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環境産業は運輸を除き、経済不況による売上や雇用への影響をあまり受けていない。市場別の売

上高と雇用成長率を見ると（表 37）、特に環境対応型エネルギー産業（35%）と原料効率性産業（24%）、

省エネ産業（22%）の成長志向が高いことが分かる。雇用は、大企業よりも中小企業で伸びるとの見方

が強い。一方持続可能な運輸企業は、経済不況の影響による解雇が行われたために、雇用成長が

唯一マイナスとなった（中企業-4%）。しかし景気回復後は急速に回復する（+30%）と見られている。 

 

表 37 ドイツ企業の売上成長率と雇用成長率（数字整合性要確認） 
年間売上成長率 年間雇用成長率 

市場 
企業 

規模 2005-07 年 2008-10 年予測 2005-07 年 2008-10 年予測

小企業 25 % 37 % 15 % 28 % 

中企業 41 % 29 % 36 % 33 % 環境対応型エネルギー 

大企業 30 % 29 % 26 % 14 % 

小企業 21 % 24 % 17 % 24 % 

中企業 26 % 23 % 12 % 19 % 省エネ 

大企業 14 % 11 % 7 % 7 % 

小企業 23 % 27 % 1 % 25 % 

中企業 12 % 10 % 8 % 29 % 原料効率性 

大企業 5 % 8 % 18 % 1 % 

小企業 19 % 18 % 12 % 15 % 

中企業 15 % 8 % 21 % 13 % 廃棄物処理・リサイクル 

大企業 14 % 10 % 25 % 13 % 

小企業 16 % 15 % 3 % 15 % 

中企業 12 % 10 % 15 % 17 % 持続可能な水管理 

大企業 12 % 10 % 5 % 4 % 

小企業 9 % 21 % 13 % 27 % 

中企業 37 % 14 % -4 % 30 % 持続可能な運輸 

大企業 16 % 7 % 4 % 3 % 

出所：ローランドベルガー報告書（2009 年） 

 

研究開発 

イノベーションは、ドイツ環境産業の成長に必要な要素であり、政府による研究助成も手厚い。 

 

中でも持続可能な運輸の売上に占める R&D 投資の割合が高く（7-24%）、成長企業は軒並み R&D

投資比が 10%を超えていることから、イノベーションが成長に重要な要素であることが分かる（表 

38）。 

原料効率性関連企業も R&D 投資比率が も高く（2-12%）、再生可能エネルギー（バイオ燃料）やエ

コデザインに集中的な投資が行われている。また政府による研究助成が手厚いのもこの分野で、新

素材の開発や、素材 適化、効率的な素材使用方法などが官民パートナーシップの下で進められて

いる。 

環境対応型エネルギー分野も同様に、政府からの手厚い研究助成が行われており、2003-05 年の

環境研究助成の内 40%がこの分野の研究開発に割り当てられている。注目技術は、太陽電池や風力

タービン、水素燃料電池。また CCS への研究助成も近年増加傾向にある。 

省エネ技術開発では、建設、測定・統御関連装置企業で R&D 投資比率が高い。 

一方、廃棄物処理・リサイクル関連企業は R&D 投資比率が も低い（2-6%）。これはサービス業が

主体であることと、労働力を使った作業が中心で機械化が進んでいないことが背景にある。 
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水資源管理産業のR&D投資比も低い傾向にある（3-7%）。この分野への政府助成の半分は大学が

対象になり、企業への直接助成は目立たない。 

 

表 38 企業規模別売上に占める R&D 投資費の割合と R&D 投資費成長率予測 

市場 企業規模 2007 年 
2008-10 年 

成長率予測 

小企業 10% 11% 

中企業 5% 7% 環境対応型エネルギー 

大企業 4% 6% 

小企業 11% 11% 

中企業 3% 9% 省エネ 

大企業 6% 5% 

小企業 12% 11% 

中企業 7% 5% 原料・材料の効率性 

大企業 2% 2% 

小企業 6% 7% 

中企業 6% 4% 廃棄物処理・リサイクル 

大企業 2% 4% 

小企業 7% 6% 

中企業 5% 7% 持続可能な水資源管理 

大企業 3% 3% 

小企業 9% 14% 

中企業 24% 8% 持続可能な運輸 

大企業 7% 8% 

出所：ローランドベルガー報告書（2009 年） 

 

イノベーションクラスター・集積化 

ドイツ環境産業では、イノベーションクラスターの形成が発達しておリ、企業の半数以上が何らかの

イノベーションネットワーク枠組みに参加している。企業は情報収集・共有や、新たなアイディア創出、

市場開拓を目的にこのようなネットワークに参加する傾向が強い。概ね情報共有という目的は果たさ

れているが、アイディア創出や市場進出という面の成果はまだ不十分とみられている。 

ネットワークの形成は業界団体が中心となったり、インフォーマルな形での連携が進んだりと様々

である。一般的に地理的に近い組織同士の繋がりが好まれる傾向はあるものの、実際には地元を超

えた国家規模、国際規模のネットワークが展開されている。 

 

原料効率性は特にイノベーションネットワークに積極的な分野で、調査対象企業のほとんどが、な

んらかのネットワークに参加していると回答している。その形態も様々で、サプライヤーや顧客、大学、

研究機関、競合社など幅広い関係が築かれている。その動機は第一に情報共有、第二に新たな製

品・サービスアイディアを創出するため、そして市場進出である。以下にイノベーションネットワークの

実例を列挙する。 

・ 国内イノベーションネットワークの一つ Biotec Materials-Products, Materials and Processes は、

ライプチヒプラスチックセンターを中心に、複数の企業や研究所が参加。石油系プラスチックに

代わる再生可能プラスチックのコスト分析等を行っている。 

・ ダイムラー社、Rieter 社といった自動車業界やホーエンハイム大学、国連等が参加する Abaca

ネットワークは、産業における再生可能エネルギー利用の普及を目指す。例えば自動車生産

に必要な繊維をガラスから植物系植物系（アバカ）に切り替え、エネルギーコスト 60%を削減。 
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・ 第二世代バイオ燃料の試験プラント建設までこぎつけた Choren 社は、バイオマス液化技術で

有名なフレイベルグ大学と協力し、第二世代バイオ燃料研究を進めた。 

・ フラウンフォーファー研究所は環境省が支援する ColorSol プロジェクトに参加し、企業と共に印

刷型色素太陽電池技術開発に取組む。 

 

水資源管理分野でも参加率が高く、約 65%の企業がイノベーションネットワークに参加。特に大企業

が積極的に大学や研究機関とのネットワークを利用している傾向があり、ネットワークもそれら大企業

を中心に構成されている。大企業は利点として、情報が集積されることと、顧客やサプライヤーとの関

係強化を挙げている。 

・ ハンブルグ衛生環境研究所は、LimnoTec 社と協力し、下水処理技術の改善を進めている。連

続バッチ反応器（SBR）を対象に、病原体除去効果が 大限発揮される工程を研究している。

このプロジェクトは環境省研究助成の対象にもなっている。 

・ 海洋観測庁（BSH）は Hamann 社及び Degussa 社と協力し、船のバラストタンク水浄化システム

を開発。機械式と化学式処理を組み合わせた新技術によって、環境に優しい堆積物・細菌除

去が可能になった。バラストタンク水は世界各地へ病原菌を広める原因の一つとして問題視さ

れていた。 

・ カッセル大学とヘッセン州環境省、バウナータル・シャウエンブルク下水・洪水協会は洪水シミ

ュレーション技術を開発し、洪水対策モデルづくりに役立てている。 

 

環境対応型エネルギー産業でも、研究クラスターの形成が発達しており、調査対象企業の 62%がイ

ノベーションネットワーク枠組みに参加している。特に中企業ではその割合が 80%以上と大変高い。相

手は大学や研究所が 重視されているが、サプライヤーとの提携も優先的に行われている。 

・ ジーゲン大学と BEGA Wasserkraft 社（ボーフム）、ProaquaIngenieurgesellschaf 社（アーヘン）

は分散型小型水力発電装置の開発で協力。エチオピアの企業と協力し、電気インフラが整備

されていない地域への普及を目指す。 

・ アンスバハ応用研究大学と MAN AG 社は連邦政府とバイエルン州政府からの研究助成を受け、

効率性に優れたガス CHP の開発を進めている。 

・ シュトゥットガルト大学も企業と複数の共同研究を実施。Voith Siemens Hydro Power 

Generation 社とは潮力発電所を開発。また太陽電池分野では太陽エネルギー・水素研究セン

ターを立ち上げ、CIGS 薄膜フィルムを開発。Wurth Solar 社と協力し量産化を進めている。 

・ ハレのフラウンフォーファー研究所は Q-Cells 社や Resolut 社、Sawate 社などと提携し、シリコ

ンベースの高変換率太陽電池の開発を進めている。 

 

省エネ産業では約半数の企業がイノベーションネットワークを活用。メーカーだけでなく、コンサルタ

ント企業も積極的にネットワークへ参加している。協力相手は主に大学や研究機関で、サプライヤー

や顧客企業と提携することもある。しかし競合社との提携は殆ど行われていない。地域密着型ネット

ワークが発達しておリ、30%以上の企業が地域型ネットワークに関連していると回答。 

・ Zwiesel Kristallglas社、Steinbeis Transfer Center ATEV社、バイロイト大学は、ガラス製造工程

で生じる廃熱を使った効率的な発電技術を共同開発。 

・ 経済省、ザールラント応用科学大学、ザールラント大学は ARTA 社、CLINA 社、KM Europa 

Metal 社など複数の暖房器具、建材企業と提携し、老朽建築物の外壁に後付け可能な暖房シ

ステムの開発を進めている。一般的な暖房システムは内装や内壁と統合してしまっているため、

改修工事には多くの費用と時間が必要。 

 



 65

廃棄物処理・リサイクル分野では、約半数の企業がイノベーションクラスターを利用。主に業界団体

が取り仕切り、顧客やサプライヤー、大学、研究機関、競合社との情報共有が行われている。 

・ 中小企業約 40 社が出資し、合弁ベンチャーLogex System 社を設立。産業、業界団体、地方自

治体向けの包括的な廃棄物管理サービスを提供。教育・研究省は 高のサービス企業コラボ

レーションの例だと評価。 

・ 技術革新的閉鎖型循環技術ネットワーク NiK は、循環技術創出、普及のためのプラットフォー

ムとして機能。例えばフラウンフォーファー研究所と DHL 社、Interseroh 社、独電気電子機器エ

ンジニア業界団体の共同プロジェクトは同ネットワークに参加し、電気電子機器回収システム

のモデルを共同開発している。 

 

持続可能なモビリティでも、約半数の企業がイノベーションネットワークに参加。主に顧客や大学と

の提携が目立ち、業界団体がその中心に立っている。提携の動機にロビイング活動を挙げている点

が特徴的である。以下にイノベーションクラスターの例を挙げる。 

・ ハンブルグ応用科学大学がモビリティ分野のエコイノベーションセンターとして機能。例えばエ

アバスと排出、騒音、燃料消費量を抑えた「グリーン貨物航空機」の開発で協力。 

・ ルール大学ボーフムは SAT Strassensanierung 社及び Wirgen 社とアスファルトリサイクル技術

の開発で協力。コールド・リサイクリングと呼ばれる技術で、道路メンテナンスで生じたミネラル

化合物を 100%再利用できる。 

・ フラウンフォーファー研究所は、2006-07 年にハイブリッドの市バスプロジェクトを立ち上げ、国

内で初めてとなるハイブリッドバス 2 台（Solaris 社製）をドレスデン市で試験。 

 

表 39 は、各分野の労働人口及び企業・研究所が集中している地域や都市を示したものである。全

体的には、ノルトライン＝ヴェストファーレン州（エッセン、ケルン）、バイエルン州（ミュンヘン）、バーデ

ンウュルテンベルク州（シュトゥットガルト）、ベルリンに集中する傾向が見られるが、これは大きな市場、

整ったインフラ、そして優秀な労働者が多いという事情が大きい。 

 

表 39 分野別労働人口及び企業・研究所集積地 
分野 労働人口が集中している地域・都市 企業・研究所が集中している地域・都市

環境対応エネルギー 

ノルトライン＝ヴェストファーレン州、

ニーダーザクセン州、バイエルン州、

ヘッセン州 

フライベルク、ハレ（ザクセン＝アンハル

ト州）、ベルリン、ミュンヘン、ハンブル

グ、フランケン地方、ノルトライン＝ヴェス

トファーレン州 

省エネ 

バイエルン州、ヘッセン州、ノルトライ

ン＝ヴェストファーレン州 

ルール地方、フリードリヒ・アレクサンダ

ー大学エアランゲン＝ニュルンベルク周

辺クラスターが存在するフランケン地方、

ミュンヘン、ハンブルグ、ベルリン、シュト

ゥットガルト 

原料効率性 
バーデンウュルテンベルク州、ノルト

ライン＝ヴェストファーレン州 

バイエルン州、ノルトライン＝ヴェストファ

ーレン州、ザクセン州 

廃棄物処理・リサイクル 

バーデンウュルテンベルク州、ノルト

ライン＝ヴェストファーレン州 

ブレーメン、ベルリン、ケルン、エッセン、

ハンブルグ、ライプチヒ、ミュンヘン、シュ

トゥットガルト 

持続可能な水資源管理 

バイエルン州、ノルトライン＝ヴェスト

ファーレン州 

洪水研究：ノルトライン＝ヴェストファーレ

ン州、ザクセン州 

節水研究：バーデンウュルテンベルク

州、バイエルン州、ニーダーザクセン州、

ノルトライン＝ヴェストファーレン州 
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持続可能な運輸 

バーデンウュルテンベルク州、バイエ

ルン州、ヘッセン州、ベルリン 

ライン・ルール地方 

シュトゥットガルト、ミュンヘン、フライベル

ク、ハンブルグ、ベルリン 

出所：ローランドベルガー報告書（2009 年） 

 

国内市場と世界市場 

世界の環境市場において、ドイツはとりわけ、バイオガス（90%）、自動材料分離施設（64%）、フィルタ

ー・触媒（44%）、バイオディーゼル（42%）、水力発電（35%）で比較的大きな割合を有している（表 40）。

またこれ以外にも、太陽光発電施設、風力発電施設、太陽熱エネルギー、廃棄物処理・リサイクル施

設、分散型上下水処理、水管理効率性向上、交通テレマティクス市場でも比較的存在感が大きい。 

 

将来的には、グローバル省エネ市場の成長が特に期待されるものの、輸出はまだ立ち遅れている。

これは小企業が多い省エネコンサルティング企業の多くが海外進出せず国内に留まっているためで

ある。 

 

原料効率性市場では、バイオ燃料よりもホワイトバイオテクノロジーの潜在力が大きい。今後世界

的な省資源、省エネ、廃棄物削減活動が活発化すれば、大きな市場が見込まれる分野である。 

 

表 40 ドイツの市場占有率と世界市場規模53 

市場 製品・技術 

世界市場 

占有率

（2007 年） 

世界市場概算 

（2007 年） 

世界市場予測 

（2020 年） 

省エネ発電 - - -

汚染物質処理 - - -

バイオガス 90% - -

太陽電池 21% 3GWp54 65GWp

水力発電 35% - -

風力発電 25% 20GW55 137GW56

太陽熱エネルギー 23% 3,100 ㎡57 3 億 3,700 ㎡58

ペレット暖房 15% - -

燃料電池 - 10 億ユーロ 520 億ユーロ

環境対応型エネルギ

ー 

全体 - 1,550 億ユーロ 6,150 億ユーロ

省エネ家電 9% 1,050 億ユーロ 1,550 億ユーロ

計測・統禦・規律技術 15% 2,500 億ユーロ 4,700 億ユーロ

電気モーター 10% 1,200 億ユーロ 2,600 億ユーロ

断熱 8% 130 億㎡ 260 億㎡

省エネ冷暖房 15% - -

省エネ 

全体 - 5,380 億ユーロ 1 兆 300 億ユーロ

バイオディーゼル 42% 

バイオエタノール 1% 
610 億リットル 1,570 億リットル

原料効率性 

ホワイトバイオテクノロジー 4% 500 億ユーロ 1,730 億ユーロ

                                                   
53 概算値が含まれており、各分野の数値と合計数値が合わないケースがある。 
54 ギガワットピーク。 
55新規設置分。 
56新規設置分。 
57新規設置分。 
58新規設置分。 
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天然化粧品 12% 40 億ユーロ 450 億ユーロ

バイオプラスチック - 3 億ユーロ 150 億ユーロ

全体 - 930 億ユーロ 3,330 億ユーロ

廃棄物処理・リサイクル 24% 350 億ユーロ 530 億ユーロ

自動分別装置 64% 3 億ユーロ 15 億ユーロ
廃棄物処理・ 

リサイクル 
全体 - 353 億ユーロ 550 億ユーロ

下水道 12% 1530 億ユーロ 3620 億ユーロ

分散型水道管理  20% 180 億ユーロ 350 億ユーロ

上水道 7% 1720 億ユーロ 3520 億ユーロ

効率性向上 20% 90 億ユーロ 330 億ユーロ

持続可能な水管理 

全体 - 3,610 億ユーロ 8,050 億ユーロ

鉄道・道路の車輌とインフラ 16% 590 億ユーロ 810 億ユーロ

フィルター・触媒 44% 80 億ユーロ 130 億ユーロ

ハイブリッドエンジン － 60 万ユーロ 200 万ユーロ

交通テレマティクス 20% 290 億ユーロ 610 億ユーロ

持続可能な運輸 

全体 - 2,000 億ユーロ 3,000 億ユーロ

出所：ローランドベルガー報告書（2009 年） 

 

 

国内・国際市場と競争 

各企業の意識調査結果を見ると（表 41）、いずれの市場においても、ドイツ国内市場を重要視する

傾向が特に強い。しかし、将来的には国内市場は飽和状態に達することが予想されていることから、

世界各地の市場の重要性が高まる。また、国際的な市場に重点を置いている企業には成長の傾向

がみられる（表 42）。 

 

表 41 ドイツ企業にとっての各国市場の重要度と 2020 年展望59 
市場 市場としての重要度 競合相手としての重要度

ドイツ ◎（-6） ○（+6） 

西欧 ○-（+12） ○-（+10） 

東欧 △（+18） △（+15） 

日本 ×（+6） ×（+7） 

合衆国 ×（+11） △（+8） 

中国 ×（+10） △（+13） 

インド ×（+11） ×（+10） 

ロシア ×（+15） △（+12） 

ブラジル ×（+9） ×（+7） 

出所：ローランドベルガー報告書（2009 年） 

 

表 42 ドイツ企業の売上高成長率と業況評価 
重点 売上高成長率 現在の業況が良い60 将来の業況が更に改善61 

国内市場 18% 50% 37% 

国際市場 24% 60% 42% 

                                                   
59 重要度指数によって測定。◎＝きわめて重要（80～100）、○＝重要（60～80）、○-＝どちらかといえば重要（40

～60）、△＝どちらかといえば重要でない（20～40）、×＝重要でない（0～20）の 5 段階評価。括弧内の数字は、2020

年までに重要度指数がどれだけ変化するかの展望を示したもの。 
60 「現在の業況が良い」と回答した企業の割合。 
61 「将来的な業況はさらに良くなる」と回答した企業の割合。 
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出所：ローランドベルガー報告書（2009 年） 

 

表 43 ドイツ企業のうち、国際市場に重点を置いている企業の割合 
企業規模 国際市場に重点を当てている企業の割合

小企業 28% 

中企業 49% 

大企業 55% 

出所：ローランドベルガー報告書（2009 年） 

 

表 44 各市場の需給動向とドイツ企業の成功例 
市場 需給の特徴 成功しているドイツ企業の分析 

日本 

供給の重点：高度な技術の製品 

需要の重点：太陽光発電、省エネ白物

家電 

日本企業は、ハイテク製品の提供に注力。消費者は太陽光

発電と省エネ代物家電を求める。その日本市場に対し、自

ら卓越したノウハウを持つドイツ企業だけが成功している。 

アメリカ 

供給の重点：省エネ白物家電、風力発

電 

需要の重点：風力発電、バイオ燃料 

国内企業が高度な技術力を有しているため、自己の分野で

卓越したノウハウを有するドイツ企業が成功している。 

中国 
供給の重点：太陽光発電、風力発電 

需要についてはまだ未発達 

市場が国内企業に席巻されているため、ニッチ市場でドイ

ツ企業が成功している。 

インド 

供給の重点：風力発電、太陽熱エネル

ギー 

需要は地域により異なる。 

山積する環境問題がまだ需要に転嫁されていないため、他

に先んじて動くことのできたドイツ企業が成功している。 

ロシア 

供給の重点：断熱、地熱エネルギー 

需要については未発達であるが、重点

は断熱と省エネ家電にある。 

地域的ごとにニーズが多岐に分裂しているため、多様なニ

ーズに応えられるドイツ企業が成功。 

ブラジル 
需要・供給ともに、重点はバイオ燃料と

水力発電。 

市場が未成熟のため、潜在的な需要を掘り起こして市場を

生み出すドイツ企業が成功。 

出所：ローランドベルガー報告書（2009 年） 

 

リードマーケット別に見ると（表 45）、 も国際化を重視しているのは原料効率性関連企業で、調査

対象企業の 60%が国内よりも海外市場を重視している。しかし現在まで海外にも雇用者を持つ企業は

10%程度に留まる。これは主にバイオ燃料メーカーが、現地型生産・加工を優先しているためである。 

 

また持続可能なモビリティも国際市場志向が目立ち、調査対象企業の40%が既に国内よりも海外市

場を重視していると回答している。同産業では将来的にアメリカよりも新興国の産業競争力に注視し

ているのも特徴的である。 

 

環境に優しいエネルギーにおいては、約 40%の関連企業が既に国内よりも国際市場を意識してい

ると回答。前回 2006 年に行われた結果よりも国際志向が高まっている。しかしその対象は製品の輸

出だけであり、労働者や拠点自体を海外に移転させるという意思は大企業でも低い。現在の競合相

手は欧州企業だが、2020 年ごろには北米、中国が脅威になると予測している。 

 

廃棄物処理・リサイクルは、国内市場の成長には限界が見られるものの、しばらくは国内市場が

重要視されている。 

 

水資源管理も例外なく国内市場が も重要しされている。一方で近年は海外進出への展望が開か

れつつある分野だが、海外との競合、中でも東欧や中国、ロシア企業の台頭が懸念されている。 
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表 45 各市場における世界市場の重要度 

環
境
対
応 

エ
ネ
ル
ギ
ー 

省
エ
ネ 

原
料
効
率
性 

廃
棄
物
処
理
・ 

リ
サ
イ
ク
ル 

持
続
可
能
な
水
資
源
管
理 

持
続
可
能
な
運
輸 市場 

市
場
と
し
て
の

重
要
度 

競
合
相
手
と

し
て
の
重
要
度 

市
場
と
し
て
の

重
要
度 

競
合
相
手
と

し
て
の
重
要
度 

市
場
と
し
て
の

重
要
度 

競
合
相
手
と

し
て
の
重
要
度 

市
場
先
と
し
て

の
重
要
度 

競
合
相
手
と

し
て
の
重
要
度 

市
場
と
し
て
の

重
要
度 

競
合
相
手
と

し
て
の
重
要
度 

市
場
と
し
て
の

重
要
度 

競
合
相
手
と

し
て
の
重
要
度

ドイツ 
◎ 

（-7） 

○ 

（+8） 

◎ 

（-3） 

○ 

（+10）

◎ 

（+2） 

○ 

（+6） 

◎ 

（-6） 

○ 

（+4） 

◎

（-9） 

○

（+4） 

◎

（-6） 

○

（+4）

西欧 
○-

（+16） 

○-

（+14）

○-

（+13） 

○-

（+9） 

○-

（+16）

△ 

（+13）

△ 

（+7） 

○ 

（+6） 

○-

（+12） 

○-

（+9） 

○-

（+16） 

○

（+12）

東欧 
△ 

（+24） 

△

（+19）

△

（+18） 

△

（+13）

△

（+18）

△

（+14）

△

（+15）

△

（+11）

△

（+18） 

△

（+16） 

△

（+17） 

△

（+24）

日本 
× 

（+7） 

×

（+10）

× 

（+9） 

△ 

（+6） 

△ 

（+7） 

△

（+10）

× 

（+5） 

× 

（+4） 

×

（+5） 

△

（+9） 

×

（+6） 

×

（+9）

アメリカ 
× 

（+16） 

△

（+13）

×

（+13） 

△ 

（+6） 

△

（+10）

△ 

（+9） 

× 

（+7） 

△ 

（+5） 

×

（+8） 

△

（+8） 

△

（+8） 

△ 

（+11）

中国 
× 

（+13） 

×

（+16）

×

（+11） 

△

（+12）

△

（+10）

△

（+18）

× 

（+8） 

△

（+10）

×

（+11） 

△

（+13） 

△

（+7） 

△

（+16）

インド 
× 

（+14） 

×

（+11）

×

（+12） 

×

（+10）

△ 

（+7） 

△

（+12）

×

（+10）

× 

（+8） 

×

（+13） 

△

（+12） 

×

（+10） 

△

（+15）

ロシア 
× 

（+16） 

×

（+14）

×

（+14） 

×

（+11）

×

（+15）

△

（+10）

×

（+14）

△

（+10）

×

（+15） 

△

（+11） 

△

（+16） 

△

（+19）

ブラジル 
× 

（+11） 

× 

（+9） 

×

（+10） 

× 

（+6） 

× 

（+7） 

△

（+10）

× 

（+6） 

× 

（+4） 

×

（+10） 

×

（+9） 

×

（+5） 

△

（+7）

出所：ローランドベルガー報告書（2009 年） 

 

