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1．省エネルギー対策の意義とこれまで
の取組

天然資源に乏しい我が国では、エネルギーの安定
供給の確保を図るため、二度の石油危機後、省エネ
政策を主要な柱の1つとして位置付けてきました。特
に、鉄鋼、化学等のエネルギー多消費産業では、日
本型企業の特徴である品質、工程管理のノウハウを活
かし、オイルショックを契機に、従来から地道に取
り組んできたエネルギー管理を徹底するとともに、
抜本的な省エネルギーを目指し、技術開発とその成
果を活かす大型設備投資に積極的に着手してきまし
た。一方、国は、1979年に制定したエネルギーの使
用の合理化に関する法律（省エネ法）に基づき、エネ
ルギー管理者の選任を義務化し、工場におけるエネ
ルギー管理を後押しすることにより、産業分野の省
エネルギーを推進してきました。また地球温暖化防
止京都会議を機に、自動車や家電製品等の省エネル
ギー基準の遵守を義務づけた「トップランナー方式」
の導入し、省エネルギー技術の開発と導入の加速化、
機器のエネルギー消費効率改善を図ってきました。
また、民生部門のエネルギー消費が増加している背
景を踏まえ、事業者単位でのエネルギー管理を義務
化し、業務部門に多く見られる中小規模の事業所を数
多く設置する事業者を新たに義務の対象に加えるとと
もに、産業部門、業務部門に共通して、事業の実施
を統括する役員クラスの者の中から「エネルギー管
理統括者」やこれを補佐する「エネルギー管理企画
推進者」の選任を義務づけることで、事業者の経営判
断に基づく効果的な省エネルギーの取組を推進する
ことになりました。
こうした官民の取組により、我が国では、GDPが
約2.3倍となった過去約37年間でエネルギー効率を
約4割改善するなど、省エネと経済成長の両立に成功
してきました。エネルギー効率（1次エネルギー供給
/GDP）は世界でも最高水準となりました（第350-1-
1）。

2．2012（平成24）年度において省エ
ネルギーに関して講じた施策

（1） 産業部門における対策
産業部門のエネルギー消費は、オイルショック以
降の省エネルギー型設備や技術の積極的導入によっ
て、オイルショック当時の水準からやや減少してい
ますが、依然としてエネルギー消費全体の4割以上
を占めています。

①エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ
法）等の改正案
我が国経済の発展のためには、エネルギー需給の
早期安定化が不可欠です。供給体制の強化に万全を期
した上で、需要サイドにおいて持続可能な省エネル
ギーを進めていく観点から、2013年3月に省エネ法
等改正案を第183回通常国会に提出しました。

第5章
低炭素型成長を可能とするエネルギー需要構
造の実現

【第350-1-1】　 GDP当たりの一次エネルギー総供給の
主要国比較（2010年）

注） 一次エネルギー供給量（石油換算トン）／実質GDP（米ドル、2005
年基準）を日本＝1として換算。

注） 一次エネルギー供給量（石油換算トン）／実質GDP（千米ドル、
2005年基準）

注） 非OECD諸国は液体以外の可燃再生エネルギーを含まない。
出所） IEA「Energy Balances of OECD Countries 2012 Edition」、

「Energy Balances of Non-OECD Countries 2012 Edition」
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主な改正点は、建築材料等に係るトップランナー
制度の導入と需要家側における電力ピーク対策の円
滑化です。です。また、エネルギー等の使用の合理
化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関
する臨時措置法（省エネ・リサイクル支援法）を廃止
します。（建築材料等へのトップランナー制度の導入
の詳細は第5章2（.2）③（ア）、省エネ・リサイクル
支援法廃止は第5章2.（4）⑤参照）
本改正における業務部門の対策については、電力
ピーク対策を円滑化に進めるため、需要家が、従来
の省エネルギー対策に加え、蓄電池やエネルギー管
理システム（BEMS・HEMS）の活用等により、電
力需要ピーク時の系統電力の使用を低減する取組を
行った場合に、これを評価できる体系にすることと
しています。