各リードマーケットにおける詳細動向 

環境対応エネルギー産業の 83%は中小企業が占め、そのうちの約 30%が、コンサルティング等のサ

ービス企業である。サービスの対象はバイオガスや太陽エネルギー機器の生産、産業システムに関

するものが多く、貿易に関与する企業は少数に限られている。 

 

省エネ発電技術において、ドイツ企業は世界的にも先行している。例えば Siemens は E.ON から高

効率ガス発電所を受注。2007 年 12 月には世界的に大規模なガス発電所が開設されたが、発電効率

性は 60%に達する。Siemens はこの新たなガス発電所の開発に 5 億ユーロを投じた。Powitec 

Intelligent Technologies 社は、ニューラルネットワーク技術と 先端光学センサーを使い、火力発電所

やごみ焼却施設、セメント・ミル施設での燃焼プロセスシミュレーションシステムを開発した。これによ

って効率的な燃焼が可能になり、数カ月程度でコスト回収も見込めるという。 

またコージェネ発電の普及が進んでおり、現在の発電量の 12%がコージェネプラントから供給されて

いる。現在ドイツ企業は、家庭でも使える小型コージェネプラントの開発にも注目。コージェネプラント

を導入すれば、電力料金や暖房費が 40%節約できる。 
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汚染物質処理技術では、CCS の実用化にむけた開発が進んでいる。Vattenfall は 2008 年、世界で

も初めてとなる CCS パイロット試験設備をドイツ国内に開設。熱出力 30MW の実証施設に 7,000 万ユ

ーロが投じられた。ドイツは発電量の半分を石炭でまかなっている上、新興国でも石炭発電所の利用

が増えていることから、CCS の将来性が有望視されている。 

 

太陽電池は、ナノテクを使った変換率に優れた太陽電池や薄膜フィルム太陽電池の開発が進めら

れている。またドイツは、太陽熱発電技術開発も盛んで、スペインや北米の大規模プロジェクトにドイ

ツ企業が進出している。国内では、コスト競争力に優れた産業用大型太陽熱設備が市場化されてお

り、例えば Eichstätt の醸造所は、加工に使う熱源を石油から太陽熱システム（表面積 1,000 ㎡、出力

50 万 kWh）に切り替えた。 

 

現在政府が強く後押しする洋上風力の将来性も明るい。例えば E.ON と EWE、Vattenfall は発電能

力 60MW の Alpha Ventus ウィンドパーク建設を進めている。また陸上風力タービンも、 新モデルに

切り替える発電効率性を向上させている。 

 

地熱利用に関して政府の関心は低いものの、既に地熱ヒートポンプ技術を持つ企業が市場進出を

果たしている。 

 

これら様々な発電所からの電力供給と需要をマッチさせるには、新たなグリッドシステムが必要に

なる。配電網事業者 SaarEnergie 社は、Siemens が開発したコントロールソフトウェアを導入。需要量

の変動や各発電所のリアルタイム発電コストなど各データを使い、各発電所を遠隔操作することで、

適な供給管理を実現した。 

 

ドイツはバイオガス生産も普及しており、EnviTec Biogas 社はドイツ北部の Güstrow に世界 大規

模バイオガスプラント（生産量4,600万m3）を建設。2010年からガス配給網に接続される。 バイオガス

の普及は天然ガス消費量の削減だけでなく、有機廃棄物から生じる温室効果ガス削減にも貢献す

る。 

 

蓄エネルギー技術は再生可能エネルギーの普及とともに注目されている分野で、オフピーク時の

余剰電力を効率的に蓄放電する技術が求められている。注目分野は、揚水発電や圧縮空気、磁力

蓄電、地熱蓄電、バッテリー技術、水素蓄電技術等。 

 

一方ドイツで次世代車として開発が進められていた水素燃料電池車は、現在ブレーキがかかって

いる。電気自動車の実用化が急速に進み、新興国を含め各メーカーの開発に勢いがついたことが背

景にある。ドイツ政府は、2009 年、政府の支援策の重点対象を水素燃料電池から電気自動車に方向

転換する姿勢をみせ、ドイツメーカーも電気自動車を近い将来の次世代車として重視する傾向が顕著

となっている。例えばダイムラーは 1997 年、水素燃料電池の量産化を 2004 年に始めると発表してい

たが、現在は早くて 2015 年と改めている。 

 

省エネはアウトソーシング化の傾向が強く、国内には省エネコンサルタントが 700 企業存在し、その

ほとんどが小企業である。逆にこの分野の中・大企業の 80%はメーカーに分類される。 

実際に省エネを実施する上では、計測、統禦、規律技術によるデータ収集技術が中心となり、例え

ば人がいる時といない時で自動的に温度を調整する冷暖房機がオフィスや住居、工場向けに市場化

されている。家電は個人電力消費の 30%以上を占めることから、省エネの余地が大きい。照明は LED
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と有機発光ダイオード技術が次世代ランプとして注目されている。産業の省エネ化では、電気モータ

ーやポンプ、換気装置の省エネ化が注目。電気モーターは産業消費電力の約 65%、循環装置用ポン

プは 大 15%を占めるため、これらが省エネできればコスト削減効果も大きい。Stratos ECO 社は 80%

の省エネポンプの商品化に成功した。 

 

国内消費エネルギーの 40%を占める建物の省エネも重要である。一般的に古い建物の暖房は省エ

ネ改築された建物より 3 倍のエネルギーを必要とする。このため、パッシブハウスや、地熱・夜間電力

を使用するハイブリッドハウス、また太陽熱や CHP を使ったエアコンが注目されている。2002 年からド

イツでは建物エネルギー 低基準、2007 年にはエネルギー保全条約が導入され、全ての新築・改築

物はエネルギー性能証明書が発行されるようになったことも、省エネ建築市場の成長を後押ししてい

る。実際に現在は岩綿や有機断熱材の需要が高まっているという。 

 

原料効率性は主に、原料の耐久性・効率性を向上させる分野と、原料そのものを再生可能あるい

は自然素材に切り替える分野に区別される。 

原料の耐久性・効率性を向上させる技術は、国内の原料消費量を 2016 年までに 20%、年間 270 億

ユーロのコスト削減に繋がると試算されており、企業へのメリットも大きい。好例はメルセデス・ベンツ

の C クラスモデル T の原料生産から廃車まで 4 万におよぶ工程を見直したというもの。この見直しを

通じて同社は、コンプレッサー製造・使用・廃車に必要なエネルギー量を 17.7%削減、39 のリサイクル

素材部品の導入、アルミによる軽量化、さらに EU 廃車指令に定められた 2015 年までの 95%リサイク

ル目標を既にクリアした。 

このような環境対応型生産工程設計以外にも、生体工学応用技術や建設業界での省資源化も見

られる。生体工学応用技術では例えば、睡蓮の花びらの自己浄化機能を応用した高耐久性屋根用タ

イル、塗装が開発された。建築技術では Domistic-Seitz 社がコーティング作業を自動化し、コーティン

グ剤消費量を半分に抑えることに成功。コスト回収期間は 1 年程度である。Haussler Planung 社は、

強化コンクリートに使われる鋼材を 40%削減するシステム BAMTEC を開発。通常現場で長さや量が調

整される鋼材を、コンピュータープログラムやロボットを使い、事前に計量、調整する。この技術は現

在 18 カ国に輸出されている。 

自然素材に切り替える技術の代表例はバイオ燃料である。2007 年の国内バイオ燃料生産量は

440 万トン、その内 72%がバイオディーゼル、10.5%がバイオエタノール、17%が植物油である。バイオ燃

料は食糧や土地利用の競合が懸念され始めた後、第二世代バイオ燃料の開発が進められている。こ

の分野での注目企業 Choren 社は、ダイムラーや VW、Shell から資金を調達し、年間生産能力 1,800

万トンの商用第二世代バイオ燃料プラントを建設中である。 

またドイツでは、バイオプラスチックの開発・市場化も進められている。BASF 社や Pyramid 

Bioplastic Guben 社が、それぞれ年間生産能力 6 万トンのバイオプラスチックプラントを建設。バイオ

プラスチックは 2008 年の石油価格高騰時に十分なコスト競争力を有することが確認されている。 

ホワイトバイオテクノロジー62（産業用バイオテクノロジー）は、化学産業では標準になりつつある新

技術である。BASF社はビタミンB2製造方法を化学式からホワイトバイオテクノロジー（醗酵）に切り替

えたところ、従来の生産方法より生産コストが 40%、原料消費量が 60%、廃棄物が 95%、CO2 排出量が

30%も削減された。 

 

リサイクル産業は、年間 37 億ユーロの輸入コスト削減に貢献していると試算されている。この分野

は EU 規制の強化によって成長し、長年政治的関心が高い分野でもある。リサイクル先進国に相応し

                                                   
62 環境負荷の少ない化学製品のバイオ技術。 
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く、2005 年建築廃材の 87%、自治体ゴミや産業廃棄物の 63%、2006 年には車バッテリーの 100%がリサ

イクルされた実績を持つ。しかし 600 もの素材に分解する必要があるため、手作業中心の手間のかか

る作業が多い。このため分別機械が世界市場の約 65%を占めるほど発展しておリ、技術も磁石やレー

ザー、X 線、画像認識、近赤外線レーザー（NIR）等を使用し、精度の高い分別作業を実現している。 

また廃棄物を燃料としても再使用されており、セメントでの熱・発電や、発電施設での燃料に用いら

れている。 

廃棄物そのものの削減には、エコデザイン製品や、生産工程の効率化、使用頻度の増加（例：カー

シェアリング）、再利用（例：ペットボトル）が実施されている。 

 

廃棄物処理・リサイクル市場は地域ごとに分断化されているという特徴を持つ。これはドイツの廃棄

物管理が地方自治体によって行なわれていることによる。このため、専門分野に特化した小企業がニ

ッチ産業で活躍している。廃棄物産業の半数はサービス業者で、廃棄物の回収や輸送を行っている。 

 

持続可能な水資源管理関連企業の約半数が、サービス、貿易業者で、メーカーは 25%程度、システ

ムエンジニアや運営者はさらに少なくなる。全体的に小企業が多く、80%を占める。同産業の主要技術

は主に環境対応型上下水道と、省水技術に大分される。 

前者に関しては、海外の上下水道整備普及を鑑み、風力を使った脱塩装置や膜を使った高度濾過

技術が開発されている。Inge社は従来のポリマー膜よりも耐久性に優れた多孔膜を開発。気候条件

の厳しい地域への市場進出を狙う。Alfred Karcher社は逆浸透膜フィルターシステムを開発。化学品

を必要とせず、災害救助等で利用されている。Hans Huber社も膜を使った「世界 小」下水処理装置

を開発し、4人世帯住居から設置が可能となった。 

 

国内でも公共下水道は年間50万km延長されており、水道管の老朽化に伴うパイプ修理が増えてい

る。このためパイプの漏れ監視・修理ロボットの利用が進んでいる。 

また国内では、雨水利用や飲料水精製、下水処理といった上下水処理の分散化傾向も見られる。

現在国内住居の3%の下水が分散型処理施設を利用しており、この数は増えると見られている。 

 

節水に関しては、例えばSiemens Water Technologies社がシンガポールに、膜技術と紫外線を使っ

た産業用浄化装置による循環型水管理システムを導入した。同社はアブ・ダビにも発電施設からの廃

熱を使った蒸留型脱塩装置を輸出している。家庭内の節水では例えばドイツメーカー洗濯機が、1回

の洗濯に必要な水の量を90年代の70リットルから45リットルにまで削減している。 

 

気候変動や環境・健康被害への懸念が大きい道路輸送セクターでは、環境対応車の開発が進む

ものの、欧州やドイツ国内の交通量の増加に伴い、環境技術の効果が相殺される状態にある。この

ため持続可能な運輸産業は、軽量化やストップ・アンド・ゴー技術、ハイブリッド、電気自動車、水素燃

料電池車、触媒、EGR（排気ガス再循環）技術などの環境対応車そのものの開発以外に、ICTを使っ

た高度交通管理システムやカーシェアリングといった交通の円滑化、物流効率化が進められている。 

この産業の80%は中小企業で占められ、その半数がコンサルティングを含むサービス会社である。 

 

 

（2） エコイノベーション政策 

 

ドイツは、例えば太陽光などがその自然環境から制約を受けると同時に、賃金水準等の雇用社会

環境などの面でも制約要因を抱えており、必ずしも環境産業の立地メリットを十分備えているとはいえ
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ない。したがって、国策として、環境産業発展のための積極的な人為的努力が行なわれ、これが政府

による環境産業に対する手厚い研究開発や技術普及に対する支援が行なわれる伝統を生み出した

とみることができる。 

 

経緯 

ドイツは 1970 年後半から、エコイノベーション普及のための支援政策を展開してきた。気候変動、

再生可能エネルギー、交通セクターの工業規模実証プロジェクトに補助金を支給し、エコイノベーショ

ンの市場化と経済・環境成功モデルの確立を目指したものである。例えば、財政支援による融資の金

利負担軽減や投資サポートが行われた。しかし対象技術の大半は、エンドオブパイプ式のものに留ま

った。 

 

むしろ現在のドイツ環境市場形成の起点となったのは、1991 年の電力供給法と、同法を発展的に

受け継いだ 2000 年の再生可能エネルギー法、いわゆる EEG 法である。同法は固定価格買取制度

（FIT）を制度化し、風力や太陽光に対する投資増加を促したことが市場での普及をもたらした。この市

場支援策による経済・雇用効果は前述した通りである。 

 

連邦環境省（BMU）は 2006 年 10 月、覚書「経済・環境・雇用ニューディール」を締結。連邦政府レベ

ルで環境産業とイノベーションをリードするという「環境志向産業政策」への取り組みを約束したもので

ある。 

 

2007 年 8 月には統一エネルギー・気候変動プログラム（IEKP）の基本的枠組みが成立し、より包括

的な環境産業発展への方向性が示された。エネルギーの安全供給、経済の効率化、環境保護の観

点から、以下の 2020 年目標が打ち出されている。 

・ 温室効果ガス排出を 90 年比 40%削減 

・ 発電量全体に占める再生可能エネルギーの割合を 30%以上に引上げ 

・ 暖房エネルギーに占める再生可能エネルギーの割合を 14%以上に引き上げ 

・ 生態系や食糧供給に影響を与えないバイオ燃料の開発 

・ 発電セクターにおける高効率 CHP プラントの施設数を 12%から 25%に倍増 

・ 建物省エネ効果を 2008 年までに 30%、2012 年までに更に 30%高める 

 

このエネルギー・気候変動プログラムを具体化した法案パッケージが、2008 年 6 月に議会を通過し、

各目標を達成するための施策が整備された（後述）。 

 

また 2008 年 11 月には環境省と教育研究省から環境技術基本計画が発表された。環境政策とイノ

ベーション政策を統合し、新たな環境技術市場を開拓するというものである。水資源技術、省エネ・省

資源技術、気候保全技術に焦点を当て、研究支援や輸出支援を進めている。 

 

注目すべき政策 

ドイツ政府による代表的なエコイノベーション政策としては、2008 年 11 月に発表された環境技術計

画がある。しかし、同計画には経済技術省は参画しておらず、環境省と教育研究省が主管している。

支援内容も技術面に偏っており、社会システムやインフラ、市場、消費者行動といった包括的なイノベ

ーション支援に欠けているため、その成果は未知数である。 

 

むしろ注目すべきは、現在の連邦政府の気候変動対策及びエネルギー政策における基本的枠組
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みを作った、統一エネルギー・気候変動プログラムと施策パッケージである。例えば、EEG 法による再

生可能エネルギー部門の発展は、実際にドイツのエコイノベーションに大きく貢献した政策の代表的

事例として挙げられる。同プログラムを通じ連邦政府は、同エネルギーの安定供給のための更なる技

術開発を重視し、排出削減への貢献のみならず、世界市場における競争力強化や新たな雇用創出と

いう経済効果を明確に意図しつつ、低炭素エネルギーの研究開発支援を行っている。 

 

 また 近では、省エネ建築物や、低炭素モビリティの支援にも積極的である。特に電気自動車分野

では国家戦略が策定され、産業界と一体で技術開発や標準化に取り組んでいる。 

 

① 統一エネルギー・気候プログラム 

現在の連邦政府の気候変動対策及びエネルギー政策における基本的枠組みは、2007 年 8 月に採

択された法律・条例パッケージ「統一エネルギー・気候プログラム」によって規定されている。同プログ

ラムは、エネルギーの安全供給、経済の効率化、環境保護の観点から、以下の各目標を設定してい

る。現在進行中の再生可能エネルギーの振興政策と EU の排出権取引制度を土台として、交通、民

生部門の対策を含めているのが特徴である。 

 

表 46 統一エネルギー・気候プログラムの概要 
目標 現時点での施策 

2020 年までに CO2 排出量を 1990

年比 40%削減 

気候予算を強化。2008 年連邦政府予算における気候保護予算は合計 20 億

6,000 万ユーロの見込みで、2005 年予算から 18 億ユーロ（200%）増加。 

また下の各対応策以外にも、電気自動車開発支援（後述）や低排出車への優

遇税制を実施。 

2020 年までに再生可能エネルギ

ー率を電力で 30%、暖房で 14%以

上に引き上げ 

EEG 法改正（後述）。 

再生可能エネルギー暖房法改正。新築には同エネルギー暖房導入を義務化。

再生可能エネルギー対応暖房購入に対し年間 大 5 億ユーロ支援。 

生態系や食糧供給に影響を与え

ないバイオ燃料の開発・普及 

持続可能なバイオ燃料の生産と普及を促進。 

バイオガスの段階的導入 ガス供給網規制を改正 、バイオガス供給を容易化するのための法整備。 

2020 年までに電力発電における

CHP（熱電併給）の割合を 25%以

上に倍増 

CHP 法を改正、小型 CHP 施設の普及を後押しし、年間 高 7 億 5,000 万ユー

ロの資金援助。家庭用、地域暖房に対し、上限 20%の融資補助。 

建物省エネ効果を 2008 年までに

30%、2012 年までに更に 30%高め

る 

家主に対して 低限のエネルギー基準に沿った整備・管理を義務付け、省エ

ネ改築に対する補助制度（補助金、特別融資等）予算を 3 億 6,000 万ユーロか

ら 14 億ユーロ（2006-09 年）に増額。 

09 年から建設される新築は、暖房、給湯用の熱供給の一部に再生可能エネル

ギーの利用とスマートメーター取り付け義務化。それ以前に建てられた建物で

も、再生可能エネルギーからの熱利用、断熱効果の引き上げを促進するため、

09 年から 12 年までの間、毎年 5 億ユーロの資金援助を用意。 

また緊急景気対策ではエネルギー効率を高めるための改築や改修に 30 億ユ

ーロを追加支出する。 

出所：独政府 

 

② 環境技術基本計画 

エコイノベーション推進のため、ドイツ政府が 2008 年 11 月に発表した新たな環境技術計画は、環

境技術の大きな経済的ポテンシャルに着目し、環境政策とイノベーション政策をこれまで以上に強く

結びつけるというもの。予算 250 億ユーロ。 

同計画は、世界市場でドイツが有するチャンスを見極め、今後の開発支援分野を特定するもので
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ある。政府は、水、天然資源及び気候保護という 3 つの分野を重視し、具体的計画としては、革新的

な中小企業への補助金支給、気候保全技術イノベーショングループ支援（表 47）、ドイツ水資源パー

トナーシップ（後述）、教育や研修の充実などを行なうこととした。また新たに原料生産性を 94 年比 2

倍に引き上げる新たな 2020 年目標を追加している。 

 

表 47 気候保全技術イノベーショングループ 
イノベーショングループ 内容 予算 

CCS 
産学協力を通じて長期的に効果のあ

る CO2 貯留方法を実証する 

3 年間で民間から 5,000 万ユーロ、

BMBF から 4,500 万ユーロ 

有機太陽電池 

将来的に高い汎用性が見込まれる有

機太陽電池の実用に向け、耐久性や

変換効率姓に優れた技術開発 

計 3 億ユーロ 

内 BMBF から 6,000 万ユーロ 

リチウムイオンバッテリー 
固定装置や自動車用のリチウムイオ

ンバッテリーを開発 

計 4 億 2,000 万ユーロ 

内 BMBF から 6,000 万ユーロ 

有機発光ダイオード 
大型商品にも適した有機発光ダイオ

ードの開発 

計 6 億ユーロ 

内 BMBF から 1 億ユーロ 

出所：独政府環境省「環境技術基本計画」 

 

③ 再生可能エネルギー法（EEG法） 

1991年に施行された「電力供給法」を起点とし、2000年に成立したEEG法は、電力供給会社（送電

線の管理者）に対し、グリーン電力発電施設の送電線への接続と、発電様式別に一定期間特定の

（通常価格よりも高い）価格で買い取るフィードインタリフ制度（FIT）を定め、2004年と2008年に改正さ

れた。 

 

現在の EEG は、20 年までに 高 30%までに拡大する目標を法的に規定している。この目標を達成

するため、風力発電、バイオマスなどを中心に、電力の 低買い取り価格を引き上げる。太陽光発電

は、これまで電力買い取り価格を毎年 5%引き下げる累減制となっていたが、太陽光発電の成長が予

想以上に早いことから、発電の効率化を追求するため、2009 年からは出力 100kW の小型設備を対象

に、この引き下げ率を 09 年 8%、10 年 8%、11 年 9%にした。出力 100kW 超の設備に対しては、引き下

げ率を 8%から 12%となる。 

このフィードインタリフを通じて電力を割高に買い取ることで発生する負担は、2007年で43億ユーロ

に上った。負担額はさらに 2015 年までに 71 億ユーロに膨らむが、2020 年には 59 億ユーロに減少す

ると環境省は試算している。 

 

また、再生可能エネルギー輸出促進のためのイニシアティブ（REEI）もある。これは国内中小企業

の再生可能エネルギー技術の輸出を促進するためもので、情報提供や見本市の開催などが行なわ

れている。 

 

④ 電気自動車の開発普及支援 

近の電気自動車に対する積極的支援策は特に注目される。 

政府は、2009年8月、「ドイツが世界に先駆け電気モビリティの先進市場になる」と宣言、「国家エレ

クトロ・モビリティ開発計画」を閣議決定した。技術開発支援だけでなく、技術標準化、インフラ拡充、

市場インセンティブ等を打ち出し、電気自動車普及に向けた総合的な支援を行う。次世代車の焦点を

これまでの水素車から電気自動車に切り替える野心的な方向転換とみて良い。EV普及目標2020年

100万台を掲げ、予算7億ユーロ以上を用意。2030年300万台という長期目標も視野に入れており、目
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標実現のため以下の取り組みを行なうこととしている。 

 

・ 高性能リチウムイオンバッテリー研究開発プロジェクト LIB2015。総予算 4 億 2,000 万ユーロ（政

府 6,000 万ユーロ、民間 3 億 6,000 万ユーロ）。2015 年までに実用的なバッテリー開発を目指

す。 

・ 予算 1 億ユーロ以上。ICT を使ったグリッド統合技術研究 5 プロジェクトを支援。 

・ 自動車用高性能バッテリー基礎研究を支援。2つの研究プロジェクトに対し合計3,100ユーロ拠

出。エネルギー密度を高めた長寿命、高速充放電が可能な新たなバッテリー開発や同分野で

の若手研究者育成に力を入れる。 

・ 環境省がバッテリーセルメーカーや自動車メーカー、大学、研究所等で「能力クラスター」の創

設を提案。電気自動車開発人材不足の問題に対応、また基礎研究と産業間の連携を強化さ

せる。 

・ 電気モビリティ地域クラスター8 地域。予算 1 億 1,500 万ユーロ。 

・ 2012 年から 2014 年にかけて電気自動車購入時に 3,000-5,000 ユーロを助成。対象は 初の

10 万台分で、その後、財政支援以外のイニシアティブに切り替え。 

 

バッテリー研究開発の強化から普及に必要なインフラや市場インセンティブの整備まで、電気自動

車の先駆的国家となるための施策が散りばめられている。 

しかしドイツ政府はこれまでダイムラーやBMWとともに水素燃料車の開発を重視してきた経緯があ

り、電気自動車の研究開発は出遅れた。このため政府は、上記の支援に加え、電気自動車技術（バ

ッテリー、充電、通信等）の世界標準化に対するドイツの影響力を高め、技術開発の遅れを穴埋めし

ようとしている。 

 

またこれら電気自動車支援は当初、経済・技術省、連邦運輸・建設・住宅省、連邦環境省、連邦教

育研究省らの共同管理としていたが、2010 年からは経済・技術省と運輸省が主管し、事務局も一本

化された。 

 

⑤ 研究開発支援 

基礎研究は環境技術の発展に不可欠だが、リスクも高く、また、実用性から離れた基礎研究の実

施は民間企業には期待できない。そのためドイツでは、国家の財源によって賄われる研究機関（例：

フラウンホーファー環境安全エネルギー技術研究所）や国立大学63が基礎研究の任にあたる伝統とな

っており、欧州の中でもトップレベルにある（II 章表 6 参照）。研究機関・大学の研究は、主に、発電、エ

ネルギー効率性、バイオマスに重点を置いている。 

 

ドイツの研究開発支援は、グローバル化に直面するいくつかのハイテクセクターに対し集中的に行

なわれている。このハイテクイニシアティブは、「将来 も重要となる市場においてドイツが世界のトッ

プとなる」という政府目標の下に研究開発に関わる全ての省庁を一元的にまとめる役割を果たしてい

る。このための政府予算は60億ユーロで、2010年までにR&D費GDP比3%（約700億ユーロ）の目標達

成に大きく貢献するとみられる。 

具体的には、バイオ技術やナノテクといった分野横断的な技術やエネルギー、環境技術が注目さ

れており、科学研究（サイエンス）と将来の市場（経済）の橋渡し役を（政策パッケージと新技術移転ツ

ールで）行なうことで、ドイツ産業の国際競争力を高める。例えばホワイトバイオテクノロジーに対して

                                                   
63ドイツにおける大学は、ほぼ例外なく国立であり、基本的に国家予算により運営される。 



 77

は5年間で1億ユーロを助成、民間投資と合わせ、合計2億5,000万ユーロの研究開発投資を目指す。 

また教育研究省は、研究所や大学で開発された技術を産業界と共に市場化させるというバイオ産

業2021イニシアティブと、遺伝子技術を使い、微生物を産業生産工程に応用させるという

GenoMik-Plusイニシアティブを打ち出している。 

 

さらにドイツの研究開発支援を特徴付けるのが、技術パーク（Technologiepark）の整備推進である。

これは実際の技術やサービス、産業、教育を開発する拠点として、イノベーション文化を育成する場

所の整備を指している。例えば 1985 年に創設されたハイデルベルク技術パークは、建物自体がハイ

デルベルク大学と隣接しており、生物学を中心にあらゆる規模の企業（研究開発、コンサルタント、研

修など）が集まっている。この結果 1,300 人の雇用が創出され、数々のセミナーやコラボレーション、市

場、研修サービスが創出された。このように多種のアクターが集積することで、イノベーションが生み

出される環境を作り上げている。 

 

こうした支援策の結果、ドイツの環境特許は実際に増加しており、特許数は欧州でも圧倒的に多い

（IV章参照）。2007年の環境技術分野の特許出願件数は1,044件で、対2004年比で約 19%増加した。

また、欧州特許庁（EPO）における環境技術分野の新規登録件数（2007 年）の占有率は、ドイツが 23%

でトップである。またR&D費も1994年の2.2%から2005年には2.5%にまで回復している。特に企業R&D

投資に占める大学研究費投資の割合は、ドイツが世界でもトップクラスになっている（図 15）。 

 

図 15 企業 R&D 費に占める大学研究費投資の割合（%） 
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出所：アメリカ国立科学財団（NSF） 

 

⑥ 地球温暖化防止パートナーシップ 

連邦政府とドイツ商工会議所が設立した地球温暖化防止のためのパートナーシップは、企業に対

しエネルギー効率化や地球温暖化防止の分野における更なる投資を動機付ける試みである。これに

より、企業の経済危機からの脱出と競争力強化に繋がると期待されている。 

 

このパートナーシップの一環で、地球温暖化防止企業連盟が設立される。会員企業は、あらゆる業

界からの参加が可能。エネルギー効率化対策や地球温暖化対策を企業戦略に取り入れ、一定期間

ごとに審査を受ける必要がある。また会員間で、地球温暖化防止やエネルギー効率化に関する成功

例の共有を進める。 
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またドイツ商工会議所とドイツ手工業会議所による情報キャンペーンと能力開発キャンペーンも展

開される。情報キャンペーンでは、ドイツ商工会議所の認定を受けたエネルギーコーチが企業を訪問

し、エネルギー効率の可能性、助成プログラムや育成講座、情報提供イベントの紹介を行う。能力開

発キャンペーンでは、企業内の従業員にエネルギーマネージャーとしての専門教育の機会が提供さ

れる。 

 

⑦ ドイツ水資源パートナーシップ 

ドイツの水資源管理技術の海外移転を強化するために、2008年4月に設立された。中小企業が多

い国内企業を一つのブランド傘下に組み入れることで、ドイツ水資源管理技術や開発研究の海外認

知度や信頼性、競争力を高めるのが目的。エンジニアリング企業や建設業界、システム開発、部品メ

ーカーといった民間企業や研究機関、公的機関、金融機関など約200の組織が参加。連邦政府から

は、教育・研究省（BMBF）、環境省（BMU）、経済協力・開発省（BMZ）、経済・技術省（BMWi）、外務省

（AA）が参加・支援している。同パートナーシップの下、100カ国以上の国々と協力パートナーシップを

築き、ドイツの技術を海外に移転する機会の創出を行なっている。 

 

⑧ 廃棄物規制とリサイクル・効率性技術イニシアティブRETec 

ドイツではパッケージ条例が、生産者や販売者に対し、バイオプラスチックやバイオペットボトル以

外の包装回収義務を課している。このため企業は包装の削減やリサイクルしやすい包装に切り替え

ている。また2005年の廃棄物ストック条例は、自治体生ごみを埋立処分する前の熱処理或いは生物

学処理を義務付けた。 

 

この規制を通じて発達した国内企業の海外進出を支援するため、環境省は、リサイクル・効率性技

術イニシアティブRETecを立ち上げた。海外への廃棄物基準を強化するための産学官ネットワークで、

特に新興国や途上国を対象に、海外ネットワークの展開を支援している。 

 

 

2. フランス 
 

（1） 環境産業 

 

フランス政府によれば、同国の環境産業の売り上げ規模は 2008 年で約 600 億ユーロ、雇用数が約

40 万人と基幹産業と言えるまでに成長している。2020 年までには、さらに約 500 億ユーロの売り上げ

拡大と 28 万人の新規雇用者数、年間 CO2 削減量 80 万トン、年間貿易黒字額 250 億ユーロ（機器や

製品の輸出、化石燃料と原料の輸入削減等）を生み出す、と更なる成長が予測されている。 

 

フランスで特に発展した環境産業は、水資源管理と廃棄物処理（リサイクル除く）である。どちらも世

界的大手メーカーが台頭し、海外市場への進出も果たしている。一方再生可能エネルギーやリサイク

ル、脱炭素車といった新興分野では、まだ国内市場がそれほど発展していない。 

 

以下では、同国環境戦略の策定を進める環境グルネル会議が重視する環境産業分類（下記）に基

づき、同国環境産業の概要を明らかにする。64 

                                                   
64 フランス政府がボストンコンサルティングに委託した調査報告書を参照。本節で使用するデータの出典は、特に断

りが無ければすべて同報告書である。 
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代替エネルギー エネルギー効率性 周辺環境 

脱炭素車 

太陽電池 

風力 

CCS 

省エネ建築 

バイオマス 

廃棄物リサイクル・エネルギー再生

バイオ燃料 

土壌浄化 

廃棄物処理 

水資源衛生管理 

自然・生物多様性保護 

排ガス処理・騒音 

 

分野別傾向 

表 48に見られるとおり、建物のエネルギー効率化、バイオマス・バイオ燃料開発、廃棄物のリサイ

クルとエネルギー活用では、今後年間5%以上の成長が見込まれている。一方、水資源管理、衛生設

備、廃棄物管理、地域の汚染処理（大気、騒音、土壌）といった伝統的な環境産業も、年間2－3%の成

長が見込まれる。2007年にはこれらの売り上げ規模は290億ユーロ、雇用数18万人と、全環境産業中

のほぼ半分を占めている。 

 

自然環境の保護と生物多様性といった分野も、新興市場として今後発展が見込まれる。特に、フラ

ンスは海洋環境整備が輸出産業へと発展する可能性もある。ただし産業発展のための具体的な方策

やビジネスモデルが欠けており、産業育成に向けた模索が続いている。 

 

その他太陽光・風力・洋上・地熱発電等の代替エネルギー機器、電気・水素を利用した低炭素車の

開発、CCS、エネルギー保留システムは、従来技術と比較してコスト高なため、本格的な公的支援無

しでは発展が難しい。65しかし中長期的には成長が見込まれ、政府レベルの支援策のあり方が注目さ

れている。現在は、経済活動、雇用ともに占める割合は極少数だが、2020 年までには経済活動規模

が 95 億ユーロ、雇用数も 9 万人以上拡大することが予測されている。 

 

表 48 フランス環境産業の売り上げ規模 
売り上げ高（ユーロ） 

分野 2007年 2012年 

（予測） 

2020年 

（予測） 

脱炭素車 0 3億 75億

太陽電池 1億 10億 13億

風力 12億 35億 20億

代替エネルギー 

CCS - - -

省エネ建築 90億 230億 240億

バイオマス 30億 40億 60億

廃棄物リサイクル・エネルギー再生 130億 150億 160億

バイオ燃料 12億 26億 35億

エネルギーの効率化 

土壌浄化 8億 13億 26億

廃棄物処理 100億 110億 130億

水資源衛生管理 160億 160億 160億

自然・生物多様性保護 10億 20億 30億

伝統環境産業 

大気汚染・騒音防止 20億 30億 40億

出所：ボストンコンサルティンググループ（2008年） 

                                                                                                                                                           
ボストンコンサルティンググループ（2008 年 12 月）Développer les éco-industries en France 
65 フランスでは、従来こうした産業分野の育成に積極的に政策介入していなかったため、例えば、ドイツのように特

定分野に政策的プライオリティを置く国に比べ、同産業が経済活動に占める割合は低かった。こうした政策方針が、後

述の通り、環境グルネル懇談会が主導して 2008 年 7 月に設置された｢エコ産業戦略委員会｣によって見直されつつあ

る。 
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表 49 環境産業の雇用数 
雇用数（人） 

分野 2007年 2012年 

（予測） 

2020年 

（予測） 

脱炭素車 1,000 以下 2,500 65,000

太陽電池 2,100 9,000 13,000

風力 7,600 18,000 16,000

代替エネルギー 

CCS － - -

省エネ建築 99,000 225,000 248,000

バイオマス 53,000 60,000 87,000

廃棄物リサイクル・エネルギー再生 30,000 30,000 35,000

バイオ燃料 15,000 24,000 32,000

エネルギーの効率化 

土壌浄化 7,700 12,000 25,000

廃棄物処理 66,000 66,000 66,000

水資源衛生管理 91,000 91,000 91,000

自然・生物多様性保護 8,500 11,500 17,000

伝統環境産業 

大気汚染・騒音防止 10,000 12,000 15,000

出所：ボストンコンサルティンググループ（2008年） 

 

海外市場 

現在は水質管理機器が主な輸出品目である（3,700 億ユーロ、表 50）。将来的には低炭素車や太

陽電池、風力タービン、CCS も輸出が伸びる可能性が指摘されている。 

 

表 50 主要分野の市場予想 
市場規模（ユーロ） 

分野 
市場

範囲 2007年 2020年 2030年 
シナリオ 

脱炭素車 欧州 

－
200億－

500億

500億－

900億

2020年：低炭素車シェア7－15%、

価格2万－2.5万ユーロ 

2030年：低炭素シェア15－25%、

価格2万ユーロ以下 

太陽電池 世界 

130億
900億－

1,400億

1,000億－

4,500億

2020年：年間設置容量

35-55GW、コスト2.5ユーロ/W以

下 

2030年：年間設置容量

100-300GW、コスト1-1,5ユーロ

/W 

風力 世界 

200億－

300億

300億－

500億

350億－

550億

陸上：2030年までに年間設置容

量25-30GW、コスト800-1,200ユ

ーロ/kW 

洋上：2030年までに年間設置容

量20-25GW、コスト800-1,200ユ

ーロ/kW 

代替エネ

ルギー 

CCS 世界 

－
100億－

200億

600億－

1,200億

2020年：年間貯留容量

0.3-0.5Gt、コスト35-45ユーロ/t 

2030年：年間貯留容量2-4Gt、コ

スト30ユーロ/t 

伝統環境

産業 

水資源・ 

衛生管理 

世界 

3,700億 6,500億 1兆

欧州、北米で年間2%成長、中

国、中東で年間10%成長、その他

で4%成長した場合 
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出所：ボストンコンサルティンググループ（2008年） 

 

各分野の将来動向 

以下各分野の動向を概説する。 

 

脱炭素車は、スタート・アンド・ストップ技術やハイブリッドといった環境性能を向上させる技術と同

時に、バイオ燃料、水素車、電気自動車といった代替技術の開発も進められている。 

 

太陽光発電は、スペインやドイツと比べて立ち遅れているが、薄膜シリコン型電池工場建設への期

待が高い。 

 

風力発電は、現在全発電量に占める割合は 1%に満たないが、グルネル懇談会で 2020 年までに

10%程度まで引き上げることが決定されたため、今後の伸びが期待できる。陸上風力の普及で立ち遅

れているものの、洋上風力発電用タービンの市場はまだ参入余地が大きい。 

 

CCS は輸送と保留技術は成熟技術だが、回収技術にはいまだ発展の余地あり、各工程のコスト削

減が必要である。 

 

省エネ建築に関しては、エネルギー消費の 44%を占める住居と第三次産業用建物の消費削減が重

視される。2007 年の住居改築市場は年間 70 億ユーロに達し、とりわけ 1975 年以前の規制以前に建

設された1,900万の住居の改築が注目されている。この種の住居数は全体の58%だが、エネルギー消

費では 75%以上と、近年建設された住居の 2－3 倍のエネルギーを消費している。本分野の市場拡大

により、2020 年には建設会社で 9 万人、関連機器の生産・設置関連会社で 6 万人の雇用増が見込ま

れる。 

 

バイオマス産業は、藁や木材、農産廃棄物からのセルロース系植物を使ったバイオマス開発に注

力。2006 年には 575 万台、2020 年には 900 万台と薪による暖房器具を備えた住居数が 50%以上増加

の見込みだ。 

 

廃棄物・リサイクル・エネルギー再生分野では、例えばドイツや北欧諸国のように、リサイクルと同

程度のエネルギー活用の発展、分別の習慣を根付かせること、自国産業による二次原料の使用を奨

励させることなど、循環型社会を目指す上で数多くの課題が残る。 

 

バイオ燃料の今後の発展には、第一世代バイオ燃料の発展がもたらす影響とポテンシャルを明ら

かにすることと、第二世代バイオ燃料のポテンシャル発揮のためにフランスが競争力を持ちうる技術

を発展させることが求められる。 

 

今後も成長が見込まれる土壌浄化産業は、欧州全体における市場機会の獲得が今後の課題だ。 

 

衛生設備の建設等で世界的なリーダーとなっている水資源衛生産業は、国内市場が 2020 年まで

成長も雇用増も見込めない。国内産業が持つ利益の維持と年間 10%以上の成長がみられる中国や

中東など国際新興市場への参入が必要不可欠になる。 

 

まだ産業としての実態が良く見えない自然・生物多様性保護は、官民連携を通し、同分野の職業を
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組織化することにより、生物多様性市場での先駆的存在となり得る。そのためには、まずフランスが

得意とする海洋環境分野から開始されることになろう。 

 

大気汚染産業は、成熟した煤煙処理市場よりも、未発達な QAI（室内大気の質）市場に期待がかか

る。建物の空調、大気の質の測定やコントロール機器。公的機関が国民の健康や改善策に関わるキ

ャンペーンを行なうことで、同市場の発展を促すことができる。一方騒音処理市場は、公的機関による

購買や自治体、各種規制により、発展の可能性は十分見込まれる。 

 

 

（2） エコイノベーション政策 

 

現在のフランスにおける環境政策の戦略的実施の牽引役となっているのは、2007年に始まった環

境グルネル会議である。 

 

環境グルネル会議は、2007年にサルコジ政権が発足した環境NGO、地方自治体、企業代表らが参

加する懇談会のことで、従来の政府主導型の環境政策を改め、マルチステークホールダーアプロー

チによる政策策定を行なっている。同会議は、環境政策と経済成長の両立を念頭に、「気候変動対策

とエネルギー需要管理」「自然資源と生物多様性の保全」「健康への環境伝達の創出」「持続可能な

生産・消費パターンへの適応」「グリーンデモクラシーの創出」「グリーン雇用と競争力の促進」の6作

業グループに分かれ、それぞれが今後5年間の政策草案を作成した。同草案は、パブリックコンサル

テーションを経て、閣僚や地方自治体、労働組合、NGOの代表者から成る環境ラウンドテーブルで

終承認された後、法案化される。 

 

特に同国のエコイノベーション政策進展の観点からは、環境グルネル会議が2008年7月に設置した

｢エコ産業戦略委員会｣が、イノベーションやエコ企業の競争力強化に向けた規制や標準化の問題を

検討し、エコイノベーションのための緊急措置を発表したことが注目される。同委員会は現在、長期的

なエコイノベーション政策の方針を検討している。 

 

表 51 環境グルネルの決定内容 
目標 

EU20･20･20 目標への貢献 

2050 年までに温室効果ガス排出量を年平均 3%削減し、 終的に 75%削減する 

2020 年までに全エネルギー消費量に占める再生可能エネルギーの割合を 23%以上に引き上げる 

2020 年までに現存建築物を 38%省エネ、運輸セクター20%省エネ 

2020 年までに自家用車の平均 CO2 排出量 176g/km を 130g/km まで削減 

主な施策 

理想的なエネルギー多様性（水力、風力、バイオマス、地熱、太陽電池、太陽エネルギー）を調査するためのプ

ログラム立ち上げ 

風力、水力、バイオ燃料それぞれの支援メカニズム等の再検討 

発電所プロジェクトへの数年にわたる投資計画の見直し 

バイオマスを使った熱エネルギー生産のための基金設立 

国家「ソーラー建築物」計画立ち上げ（太陽エネルギーの建物との統合） 

再生可能エネルギーと蓄電を中心とするエネルギー研究費を民生原子力研究費と同額まで引き上げる 

第一世代バイオ燃料の持続可能性クライテリア強化と、第二世代バイオ燃料の実証実験の促進 

CCS 開発への投資・法的枠組み 

ボーマス・マルス制度による環境対応車奨励制度 
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空港のエネルギー自給化（地熱利用など） 

2010 年までにエコラベルを導入し炭素価格を表示 

（原子力の今後の扱いについては意見まとまらず） 

出所：フランス政府環境グルネル 

 

以下では、フランスの主なエコイノベーション政策に注目しその特徴を概説する。主な特徴としては、

まず市場形成や行動の変化を重視している点を上げることができる。（例：ボーナス・マルス制度、パ

リ市のVelib等）。また原子力大国（電力供給の約77%）ということもあり、再生可能エネルギー技術より

も、暖房器具や改築、対炭素車等に対する支援を積極的に行っている。これに加え、2010年から導入

される予定の燃料へのCO2課税制度によって、主に住宅やオフィスでの省エネ、再生可能エネルギー

との統合が後押しされることになる。 

 

① 建物の省エネ（グルネル目標：2020年までに建物38%省エネ） 

高効率の省エネ暖房関連器具の購入に対する税額控除や省エネ改築に対するエコローン制度な

どの市場普及支援策が、同分野のエコイノベーション市場化を後押ししている。さらに2010年から石

油、ガス、石炭の消費に課税する炭素税が導入されることで、さらに省エネ製品の需要が伸びること

が期待される。 

 

中でも家庭部門のエネルギー消費量の約70%が暖房であることから、環境対応型暖房器具や断熱

材の普及が重視されており、以下の具体的施策が打ち出されている。 

・ 2005 年から 2012 年に購入された高効率暖房66の販売価格の 25%を所得税から控除67 

・ 築 15 年以上の住宅の改修工事に対し、 大 35%を補助金支給。2009 年からは省エネ改修工

事に優先的に適用している 

・ 低所得世帯による省エネ改築工事に対し 1,000－2,000 ユーロを支給 

・ 省エネ改築に対しエコローン制度（無利子）を導入 

 

環境・エネルギー管理庁（ADEME）は、環境対応型暖房器具の市場規模が、2012年には30億ユー

ロと、2007年の8億ユーロからほぼ4倍に膨らむと試算している。断熱材も、2012年の市場規模は160

億ユーロと、07年比で倍増すると予測している。実際にフランスの暖房器具市場は、経済危機後も順

調に伸びている。住宅の省エネ化に対する消費者の関心も徐々に高まっており、エコローン制度はス

タートから3ヵ月間で1万5,000件の申請があった。 

 

② 再生可能エネルギーの普及、開発支援（目標：2020年までに全エネルギー消費量の20%） 

電力生産の約77%を原子力発電に頼るフランスは、電力のエコイノベーションの優先順位が比較的

低い。再生可能エネルギーへの取り組みもEU指令が発効された2001年以降と、他国より出遅れて始

まっている。さらに入札やフィードインタリフによる市場化、普及支援が不十分な内容であったため、大

規模発電所の導入が中々進まなかった。68 

研究助成も、これまでは、低炭素電力の研究支援のための補助金の大部分を原子力部門に充てて

                                                   
66 高効率ボイラー（暖房・温水用）の購入費、断熱材や断熱（二重）窓の購入・設置費、室温調整機器と暖房機器の

タイマー購入費 
67 支払額の 25%、1977 年以前に建築された住宅については購入後 2 年以内に設置した場合に限り 40%の控除を認

める。控除額上限は単身世帯が 8,000 ユーロ、夫婦世帯が 1 万 6,000 ユーロ（扶養家族 1 人当たり 400 ユーロ増額）。 
68 12MW 以上の大型プロジェクトには競争入札制度が導入した。しかし出力 12MW 以上の再生可能エネルギー発電

所が発電した電力を電力公社 EDF は買い取る義務が無いため、ウィンドファームといった大規模発電所の建設が進ま

ない原因ともなっていた。 
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いた。毎年4－5億ユーロの国家予算のうち再生可能エネルギー分野への使用は僅か4－5%程度に留

まる。 

 

しかし、2005年のエネルギー基本法69や2007年の環境グルネルなどによる政策枠組みの見直しと

ともに、再生可能エネルギーの振興策もようやく本格化しつつある。環境省は2008年末、低炭素エネ

ルギーのための50の施策（表 52）を発表し、分野ごとの具体的な対策を発表した。フランスのこの分

野の取り組みには、1974年に策定された国家原子力プログラムと同様、エネルギー自立を強く志向す

る同国固有の考え方が反映されているとみてよい。また、低炭素産業による雇用創出や地域活性化

も期待されている。 

 

2020年目標達成に向けた50件の政策的措置により、2009年から2011年の間にADEME管理の下10

億ユーロが再生可能エネルギー強化の為に投資される。中でも低炭素エネルギーと環境保護研究助

成金は年々引き上げ、既述の通り、 終的には原子力研究費（軍事用除く）と同レベルにまで増加さ

せるとしている。なお、10億ユーロの投資のうち4億ユーロは、実証試験に充てられる。フランス政府

が出した2020年における再生可能エネルギー発展シナリオは、バイオマス（熱・電力）、風力、地熱

（熱利用）が当面 も有力だとし、太陽光発電と再生可能エネルギーの熱利用70の普及に特に力を入

れている。 

 

表 52 50 件の措置（2008 年 11 月、ボルロー環境大臣発表） 

2020 年再生可能エネルギー目標達成のための措置 

1 
2009 年中に採択されるエネルギー生産に関する新たな複数年投資計画（PPI）で各分野の目標を明らかに

する。 

プランニングの改善 

2 2020 年目標に向けた各地域の目標を記した「気候・大気・エネルギーに関する地域概略」の策定 

再生可能エネルギー普及のための障壁の除去 

3 
特に風力発電の普及のために求められる、再生可能エネルギーのグリッド統合計画を上記の地域概略に

盛り込む 

4 
建物建設許可に関して、再生可能エネルギー機器の設置は保護地域や指定された安全性による規制を除

き、基本的に認める。 

5 
建物への再生可能エネルギー機器統合を促進するために、土地占有面積や公共用地、高さ制限を 30%超

過することを認める。 

6 
地方自治体にも再生可能エネルギーによる電気の固定買取料金を適用することで、学校の太陽電池設置

といった事業を促進させる。 

建築物再生可能エネルギーの統合 

7 
2012 年に適用される新建設物基準「低エネルギー消費建築物」枠組みを通じて、再生可能エネルギーを促

進する。 

                                                   
69原子力発電を維持したまま、再生可能エネルギーと省エネを通し、2050 年までに毎年 3%の温室効果ガス排出を削

減、 終的には 80%削減を目指す目標を設定。太陽光、バイオマス、バイオ燃料、風力発電の発電及び水素車などを

強化対象とした。 
70国内全消費エネルギーの 3 分の 1 が熱利用（暖房）であることを考慮した結果。 
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8 
再生可能エネルギー機器を設置する改築に対してエコ特恵ローンや減税といったインセンティブを用意す