②産業部門における省エネルギー投資の一層の促進
（ア） エネルギー使用合理化事業者支援事業（34,300

百万円）
工場・事業場等において、省エネルギー効果が高
く、費用対効果が優れた先端的な設備等の導入を促進
するため、これらを導入する事業者に対して費用の一
部を補助する支援を行いました。
（イ） エネルギー使用合理化特定設備等導入促進事業

費補助金1,513百万円）
省エネルギー設備の導入やトップランナー機器の
設置を行う事業者が民間金融機関等から融資を受ける
際に低利とするため、利子補給金を交付しました。
（ウ） 次世代型熱利用設備導入緊急対策事業（15,500

百万円）
コスト面の課題により導入が進んでいなかった、
300℃以下の未利用・低温廃熱の回収・有効利用設備
の価格低減を加速化するため、高効率・革新的な熱利
用設備の設置事業者に対する導入を支援する枠組みを
新たに創設しました。

③中堅・中小企業におけるエネルギーの有効利用の
推進

（ア） 省エネルギー対策導入促進事業（600百万円）
省エネルギーに関する技術と資金が十分でない中
堅・中小企業に対し、省エネルギー技術の導入可能
性に関する診断事業等を行いました。また、地方公
共団体等が参加費無料で開催する省エネ等に関する説
明会やセミナー等に、省エネルギー及び節電の専門
家を無料で派遣しました。これにより、中堅・中小
企業における省エネルギーを促進しました。
（イ） 家庭・事業者向けエコリース促進事業
（2,000百万円の内数）（再掲　第3章第1節2.（3）
②イⅲ　参照）

④自主行動計画の推進・強化
産業界の中心的な取組である自主行動計画につい
て、審議会による厳格な評価・検証を実施しました。
2011年度実績に基づく2012年度の評価・検証では、
福島第一原子力発電所事故に起因する原子力発電所の
長期停止により、電力排出係数が全年度比で約2割程
度悪化したため、CO2総量／原単位を目標とする業
種においては、軒並み実績が悪化することとなりまし

業種 11年度実績 10年度実績 09年度実績 08年度実績 合計

電気事業連合会 3,000万t-CO2 5,700万t-CO2 5,200万t-CO2 6,400万t-CO2 2.03億t-CO2

特定規模電気事業者 32.7万t-CO2 13.7万t-CO2 23.8万t-CO2 8.5万t-CO2 110万t-CO2

【第350-2-1】　京都メカニズム等の償却量

出所） 産業構造審議会 環境部会 地球環境小委員・中央環境審議会 地球環境部会自主行動計画フォローアップ専門委員会合同会合（2013年3月）

業種 京都メカニズム等の取得（活用）予定量
（08～12年度の5年間）

電気事業連合会 （※）

日本鉄鋼連盟 約2,700万t-CO2
特定規模電気事業者 約110万t-CO2
日本印刷産業連合会 600t-CO2（国内クレジットのみ）
日本ゴム工業会 183t-CO2（国内クレジットのみ）

【第350-2-2】　京都メカニズムクレジット等の取得予定量

※） 今年度の資源・エネルギーＷＧにおいて「今後の需給見通しが不透明であることから、見通すことが出来ない」との報告があった

01本文_第3部2id6.indd   23101本文_第3部2id6.indd   231 13/06/21   10:1513/06/21   10:15
プロセスシアンプロセスシアンプロセスマゼンタプロセスマゼンタプロセスイエロープロセスイエロープロセスブラックプロセスブラック



232

第5章　低炭素型成長を可能とするエネルギー需要構造の実現

232

第3部 平成24年度においてエネルギーの需給に関して講じた施策の概況

第
５
章

た。そのため、2011年度単年での目標達成業種は、
全体としては減少しました。一方、電力排出係数を、
電力事業者が目標を達成した場合に固定した際の実績
に注目すると、目標達成業種は増加しており、従来
からの各業種における技術革新、省エネ設備や高効率
設備の導入、燃料転換、設備の運用改善などの取組
が進展していることが分かり、自主行動計画で削減努
力を積み重ねてきた産業界の取組は評価できるとされ
ました。また、最終的な5ヶ年平均（2008～2012年
度）での評価を見据えたこれまでの4ヶ年実績で評価
した場合、未だに目標に達していない業種もあること
から、これらの業種については、引き続き、目標達
成を促すことが重要です。