る。 

9 
地方公共団体の都市化計画など新領域開拓の際に、新建設物が再生可能エネルギー導入のを含むエネ

ルギーパフォーマンスと環境保護の尊重を義務化することが可能になる。 

再生可能熱エネルギー基金 目標案71：2006 年 2.0Mtoe→2020 年 7.5Mtoe 

10 
2009 年中に再生可能熱エネルギー基金を設立。環境グルネルの 10 億ユーロの枠組み内に設置される。中

期的には年間 8 億ユーロを割り当てることを検討中。 

再生可能熱エネルギー供給網 目標案：2006 年 0.1Mtoe→2012 年 1.2Mtoe 

11 熱供給網の区分けプロセスの簡素化と、新築建築物への設置義務の強化。 

12 許可申請の特例期間を延長し、投資を促進させる。 

13 
再生可能熱エネルギーが 50%以上を占めるエネルギー網を利用する消費者、供給者への TVA 課税を 5.5%

に減税する。 

バイオマスエネルギー 

目標案：集合住宅・サービス事業用建築物 暖房 2006 年 8.8Mtoe→2020 年 15Mtoe 

電力 2006 年 0.2Mtoe→2020 年 1.4Mtoe 

一戸建て住居  2006 年 575 万世帯→2020 年 900 万世帯 

14 合計出力 250MW のバイオマス発電所建設のための第 3 回目入札「バイオマス 3」を数週間後に開始する。

15 2009 年 1 月までに合計出力 10 万 toe 分のバイオマス発熱所の第一回目入札を開始。 

16 
エコロジー省による大規模火力発電所へのバイオマス（或いはその他の再生可能エネルギー）併用義務化

に関する調査を開始。 

17 
木質バイオマスボイラー設置に対する高レベルの支援策を継続する。粉塵排出量が少ないボイラーが支援

対象となる。 

地熱ヒートポンプ 目標案：2006 年 0.4Mtoe、7 万 5000 世帯→2020 年 2.3Mtoe、200 万世帯 

18 住宅への地熱ヒートポンプ設置に対する高レベル支援策を引き続き行う。 

19 再生可能熱エネルギー基金を通じて住宅・サービス事業所・農業用地熱ヒートポンプ研究を支援する。 

20 
再生可能熱エネルギー基金を通じて、イル･ド･フランスやその他の地域（アルザス、アキテーヌ、ミディ=ピレ

ネー、サントル）での大規模地熱供給所の設置を支援。 

21 Soultz sous Foret での地熱発電研究。 

22 
Soultz sous Foret で開発された深部地熱技術の研究支援。また同技術によって発電された電力の買い取り

価格の見直し。 

風力発電 目標案：2007 年 2500MW→2020 年 2 万 5000MW 

23 陸上風力電力買取価格は予定通り 低 2012 年まで現行のまま維持する。 

24 陸上風力発電の開発計画を改善し、地域ごとの気候や風況、潜在性を明確化する。 

                                                   
71 PPI で正式に決定される。以下全ての目標案が当てはまる。 
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25 陸上ウィンドファームの規模拡大のための規定枠組みを改善する。 

26 洋上風力開発のために手続きの簡素化。 

27 洋上風力発電の適所を特定するコンサルテーション・プランニング機関を設立する。 

28 洋上風力発電設置を促進するための法的枠組みを策定する。 

太陽光発電 目標案：2007 年 13MW→2020 年 5400MW 

29 
2011 年までに建設される太陽電池発電所の入札を 2008 年中に行う。入札は各地域に 低 1 つ以上とし、

合計 300MW 分を建設する。72 

30 買取義務が発生する運営期間規制（1500 時間）を廃止する。 

31 「建物への統合」の定義を簡素化し、行政手続を迅速化する。 

32 

商業施設（スーパー、産業用施設、農業用施設等）での太陽光発電に大使 45 セント/kWh のボーナスを設

定。意匠性に優れた革新的な太陽電池統合建築物で、発電コストが 45 セント/kWh 以上の場合は、55 セント

/kWh のボーナス対象となる。この固定価格は 2012 年まで継続される。 

33 太陽電池設置のための行政手続を 2 段階に短縮化。 

34 3kWc よりも小さい容量の太陽光パネル（約 30 パネル）の設置は今後、全ての税が免除される。 

35 
太陽電池の設置の計画から発注、行政手続、設置、メンテナンスを一括して行う事業体形を普及させるため

の法的措置や優遇税制を検討する。この案はグルネル第二法案で提案される。 

36 5000m²以上の地上太陽光発電所に対して環境影響や土地利用の競合性など監査手続きを設ける。 

37 
今後 10 年にかけて国家建築物及びその他の公共建築物のエネルギー消費量を 40%削減するために 240

億ユーロの予算で改築を行う。その際に屋根への太陽電池取り付けを行う。 

38 

2009 年中に海軍施設に合計出力 2MW 分の太陽電池を取り付ける。2010 年には陸軍施設に合計出力

24MW の太陽電池を設置する。更に地方自治体への買取価格制度規制を撤廃し、学校をはじめとする公共

施設への太陽電池設置を促進する。 

水力発電 目標案：2006 年 25000MW→2020 年 PPI による定義が必要 

39 持続可能な方法で現存する水力発電所の近代化と効率化に取り組む。 

40 質の高い環境保全を進めるために行政手続を再編成する。 

41 水力発電技術はまだ開発の余地があり、そのために開発基準の設置を行う。 

太陽熱、メタン化とバイオガス、海洋エネルギー 

42 太陽熱温水供給機の購入に対する減税措置を 2012 年まで延長する。 

43 2009 年第一四半期に新たな法的区分「メタン生成」を設置する。 

44 小規模メタン生成施設のための電力買取価格引き上げに関するコンサルテーションを実施する。 

                                                   
72 300MW の内訳はアキテーヌ、オーヴェルニュ、コルシカ島、ラングドック=ルシヨン、リムーザン、ミディ=ピレネー、

ポワトゥー=シャラント、プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール、ローヌ=アルプ、海外県がそれぞれ 20MW。アルザス、

バス=ノルマンディー、ブルゴーニュ、ブルターニュ、サントル、フランシュ=コンテ、ペイ･ド･ラ･ロワールがそれぞれ

10MW。シャンパーニュ＝アルデンヌ、ロレーヌ、ノール＝パ・ド・カレー、ピカルディがそれぞれ 5MW。 
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45 天然ガス供給網にバイオガスを組み入れる可能性に関して調査を行う。 

46 
フランスは海洋発電において高い産業技術レベルと潜在性がある。このため政府は北海と地中海両方の研

究開発を統合し、実証試験のための入札を実施する。 

企業による研究開発 

47 

ADEME による管理の下、環境グルネルが提示した 10 億ユーロの資金の内 4 億ユーロが実証実験に充てら

れる。対象は第二世代バイオ燃料、CCS、再生可能エネルギー、低排出車、省エネ建築物、スマートグリッ

ド、エネルギー貯留。 

48 

フランス国立太陽エネルギー研究所（INES）に追加予算を投じ、官民パートナーシップを通じた i)太陽電池の

耐久性及び変換効率の調査 ii)結晶シリコンの変換効率向上 iii)柔軟な素材を使った薄膜フィルムの開発を

進める。 

49 

フランス原子力庁（CEA）は再生可能エネルギーの発展に必要とされるエネルギー貯蓄技術に取り組む。ま

た i)フランス国立科学研究センター（CNRS）とバッテリー用新素材研究の統合及び共同試験 ii)プロトタイプ

の作成 iii)蓄電システムの評価と運営の 適化の 3 つの研究分野のプラットフォームを設立する。 

50 
再生可能エネルギーに関わる競争力クラスターも活動に組み込む。4 つの競争力クラスターDERBI、S2E2、

Tenerrdis、Capenergies は 2008 年 9 月に共同取り組みのための署名を行っている。 

出所：フランス政府環境省 

 

再生可能エネルギーによる大規模発電より、むしろ建築物との統合に着目している点がフランス再

生可能エネルギー支援の特徴である。 

例えば、2010年から適用される新たな太陽電池電力買い取り価格は、建築物と統合・調和したパネル

の支援強化がポイントとなっている。こうした太陽電池パネルに対する買取価格は60.2 セント/kWhと

世界的に見ても高い水準にある。さらに建築的・美的に も完成度が高くなる方法を優遇し、優れた

イノベーションを活用した企業や工務店が優遇されるようになっている。 

 

財政支援だけでなく、研究拠点の枠組みも再構築されている。2006年には原子力庁（CEA）や国立

研究科学センター（CNRS）が協力し、サヴォワ・テクノラック（Savoie Technolac）に国内 大の国立太

陽エネルギー研究所（INES）を設立した。これまで各機関がそれぞれ進めてきた太陽発電技術を統合

し、企業参加型のプロジェクトで太陽光発電の実用化・普及を目指したものである。さらに「エネルギ

ー分野連合」（ANCRE）73を構築し、全国の公共機関が実施している、エネルギーに関する調査研究と

の連携を図り、有効性を高める。 

 

③ 低炭素車支援 

運輸部門のエコイノベーション政策も、市場と消費者行動の変化に注力している点がフランスの特

徴となっている。パリ市が独自に進める都市交通のエコイノベーションも世界から注目されている。 

 

例えば、2007年12月に導入された奨励金と罰金を組み合わせた市場ベースの財政支援「ボーナ

ス・マルス（飴と鞭）制度」は、新車のCO2排出量に応じ、200－5,000ユーロの奨励金を支給、或いは

200－2,600ユーロの罰金が徴収される。この施策によって、フランスの乗用車市場の小型化が急速に

                                                   
73主な業務は1）国のエネルギー政策の一環として、加盟機関共通の研究開発政策を提案する。2）公的研究機関、

大学、企業との連携を強化する。3）エネルギー産業の発展を阻害する科学的、技術的、経済的、社会的な障壁を見つ

け出す。 
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進んでいる。742008年に国内で販売された新車の内、CO2排出量140g/km以下の車の割合が前年の

50%から63%に増加。今年第一四半期に販売された新車（28万6,000台）でも55%を低炭素車が占め、さ

らにCO2排出量100g/km以下の車の売り上げが5倍に伸びている。新車の平均CO2排出量は

140g/kmとなり、欧州では上から2番目の低排出車市場となった（ も平均排出量が低いポルトガル

は138g/km）。但しこの現象は、ボーナス・マルス制度以外にも、廃車奨励金制度や金融危機、2008

年夏の石油価格高騰など様々な要因が絡んでいる。 

同様の変化は企業の社用車調達方針にも現れている。今後数年間で、燃費の良い車へ切り替える

意向の企業あるいはさらに汚染レベルの低い車へ切り替える意向を持つ企業が急速に増えている。 

 

また小売店が多く効率的な物流が欠かせないパリ市では、トラムの復活やセルフサービス式の貸

自転車システム「Velib」によって交通量削減が試みられている。中でもこのVelibは、各欧州都市やさ

らにアジア、北米からも注目されるエコイノベーション成功例といえる。現在パリ市はVelibの電気自動

車版「Autolib」を検討している。 

 

④ 家電の省エネ促進に向けた検討 

環境省は、液晶テレビ、電球、冷蔵庫など一部の家電製品に対して、ボーナスマルス制度の適用を

拡大する方針。自動車に対し実施されている同制度の適用範囲拡大にサルコジ大統領も同調したが、

経済危機以降、新たな動きは出ていない。 

 

⑤ 廃棄物行動計画 

フランスは廃棄物処理産業が発展し、実際焼却炉の数では欧州でもトップレベルにあるものの、逆

にリサイクルや廃棄物削減対策は未発達の状態である。そこで政府は、廃棄物の発生抑制、リサイク

ル、有効利用を優先課題と位置づけたグルネル会議の答申に基づき、廃棄物に関する2009-2012年

行動計画を策定し、2011年には2億5,900万ユーロを拠出することを決めた。 

目標 

・ 家庭ごみの発生量の 7%削減。今後 5 年間で住民により実施。 

・ 家庭ごみについて、素材・有機ゴミのリサイクル率を 2012 年に 35%、2015 年には 45%に改善。

企業の廃棄物と容器包装については 2012 年から 75%を目指す。 

・ 焼却分と保管分の量削減、環境・健康への影響を軽減。 

 実施策 

・ 廃棄物の発生抑制のための地方公共団体や市民向けの普及啓発、情報提供。財政的なイン

センティブを徐々に実施。 

・ 拡大生産者責任の手続きの中にリサイクルを位置づけ。製品などリサイクル素材の指定を EU

レベルで交渉。 

・ 家庭ごみの 50%を占める有機系廃棄物の有効利用。 

・ 焼却される廃棄物の量を一定量に抑え、税制措置を適用、保管・焼却施設に関する情報を改

善する対策を提案。 

・ 現在は 3 分の 1 以上が有効利用されていない建設廃棄物のリサイクルを強化。 

 

⑥ エコイノベーション 6つの緊急措置 

環境課題を経済産業政策に取り入れるため、グルネル委員会はエコテック 2012 計画を策定し、エ

                                                   
74 フランス国内の車の平均サイズ自体も小型化する傾向が明らかになっている。2007 年と比較し、全長が 2 ㎝短く

なり、重量は 40kg 軽量化、体積は 58cm3 減少、馬力も 5 馬力減少した（参照：l'Argus Automobile）。車の小型化は過

去数十年間で初めてだという。 
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コ産業戦略委員会（COSEI）に計画遂行を委任した。COSEI は、イノベーションやエコ企業の競争力強

化に向けた課題の検討結果に基づき、経済産業雇用省及び環境省は、2008 年末、エコイノベーショ

ン政策「6 つの緊急措置」（表 53）を発表。しかしこの施策は景気刺激策という意味合いが強い。 

 

表 53 「6 つの緊急措置」 
1 2009年初めに「écotechnologies」プロジェクトを発足させ、研究開発への入札に3年間で3000万ユーロを拠出。 

2 2009年に6000万ユーロ以上の投資を目標に国内エコ産業投資セクターを後押し。 

3 エコテク関係のステークホルダーで構成される作業グループを設立。 

4 2009年1月1日から経済省が環境ダンピング調査を開始。分野は自動車CO2ラベル、窓エネルギー性能、照明、

塗料、オーガニック素材の床、カーペット。 

5 2009年6月までにエコ活動の指針を策定。 

6 環境産業・製品を奨励するためのベストプラクティス選出。 

出所：フランス政府 

 

 

3. イギリス 
 

（1） 環境産業 

 

イギリス75では、製造業の割合が高いという環境産業の特徴（30.8%、ちなみに国内平均は20%以下）

が注目され、外資企業の誘致によって産業集積が進み、国内サプライチェーンが広がることが期待さ

れている。国内主要産業である自動車、不動産、金融が近年マイナス成長となっているのに対し、環

境産業はほぼ全分野での成長が見込まれ、今後8年間で40万人の雇用創出が見込まれる数少ない

成長産業とみられている。 

 

特に、再生可能エネルギー、新興低炭素分野の成長見込みが高く、イギリスにとって新たな国内産

業育成、国際競争力強化の機会となっている。また、同国の炭素ファンドは欧州 大規模であり、今

も急速な成長を続けている。 

 

輸出の伸びに対する期待も大きい。旧ビジネス・企業・規制改革省（BERR）は、グローバル市場シ

ェアを 0.1%伸ばすごとに 30 億ポンドの国内経済成長をもたらすと試算している。特に、インフラ整備を

必要とする途上国への売り上げが期待される上水・下水処理など、技術が既に確立された従来型環

境産業分野の対外輸出の伸びが見込まれる。 

 

BERRによる環境産業分類 
伝統的環境産業 再生可能エネルギー産業 新興低炭素産業 

大気汚染防止 

騒音・振動防止 

海洋汚染浄化 

土壌汚染浄化 

上水・下水管理 

廃棄物処理 

太陽電池 

風力発電 

水力発電 

海洋発電 

バイオマス 

地熱発電 

代替燃料（原子力、バイオマス、バイ

オ燃料） 

代替運輸燃料（水素、LPG、バイオ燃

料） 

追加エネルギー源（例：水素燃料電

池） 

                                                   
75旧ビジネス・企業・規制改革省（BERR：現在はビジネス・イノベーション・技能省（BIS）へと改組）が 2009 年 3 月に発

表した報告書 Low Carbon and Environmental Goods and Services: an industry analysis 参照。本節での、英環境産業

に関するデータは、特に断りが無い限り同報告書が出典。 
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リサイクル・再生 

環境コンサルタント 

環境モニタリング 

再生可能コンサルタント 建設技術（主に省エネ技術） 

省エネ 

CCS 

炭素ファンド 

 

市場規模 

BERRによれば、イギリスの環境産業市場規模は1,065億ポンドと、世界シェアの3.5%を占め、世界

第6位の規模であるという（表 54）。 

 

表 54 各国の環境産業市場規模とシェア 
国 市場規模（ポンド） シェア（%） 

アメリカ 6290億 20.6

中国 4110億 13.5

日本 1910億 6.3

インド 1910億 6.3

ドイツ 1280億 4.2

イギリス 1070億 3.5

フランス 930億 3.0

世界合計 3兆460億 100.0

出所：BERR（2009年） 

 

国内産業全体の約7%を占め、建設市場よりも大きく、健康関連に次ぐ市場にまで成長している。内

訳は環境分野が約220億ポンド（21%）、再生可能エネルギー分野が約310億ポンド（29%）、新興低炭

素分野が約530億ポンド（50%）となっており、世界全体と比較すると、イギリスは新興低炭素分野の割

合がやや大きい。（表 55） 

 

表 55 イギリスと世界の環境産業分野別シェア比較 
 イギリス 世界 

（伝統的）環境分野 21% 22% 

再生可能エネルギー分野 29% 31% 

新興低炭素分野 50% 47% 

出所：BERR（2009年） 

 

分野別では、代替燃料（126.1億ポンド）、建築技術（129億）、自動車向け代替燃料（126.1億）、風力

発電（114.6億）、地熱発電（92.2億）、水質浄化・下水処理（79.3億）が主要部門となっている（表 56）。

海洋発電や水素燃料電池は、実用化に成功すればポテンシャルが高い市場と位置づけられている。

またイギリスの炭素ファンドの市場規模は52億ポンドで、新興低炭素部門の10%を占める欧州 大規

模であり、今も急速な成長を続けている。 

 

表 56 分野別市場価値とシェア（2007/08 年） 

分野 詳細分野 
市場価値

（億ポンド）
シェア（%） 

大気汚染防止 9.5 0.89 

環境コンサルタント 7.4 0.7. 

環境モニタリング 1.5 0.14 

海洋汚染防止 1.2 0.11 

伝統的環

境分野 

騒音・振動防止 2.0 0.19 
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土壌汚染浄化 9.1 0.85 

廃棄物処理 48.0 4.49 

水質浄化・下水処理 79.3 7.43 

リサイクル・再生 64.8 6.07 

水力発電 5.0 .047 

海洋発電 0.7 0.07 

バイオマス発電 49.5 4.64 

風力発電 114.6 10.74 

地熱発電 92.2 8.63 

再生可能エネルギーコンサルタント 4.8 0.45 

再生可能

エネルギ

ー分野 

太陽光発電 44.3 4.15 

代替運輸燃料 126.1 11.82 

代替燃料 184.5 17.28 

その他エネルギー源 11.9 1.12 

CCS 4.6 0.43 

炭素ファンド 51.9 4.86 

エネルギー管理 25.4 2.38 

新興低炭

素分野 

省エネ建設 129.0 12.09 

出所：BERR（2009年） 

 

構造 

環境産業における国内企業数は全体で5万4835社。この内、伝統的環境分野が全体の21%（1万

1,481社）、再生可能エネルギー分野が29%（1万5,960社）、新興低炭素分野が50%（2万7,394社）を占め

る。中小企業の割合が91.5%と高く、また製造業数は1万7,303社、中でも代替燃料、建設技術、自動車

用代替燃料、風力発電分野の企業が多い。 

 

環境産業に従事する労働人口は、約88万1,000人で、国内労働者数の3%に相当する。中でも代替

燃料、建築技術、自動車用代替燃料と、新興低炭素分野で特に多い。製品・サービス分野別に見ると、

代替燃料、省エネ建設、代替運輸燃料、風力発電で多い。サプライチェーンを除く中核部分の労働人

口は44万5,000人。労働者1人当たりの市場規模は12万1,000ポンドで、国内平均5万4,400ポンドに比

べるとかなり高い。 
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表 57 分野別企業・労働者数（2007/08 年） 

分野 詳細分野 
企業数 

（企業） 

企業シ

ェア（%）

労働者数

（人） 

中核部分の

労働人口 

（人） 

中核部分の

労働人口 

の割合（%）

大気汚染防止 508 8,863

環境コンサルタント 375 6,827

環境モニタリング 72 1,376

海洋汚染防止 56 947

騒音・振動防止 104 1,870

土壌汚染浄化 468 7,920

廃棄物処理 2,462 42,126

水質浄化・下水処理 4,090 68,771

伝統的環

境分野 

リサイクル・再生 3,346

21%

53,270

93,000 21

水力発電 261 4,839

海洋発電 33 629

バイオマス発電 2,531 45,849

風力発電 5,841 87,486

地熱発電 4,793 75,798

再生可能エネルギーコンサルタント 239 4,435

再生可能

エネルギ

ー分野 

太陽光発電 2,262

29%

38,007

147,100 33

代替運輸燃料 6,521 104,578

代替燃料 9,550 162,178

その他エネルギー源 607 10,284

CCS 234 4,575

炭素ファンド 2,577 21,766

エネルギー管理 1,304 21,897

新興低炭

素分野 

省エネ建設 6,601

50%

106,986

205,300 46

出所：BERR（2009年） 

 

輸出 

環境産業の輸出額は105億ポンドで、全体の10%以下にとどまる。再生可能エネルギー及び新興低

炭素産業が未熟で、輸出額がまだ伸びていないのが原因である。10%を超えているのは、省エネ建設、

代替燃料、風力発電、太陽電池、地熱、浄水・下水のみに限られる。 

 

イギリスからの製品・サービスが市場のシェア3%以上を占めている輸出先は12カ国。中でも中国

（香港含む）が 大輸出相手国となっており、12億6,100万ポンドと全体の12%を占めている。その他は

アラブ首長国連邦やルーマニアといった小国が多く、大国市場への進出率は低い。 
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表 58 分野別輸出額（2007/08 年） 

分野 
輸出額 

（億ポンド）

大気汚染防止 1.59

環境コンサルタント 0.59

環境モニタリング 0.23

海洋汚染防止 0.03

騒音・振動防止 0.33

土壌汚染浄化 0.97

廃棄物処理 4.68

水質浄化・下水処理 12.29

伝統的 

環境分野 

リサイクル・再生 5.50

水力発電 0.54

海洋発電 0.08

バイオマス発電 6.92

風力発電 14.52

地熱発電 8.72

再生可能エネルギーコンサルタント 0.89

再生可能

エネルギ

ー分野 

太陽光発電 11.43

代替運輸燃料 6.27

代替燃料 12.13

その他エネルギー源 1.53

CCS 0.72

炭素ファンド 1.49

エネルギー管理 3.17

新興低炭

素分野 

省エネ建設 12.52

出所：BERR（2009年） 

 

サプライチェーン 

イギリスの環境産業は、サプライチェーン企業の寄与度の高さや製造業比率の高さに特徴がある。 

 

売り上げに占める環境分野の割合が2割を超える水質浄化・下水処理、地熱発電、代替運輸燃料、

その他のエネルギー源、省エネ建設の売上を見ると、サプライチェーン関連事業の占める割合が60%

以上と高い。市場規模を見ても、サプライチェーンを除いた中核部分だけでは553億ポンドと、全体の

約52%にとどまる。 

 

製造業の割合も30.8%（329億ポンド）と、国内産業の平均割合（20%以下）を上回っている。中でも風

力発電（製造業の割合：45.8%、金額：53億ポンド）、CCS（46.9%、2億ポンド）でとりわけ製造業の比率

が高い。大手風力タービンメーカーは外資が多く、Vestas（デンマーク）、GE（米）がイギリスに進出し

ている。これら企業の中国やインド向け輸出事業が成長したため、市場規模311億ポンドのうちサプラ

イチェーンは114.6億ポンドを占めるまでに成長した。これら外資企業のサプライチェーンには英企業

が含まれることから、関連産業の集積による新たな雇用・投資機会の創出が期待される。 
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表 59 市場価値においてサプライチェーンと製造業が占める割合（2007/08 年） 

分野 

サプライチェ

ーンの比率

（%） 

製造業 

の比率 

（%） 

大気汚染防止 32 37.5 

環境コンサルタント 53 0 

環境モニタリング 20 18.5 

海洋汚染防止 22 5.0 

騒音・振動防止 26 20.7 

土壌汚染浄化 34 15.7 

廃棄物処理 54 21.8 

水質浄化・下水処理 62 20.0 

伝統的 

環境分野

リサイクル・再生 44 29.4 

水力発電 26 35.0 

海洋発電 15 38.3 

バイオマス発電 48 31.2 

風力発電 30 45.8 

地熱発電 62 36.5 

再生可能エネルギーコンサルタント - 0.0 

再生可能

エネルギ

ー分野 

太陽光発電 35 37 

代替運輸燃料 66 40.2 

代替燃料 47 33.0 

その他エネルギー源 60 39.9 

CCS 32 46.9 

炭素ファンド - 0.0 

エネルギー管理 45 21.4 

新興低炭

素分野 

省エネ建設 60 26.5 

出所：BERR（2009年） 

 

成長見通し 

イギリスの環境産業成長率は2007/08年で5.25%、その後経済不況の影響で2008/09年に4.66%へと

低下した。しかし2009/10年には4.7%以上に回復し、2014年までに6.1%まで成長すると予測されてい

る。 

 

今後市場も2014/15年までの7年間で45.4%拡大し、40万人の雇用が創出（45%増）されると試算され

ている。中でも既に成熟技術が市場化されている環境産業よりも、再生可能エネルギー及び新興低

炭素産業での急成長が見込まれている。製品・サービス分野別では、風力発電、代替燃料、建築技

術、自動車向け代替燃料と地熱発電の5分野が期待されている（表 60）。 

 

再生可能エネルギー分野で も期待されるビジネス機会は風力発電関連事業である。その中で

も成長が期待される分野としては、風力発電用タービン向けの部材（コンポーネンツ）の製造・供給

（具体的には、発電機のカバー、回転翼、電気部品や機械機器類、ギヤボックスと駆動チェーン、制

御システムや安全装置など）があがっている。また、同様に市場の拡大が見込まれるのは、風力発電

所の電力の系統連系、配電、保守サービスだとしている。 

 

風力発電以外のビジネス機会としては、家庭用・産業用バイオマスエネルギー設備（炉など）の製

造、家庭向け・地域社会向け地熱発電システムの提供、太陽光発電設備（太陽電池・モジュールな
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ど）の製造・設置も有望視されている。 

 

新興低炭素部門で高成長が期待される製品・サービスとしては、合成燃料、炭素ファンドの管理・

運営、排出権取引である。 

 

水素、メタン、天然ガス、LPGなどの代替燃料は、成長率では劣るが、より市場規模が大きい。 

 

一方で伝統環境分野は、既に市場が成熟しており、成長率も相対的に低いとみられている。但し、

既に広範囲に渡って製品・サービスが発達しているため、後発国への輸出機会が期待される。特にタ

イヤリサイクル、原子炉解体時向けの廃水処理プラントの製造で大きな市場潜在性が見込まれる。 

 

表 60 分野別市場成長予測 
成長額 

（億ポンド） 分野 

07/08年 14/15年

増加率 

風力発電 11.33 20.30 79.2 

代替燃料 18.45 26.96 46.1 

省エネ建設 12.90 18.67 44.7 

代替運輸燃料 12.61 17.46 38.5 

地熱発電 9.22 14.00 51.8 

炭素ファンド 5.19 8.42 62.2 

太陽光発電 4.43 7.37 66.4 

バイオマス発電 4.95 7.42 49.9 

リサイクル・再生 6.48 8.31 28.2 

廃棄物処理 4.80 5.97 24.4 

水質浄化・下水処理 7.93 9.04 14.0 

エネルギー管理 2.51 3.43 36.7 

その他のエネルギー源 1.19 1.63 37.0 

土壌汚染浄化 0.91 1.15 26.4 

環境コンサルタント 0.74 0.98 32.4 

大気汚染防止 0.95 1.14 20.0 

CCS 0.46 0.62 34.8 

水力発電 0.50 0.63 26.0 

再生可能エネルギーコンサルタント 0.48 0.60 25.0 

騒音・振動防止 0.17 0.28 64.7 

環境モニタリング 0.15 0.20 33.3 

海洋汚染防止 0.12 0.16 33.3 

海洋発電 0.07 0.11 57.1 

出所：BERR（2009年） 

 

 

（2） エコイノベーション政策 
 

イギリスは法的拘束力を持つ温室効果ガス排出削減目標を世界で初めて採択し、2009年には低炭

素化に向けた初めての包括的国家計画と低炭素産業育成に向けた国家戦略を策定している。以下

の歴史的経緯に見られるとおり、エコイノベーションに向けた政府レベルの政策的検討が積み重ねら

れてきた。 
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これらの政策は、経済全体の低炭素化を焦点とし、各経済主体が費用対効果の高い方法で温室

効果ガスの削減を実現することを も重視している。例えば、欧州排出量取引制度(EU ETS)や気候

変動税、気候変動協定、炭素削減コミットメントなど市場ベースの政策を活用し、気候変動対応のた

め、健全な競争原理を維持しながら低炭素産業の育成を目指すところに大きな特徴がある。低炭素

化の障壁となる分野には、カーボン・トラストの設立、スマートメーターの設置、気候変動協定といった、

炭素の排出削減を支援する団体や制度をバランスよく整備している。 

 

経緯 

元々イギリスでは、環境食料地方省（DEFRA）がエコイノベーションを主導していたものの、環境保

護が目的であって競争力強化ではないという縦割り主義的な志向が目立っていた。このため貿易産

業省（DTI：BERR の前進）が、再生可能エネルギーを含めたイノベーションによる産業強化策を講じる

ことになり、環境イノベーション顧問グループ EIAG を設立。こうして民間ステークホルダー主導で、環

境産業におけるイノベーションの障壁を見極め、対策を講じると共に、国内技術の海外市場普及を目

指すこととなった。 

 

EIAGは2006年に発表した第一回報告書において、環境技術・サービスの機会と障壁を分析した結

果、国内環境製品・サービスのイノベーションが育ってない理由は研究不足ではなく、市場ニーズとの

確実な連結が欠如していることにあると指摘。このため政府が R&D と技術中心志向から賢いサプライ

チェーンマネージメントへ力点をシフトさせなければならないと提言した。 

 

さらに 2006 年 10 月に発表されたスターンレビューが、イギリスの気候政策枠組みの転換点となっ

た。スターンレビューは、経済学アプローチで気候変動を分析した報告書で、気候変動による経済損

失リスクを警告し、コスト効率に優れた排出削減の実施と低炭素経済の実現が もコスト安なシナリ

オであると提言した。 

 

イギリス政府はこれら報告書を踏まえ、コスト削減と低炭素ビジネス育成を政策方針に掲げ、低炭

素化を新たなビジネスチャンスとする様々な調査の実施や政策ビジョンの発表を開始することにな

る。 

 

例えば、2008 年 6 月、政府は、 終エネルギー消費量に占める新たな再生可能エネルギーの割合

を 15%高めるための新たな戦略を策定した。イギリスの再生可能エネルギー普及率は、2006 年で

終エネルギー消費量のわずか 1.5%と低い。同戦略は、再生可能エネルギーの割合を輸送分野で 10%

（策定当時 1%以下）、暖房分野で 14%（1%以下）、電力分野で 32%（5%以下）としており、かなり野心的な

目標設定だといえる。 

 

さらに同年 9 月には製造業に関する将来ビジョン「製造：新しい挑戦、新しい機会」を発表。これは、

BERR とイノベーション・大学・職業技能省（DIUS）が、産業界の協力を得て策定したもので、製造業を

同国経済の屋台骨と位置づけ、以下の取り組みと共に約 1 億 5,000 万ポンドを投入することとした。 

・ 原子力と再生可能エネルギーの分野で世界のリーダーになることを目指す。この分野で今後10

年間に 大26万人の雇用創出が可能。 

・ 再生可能エネルギー普及促進局（ORED）を創設し、風力発電を中心とする再生可能エネルギー

のサプライチェーン、計画、送電系統への接続などの課題に取り組む。 

・ 産業界、エネルギー技術研究所、低炭素・燃料電池技術研究センター（CENEX）と連携し、プラグ
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イン・ハイブリッド車を含む電気自動車の役割を実証レベルで研究するプログラムを開発する。 

・ 低炭素産業総合戦略を策定し、製造業を新たな低炭素革命の先頭に立たせる。 

 

そして 11 月、低炭素政策の主要法律となる、気候変動法、エネルギー法、計画法が成立。気候変

動法はイギリスの長期温室効果ガス排出削減目標（2050 年までに 1990 年比 80%削減）を達成するた

めの法的枠組みとなるもので、この種の法的枠組みととしては世界で初めて制定されたものである。 

・ 2020年までに26%以上の排出削減、2050年までに80%以上（1990年比）削減。 

・ 気候変動委員会（CCC）設置。独立機関として排出目標に関し政府へ助言や年次報告書の提出

を行う。 

・ 地上自治体やサービス事業体（スーパー等）にキャップ・アンド・トレードを導入。 

・ 気候変動法の目標に基づき、イギリスが5年間に排出できる温室効果ガスの総量の上限を定め

る新たな制度長期炭素予算「カーボンバジェット」を設定。2008-2012年、2016-2017年、

2018-2022年の15年間に渡る長期計画を発表することで、産業界と社会に対し、明確な長期的方

向性を与える役割も果たす。 

・ 政府は、2009年内に、企業による温室効果ガス排出量の報告のあり方に関する指針を発表する。

また、2010年12月までに、報告の提出が排出削減につながるかどうかの見直しを行う。さらに、

2012年4月までに会社法(Company Act)に基づいて、企業の排出報告の義務化を検討する。 

 

エネルギー法は、エネルギー白書及び原子力白書（2008年1月）で示されたエネルギー戦略の具体

的な実行を目指すもので、特に以下の項目が重要である。 

・ 民間による原子力開発を認める 

・ CCSに関する規制枠組みの構築し、民間からの投資を拡大させる 

・ 再生可能エネルギー義務（RO）制度の強化 

・ FIT導入 

・ スマートメーターの導入 

 

計画法は国づくり・街計画システム、インフラ計画などにおいて気候変動対策を考慮することを求め、

また地方自治体に対しインフラ税の導入を認めている。 

 

これら包括的な目標設定を終えた政府は、2009年3月、「低炭素産業戦略：ビジョン」を発表。目標

達成のために、長期的視点にたった低炭素産業戦略の策定を産業界はじめステークホルダーに呼び

かけた。主なメッセージは以下の通り。これを具現化した低炭素産業育成戦略「低炭素化移行計画」

が、同年7月に発表された（後述）。 

・ 気候目標を達成するためには、国内経済全体の転換が必要不可欠。産業界とサプライチェーン、

国民、消費行動を変化させることになる。これは確実に経済的停滞から脱却し、長期的な産業の

将来を築きあげていく経済的チャンスである。 

・ 実現するには、国内の低炭素企業が、必要なインフラ、熟練労働者、研究開発、投資の機会など

に確実にアクセスできるよう、さまざまな政策をまとめる必要がある。 

・ 低炭素産業戦略の中心的目標は、以下の4つの主要分野での根本的な変化を促すことにある。 

－エネルギー効率向上を通して企業、消費者、公共サービスの支出削減。 

－再生可能エネルギー、原子力発電、CCS、スマートグリッドなど、エネルギー・インフラの整備。 

－イギリスを低炭素自動車の開発および生産における世界的リーダーとする。 

－イギリスを低炭素ビジネスの拠点とし、成長志向の国を築き上げる。 
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注目すべき施策 

 

① 低炭素化移行計画 

2009年7月に発表された同計画において、イギリス政府は気候変動への対応が国内ビジネスにとっ

て多くの事業機会となり、低炭素技術が新たな市場の創出とコスト削減につながるとしている。特に、

電力（表 61）、家庭・地域（表 62）、企業・雇用（表 63）、運輸（表 64）、農業を対象として、カーボン

バジェットの達成、エネルギーの安定供給、低炭素社会移行に伴うビジネスチャンスの 大化などを

目指した、2020年までの長期計画を打ち出した。 

 

表 61 電力の低炭素化計画 

課題 

電力の4分の3を石炭と天然ガスによって発電しており、電力部門と重工業部門だけで国内排出量の35%

を占めているのが現状。これを2050年までに、ほぼすべての電力を再生可能エネルギー、原子力エネル

ギー、または二酸化炭素回収・貯留（CCS）を併用した化石燃料エネルギーから供給するように転換する

必要がある。 

目標 2020年までに英国の電力のおよそ40%を低炭素の電源で発電することを目指す 

具体

的取

り組

み 

・ EU-ETSによる電力と重工業（2012年からは国際航空も含む）からの排出量制限が主な手段 

・ 再生可能エネルギー配備局を設立し、再生可能電力を2020年までに現在の5倍、電力供給の約30%ま

で増加 

・ 新たな原子力発電所の計画および規制認可のプロセスを整備 

・ 大4つのCCS実証プラント支援や要件、市場化に向けた計画を進行中 

出所：駐日英大使館 

 

表 62 家庭・地域省エネ計画 

課題 

家庭部門で消費されるエネルギーの4分の3は暖房と温水用で、そのほとんどはガスボイラーの使用に由

来。この熱エネルギーは国内温室効果ガス排出量の13%に相当し、これを2050年までに、ほぼゼロにする

必要がある。また2050年に英国の全住民が居住する家屋の3分の2は、現在すでに建てられているため、

既存家屋のエネルギー効率を向上させるとともに、熱源および電力源を低炭素にする必要がある。 

目標 

家庭からの排出を2020年までに2008年比で29%削減 

社会的弱者の保護に対するさらなる施策を導入 

全体の3分の1が家庭部門によって消費されている英国のガス供給の安定性を向上 

具体

的取

り組

み 

・ 家庭における排出量削減と省エネを支援することをエネルギー供給者に義務づける「炭素排出削減目

標CERT）76を、2008年4月から2011年までの間に20%拡大。09年8月から削減目標値を20%（1億5,400万

トン→1億8,500万トン）引き上げ、900万世帯に約32億ポンドを投資する予定。2002年からの実施で既

に600万世帯が対象となったが、今回義務期間を2012年末まで延長し、さらに150万世帯を対象とす

る。 

・ 地域密着型の施策である地域省エネプログラムの導入により、低所得地域の9万世帯でエネルギー効

率を大幅に向上。 

・ 初期投資の補助を省エネ実績に基づいて返還する省エネ還元システムへの移行によって、省エネへ

の長期的投資を可能にし、家庭が家屋全体を低炭素にするために必要な製品と対策を導入しやすく

する。 

・ クリーン・エネルギー・キャッシュバックを導入し、人、企業、地域が省エネ熱源または電力源を導入し

た場合にキャッシュバックを行う。適所にソーラーパネルを設置した家庭は、800ポンドを受け取るほ

か、年間約140ポンドの電気代を節約することが可能。政府は試験的導入に当たり400万ポンドを支出

する。 

                                                   
76 これまでのエネルギー効率コミットメント（EEC）は 02 年に導入され、エネルギー供給会社が 600 万世帯を対象に

実施。家庭でのエネルギー効率向上と GHG 排出削減を実現して 40%の GHG 削減を図るものだが、08 年 4 月から現行

の CERT に制度が変更された。 
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これら家庭が起こすべき行動を促すメカニズムを以下の通り導入する。 

・ 2020年末までに全家庭にスマートメーターを導入することで、各人がそれぞれのエネルギー利用状況

を把握、省エネの機会を 大化。 

・ 200－300万世帯に対して既存のメーターにスマート・ディスプレイの設置を奨励。 

・ 15の地域で、環境戦略の先駆性を競うコンテストを開始。 

・ 新築家屋に対しより厳格な環境基準への適合を求める。2016年からは全新築家屋に対し「ゼロ・カー

ボン」家屋基準への適合を求める。 

・ 2030年までに、住宅全体のエネルギー需要とGHG排出量を総合的に考慮した手法を導入する住宅全

体アプローチをすべての住宅に適用していくことを検討。低炭素技術の導入に向けた試行も行うようス

キームを拡大していく。 

・ 政府のエネルギー節約信託による先行的な対策で、 も活用されている省エネ事例の紹介や助言を

提供する。既に、政府のAct On CO2ヘルプラインや国内の地方助言センターなどを通じて300万世帯

以上にこうした情報が提供されている。こうした諸施策を実施するため、政府はエネルギー性能認証

（EPC）の格付けを賃貸物件に導入することによって不動産広告への活用を促すことや、新築住宅に

高い環境基準を満たすことを求め、16年からゼロ・カーボン住宅の普及を目指し、より長期的視点から

住宅全体での省エネ施策をいかに導入できるか検討する。また、省エネ推奨（ESR）ロゴを厳格なエネ

ルギー効率基準をクリアした製品に表示することで、省エネ製品の販売促進を図っている。 

 

2020年までに順調に政策が実施されれば、エネルギー価格が現行価格で6－8%増加することが予測され

るため、以下の消費者利益保護政策や、「燃料貧困」（ 暖房用燃料に収入の10%以上を支払う家庭）に対

する救済措置も導入する。 

・ エネルギー監督機関であるガス電力市場局の任務を明確化。これにより英国のガス・電力ネットワー

ク網を運用する企業を規制し、ネットワーク内での競争を促す。 

・ すでに200億ポンドの支援政策を実施し、高齢者やより弱い立場の人々への給付金と、エネルギー効

率向上対策および新しい暖房システムに助成金を支給。 

・ 2008年から2011年にかけて9億5,000万ポンドを拠出。燃料貧困者がエネルギー効率の高い熱源シス

テム等を購入する場合、 大3,500ポンドを助成する 

 

また中小企業に対する省エネ支援も実施。 

・ 拡張減価償却策（ECAスキーム）を通じ、1万4,000以上の省エネ製品への投資に向けた財政支援を実

施。これは、気候変動税プログラムの一部で、税制優遇（投資金額を初年度に100%償却）とともに、光

熱費低減とCCLの課税額自体も削減できる。ボイラー、ヒートポンプ、照明など、リスト（ETPL）77に掲載

された 新の省エネ技術が対象。 

・ 中小企業に対し、2007年度に、カーボン・トラストを通じた政府支援による無利子ローンが700件超実

施され、エネルギー効率の高い設備を導入することで、年間900万ポンドのエネルギー代節約を実現。

また、2009年度予算では、今後2年間でイングランドにある2,600社以上の企業にさらに1億ポンドを拠

出する。 

出所：駐日英大使館 

 

表 63 企業・雇用の低炭素化計画 
課題 職場は全排出量の20%を占めている。全排出量の80%削減を達成するためには、2050年までに雇用現場

で消費するエネルギーを全般的に減らすとともに、低炭素エネルギーの割合を増やす必要がある。 

目標 職場からの排出を8年比で13%削減。 

英国を洋上風力発電、海洋エネルギー、低炭素建築、超低炭素自動車等の低炭素産業部門におけるグ

ローバル製造センターに育成することを目指す。 

具体 ・ 炭素集約産業を対象とするEU-ETSによって2020年までにEU全体で年間約5億トンのCO2を削減。 

                                                                                                                                                           
77 リストダウンロード  

http://www.decc.gov.uk/Media/viewfile.ashx?FilePath=What%20we%20do%5CA%20low%20carbon%20UK%5CLow%20carb

on%20businesses%5C1_20090706154710_e_@@_ecaproduct.pdf&filetype=4 
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的取

り組

み 

・ 企業と公共部門に対して、以下の低炭素技術への財政支援および奨励策を実施。 

- 気候変動税 

2001年4月に導入された、商用エネルギー消費を対象とした税金。家庭用や運輸用、エネルギー

転換部門の燃料、電力、及び再生可能エネルギーは対象外となる。また気候変動協定（CCAs）を

政府と締結したエネルギー集約型事業者は80%減税対象となる。 

- 気候変動協定 

気候変動協定（CCAs）は、気候変動税の実施にあたって国内産業の国際競争力を保持するため

に設置されたもの。エネルギー集約型産業のうち、排出削減目標達成に合意したセクターやその

企業は、気候変動税80%減税の対象となる。 

- 炭素削減義務 

国内民間企業や公共団体を対象とする義務的排出量取引制度（キャップ・アンド・トレード）。気候

変動協定（CCAs）や欧州排出量取引制度（EU ETS）対象外の排出源、で年間6,000 MWh 以上を

消費の料金を支払って消費している組織が対象になる（スーパーマーケット等の小売業者、銀

行、土地所有者、ホテルチェーン、レストランチェーン、IT企業、空港、水道、軽工業、大規模な地

方自治体、中央政府の各部門、病院、大学等）。 

各企業・団体の排出枠はオークションで配分される。2010年4月に試行期間3年間が開始され、そ

の後本格的に導入される予定。クレジット価格は、試行期間中のみトンCO2あたり12ポンドに固

定。その後は毎年入札で決められる。 

- 低コスト融資および助成金 

 

・ 企業の排出削減を支援しているカーボン・トラスト社とビジネス・リンク（Business Link）、廃棄物の削減

や資源の有効利用を支援する廃棄物・資源・アクション・プログラムとエンヴァイロワイズ（Envirowise）

が実施するプログラムを通して、雇用現場へのアドバイスを提供。 

 

これら政策によって2020年時点でもたらされるエネルギー価格への影響は、中量程度のエネルギーを消

費している企業であれば現行費用の約15－17%の増加が予想される。このため政府は、健全な競争に基

づくエネルギー市場によって低価格のエネルギーが供給されるよう、またEUの政策の枠組みが企業にと

って公正であるよう、努力するとしている。 

またこの転換は同時に、英国企業にとって3兆ポンド規模の低炭素の世界市場に参入する絶好の機会と

もなり、この市場は今から5年後までに、英国で100万人を超える雇用を生み出すことを期待。英国を低炭

素経済のグローバル・センターとするために、政府は以下の施策を実施する。 

・ 低炭素技術研究開発に投資。中でも洋上風力発電、海洋エネルギーなど、英国における潜在的な可

能性が高い技術を奨励。合計4億500万ポンドを拠出する。 

・ 研究開発の支援および従業員の技術訓練を通して、企業が新たな機会を獲得できるよう支援。 

世界金融危機に直面する企業を支え、再生可能エネルギーとエネルギー関連プロジェクト向けとして、欧

州投資銀行から 大40億ポンドの融資取り付けを支援。 

出所：駐日英大使館 

 

表 64 運輸の低炭素化計画 
課題 国内温室効果ガス排出量の20%を占める運輸部門からの排出を2050年までに大幅に減らす必要がある。

目標 運輸部門の排出を2020年までに2008年比で14%削減。 

低炭素経済への移行中も石油供給を安定させることを目指す。 

新車の平均CO2排出量を、EU全体で2020年までに95g/kmまで削減するEU規制の達成（達成義務はメー

カー）。 

具体

的取

り組

み 

短期的に従来の内燃機関車の燃費向上を目指す。 

・ 2011年には各省庁が調達する新車を2015年のEU基準適合車とする（4年間前倒しにする）ことで、政

府が模範を示す。 

・ 新車小型トラックの燃費を高める基準を設けるよう、EUに働きかける。 

・ 今後2年間で数百台の低炭素バスの購入費用に 大3000万ポンドを投資。 

 

長期的には、内燃機関から低炭素動力への移行が必要。政府は以下のことを通じて、必要となる技術を
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検証する。 

・ 340台の新しい電気自動車および低炭素車の実証実験を継続中。この種のプロジェクトとしては世界

大の規模になる。 

・ 2011年から超低炭素車1台につき約2,000－5,000ポンドの助成を行う。また 大3,000万ポンドの財政

支援を行い、約6都市で電気自動車の充電設備を整備。 

・ 2020年までに国内運輸エネルギーの10%を再生可能エネルギーで賄う。 

 

技術革新だけでなく、統合アプローチで運輸セクターの排出削減を実現する。 

・ 自動車移動9%減、徒歩14%増、自転車12%増に結びついた各地域でのプロジェクトをもとに、「持続可能

な交通都市」コンテストを開始。 

・ 2008－2011年に自転車奨励策に1億4,000万ポンドを投資、また鉄道駅の自転車保管設備整備にも新

たに500万ポンドを投資。 

出所：駐日英大使館 

 

② 研究開発回復に向けた環境整備 

欧州域内の公的なR&D投資額の低さが懸念されているが、特にイギリスの投資額はフランスやドイ

ツよりも低い水準で推移してきた（II章表3参照）。2000年の気候変動プログラムや、翌年のカーボン・

トラスト社設立、2007年のエネルギー白書発表、研究評議会（RC）、技術戦略委員会（TSB）、エネル

ギー技術研究所（ETI）、包括的資金提供のため環境変革基金（ETF）などの設立という流れを受け、

再生可能エネルギーを中心に投資額は回復傾向にある。 

  

③ カーボン・トラストの設立 

2001 年に政府によって独立企業として設立されたカーボン・トラスト社（Carbon Trust）は、エコイノ

ベーション促進のための同国固有の取り組みとして注目される。さまざまな組織と共同で炭素排出量

削減や商業用低炭素技術の開発に取り組むことにより、低炭素経済への移行を加速化する役割を果

たしている。 財源の一部は気候変動税からまかなわれ、省エネ設備の導入のための中小企業向け

の無利子ローンなどの支援策を運営している。 

2007/2008 年の主な活動としては、R&D プロジェクトへの出資（1,500 万ポンド）、ベンチャー企業へ

の初期投資（160 万ポンド）、新たな市場を開拓する低炭素ビジネス立ち上げへの出資（730 万ポンド）、

中小企業の省エネ設備投資に対する無償ローンの提供（2,150 万ポンド）などである。支援対象となる

技術は、燃料電池、海洋発電、風力発電、太陽発電、バイオマス、バイオ燃料分野が多い。例えば

Green Biologics 社（第 2 世代バイオブタノール）、Acal Energy 社（燃料電池）、Pelamis 社（海洋発電）、

Whitefield Solar 社（集光型太陽光発電）が助成金を得ている。 
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4. スウェーデン 
 

（1） 環境産業 

 

EU 加盟国の中でも も環境意識が高いと言われるスウェーデンでは、廃棄物管理及びリサイクル、

持続可能な建物及び住宅、バイオエネルギー、水道事業が発達している。またこれらの分野を総合

的に活用した持続可能な都市づくりのビジネス化も、スウェーデン環境産業の特徴である。 

 

以下スウェーデンの環境産業を概観する78。環境産業の定義は OECD の定める環境産業の定義79

に従っているとしているが、具体的な対象分野は明記されていない。データから想定される主な対象

分野は以下の通り。 

・ 廃棄物管理及びリサイクル 

・ 持続可能な建物及び住宅 

・ バイオエネルギー 

                                                   
78データの出所はスウェーデン中央統計局及びスウェーデン政府産業エネルギー省環境技術委員会（SWETEC）。 
79 水資源、大気、土壌への環境被害や廃棄物問題、騒音問題、生態系問題を測定・予防・制限・ 小限化、回復さ

せる環境製品・サービスを扱う産業のこと。環境リスクの低減や汚染 小化、消費資源を 小化するよりクリーンな技

術・製品・サービスも含まれる。 

イギリスの低炭素企業・プロジェクト事例 

 

Blue-NG 

世界初の持続的供給可能なバイオ液体燃料を用いる、きわめて効率の良い熱電併給（CHP）システム「C H i P」を

開発。競合製品より 30%以上も効率が高く、ピーク時 86%の電気効率ですでに世界的な関心を集めているという。 

 

Smith Electric Vehicles  

一般道用商用電気自動車では世界 大手メーカー。現在、Smith 製バンおよびトラック数百台が、英国郵便、

DHL、TNT などで利用されている。 大時速 70 マイル、走行距離 100 マイル以上、 大積載量 7.4 トンの車両は、

電気自動車の利用に適した都市での配達用に開発された。同社は 2009 年 2 月、Ford 社と共同で北米市場向けに

Ford の小型トラックの電気自動車モデルを開発することを発表した。 

 

Wave Hub プロジェクト 

国内コーンウォール海岸沖で実施されている Wave Hub は、世界初の大規模波力発電所を実証するプロジェクト。

波力発電装置の開発業者が、商業規模の装置を使った試験を行うことが可能。25年間で1,800の雇用創出および

5 億 6000 万ポンドの投資が見込まれており、海洋エネルギー産業の拠点になると期待されている。 

 

OGI Groundwater Specialists Ltd 

地下水専門家を揃えたコンサルタント会社で、以前はボーリング穴を掘るエンジニアリング企業にアドバイスを提

供してきた。これによって蓄積してきた専門技術を用い、新たな低炭素の機会を活用。地熱ヒートポンプ分野で新

事業を開拓している。この再生可能熱システムは、従来の暖房と比べ CO2 排出が 60%削減可能。 

 

これ以外にも、イギリス外務省が運営するポータルサイト Climate Success で、世界中の企業や自治体による気候

変動対策、低炭素化のケーススタディを検索・登録することが可能。http://www.climatesuccess.org/ 

 

出所：英国大使館
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・ 水処理 

・ その他の分野（風力、太陽光、水力、大気浄化、土壌浄化など） 

 