⑤省エネ法に基づくエネルギー管理の徹底
省エネ法に基づく第一種エネルギー管理指定工場
等、第二種エネルギー管理指定工場等並びに特定事
業者及び特定連鎖化事業者の本社機能を有する事務所
を対象として、工場等判断基準の遵守状況を確認し、
工場等及び事業者における省エネルギー活動の実態
を把握するため、産業部門の約450事業所に対して
現地調査を実施しました。現地調査結果や省エネ法に
基づき事業者から提出された定期報告書の内容から、

省エネルギーの取組が不十分であると判断された事
業者に対し指導を実施する等、省エネ法の執行の強化
に取り組みました。

⑥国際規格ISO50001（エネルギーマネジメントシ
ステム）に関する取組
エネルギーコストの上昇や環境問題への意識の高
まりから、世界各国がエネルギー管理の重要性に注
目しています。2011年6月、国際標準化機構（ISO）
において、国際規格ISO50001（エネルギーマネジメ
ントシステム）が発行されました。ISO50001とは、
各組織がエネルギー効率の継続的向上等を達成する
ために必要なエネルギーマネジメントの体系
（EnMS）について規定したものです（第350-2-3）。
規格の策定にあたっては、省エネ法に基づくエネル
ギー管理を行ってきた我が国の知見を積極的に反映
することができたため、ISO50001は省エネ法と概ね
整合性がとれた形となりました。
我が国の企業がISO50001の認証を取得するメリッ
トとして、適切な”Plan-Do-Check-Act（”PDCA）
プロセスで着実にエネルギー管理を行うことができ
る点や、国内外でビジネスチャンスを広げることが
できる点等があるため、同規格を普及・啓発するため

【第350-2-3】　ISO50001の概念図

監視、測定、分析

不適合に対する修正、
是正措置及び予防措置

エネルギー方針

エネルギー計画

実施、運用

点検

継続的改善

マネジメントレビュー

トップマネジメントがマネジメントシ
ステムの方針を示す

組織自身によるEnMSの適合性の
チェック

EnMSが適切で、妥当で、かつ有効
であるかをレビュー

継続的改善を導くための計画を策定

教育訓練や文書管理などの運用、コ
ミュニケーション、調達などの実施

EnMSの内部監査

業種 10年度実績 09年度実績 08年度実績 合計

電気事業連合会 5,700万t-CO2 5,200万t-CO2 6,400万t-CO2 2.03億t-CO2

特定規模電気事業者 13.7万t-CO2 23.8万t-CO2 8.5万t-CO2 110万t-CO2

01本文_第3部2id6.indd   23201本文_第3部2id6.indd   232 13/06/21   10:1513/06/21   10:15
プロセスシアンプロセスシアンプロセスマゼンタプロセスマゼンタプロセスイエロープロセスイエロープロセスブラックプロセスブラック



233

 　 

233

第
５
章

の取組を行いました。

⑦産業部門の省エネルギー技術開発の推進
（ア） 戦略的省エネルギー技術革新プログラム（10,200

百万円）
開発リスクの高い革新的な省エネルギー技術につ
いて、シーズ発掘から事業化まで一貫して支援を行
う提案公募型研究開発事業を実施しました。2012年
度においては、「省エネルギー技術戦略2011」に掲げ
る重要技術を軸に、インキュベーション13件、実

用化31件、実証3件の計47テーマを採択しました。
（第350-2-4）。
（イ） 次世代型ヒートポンプシステム研究開発（800

百万円）
ヒートポンプの高効率化を達成するためには、機

器単体の要素技術の開発だけでは限界があり、システ
ム全体の効率改善が不可欠です。このため、個々の
要素技術を統合した次世代型ヒートポンプシステム
の開発を行い、エネルギーの高度利用と導入拡大を
目指します。
2012年度においては、現状システム比1.5倍以上
の効率向上を実現するヒートポンプシステムの研究
開発に取り組みました。