売上高・雇用数 

スウェーデンの環境産業の生産額は約 210 億ユーロ、輸出額が 38 億ユーロ、企業数は 1 万 3,929

社で、労働人口は 7 万 2,400 人にのぼる。 

 

分野別動向 

環境産業の中でも環境技術部門80の生産額が一番大きく、同産業全体の約 50%（105 億ユーロ）、

輸出額は 30 億ユーロと大部分を占めている。また生産額と輸出額は成長が著しい。中でも廃棄物管

理及びリサイクル部門での輸出の増加が大きい。 

 

図 16 環境技術の生産高、輸出高、雇用者数推移(2003－07 年) 

 
出所：スウェーデン統計局 

 

環境産業を牽引しているのは、廃棄物管理及びリサイクル、持続可能な建物及び住宅、バイオエ

ネルギー、水道事業である。 

 

廃棄物管理及びリサイクル産業は、廃棄物収集、分別、輸送システムと廃棄物の処理技術が発展

している。特徴的な技術としては、市街地での地下型廃棄物輸送システム、可燃ごみの焼却熱利用、

可燃ごみの発酵プロセスからのバイオガス及び土壌改良材生産、生ごみからの熱利用およびバイオ

ガス生産等があげられる。 

 

持続可能な建物及び住宅産業は、断熱材及び地域暖房を活用したエネルギー効率の良い建物及

び住宅の建設及び改修が進められている。また先駆的なパッシブハウス（無暖房住宅）の普及が進

められておリ、地元の森林資源を利用した木造のパッシブハウス建設にも取り組んでいる。太陽熱を

利用した暖房及び温水システムや、風力発電で 100%電力を供給できる住宅も建設されている。 

 

バイオエネルギー分野では、林業の廃材、生ごみ、下水汚泥から生産するバイオガスや第二世代

                                                   
80 廃棄物管理・リサイクル、持続可能な建物・住宅、バイオエネルギー、水処理、再生可能エネルギー、大気浄化、

土壌浄化等。 
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バイオ燃料の開発に取り組んでいる。 

 

水道事業では、下水処理の過程で排出される下水汚泥からのバイオガス生産技術が発達しており、

生産されたバイオガスは各市のバスやトラック等のバイオ燃料として活用されている。 

 

 

（2） エコイノベーション政策 

 

スウェーデン政府は他国に先駆けて1991年にCO2税を導入し、それと並行して環境配慮車に対す

る車両税減税を導入した。そのほかにも、各種補助金を支給し、アメとムチを効率良く組み合わせて

きた。この結果スウェーデンは、高い経済成長を維持しつつ温室効果ガス排出の削減を実現するデカ

ップリングに成功している（図 17 スウェーデンの経済成長と温室効果ガス排出(1990 年－2007 年)

図 17）。今後もこれを国際的なモデルとして他国を牽引するという強い意欲をみせている。その一環

として、2009 年下期の EU 議長国を務めたスウェーデンは、経済危機及び気候変動の危機という 2 つ

の危機から脱却する経済を「環境効率経済(Eco-efficient economy)」と定義し、欧州の環境効率経済

実現のための環境産業支援政策の積極的な推進で指導力を発揮した。 

 

図 17 スウェーデンの経済成長と温室効果ガス排出(1990 年－2007 年) 

出所：スウェーデン政府 

 

スウェーデンのエコイノベーション支援は、中でも技術調達という特徴的な公共調達が注目されて

いる。また技術分野でも、省エネ建設や再生可能エネルギーを組み合わせた持続可能な都市づくり

への取り組みが特徴的である、この新技術は中国輸出という実績を持っている。 

 

経緯 

1990 年代は、環境税等の経済的手法を利用したエネルギー転換が図られた。二酸化炭素税導入

の結果、コストの観点から地域暖房システムの熱源が化石燃料からバイオマス燃料へと著しくシフト

するなど同手法の効果は評価されている。他方で、さらに再生可能エネルギー利用を促進するため

のコジェネレーションプラントや風力発電プラント建設などに対する助成制度等、研究開発投資も多く

行われた。 
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これに対し、2000 年代に入ってからは、市場喚起型の産業振興策へのシフトがみられる。2006 年

には、さまざまな環境政策評価が行われた結果、総じて CO2 税など課税による規制が効果を示した

一方で、補助金はあまり効果を挙げていないとの結論が導かれた。このため政府は、競争力強化の

ための輸出促進支援、海外からの投資促進支援、国際協力を通じた技術普及支援、さらに環境公共

調達の促進などに尽力するようになった。 

 

このようにスウェーデンは取り組みが早かったために、環境ビジネスへの支援はほとんど 2008 年

以前に終わってしまった。例えば、環境に優しい地域プロジェクトへの投資補助（KLIMP プロジェクト）、

環境配慮車購入の際の補助金支給制度などが、2008 年で終了した。 

 

しかし 2009 年には、「2020 年までに温室効果ガス排出を 90 年比 40%削減」、「2050 年までには温

室効果ガス純排出量ゼロを目指す」、「2030 年までに自動車は化石燃料から完全に脱却」といった野

心的な目標が掲げられた。同目標及びビジョンを達成するための分野別 2020 年目標は下記の通りで

ある。 

- 再生可能エネルギーの割合を 50%以上に引き上げる 

- 輸送部門の再生可能エネルギー使用率を 10%とする 

- エネルギー利用効率を 20%向上 

- 温室効果ガス排出量を 40%削減 

 

政府が 2009 年 9 月に発表した 2009/2010 年予算では、気候変動政策強化が行われた。これまで

の環境税手法を評価するとともに、政府の掲げる環境目標を達成にむけ、「新環境技術」および「再

生可能エネルギー利用の増大」を促進するための更なる政策展開が必要としている。 

 

注目すべき施策 

 

環境公共調達 

スウェーデン政府は、環境公共調達を通じた産業振興に力を入れている。公共調達は年間で約

500 億ユーロに達するスウェーデンにとって重要な市場である。政府は環境公共調達について、持続

可能な消費及び生産を推進する市場をベースとした強力な統制ツールであると認識している。 

 

政府は 1990 年代初めから、環境公共調達について取り組み始めている。1998 年から 2001 年にか

けて、環境持続可能性のある公共調達のための委員会が、環境公共調達を推進するために、調達基

準の設定や、各機関を支援するツールの開発を進めた。 

その後 2006 年、政府は「環境公共調達指令」を発表し、2007 年から 2010 年までに、スウェーデン

の公共調達を支援するための施策を講じることを決定。2007 年には約 900 万ユーロ、2008 年及び

2009 年には約 600 万ユーロの予算が充てられた。 

 

現在、環境公共調達を推進するのは、政府直属のスウェーデン環境マネジメント委員会である。同

委員会は、公共調達に必要となる詳細な購入基準の設定や、各行政機関の担当者向けの教育研修

ツール等を提供している。 

スウェーデン環境保護庁の報告書によると、現在約 60%の公共機関が、公共調達を実施する際に、

常にもしくは頻繁に環境要件の確認をしているという。さらに、82%は調達に際しての環境方針を持ち、

55%が環境公共調達に関する目標を掲げ、52%の機関の担当者が環境調達に関する研修を受けてい
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る。 

 

環境公共調達の具体例として、公用車の購入があげられる。2009年2月から、スウェーデンの中央

政府機関が購入またはリースする自動車はすべて環境配慮型自動車とすることが義務付けられた

（後述）。 

 

さらに特徴的なのが、エネルギー局（STEM）の、「技術調達」と呼ばれる公共調達である。これは厳

密には調達というよりもコンテストであり、公共当局はモノ・サービスを購入しない。代わりにバイヤー

チームを形成し、ニーズを分析、必要な詳細技術を明確化し、条件に も適した入札者の商品を選出

することで、市場の創出を実現させる。入札者は直接公共資金を得ない代わりに、ニーズと公共機関

から選出されたという実績を得ることで、エコイノベーションのモチベーションを得ることができる。 

 

図 18 STEM の技術調達の仕組み 

 
出所：COWI（2009 年） 

 

1. フィージビリティ調査 

 

 

2. バイヤーグループを構成 

 

 

3. 仕様を作成 

 

 

4. 入札募集 

 

 

5. 入札者評価 

 

 

6. 落札された技術情報の伝搬 
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Larmia Control AB 社の技術調達事例 

 

建物管理のオートメーション・モニタリングシステム開発企業 Larmia Control AB 社は、オフィス暖房・冷房・空調シ

ステムの中央監視管理システムを 2006 年の技術調達で落札した。 

 

この技術調達は、STEM が 2003 年に開始。バイヤーチームは商用建築物調達団体 BELOK が参加した。BELOK

と王立技術センターの協力で詳細な技術仕様が準備されたが、実際に全ての要件をクリアできた入札者はいなか

ったが、 も優秀な 3 社の製品を実際に建物に導入し比較した結果、Larmia Control AB 社が選ばれた。同社製品

は使用条件によって省エネ効果が 10－20%現れたが、バルブ漏れ等難しい課題も残った。 

 

興味深いのは、Larmia 社の技術調達への参加動機である。同社は既に省エネ製品を開発中だったが、選出され

ればメディア媒体への露出が大きくなるというのが主な目的だった。補助金や市場進出への期待は無かったとい

う。また Larmia 社は調達が始まる前に既に同様の商品を開発中だったが、調達を通じてバイヤーのニーズを知る

ことにより、開発プロセスがより容易に行われるようになった。 

またバイヤーチームが出した要件を満たしたのが Larmia 社一社だけだったという結果は、後に他社が Larmia 社製

製品の省エネ性能を目指すきっかけにもなっている。 

出所：COWI（2009 年）

Gustavsberg 社の技術調達事例 

 

国内大手の衛生機器メーカーGustavsberg は、技術調達を通じて新たにエネルギー効率の良いタップ（蛇口）を開

発。新しいノズルが水滴のサイズを 適な大きさに調整する機能を持つシャワーヘッドと、キッチン・洗面台用シン

グルレバーに使用が可能だ。 

新技術の特徴は、温水を利用した後で、自動的にレバーが温水から冷水に戻ることである。これにより、エネルギ

ーと水の消費を約 40%削減することができると試算している。小規模世帯では年間で 低 1,000 kWh のエネルギ

ーの削減と水の消費削減を達成できる。小型アパートであれば、耐久年数（製品寿命）を 15 年と見積もっても、約

1,000 ユーロの節約につながる。大規模世帯では温水利用で年間約 5,000 kWh のエネルギーを消費するが、新製

品を導入することで 1,600 kWh の省エネ、15 年間で約 1,750 ユーロの節約を可能にする。キッチンシンク、洗面所、

シャワーの 3 製品を合わせた既存製品通常価格は 170～280 ユーロ（税込）であるに対して、新製品は 450～550

ユーロ（税込）と割高であるが、1～3 年でコストを回収できる。 

もうひとつの特徴が、この新技術が技術調達を通じて開発されたことである。同社は既にこのような省エネ製品の

開発を構想していたが、市場ニーズが不明確であったため、同技術調達が立ち上げられるまで開発が保留されて

いた。 

 

今回の技術調達は、エネルギー庁とストックホルム住居局が地域投資プログラム(Local Invest Program)を通じて

共同実施された。2000 年春に開始。事前調査、バイヤーグループの結成、技術仕様の特定、公募開始、評価のた

めのパイロットプラントの設置及び評価実施を経て、2002 年 12 月に同社が落札した。バイヤーグループには住宅

公社向けの公共調協会（HBV）、大手不動産会社（JM AB）、 住宅供給公社（Familjebostäder）、スウェーデン家主

協会（Villaägarnas riksförbund）, SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum AB)、スウェーデン住宅庁 (Boverket)、スウ

ェーデン産業デザイン協会（Svensk Industridesign）の専門家が参加した。 

 

今回の調達を通じて同社は、公共機関に新技術が実証・認められた実績が も価値あるものだと評価している。

この実績を通じ、同製品の市場進出の足がかりを得ることができた。 

また落札を経て同社は 400万 SEK（約 35万ユーロ）の市場化補助金を得ているが、補助終了後も普及への手応え

を得ており、資金そのものよりも前述した通り選出された実績の効果の方が大きいと評価されている。 

当局側としても、他企業にも省エネタップの開発が波及することを期待している。仮にスウェーデンの全世帯が新し

いタップに交換した場合、国全体のエネルギー消費は 低でも 4 TWh 抑えられる。これは、16 万のシングル世帯

の全エネルギー消費量に相当する。 

参照：Certification.nu

スウェーデンエネルギー庁の技術調達報告書
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建物の省エネ 

政府は現在、建物のエネルギー効率改善に力を入れている。冬の寒さが厳しいスウェーデンの暖

房エネルギー消費は非常に重要で、政府は建物の省エネ対策について技術の研究・開発への支援

に加え、国民の省エネ製品・設備への転換に各種補助金を支給している。 

・ 既存の窓を、室内の熱エネルギーを逃さず、室外の太陽熱をより効率的に取り入れるような機能

を持った新型の窓に取り替える際、その費用が 1 万クローナ（約 1,000 ユーロ）を超える場合は、

総費用の 30%まで（ 高支給額は 1 万クローナ）を補助する。2007 年から 2009 年の累計で 1 億

3,950 万クローナ（約 1,395 ユーロ）の補助金が支給されている。 

・ 戸建住宅の暖房を電気暖房からバイオ・ペレット暖房設備などバイオ燃料使用のシステムに転換

する際にも、総費用が 1 万クローナ（約 1,000 ユーロ）を超える場合、30%（ 高 1 万 5,000 クロー

ナ、約 1,500 ユーロ）までの補助金を受け取れる。08 年 8 月から 09 年 7 月までの累計で約 5,600

万クローナ（約 560 万ユーロ）が支給された。 

 

こうしたインセンティブの効果もあって、暖房がほとんどいらない住宅（パッシブハウス）の普及が進

むなど、建物の省エネ対策が進んでいる。 

 

 再生可能エネルギー 

2008 年 9 月、スウェーデン政府はさらなる気候変動及びエネルギー政策を推進するために、2009

年から 2011 年の 3 年間にかけて約 27 億ユーロの投資を行う「Climate billion」を決定した。第二世代

バイオ燃料など研究開発段階の環境技術の商用化や、バイオガスや太陽電池など、市場が未発達

の技術支援に投資する。 

 

スウェーデンは、再生可能エネルギーを使った地域暖房システムが世界的にも発達しており、地域

暖房コンサルタント企業の活躍や、地域暖房協会（SWEHeat）を通じたシステム輸出（中東欧、北アメ

リカ、中国、EU 諸国）が盛んである。現在は地域冷房技術の開発が進められておリ、EU やアメリカ、

日本等への輸出可能性が期待されている。地域暖房の熱源は 1990 年代以降石油及び化石燃料か

らバイオ燃料へと切り替えられ、現在では燃料の約 70%が、木質バイオマス、廃棄物（可燃及び有機

廃棄物）、バイオガス等のバイオ燃料となっている。 

 

現在はセルロース系バイオ燃料等、第二世代バイオ燃料の開発及び商用化、バイオガスプラント

普及が重点分野の一つとなっている。政府は 2008 年 11 月に、バイオガスプラント支援施策を決定。

2009 年から 2013 年まで、毎年 400 万ユーロがプラント開発に投資される見込みである。 

 

電力分野では風力発電の普及が期待されている。現在はスウェーデンの全電力供給の 1%を占め

るにすぎないが、将来的には 3 分の 1 までに増大する目標が掲げられている。現在 15 の風力発電フ

ァーム(各ファーム約 100 基の風力タービンを保有)の建設が予定され。政府は風力発電の市場参入

及び技術開発のために、2008 年から 2012 年にかけて約 3,150 万ユーロを投資している。 

 

持続可能な都市 

持続可能な都市づくりの経験と技術は、SymbioCityと呼ばれるマーケティングコンセプトで、スウェ

ーデン貿易機構が世界市場への売り込みを図っている（後述）。中でもベストプラクティスとして挙げら

れるのは、Hammarby Sjöstad (ハンマビーショースタッド)の事例である。ハンマビーショースタッドは、

ハンマビーモデルと称する独自の環境循環モデルに基づき建設されている。同モデルは、エネルギー、
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上下水、廃棄物を可能な限り街中で循環させるシステムが特徴である。 

例えば、居住者に廃棄物の分別を義務付け、可能な限りの資源がリサイクルされる。回収は回収

車ではなく、地下の輸送システムを活用して回収される。可燃ごみは焼却され、地域暖房の熱源とし

て活用、生ごみは、肥料およびコジェネレーションプラントのバイオ燃料として用いられる。家庭排水

はバイオガスまたは肥料に再生される。処理済下水は熱供給プラントへ供給され、地域冷暖房に活

用される（図 19）。 

 

図 19 ハンマビーモデルの概念図 

 
 

出所：ハンマビーショースタッド 

 

運輸部門の低炭素化政策 

スウェーデンの環境産業における 大の課題は運輸部門のエネルギー効率である。同国全体の

温室効果ガス排出量が削減傾向にある一方で、運輸部門からの温室効果ガス排出量は増加の一途

をたどっている。2007 年においては、スウェーデン全炭素排出量の約 3 分の 1 を同部門からの排出が

占めた。 

政府はこれに対し、2020年までに同部門における全エネルギー使用の10%をバイオ燃料に転換、さ

らに2030年までに化石燃料に依存しない自動車利用を普及させることを目標に、環境対応車イニシア

ティブを開始。2007年から09年にかけて、個人が購入した環境対応車（CO2排出量120g/km以下81）に

                                                   
81 但し・ディーゼル車の場合 0.45 リッター/10km 以下、マニュアルエタノール車の場合 9.2 リッター/100km 以下、マ
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対し、一律1万クローナの奨励金を支給した。 

この結果、2009年の環境対応車の販売シェア（38%、21万3,000台、前年は34.1%）は、記録的な成長

を遂げている。 

 

同インセンティブ終了後は、奨励金から5年間の免税へと切り替えられたが、対象は個人だけでなく、

企業にも拡大されたため、新たな環境対応車市場の開拓が期待されている。 

 

また経済危機後に打ち出した経済回復計画の一環として、第二世代バイオ燃料の実証実験プロジ

ェクトに対し、8,330万ユーロを助成している。 

 

輸出支援 

スウェーデンの環境技術の多くは海外市場へと輸出されている。主な輸出先は、ドイツ、英国、ノル

ウェー、デンマーク、フィンランド等欧州諸国である。他方で政府は近年、米国及び BRIC(ブラジル、ロ

シア、インド、中国)、発展途上国との環境技術協力も推進している。 

  

表 65 スウェーデンの環境技術の主な輸出先と輸出額(2007 年) 
輸出先 輸出額（クローネ） 

ドイツ 39 億 7,100 万

イギリス 19 億 8,500 万

ノルウェー 17 億 6,800 万

デンマーク 16 億 6,400 万

アメリカ 15 億 5,300 万

フィンランド 15 億 4,700 万

スペイン 14 億 6,600 万

フランス 12 億 3,000 万

中国 11 億 4,700 万

ベルギー 7 億 6,900 万

出所：SWETEC 

 

環境技術部門の更なる発展支援に向け、スウェーデン貿易振興機構及び環境技術委員会

（SWENTEC）が輸出支援を実施している。SWENTEC は、2005 年に設立、2008 年 4 月から産業エネル

ギー省直属の委員会として再組織化され、主に輸出支援を通じた環境技術の普及促進を担当してい

る。これらは環境技術の輸出規模が成長していること82、輸出企業の多く（77%）が中小企業（50 人以

下）であること、また 20%がなんらかの国際基金で支援を受けていること、ベンチャーキャピタルや高レ

ベル労働者、ネットワークの不足が輸出障壁になっていることがあった。 

 

中でも特徴的なのは、スウェーデンの持続可能な都市づくりの海外輸出への取り組みである。政府

2008 年から 2010 年にかけて「持続可能な都市代表」を指名。2009 年 3 月には、中国の河北省唐山

市にハンマビーショースタッド（前述）をモデルとした持続可能な都市「Caofeidian 国際エコ都市」が完

成した。計画及び開発にはスウェーデンの技術コンサルティング会社が関わり、完成までに40人の建

築家及びプランナーがプロジェクトに参加した。その他、上海の「Loudian タウン」や天津の「Dongli 湖

ニュータウン」が建設されている。 

                                                                                                                                                           
ニュアルガス車の場合 9.7 Nm3/100km 以下、電気自動車の場合 37kWh/100km 以下という条件が付く。 

82 2004 年の環境技術関連輸出総額（製品＆サービス）は 250 億 SK で前年比 15%増。 
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V 更なるエコイノベーションに向けた主要課題と取り組み 
 

REACH や RoHS/WEEE、新車 CO2 規制、エコデザイン指令等にみられるとおり、EU は世界全体に

大きな影響を及ぼす野心的な環境政策を数多く実施してきた。しかし、これら政策のほとんどは汚染

者負担の原則83に基づいたエンドパイプ型アプローチ（汚染源に対する規制・制裁）の環境規制であり、

コンプライアンスに伴う域内企業の競争力に与える負の影響に対する懸念も強まっている。そのため、

特に新興国のグローバル市場への参入に伴う国際競争の激化という競争環境の変化に対応するた

め、欧州企業の競争力そのものを強化しながら環境課題の解決を目指す新たな政策アプローチを模

索する動きが本格化している。 

 

 こうした動きを背景に、欧州のエコイノベーションに対する取り組みも、単なる環境技術の発展を目

的とした政策的支援に止まらず、市場ニーズや経営戦略のグリーン化も含め、社会経済システムの

全体的な仕組みそのものを変革していく取り組みへと進化している。その過程で、研究助成中心から

市場化支援、関連するスターテクホルダー間の協議の場の創出、LCA 手法の開発・導入といった、よ

り包括的・総合的な政策と変化している。 

 

 具体的な内容としては、本章で後述するとおり、知的財産権の強化、消費者や経営者の行動変化、

労働者の質向上などといった、これまで欠けていたエコイノベーション促進のためのソフト面でのトー

タルな環境整備を進めようとするものが多い。ETAP や LMI（リードマーケットイニシアティブ）、GPP（グ

リーン公共調達）などによって、需要側に働きかけるイノベーション政策は既に積極的に実施されてい

るものの、企業が抱える課題に必ずしも対応しきれているとは言えなかった。また、ETP（技術プラット

フォーム）は、産業界が R&D 投資の方向性を見極める上で有益な役割を果たしているが、必ずしもス

テークホルダーのニーズ（消費者などエンドユーザー、NGO）と合致するものとなっていないという問

題もある。企業に対し規制や調達、研究支援などの多角的な支援を行っているものの、やはり企業が

抱える「死の谷」の問題（詳細は後述）を解決するには至っていない。既に市場化された革新技術の

購入支援のみならず、将来ニーズを創出する取り組みが求められる。 

  

 こうしたエコイノベーション政策の見直しや拡充に向けた動きは、EU による「Europe2020」戦略策定

作業の進捗とともにますます本格化している。欧州産業界は、今後 EU が取るべき政策に関し、以下

のような提言を行っている。 

 

                                                   
83第 6 次環境行動計画に定められた環境原則の一つ。 
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以下では、欧州内の更なるエコイノベーションの促進に向けた主な課題とその解決に向けた新たな

取り組みを概観する。 

 

 

1. 革新技術の商品化 
 

欧州企業による更なるエコイノベーションの 大の障壁は、研究開発の規模や内容そのものでは

なく、むしろ開発された製品サービスが市場化されにくいことにある。この問題は、欧州委員会環境総

局の委託調査84やETAPに関するパブリックコンサルテーションにおいても指摘されており、一般的に

は、「死の谷（デスバレー）」として知られている。 

 

「死の谷」は、研究から市場化にかけて政府支援が縮小するために、市場リスクが増加する谷間の

ことを指す（図 20）。供給側が市場ニーズを見計らって開発・市場投入を行おうとするのに対し、需要

側は市場化された製品の購入を通じてのみそのニーズを明らかにするという「鶏と卵」の関係と同様

の円環の連鎖が生み出す問題である。すなわち、エコイノベーティブな製品がプロトタイプまで開発さ

れても、市場での受け入れが保証されないリスクが懸念され、市場投入には至らない場合が多いの

である。研究開発資金そのものよりも、将来ニーズの情報不足からくる、環境技術の事業化のための

先行投資リスクの大きさが問題となっている。 

 

 

 

                                                   
84 COWI（2009 年）Bridging the Valley of Death 

産業界が EU に対し行った提言 

現在の施策の課題 

・ EUは知識に対する投資を重視しているが、知識を迅速・ 大限に活用し、社会利益や発展に貢献する分

野への投資が欠けている。 

・ 具体的には、ネットワーク力、社会的イノベーション、主要社会課題についてのEUレベルの対策実施、将

来への野心的・戦略的投資、多様な人・アイディアによる創造性、将来的なイノベーションに繋がる新たな

組織、プロセスが今のEU政策には欠けている。 

見直しで優先すべきこと 

・ イノベーションのコンセプトを広げ、社会的課題に焦点を絞る。企業はリターンのために投資を行うが、社

会的リターンと社会的シフトは社会が投資を行うべき。そのためにEUが共同体レベルの大規模なイノベー

ション投資を進めるべき。 

・ イノベーションはスピードと規模が鍵。公共サービスを通じたさらなる取り組みが必要。財政支援やイノベー

ション支援政策は、標準化、公共調達、そして規制の発展と同時に進める必要がある。 

・ 新たなエネルギー、デジタルインフラの構築が必要。あらゆる住居、オフィスにスマートグリッドと超高速ブ

ロードバンドを統一投資戦略でもって普及させるべき。 

・ 新たな資金支援モデルが必要。欧州投資基金の設立、欧州知財市場の構築、官民パートナーシップ。 

・ 新たな協力関係の形を作り、イノベーション研究ネットワークを構築する。 

  

このビジネスパネルの議長は Diogo Vasconselos 氏（Distinguished Fellow, CISCO Internet Business Solutions Group）。パネリス
トは Anne Stenros 氏（Design Director, KONE Corporation）、Gianfranco Corini 氏（President, NEXT-Ingegneria dei Sistemi 
S.p.A）、Professor Ruediger Iden 氏（Senior Vice President, BASF Aktiengesellschaft）、Jan Lamser 氏（Member of Board of 
Directors and Senior Executive Officer, CSOB Bank （KBC Group)）、ラポーターは Maureen McKelvey 教授（Professor of 
Industrial Management, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg）が務めている。 

出所：欧州委員会
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図 20 企業のイノベーションプロセスにおけるリスクモデル 

 
 

出所：COWI（2009年） 

 

この「死の谷」問題の解決に向け、EUは、1)供給側への支援（例：市場化プロジェクトへの財政支

援）と、2)需要側への働きかけ（例：新技術を受け入れるあらゆるシステムの構築）、という2通りの支

援を進めている。 

 

供給側への市場化支援に関しては、例えばIEPや、欧州技術プラットフォーム（ETP）がEUレベルで

実施されている。IEPは、エコイノベ―ションの市場化に苦慮する中小企業を支援するもので、研究や

実証段階の技術は対象に含まれていない（II章参照）。ETPはセクター別官民ネットワークとして、企業

が抱える課題や将来の市場見通しを、政策策定側からのインプットを得て分析、業界全体で共有する

役目を果たしている。加盟国レベルでも低炭素分野でのビジネス化支援策が加速しており、例えば、

イギリスのカーボン・トラスト社は、低炭素ビジネスベンチャーへの立ち上げ資金を援助している。 

 

 
 

しかしこれら供給側への支援を強化したところで、市場のニーズがなければ働きかけが無駄になる

のは明らかである。逆に言えば、市場に明確なニーズがあれば、供給側は支援がなくても自主的に

新たな市場を目指し、技術開発を進めることができる。このため、需要側への働きかけも同時並行的

Danisco 社の課題事例 

 

デンマークの食品・プラスチック素材メーカー、Danisco は、DEHP（フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)）に代わる代

替物質を開発。DEHP は高懸念物質の一つとして、REACH 規則により使用が制限される可能性がある。この代替

物質 Soft-N-Safe はサラダ油を原料とし、現在 EU の承認待ち状態にある。 

 

問題は承認にかかる莫大な時間（数年間）とコスト（330 万ユーロ）である。REACH や RoHS 指令など EU の環境

規制は代替物質を開発するイノベーションの機会に成り得るが、承認に必要な莫大なコストは中小企業ではまか

ない切れない問題が残る。 

 

出所：COWI（2009 年）
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に進められている。（次項参照） 

 

 
 

 

2. 環境製品需要の促進 
 

あらゆる企業にとって、顧客ニーズ（市場需要）は、イノベーションを目指した企業の意思決定を左

右する も大きい要因である。この市場側に働きかける施策としては、EUのグリーン公共調達やエネ

ルギーラベル、エコラベルなどに加え、加盟国が実施する販売促進インセンティブなどがある。中でも

顧客に直接奨励金が支給される市場インセンティブは効果を上げている。例えばドイツではフィードイ

ンタリフ制度が風力や太陽光発電への投資増加を促した結果、2008年の総投資及び総利益の取引

高は前年比15%成長、雇用も10%、施設投資費も20%増加した。またフランスでは、2008年から2009年

にかけて全体の自動車市場が落ち込む中で、購入時に700 ユーロのボーナスが支給されるCO2排

出量120g/km以下の車両が市場の主力製品になった。逆にペナルティ対象となるCO2排出量

161g/km以上の車のシェアは大きく落ち込んでいる（III章参照）。 

 

しかし実際には、供給側へ働きかける施策に偏り、規制や税制、企業活動、消費活動に適切な資

源消費コストを反映させるといった、需要側への働きかけは遅れている。加盟国レベルで見ると、特に

ドイツやスウェーデンにおいて両者の差は顕著である（図 21）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Traction 社の課題事例 

 

オランダの中小企業の一つ e-Traction 社は、The Wheel と呼ばれるタイヤにモーターが内蔵された電気自動車を

開発し、エネルギー効率性を向上させた。市バスに応用した場合、一台あたり年間 2 万 5,000 ユーロの燃費節約、

70 トンの CO2 削減になるという。しかしこの技術は市場のニーズがあったわけではなく、またバス市場の関心も薄

いという課題が残っていた。 

開発費は自己資金と外部からの投資、それに政府からの研究助成金でまかなわれている。EU 支援に関しては、

手続きが複雑すぎ、また時間やその他リソースがかかりすぎると判断したため、申請を行わなかった。 

むしろ問題はイノベーションから市場化へのスケールアップのための資金である。規模が小さいために、部品価格

が大手メーカーよりも 25－30%割高になるため、市場化段階での支援が不可欠な状態にある。 

同社は 2008 年にロッテルダム市と Apeldorn 市へ合計 7 台のバスを受注したが、支援ではなく商業ベースで購入さ

れたため、生産に必要な投資は全て会社で賄われた。 

 

出所：COWI（2009 年）
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図 21 各国エコイノベーション政策バランス 

（供給側に対する施策数（青） vs 需要側へ働きかける施策数（赤）） 

 
出所：OECD（2010年）Assessment of ETAP roadmaps with regard to their eco-innovation potential. Final Report, 

Part 1:Analysis of country roadmaps 

 

EUレベルでも、供給側への取り組みに偏る傾向が強い。例えば、エコデザイン指令は、新たなイノ

ベーション・ニーズの創出ポテンシャルを持ち合わせてはいるものの、まだ十分発揮されるに至ってい

ない。グリーン公共調達も、既に商品化されたイノベーション・ニーズを拡大させるだけであって、市場

化段階にある技術を対象にしているわけではない。 

 

この問題に対し、環境総局委託調査85は、以下の二通りの取り組みによって、直接的な財政出動を

伴わずに、供給側のイノベーションに対するモチベーションを引き出す大きな効果が期待できると分析

している。86 

1) まとまった購入を行なう機関（バイヤーチーム）が、イノベーション・ニーズを創出・明確化し、

供給側に伝えることでイノベーションを誘発させる新たな公共調達 

                                                   
85 COWI（2009 年）The Potential of Market Pull Instruments for Promoting Innovation in Environmental 

Characteristics 及び COWI（2009 年）Bridging the Valley of Death 
86 COWI 報告書は、これら需要促進策が企業側に及ぼす影響を分析。また、OECD は以下の通り、市場インセンティ

ブによるエコイノベーションへの影響がその他の非市場的施策よりも大きいと予測。 

1)指揮統制（Command and control）タイプよりも市場ベース施策の方がコスト効率性に優れ、レベルの高い技術を引

き出すことが可能という経験的データ（実際には様々なタイプの施策が実施されているため、特定の施策が持つエコイ

ノベーションへの正確な影響は測定困難）。2)エネルギー価格高騰が排出削減をもたらす。3)市場ベース施策の内、財

政インセンティブが技術開発に も強い影響を及ぼす。参照：OECD（2007 年)Impacts of environmental policy 

instruments on technological change. 
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2) ライフサイクルでみたコストや排出量、騒音、化学品などの環境性能を消費者に表示（例：エ

ネルギーラベル） 

 

1) イノベーション公共調達 

EUや加盟国は、グリーン公共調達を通じた需要喚起を行ってはいるものの、調達対象は主に既に

市場化された技術である。つまり普及（スケールアップ）を支援するためのものであって、厳密には市

場化支援の範疇に入らない。むしろ必要なのは、市場側が将来ニーズを明確化し、市場化への足が

かりを提供することで、産業側のリスクを軽減させることである。 

 

このような「イノベーション公共調達」の先行事例としては、スウェーデン政府エネルギー局の技術

調達（III章参照）や、メルセデス・ベンツ社やボルボ社による水素バス開発が実現したHyFLEET: CUTE

プロジェクト（II章参照）がある。これらは、公共機関やバイヤーチームからの詳細な技術仕様も含め

た技術的ニーズの明確化とある程度の発注数が見込めることが、プロジェクト成功の鍵となった。但し、

以下のWave Dragon社の発電技術の事例に見られるように、全ての分野でこうした公共調達を適用出

来るわけではない。 

 

 
 

 
 

2) 環境性能の表示 

環境性能を表示する取り組みとしては、現在、EUエネルギーラベルやエコラベル（II章参照）が実施

されている。中でもエネルギーラベルは、一般消費者が価格を 優先させる傾向が強いにも関わらず、

Wave Dragon 社の課題事例 

 

新興企業の Wave Dragon 社は、波の動きで発電する波上発電装置を開発、デンマークの Nissum Bredning 沖で

実証試験を行い、実際に給電を行った。この波上発電装置の基礎開発研究費の半分は研究助成金でまかなわれ

たが、その後の実証試験費用などは、公共投資と自費の折半で補った。 

 

欧州の電力市場は、過去 10－15 年で自由化が進み、電力供給は数社の大手企業で独占されている状態にあ

る。このため電力供給会社は波上発電装置といった、まだリスクの高い新技術への投資には消極的だ。関心をも

つ企業もいるものの、北海の実際の環境でも発電できることを実証済みでなければ投資を行わない姿勢である。 

 

一方で公共部門は、民営の発電事業を買い取って支援するわけにはいかない。このため発電技術の市場化に

対し、公共調達はあてにできないことになる（但し加盟国ごとの国内法による）。 

 

出所：COWI（2009 年）

Paques B.V.社の課題事例 

 

オランダと上海で合計 320 人を雇用するオランダバイオ技術会社 Paques B.V.社は、嫌気性排水処理装置及び

嫌気性浄化装置を使ったバイオガス生産技術を開発。 

もともとこのような技術を開発するには、開発期間が長すぎること、試験から商業規模にまで拡大する際のリス

クが大きすぎること、環境技術市場が成熟しておらず、市場ニーズが不明確なことなど、数多くのリスクが存在し

た。政府から研究助成金も付与されたが、開発の方向性が明確化されるような支援は皆無だった。同社の生産高

の内 5－10%が公共セクターで占められていたが、公共セクターは新技術のリスクを取る責任を負うようなことはし

ようとしなかった。 

このため同社は潜在ニーズ予想を基に、開発を進めている。 

出所：COWI（2009 年）
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省エネ製品の需要を高め、企業のイノベーションを促す効果が実証されている。例えば、環境総局委

託調査では、白物家電とIT/消費電子機器セクターにおけるラベル効果について、以下の通り分析さ

れている。 

 

2002年からエネルギーラベルが導入された白物家電セクターでは、当初ラベルに対して消極的な

見方が多かった。しかし現在その傾向は反転し、イノベーションを進める主な動機になるまで重要性を

高めており、例えば冷蔵庫の平均エネルギー消費量は92年に比べ半分以下にまで削減された（図 

22）。またエネルギーラベルは、競合製品との違いを際立たせる手段にもなっている。消費者の行動

変化も顕著であり、コスト負担の限度はあるものの、現在及び将来の市場ニーズが省エネ志向である

ことは明らかになっている。 

但し、偽造表示に対する罰則メカニズムが弱いことや、基準の強化が伴っておらず、 高レベル

A++以上の製品を開発する動機が生じない等の問題も抱えている。 

 

図 22 冷蔵庫の各エネルギー性能レベルの割合 

 
出所：COWI（2009年） 

 

また、以下の2事例からも明らかな通り、企業がエコイノベーションを強化する背景には、エネルギ

ーラベル以外の様々な要因が関係しているものの、エネルギーラベルの導入が決定的な要因になっ

た事例が多い。 
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白物家電は輸送費がかかることや地域ごとのニーズ、使い方が異なる。そのため、欧州メーカーは

基本的には生産の現地化を進めており、基準も地域、国ごとの規制を満たすことになる。海外市場の

省エネ規制も強化されることが見込まれ、それにともなって欧州製品の優位性が高まるとみられる。

特に、欧州メーカーは、現在のシェアは10%に満たないが、中国市場の今後の可能性に注目してい

る。 

 

一方で、まだエネルギーラベルが導入されていないIT/消費電子機器セクターでも、「環境対応」で

あることが他商品と比較した時の強みとして受け止められる傾向が認められているものの、一般的に

消費者が商品を選択する上で も重視されるのは価格であることには変わりが無い。 

 

ATAG グループの事例 

 

オーブンやコンロといった調理機器を製造する ATAG グループは、1993 年まで規制の基準を満たす以上の

環境開発を進めてこなかった。しかし現在は、5 つの環境製品コンセプトを開発し、省エネ・省水に優れた製品を

提供している。この研究開発を維持し、将来は次世代高機能調理機器を打ち出す予定である。さらに同社は商

品開発だけにとどまらず、専用ソフトウェアを使ったライフサイクル分析によって、製品開発部署及び調達部署

で製品包装の見直しも進めた。 

 

ここまで ATAG グループがエコイノベーション強化に方向転換した理由は、以下の通り。 

・ エネルギーラベルが白物家電からオーブンにまで拡大することが検討されていることが明らかになったことか

ら、同社製オーブンの見直しが始まった。 

・ 新製品開発にあたり、Delft 工科大学や TNO、Gastec といった研究センターとの提携を進め、新技術の可能

性が見えてきたことで、エコイノベーションへの野心が大きくなった。 

・ オランダ政府からエコイノベーション助成金を得たこと、そのために外部からの監査が入ったことで、企業のエ

コイノベーションに対する姿勢がさらに強化されている。 

出所：COWI（2009 年）

Electrolux（エレクトロラックス）社の事例 

 

エネルギーラベルが導入された後、スウェーデンの大手家電メーカーである同社は、画期的なピートポンプ技術

を使った回転式乾燥機を開発した。この製品は省エネ 40%を達成し、他社製品の 高ランクが C だった当時、唯一

A ランクを獲得することに成功、この状態は 5 年間続いた。競合社からの同様の技術の市場投入は 近になって

ようやく行われている。価格は従来品の 2 倍になるが、市場の反応は良いという。 

 

同社がこのような画期的な技術を開発したモチベーションは以下の通り。 

・ エネルギーラベルが導入される以前の 90 年代前半に、従来の技術による省エネはせいぜい 10－15%が限度

であることが明らかになった。 

・ ヒートポンプ技術は既に業務用乾燥機で使われていた。課題は家庭用サイズまで部品を小型化することにな

った。 

・ このため新たな技術開発が進み、1997 年に市場投入を決定。 

・ エネルギーラベルによる省エネ製品の競争力強化、消費者の間での省エネ認知度向上、そして部品開発が

進んだことにより、2005 年に大規模量産化を決定した。 

出所：COWI（2009 年）
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しかし、単純に製品の販売価格を下げれば環境対応製品の普及が進むという問題ではない。第一

に、消費者の選択基準は論理的ではない場合が多く、ライフサイクルでみたコストが安くても、初期投

資（商品価格）の安さで選んでしまう消費者は多い。第二に、エコイノベーションが新たなインフラを必

要とする場合は普及に時間がかかってしまう。例えば省エネランプは従来よりもサイズや形状が異な

るため、照明器具を取り替える必要がある。三番目の問題は、電気電子機器などの商品寿命が短く

なる傾向である。省エネ製品は長く使ってこそコスト競争力を発揮するが、商品寿命が短くなっては省

エネによるコストメリットが低下してしまう。 

 

それでも欧州企業の多くは、規制を通じた指揮統制型のエコイノベーション促進策よりも、市場需要

喚起型を支持している。前者が何らかの成果をもたらすとしても、必ずしも市場ニーズに合うものとは

限らないからである。またより多くの情報を提供することで消費者に環境志向の選択をさせる余地が

依然として大きいといえる。 

 

しかし実際にラベル表示を導入させるとなると、製品の多様性（例：スペックの異なるPC）をどのよう

にラベルに反映させるのか、AからGのランク付けよりも足切り基準の必要性、中小企業が事務コスト

負担で不利になる、といった様々な問題が出る。 

例えば、新たなエネルギーラベルが導入されるテレビの場合、ブラウン管式、液晶、プラズマ、リア

プロジェクター、録画機能付き、チューナー付き、ハイビジョンなど、市場化されている技術だけでも多

種存在する。当初、欧州委員会は画像技術による区別をしない方針を取ったため、 大消費電力が

大きいプラズマが不利になることが予想されたが、逆に画面の明るさによっては消費電力を大幅に抑

えることが出来る点が企業側の主張によって認められた。 

 

今後EUは、エコデザイン指令の見直しと共に、エネルギーラベルも家電製品から冷蔵室、自動販

売機などの一般的なエネルギー消費製品への適用拡大、そして窓、扉など直接エネルギーを消費し

ないが、エネルギー消費に影響を与える関連製品に適用を拡大する方向である。 

 

3) システムの変革による市場創出 

上述のような特定製品を対象にした施策だけでなく、消費者や経営者の行動、インフラといった社

会経済システム全体をグリーン化することで、新たな環境市場の創出や環境に良い利用方法を普及

させることが必要だという声は欧州内でも依然として大きい。 

 

Global Laser 社の事例 

 

測定用レーザー装置メーカーであるイギリスの中小企業、Global Laser 社も、顧客ニーズが会社のイノベーショ

ンの方向性を決定づけていると述べている。同社顧客には、低エネルギー消費レーザーや環境に優しいレーザー

といった要望は皆無だった。それにも関わらず、省エネレーザーを開発したのは、出力を抑えても品質を確保する

ことが可能だと分かっていたからである。 

 

問題は、他企業の製品と比較出来るようなベンチマークが不在で、またどの競合社も「環境」を全面に出した商

品を出していないことである。「環境対応商品」に対する顧客の関心が低いという懸念を踏まえ、同社は、展示会で

新商品を展示し、顧客の反応を見極めている。環境対応への顧客の関心は低く、むしろ価格や品質が重視される

製品はまだ存在する。 

 

出所：COWI（2009 年）
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例えば運輸部門の低炭素化を巡って、車に対するCO2排出規制のみに頼らず、低炭素車購買促

進やエコドライブ、モーダルシフトによる積極的な省エネ活動を含め、トータルな交通システムのグリ

ーン化を目指す手法が模索されている。例えばオランダでは、走行距離そのものに対して課税するこ

とで、車の所有ではなく車の使用を減らす試みが進められている。私用車から公共交通、トラック輸送

から鉄道輸送のモーダルシフトや、ICTを活用した高度交通管理システム（ITS）による、道路交通流の

円滑化を目指す取り組みも加速している。またパリ市の自転車共有システム「Velib」（III章参照）やカ

ーシェアリングシステムは、システムそのもののイノベーションが新たな市場を創出した好例である。

これらは、いずれも公共道路に専門駐輪、駐車場を設ける必要があるため、特に自治体による積極

的な支援が欠かせない。 

 

しかしエンドパイプ技術とは異なり、社会経済システムそのもののグリーン化は数値化が難しく、欧

州レベルや加盟国レベルでの基準策定や統一化は難しい。またその経済効果の見極めも含め、技術

イノベーションとは異なる多くの課題の解決に向け模索が始まっている。 

 

 

3. ビジネスモデルのグリーン化 
 

エネルギーや原料価格の高騰、環境規制の強化、消費者の環境問題意識の高まり等を背景に、

製品やサービスのみならず、事業活動そのもののグリーン化を目指した新たなビジネスモデルを構築

しようとする欧州企業が増えている。 

 

中でも、製品サービスシステム（PSS)87と呼ばれる新たなビジネスモデルが注目されている。環境総

局委託報告書88によると、ビジネスモデルのグリーン化に成功している企業は、この PSS に当てはま

るサービスを提供しているケースが多い。新規収入源、省エネ、省資源、廃棄物削減効果が期待され

る新たなビジネスモデルとみられている。 

 

PSS の特徴は、着眼点が製品・サービスの提供そのものよりも、機能（性）の提供へとシフトしてい

ることである。製品志向から製品と製品関連のサービスを組み合わせた「機能」志向へのシフトと言い

換えることができる。例えば、ある燃料会社が燃料を販売する代わりに暖房システムとサービスを売

り出したケースが該当する。また、以下の通り、利用者志向サービスや結果志向サービスと分類でき

るビジネスモデルもある（表 66）。 

 

表 66 PSS の 3 タイプ 
PSS タイプ 内容 モデル例 

製品志向サービス 

製品の販売を中心にしているが、購入後

のメンテナンス契約や製品回収に関する

取り決め等の追加サービスを付与。 

再製造サービス 

利用者志向サービス

製品を販売するのではなく、リース、貸出

やシェア、製品プーリング等の形態により

製品を活用するビジネスモデル。 

カーシェアリング 

結果志向サービス 製品ではなく、サービスの機能に着目し、 エネルギーサービス企業（ESCO)  

                                                   
87 PSS の定義としては以下の 2 つが存在。 「顧客の特定のニーズを満たすことができるように設計ないし

組み合わされた製品およびサービス」「競争性が高く、顧客ニーズを満たし、且つ伝統的ビジネスモデルに比べて環境

影響を抑えるように設計された製品、サービス、サポートネットワークおよびインフラの（一連の）システム」。 
88 COWI(2008)Promoting Innovative Business Models with Environmental Benefits 
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顧客とサービス供給者がその機能の達成

に関する合意に基づきサービスが提供さ

れるビジネスモデル。 

デザイン・ビルド・ファイナンス・オペレ

ーション (DBFO) 

化学マネジメントサービス（CMS) 

資源マネジメント（RM) 

 

再製造サービスは、中古製品を再び新製品（再製造品）として市場に戻すビジネスである。耐久消

費財に多くみられ、特に自動車部品、コンピューター、レーザートナーカートリッジ、コピー機、洗浄装

置、使い捨てカメラ等の分野で多い。 

例えば、半導体産業に対してマイクロリソグラフィーシステムを提供する ASML 社の事例がある。同

社は、顧客が不要になったシステムを買い戻し、再製品化するビジネスを展開している。ASML社製シ

ステムは通常 120 万-4,500 万ユーロと非常に高価なため、構成部品の大部分の再利用、再製造が利

益創出につながっている。しかし、全体的にはビジネス環境は整備されているとはいえず、インセンテ

ィブに欠けることや、オリジナルメーカーが再製造品を販売しないケースも多い。 

 

カーシェアリングの場合、主に企業やクラブ、協会等の会員組織間で自動車をシェアすることで、個

人の自動車所有にかかる経費を払わずに利用できるメリットを顧客に提供するサービスである。アク

セスと利便性を高めるために、他の公共交通サービスとの提携や ICT を使った予約システムの導入

によって、欧州内で急速に普及しつつある。 

 

エネルギーサービス企業（ESCO）は、エネルギー効率の高い技術の利用に加え、暖房や照明など

の顧客のエネルギー消費を 適化するサービスを提供し、削減されたエネルギーコストから報酬を得

る事業である。固定された製品・サービスではなく、省エネプロジェクトを提供するビジネスモデルであ

る。プロジェクトの成功が事業者の報酬に繋がるため、事業者は可能な限り大きな省エネ効果を目指

すことになる。 

例えばスウェーデンの TAC エネルギーソリューション社は、スコーネ地域建設公社に対し、ビル 11

棟（大学病院 1 棟、病院 5 棟、オフィスビル 5 棟）のエネルギー効率を向上させる ESCO プロジェクト

を実施した。TAC 社が年間 低約 110 万ユーロのコスト節約を保障した同プロジェクトに対し約 1,200

万ユーロの投資が行なわれた。結果、熱エネルギー消費量 30%削減に相当する年間約 126 万ユーロ

のコスト削減を達成したという。 

また、デンマークのエネルギー大手 DONG Energy は、Novo Nordisk 社の省エネルギープロジェクト

を無料で支援し、Novo Nordisk 社は省エネで得たコスト削減分を DONG Energy からの風力エネルギ

ー購入費に充てるというエネルギーパートナーシップ契約に基づくビジネスモデルを発展させた。

Novo Nordisk 社による 2014 年までの風力エネルギー購入量は、CO2 排出量換算で 13 万トンに相当

する。仮にすべてのデンマークの製造業が同モデルを採用した場合、デンマークにおける全 CO2 排

出量を 10%（600 万トン）削減が達成できるという。 

 

デザイン・ビルド・ファイナンス・オペレーション(DBFO)は、官民パートナーシップ（PPP）に伴うビジネ

スモデルで、例えば行政機関が民間企業と長期建設プロジェクト契約を結び、デザイン、建設、ファイ

ナンス、オペレーションを実施する事例が該当する。DBFO は建築以外にも、インフラ、輸送システム

で活用されている。このビジネスモデルの特徴は、ESCO モデルと同様に製品ではなく、投資、建設、

オペレーションなどの「機能」を公的部門に提供することである。ESCO モデルが建物内部の技術導入

に限定しているのに対して、DBFO はファイナンスやオペレーション等サービスを提供する点が異なる。

DBFO 事業者は施設の建設だけではなく、建設後のオペレーションに対しても責任を負うため、建物

の消費熱、電力、耐久素材、清掃の容易さ等も考慮した建設が行われる。 

例えば、イギリスでは、事故や地域犯罪数を減らすために街灯増設プロジェクトが進められている
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が、近年、エネルギー消費の増加が問題視されるようになった。このためハンプシャー自治体は、環

境要件を定めた入札を実施し、落札した事業者に照明網構築と 25 年間に渡る維持管理を委託した。

事業者側は、素材やメンテナンス、部品交換コストの削減、さらに操業および維持費用の削減によっ

て、この業務契約を満たすことになる。 

 

化学マネジメントサービス（CMS)は、化学品とそのサービスの供給に関わる戦略的な長期マネジメ

ント契約を行なうビジネスモデルである。化学品のマネジメントそのものをアウトソーシングすることに

なる。CMS 先進国のアメリカでは、自動車産業、エレクトロニクス産業、航空宇宙産業及び航空メンテ

ナンス産業等が主な市場となっており、欧州でも自動車および航空宇宙産業を対象としたビジネスが

拡大している。 

例えば欧州にも数多くの拠点を構える Houghton 社（米）は、潤滑剤マネジメントを提供。マネジメン

トサービスは顧客需要に応じて設計されており、定期訪問から固定オペレーターの配置まで様々、契

約形態も年間 5,000 ユーロから 100 万ユーロまでと幅広い。継続的に製品を監視し、細菌や pH 管理、

洗浄、異物除去装置の配置等を適時行うことで、製品寿命を飛躍的に向上させた。廃棄物を 大 90%

まで削減することができ、大規模施設の場合年間 9 万ユーロの節約に繋がる。契約は固定価格のた

め、仮に潤滑剤の使用量が想定を超えた場合、Houghton 社が損失を抱えることになるが、それでも

Houghton 社側にとって、CMS を通じたビジネス保証というメリットがある。顧客は契約期間中同社サ

ービスのみに頼ることになるため、確実な市場シェアを持つことが可能となる。顧客側も、潤滑剤マネ

ジメントの専門家を抱えているところは少なく、この分野のアウトソーシングには積極的である。 

 

資源マネジメント（RM)は、廃棄物処理企業による廃棄物の削減、リサイクル、回収を望む顧客に対

するビジネスモデルである。廃棄物処理業者は、廃棄物排出の予防、廃棄物リサイクル、廃棄物回収

および廃棄物の運搬および処理の制限を通じたコスト効果の高い資源効率を追求する。 

 

PSS は、環境への貢献だけでなく、コスト削減という経済的利点が大きいこともあり、将来的にそれ

ぞれ数十億ユーロの市場規模にまで成長すると予測されている。しかし、そのためには、報酬の不確

実性、潜在利益に関する知識不足、新たなインフラに必要な投資、という課題の克服も求められる。

いまのところ、欧州内では PSS に対する直接的な公的支援はほとんど行われていない。しかし、今後

は、PSS をはじめとするグリーンビジネスモデル自体をポテンシャルの高い政策実現ツールの一つと

する認識が高まり、例えば既存のビジネスモデルを前提とした規制を改正するなど、エコイノベーショ

ン政策や経済政策に組み入れる動きがでてくるものと見込まれる。また、直接的な政策支援とは別に、

外部コストを内部化することでグリーンビジネスモデルを間接的に支援する動きは既に始まっている。

例えば燃料に対する炭素税課税や ETS（排出権取引）は、PSS のニーズを高める大きな要素になって

いる。さらに、PSSやその他グリーンビジネスモデルで得た環境利益（成果）を測定・見える化するツー

ル作りも重要となる（後述）。 

 

 

4. 域内外への技術移転 
  

2009年4月にドイツ政府連邦環境省（BMU）との協賛で行われたETAPフォーラムでは、エコイノベー

ションの海外移転が主題となった。環境技術市場の潜在性は大きいものの、環境産業の大部分を構

成する中小企業にとって、海外市場への進出が非常に困難だという問題意識がその背景にある。 

また環境技術のグローバル化は、地球規模の環境問題に貢献するだけでなく、規模の経済の利点

を得ることができる。各国間で環境技術の格差が広がったり、重点技術が異なれば、環境市場が細
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分化され、潜在的機会や経済効率性が失われる可能性がある。 

 

OECDが実施した、企業の母国以外でも申請された特許の数に基づく環境技術移転動向調査89に

よれば、低炭素技術90に関しては、実際に国境を超えて移転されているのは全体の25%程度で、全体

の平均とほぼ変わらない。特に日本、ドイツ、アメリカで低炭素技術イノベーションが発達しており、中

でも日本は世界全エコイノベーションの40%を占めている（後述）。しかし、技術移転の発展レベルに注

目すると、イギリスとドイツがそれぞれ国内のイノベーションの半分以上を輸出しているのに対し、日

本は20%以下に留まっている（図 23）。欧州は概して低炭素技術輸出において先行していると言え

る。 

 

 

図 23 上位 10 カ国の技術輸出の割合（1998-2003 年概算） 
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出所：OECD（2009年） 

 

しかし低炭素技術移転の殆どは先進国間で行われておリ（75%）、低炭素技術市場のポテンシャル

はまだ開拓の余地が大きい。例えば先進国から新興国への移転は18%程度に留まっている。また中

国、ロシア、韓国から他の新興国への技術移転はほとんど行われていないものの、これらの国々がよ

り適応しやすい途上国向け技術を発展させるポテンシャルは大きい。 もグローバル化が進んでいる

技術は、燃料噴射（45%）、バイオマス（37%）、照明（30%）で、逆にセメント、メタン、水力、海洋、地熱技

術の移転は殆ど進んでいない。 

 

一方で、大気浄化技術、水質汚染浄化技術、固形廃棄物処理技術といった成熟段階にある環境技

術の対外輸出においては、低炭素技術とは異なり、欧州は日本に先行されている（図 24）。 

 

                                                   
89 OECD（2009 年）Invention and Transfer of Climate Change Mitigation Technologies on a Global Scale: A Study 

Drawing on Patent Data 

OECD（2009 年）ENVIRONMENTAL POLICY FRAMEWORK CONDITIONS, INNOVATION AND TECHNOLOGY 

TRANSFER 
90再生可能エネルギー技術（風力、太陽、地熱、海洋、バイオマス、廃棄物再生、水力）とメタン分解、環境対応型セ

メント、省エネ建築物、自動車燃料噴射、省エネランプ、CCS。 
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図 24 世界的な技術移転動向91 

大気浄化技術（1990 年-2005 年）             水質浄化技術（1990 年-2005 年） 

 

 

 

固形廃棄物処理技術（1990 年-2005 年）            参照：風力発電技術（1988 年-2007 年） 

 
出所：OCED（2009年） 

 

こうした現状を踏まえ、ベルリンで行われた ETAP コンファレンスでは、特に信頼性のあるパートナ

ーシップ構築を支援することで、域内環境産業の重要な役割を担う中小企業による海外技術移転を

促進することが提言された。 

 

こうした具体的な取り組みとしては、ドイツ政府がドイツ水資源パートナーシップ（III 章参照）を立ち

上げ、同国企業の水資源管理技術移転の強化を図っている事例がある。知名度が低い中小企業単

体が他国とのパートナーシップを築くことは難しいために、自国政府の支援を背にドイツブランドを強

調し、海外認知度や信頼性を向上、競争力を高めているのである。 

 

また移転先のニーズに沿った技術の開発も進めている。途上国や先進国の未開発地では、移転先

に適応しやすい技術を開発・調整することが求められるからである。下に紹介している Grundfos 社は、

電気網が無い場所でも使える太陽電池付き給水ポンプを開発し、インフラが整備されていない地域で

                                                   
91 OECD は複数国で特許を出願したケースを国外へ技術移転される技術と仮定した上で、母国以外で出願された

特許数を計測し上記の分野別の輸出動向に関する図を作成した。OECD はこれ以外に包括的な環境技術移転測定方

法は無いとしている。 
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も安定した水供給が行えるシステムを開発した。同社も成功の理由の一つに、Expo Zaragoza2008 で

受賞し、知名度と信頼性が向上したことを挙げている。 

 

しかしこの分野の検討は始まったばかりであり、技術移転を正確に測る方法もまだ確立されていな

い。このためまずは成功事例に関する情報収集を行い、現状を明らかにした上で具体策を講じること

としている。 

 

 
 

 

5. 環境産業向け労働技能の向上 
 

環境技術の発展に伴い、雇用の創出やハイスキル労働者に対する需要は増加する。例えば、前述

の通り、雇用に及ぼす影響について欧州委員会が行った調査によると、2020 年までに再生可能エネ

ルギーの割合を 20%に引き上げる目標が達成されれば、再生可能エネルギー部門における約 280 万

人の雇用創出と、全体で GDP の約 1.1%に相当する付加価値の創出が見込まれる。 

 

エネルギー分野の低炭素化による雇用の将来的影響については様々な見方があるが、再生可能

エネルギーあるいはそれに関連するセクター（例：鉄鋼）の雇用数は確実に増加する一方、化石燃料

セクターの雇用は減少する。後者の雇用喪失分より、バリューチェーンが大きい再生可能エネルギー

セクターの雇用創出分が上回るため、総合的には雇用の増加に繋がるという見方が有力である。但

し、例えばポーランドのように石炭産業への依存度が高い加盟国では、化石燃料セクターの失業者を

吸収しきれないところも出てくる可能性がある。 

 

EU レベルで重要なのは、雇用数の増減よりも、むしろ雇用構造の変化（表 67）への対応である。

例えば、生産部門に新たに汚染処理担当者を配属したり、今まで化石燃料やトラック輸送を使ってい

たところを、再生可能エネルギーや鉄道輸送に切り替えられることで、求められる人材やスキルも変

化していく。この変化に備え、求められる新たなスキルの養成が必要になる。 

 

 

 

 

Grundfos 社の途上国技術移転事例 

 

デンマークのポンプ大手メーカーGrundfos 社は、世界で 1 万 7000 人以上を雇用する大企業。途上国の水不足

問題に対し、クレジットと太陽電池を使った給水施設の導入方法を開発した。この給水システムは太陽光電池を使

って井戸から水を汲み上げるもので、利用者は携帯を通じてクレジットを購入するシステムが特徴だ。従来の途上

国支援による給水システムの導入は、原則無料で提供されていたことから、長期メンテナンスが無い、また施設運

用の透明性が図られない（地元の領主などらが占拠してしまう）等の問題を抱えていたため、同社は途上国でも普

及している携帯を利用した新たな有料システムを開発した。NGO 等からの反対はあるものの、現在まで問題なく運

営されているという。 

 

同社はこのシステムの導入にあたり、デンマーク政府からネットワーキングや出張支援が行われた。しかしスペ

インで行われた Expo Zaragoza2008 で受賞したことで信頼を得ることができ、同システム普及の大きな足がかりに

なったとしている。 

出所：ETAP フォーラム（2009 年）
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表 67 将来の雇用変化予測（範囲は欧州～世界） 
建物 省エネ建築規制が導入されることで、省エネ建材や部品の需要が増え、関連メーカーの雇用

も増加が見込まれる。例えば 高レベルの高効率断熱材基準が導入された場合、2030 年ま

でに年間 100 万人の雇用（内 EU10%）が創出されると予測。 

セメント エネルギー効率性に優れた施設の需要が増えることで、短期的に建設セクターでの需要が高

まると見られるが、長期的には雇用は減少の見込み。 

発電・配電 省エネにより僅かな雇用減が見込まれる。 

再生可能エネルギ

ー、省エネ関連設

備 

エネルギーのクリーン化傾向により、再生可能エネルギーセクターの雇用が急激に増加して

いる。中でも製造、設置での労働者数が増える見込み。また風力は天候観測からタービン設

計、発電事業者まで、幅広い雇用を創出。 

運輸 鉄道・公共交通関連の雇用者数が、何もしない場合（BAU）に比べ 2030 年までに 20%増加と

予測。一方道路運輸における雇用者数は半減の見込み。自動車産業の労働人口は 2030 年

までは安定的に推移するが、新技術の普及度合いに依存する。 

エネルギー集約セ

クター（鉄鋼、セメン

ト、アルミ等） 

労働人口 35 万中 5 万人が失われる可能性あり。 

気候適応 灌漑計画など新たな雇用を創出すると見られる。 

出所：ECORYS（2008 年） 

 

実際に欧州域内では、既に環境産業に必要なスキルの不足が徐々に顕在化しており（下例）、こう

したスキル不足が環境産業の発展を阻害する要因になりかねないという見方が強まっている。 

・ 英国産業界（CBI）は、グリーン化への転換を目指すセクターにおける技術専門家や設計者、エ

ンジニア、電気技師などの不足を問題視。 

・ ドイツの再生可能エネルギーセクターも、熟練労働者不足が問題化。 

・ 特に再生可能エネルギーセクターに必要な専門的スキル（例：コンサルタント能力、コミュニケ

ーション能力等）が不十分。 

・ 小売業においても販売員のスキルが不足。 

・ 各国労働組合は、熟練労働者不足によって省エネ建築物指令の基準達成が難しいと主張。 

 

これまで EU は、リスボン戦略を通じ、労働の質の向上の必要性を訴えてきたが、例えば新たな人

材需要を埋めるための研修プログラムや求められるスキルを明確化するなどの取り組みは行なわれ

てこなかった。加盟国レベルでも、環境産業人材育成への取り組みはあまり行われていない。唯一の

例外は、低所得地域の 9 万世帯に対し省エネ暖房普及を進める、イギリスの地域省エネ計画である。

この計画の一環として同地域の長期失業者 2,000 人に対し、省エネ産業に関わる研修プログラムと就

職支援サービスが提供されている。 

 

欧州内の環境産業関連の各セクター別の学歴に関するデータ（図 25）に拠れば、全体として産業

平均よりも大卒などの高学歴者が少ない傾向がみられる。また、中卒（義務教育レベル）の就業者の

割合が環境コンサルティングセクターで 1%なのに対し、廃棄物処理セクターは 42%と、特定セクターに

おける低学歴者の存在が際立って高い。 

また、国別のデータ（表 68）をみると、高卒者の労働者が も大きな割合を占めるという概ね共通

する傾向はあるものの、基本的には各国様々である。例えば、オーストリアの廃棄物処理セクターで

は義務教育/未就学の割合が高いのが特徴的で、ドイツの環境コンサルタントセクターにおける大卒

者の割合の高さも目だつ。スペインの環境コンサルタント及び環境産業でも、大卒者の割合が も高



 127

く、義務教育/未就学者の割合が も高い産業全体の傾向とは対照的である。92 

 

図 25 セクター別労働者の 終学歴の割合 
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出所：ECORYS（2008 年） 

 

表 68 国別でみた環境関連産業労働者における 終学歴の割合（2000 年） 
終学歴の割合（%） 

国 セクター 
大卒 専門卒 高卒 

義務教育 

/未就学 

環境コンサルタント 25 15 60 0 

環境産業 3 4 69 24 

廃棄物処理 1 0 42 57 
オーストリア 

全体平均 7 2 69 22 

環境コンサルタント 54 22 21 2 

環境産業 6 9 57 28 

廃棄物処理 5 6 61 28 
ドイツ 

全体平均 15 9 59 14 

環境コンサルタント 13 26 54 2 

環境産業 11 21 52 15 

廃棄物処理 2 7 55 35 
オランダ 

全体平均 26 - 43 31 

                                                   
92 学歴は求められるスキルの一部に過ぎないが、これ以外のスキルに関するデータが不足。環境産業が明確に定

義されていないこと、求められるスキルが他の産業と必ずしも区別されていないことが主要因。 
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環境コンサルタント 41 20 40 0 

環境産業 33 29 27 11 

廃棄物処理 3 3 28 66 
スペイン 

全体平均 17 8 17 58 

環境コンサルタント 15 23 62 0 

環境産業 13 16 59 13 

廃棄物処理 4 4 47 45 
スウェーデン 

全体平均 13 16 50 21 

出所：ECORYS（2008 年） 

 

こうした状況を踏まえ、2009 年 12 月に発表された EU と加盟国の共同による「雇用政策告書（Joint 

Employment Report）」93は、経済の低炭素化という構造変化をもたらすには、労働者及び雇用スキル

の産業部門間の再配分を促す必要があるとしている。報告書は、今後も気候変動及び関連の政策措

置が推進されることで、将来の雇用スキルに対する需要に大きな変化が生じることを指摘したもので

ある。低炭素経済の実現には、まずは熟練労働力が求められるが、未熟練労働者も適切な訓練を受

ければ新規雇用の機会をつかみとることができる。そのためには、スキルを焦点とする政策、すなわ

ち、転職の容易化、スキルのギャップや不足の迅速な埋め合わせ、十分な社会対話（使用者側と被

使用者側の対話）を促す必要があると指摘している。 

 

低炭素化に向け、創造性やイノベーションといったハイレベルのスキルが求められるというのが一

般的な見方である。例えば、再生可能エネルギー分野ではスキル不足が懸念されている。一方、再

生可能エネルギー分野で も求められるスキルは、「顧客志向」「インターネットでの情報収集」「経営

者思考」との調査結果もあり、特殊なスキルに対するニーズに関する見方は固まっていない。高度技

術者が持つスキルへのニーズに関しては、例えばUNEP も、再生可能エネルギーセクターではそれほ

ど高度技術者を必要としないとしている。同分野で働く専門家の多くは、従来の科学分野やビジネス

分野からの転職者が多く、他産業からの労働者の転職は比較的容易だとの見方もある。 

 

 

6. エコイノベーションの成果の見える化 
 

エコイノベーションを着実に推進に向け、目標を明確化し、施策による効果を正確に測定・観測する

ための指標化を模索する動きも始まった。欧州委員会は、2007年からMEI（エコイノベーション測定）プ

ロジェクト94を通じ、エコイノベーション定義そのものと指標、統計方法の構築を目指している。MEIはエ

コイノベーション測定方法に関して、現時点で考えられる以下の3つの方法を検討している。 

 

アンケート分析 

エコイノベーションのモニタリング、理解を行う上で有効だが、詳細な質問事項や専門知識が必要

な情報の収集が課題となる。現在、イノベーション一般に関するアンケート調査を実施している欧州委

員会共同体イノベーション調査（CIS）のアンケートにエコイノベーションの項目を設ける方式が検討さ

                                                   
93リスボン戦略の雇用政策分野に関するモニタリング活動の一環として作成されている報告書。同報告書は、

「EU2020 戦略」を審議する 春季欧州理事会（3 月 25 日）に先立って（3 月 8、9 日に）開催される雇用・社会政策・健康・

消費者理事会で検討され、上記戦略策定に活かすことしている。 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=654&furtherNews=yes 
94 Eurostat、欧州環境庁（EEA）、欧州委員会共同研究センター（JRC）が運営。また OECD のエコイノベーションプロ

ジェクトとも連携している。 
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れている。 

 

特許分析 

統計データや技術情報が入手しやすい分析方法である。しかし技術的なイノベーションに偏りがち

であり、組織やシステム、サービスのエコイノベーションが反映されないという欠点がある。 

 

デジタル・文書ソース分析 

市場化された新商品や新プロセスに注目し、これらがアウトプットされた事例を体系的にモニタリン

グし、指標化するというもの。アンケートや特許よりも包括的な範囲をモニタリングできるが、当然情報

収集は容易ではない。 

 

但し、これらはいずれも部分的な側面しか定量化できず、包括的なエコイノベーションを測定出来る

までには至っていない。さらに「エコイノベーション」の性質（トレンド）が変化しやすいことが、エコイノベ

ーション測定方法の構築を難しくしている。 
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VI 結び 
 

 

欧州では、環境産業が主要産業のひとつとして急成長し、これが知的財産保護対応策の進展を加

速させている。2008年、EU27カ国の環境産業雇用者数は約344万人に達し、GDPに占める割合も2.5%

へと拡大した。世界の環境産業市場の約3分の1を占める規模である。もはや環境産業は、欧州にと

って、環境保護だけでなく、経済成長と雇用創出にとっても欠かせない存在となりつつある。 

 

欧州の環境産業が急速に発展した背景には、環境技術の発展を通じ、エネルギー供給の安定確

保と気候変動問題の解決に寄与すると同時に、経済的利点の創出も行なうというEUレベルの枠組み

作りの指導力がある。エコイノベーションは、短期的には多くの資金的支援を必要とするが、中長期的

には世界市場におけるEUの競争力の維持発展につながり、雇用とGDPの増大をもたらす。こうした中

長期的な産業発展戦略に根ざしたEUのイニシアティブによって、域内のエコイノベーションに関わる政

策の多くが、再生可能エネルギーや低炭素モビリティといった成長産業分野で集中的に展開された。 

 

特に、EUによる2000年のリスボン戦略採択以降、環境保護とイノベーションが域内の投資や技術

革新、雇用、成長機会を創出するという認識が浸透し、欧州の雇用・成長を実現するための手段とし

てエコイノベーションを促す包括的な政策枠組みが発展した。この結果、欧州で求められるイノベーシ

ョンは、単に市場が求める価格や利便性を追求するためのものから、環境という公共課題に対応する

新たな付加価値を創出するためのものへといち早く政策主導で転換が図られた。 

 

具体的には、2004年に策定された「環境技術行動計画（ETAP）」を契機に、環境産業の発展には市

場の育成が鍵を握るとの政策的認識が広まった動きが重要である。すなわち、価格が割高になりが

ちな環境技術が市場に受け入れられないという、市場ニーズの低さ・曖昧さが更なる環境産業の発展

ならびにエコイノベーションを進める欧州企業にとって決定的に重要な取り組み課題とされたのである。

EUは、この問題を克服するため、単なる技術や製品の開発支援のみならず、新しい市場と産業を創

出する抜本的な政策枠組みの再構築を行なうこととなった。これに伴い、EUによる環境技術支援策も、

基礎研究から市場での普及まで、一貫した支援体制を構築するに至った。 

 

しかし、今のところ、ETAPが加盟国の政策に及ぼす影響はまだ不十分だという見方もある。95EU全

体や加盟国のエコイノベーション支援政策の成果が見えにくい上に、ＥＵは加盟国に対し間接的（非

拘束的）な影響力しか行使できないという事情がある。また、EU・加盟国レベル共に様々な施策が複

数の担当省庁によって実施されており、エコイノベーション政策が体系化されていないことなども、そう

した見方を生み出している要因と言えるだろう。但し、それにも拘らず、エコイノベーションとその市場

化支援の重要性を政策アジェンダにまでのせたという点で、ETAPの存在意義は大きい。 

 

加盟国では、各国固有の強みを伸ばす多様な取り組みを行なっている。例えば気候変動対策にお

いては、ドイツは、手厚い研究開発・技術普及支援を支えに、再生可能エネルギーの普及や産業、建

築物の省エネ化を通じて、国内の排出削減を目指している。フランスは市場インセンティブで市場の

                                                   
95 環境総局（2010 年 4 月）Why funding eco-innovation? From ETAP to Eco-innovation. Action Plan 

OECD（2010 年）Assessment of ETAP roadmaps with regard to their eco-innovation potential. Final Report, Part 1: 

Analysis of country roadmaps 



 131

グリーン化を目指し、低排出車や省エネ建築物が選ばれる市場作りを試みている。イギリスは低炭素

産業の育成に焦点を当て、外資誘致と産業集積化を目指した取り組みを行なっている。 

 

これらEUや加盟国での取り組みには、確実な成果もみられるようになっている。例えば、欧州の白

物家電業界では、EUエネルギーラベルの導入が消費者の行動変化を促し、今や企業からはイノベー

ションを進める主要因として認知される存在となった。また、新たな環境技術製品の開発普及のみな

らず、企業のビジネスモデルそのもののグリーン化による経済的利点も広がりある。EUは、すべての

環境製品市場の輸出国となっており、その域外輸出競争力はますます強まる傾向がみられる。 

 

現在EUは、リスボン戦略の後継として、2020年を目標とした社会経済戦略ビジョン「Europe2020」を

策定中である。欧州委員会の新戦略案によれば、「欧州研究イノベーション計画」の下で、ETAPの見

直しとエコイノベーション政策を打ち出す他、欧州特許統一化も推進される見通しである。 

 

特に、これまでのエンドオブパイプ型の環境規制主導の政策を改め、環境付加価値を求める新た

な市場ニーズの創出を主たる牽引役として、イノベーションの事業化を後押しする政策的方向性が明

らかになっている。例えば欧州委員会環境総局は、技術だけでなく、需要や社会・経済システム、国

際関係などエコイノベーションを取り巻くあらゆる側面にも取り組むこと、また民間の投資を刺激する

必要がある、と指摘している。96また気候変動だけでなく、資源消費量の増加（試算：今後10年で

35-40%増加）、プラスチック廃棄処分問題（50%（年間1,200万トン）が埋立処分）、廃棄物増加問題（試

算：自治体管理廃棄物が2020年までに25%増加）といった環境問題への取り組みも重視される。 

 

また、EUは、こうした環境整備に支えられた欧州企業の強みをグローバル市場で発揮させるため

の支援策を拡充する方針である。例えば気候変動交渉を通じた低炭素化に向けた世界的枠組みの

創出、LCA（ライフサイクルアセスメント）の概念を基盤としてサプライチェーンもスコープに含めた環境

規制を通じ、環境技術に対するニーズの世界的広がりを見据えた施策が打ち出されている。ニッチな

技術の市場が多く、国内市場だけでは成長に限界があること、また公的ニーズが強いという環境市場

の特徴、さらに環境政策の観点からも、新技術が特定の地域のみで普及が進んでも、世界的な環境

問題の解決にはならないという事情が、欧州企業の世界市場進出に対する支援策を後押ししてい

る。 

 

実際に、欧州には風力発電産業の成功例がある。欧州の風力産業は、政府の手厚い研究開発・

市場化支援によって母国市場で成長し、競争力を伸ばした。そして母国市場が飽和状態に近づくと、

国外市場に進出し、世界シェアを大きく広げたという経緯がある。今後も同様の成功例を生み出せる

かどうかは、途上国にも導入できる柔軟な技術開発の可否が鍵を握る。また、世界中が開発競争をき

る広げる電気自動車の場合、技術的に出遅れているドイツは、基準や規格に対する影響力で世界市

場の主導権を握る姿勢を明確にしている。 

 

このように、技術力の高さばかりではなく、むしろ、強い政治的意思とそれに伴う技術を育てる市場

の創出、そして海外市場開拓を視野に入れた産業育成が、欧州企業の世界的優位性を支えている。

本調査報告書で紹介した欧州内の各種取り組みが、今後の我が国の産業政策、特に機械産業支援

策を策定する上で参考になれば幸いである。 

                                                        以上 

                                                   
96 環境総局（2010 年 4 月）Why funding eco-innovation? From ETAP to Eco-innovation. Action Plan 
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