⑧産業部門の個別部門対策
（ア） 鉄鋼
（ⅰ） 環境調和型製鉄プロセス技術（1,615百万円）
（ⅱ） フェロコークス製造・高炉使用技術（399百万

円）
我が国鉄鋼業は、排熱回収利用等の主要な省エネル
ギー設備を既に導入しており、製鉄プロセスにおけ
るエネルギー効率が世界最高水準であると同時にエ
ネルギーの削減ポテンシャルが少ない状況です。他
方で、高炉法による製鉄プロセスでは鉄鉱石を石炭
コークスで還元するため、多量の二酸化炭素排出は
避けられません。この二酸化炭素排出量の削減のた
め、①コークス製造時に発生する高温の副生ガスに
含まれる水素を増幅し、コークスの一部代替に当該
水素を用いて鉄鉱石を還元する技術、②二酸化炭素濃
度が高い高炉ガスから二酸化炭素を分離するため、製
鉄所内の未利用低温排熱を利用した新たな二酸化炭素
分離・回収技術、といった技術開発を行い、これら
の技術を組み合わせることによって、高炉一貫製鉄
所から発生する二酸化炭素排出量の約3割の削減を目

【第350-2-4】　 戦略的省エネルギー技術革新プログラム
のイメージ図

民
間
に
よ
る
事
業
化

インキュ
ベーション
（2/3補助）

実用化
（2/3補助）

１年以内

×
×

原則２年以内 原則２年以内

実証
（1/2補助）

採
択
審
査

審
査

審
査

審
査

【第350-2-5】　環境調和型製鉄プロセスのイメージ図

出所）日本鉄鋼連盟資料をもとに、経済産業省作成
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01本文_第3部2id6.indd   23301本文_第3部2id6.indd   233 13/06/21   10:1513/06/21   10:15
プロセスシアンプロセスシアンプロセスマゼンタプロセスマゼンタプロセスイエロープロセスイエロープロセスブラックプロセスブラック



234

第5章　低炭素型成長を可能とするエネルギー需要構造の実現

234

第3部 平成24年度においてエネルギーの需給に関して講じた施策の概況

第
５
章

指しました（第350-2-5）。
また、近年の原料価格の高騰や鉄鋼新興国の旺盛な
需要等による高品位原料炭の需給逼迫を背景として、
鉄鋼業の資源対応力を強化が求められています。こう
した原料に係る課題をむしろ我が国鉄鋼業の強みとす
るため、低品位原料炭の利用拡大を実現すると同時に
炉内還元反応の高速化・低温下による省エネルギー
化をも実現する技術の開発を行いました。
（イ） 窯業
（ⅰ） 革新的セメント製造プロセス基盤技術開発（156

百万円）
我が国は、セメント製造における世界最高水準の省
エネ技術を有しており、既存技術による省エネ対策は
ほぼ限界に達しています。
このため、エネルギー多消費産業の一つであるセ
メント産業の一層の省エネ・低炭素化を図ることを目
的として、本事業を2010年度から開始しました。
具体的には、セメント製造プロセスで最もエネル
ギーを消費するクリンカ（セメントの中間製品）の
焼成工程において、焼成温度低下等を可能とする革新
的な製造プロセスの確立を目指し、それに必要となる
基盤技術の研究開発に取り組みました。
（ⅱ） 革新的ガラス溶融プロセス技術開発（310百万

円）
ガラス製造プロセスは、長きにわたり基本的な製造
方法の革新が行われておらず、改善的な省エネ対策は
限界に達しています。
このため、我が国のガラス産業の一層の省エネを目
的とし、抜本的なプロセス改善としてガラス溶融工程
において、プラズマ等技術を活用し、短時間で極め
て効率的にガラス原料を気中で溶融する技術開発に取
り組みました。
（ウ） 環境配慮型建設機械の普及
環境問題への対応
建設機械については、製品のライフサイクル全体の
エネルギー消費量のうち90％程度が使用時に消費さ
れることから、「エネルギー基本計画（2010年6月）」
では、ハイブリッド建機等について、2030年におい
て全建設機械の販売に占める割合を4割とすることと
目標が掲げられました。2012年度は関係府省と連携

し、ハイブリッド建機の導入に対する補助事業や、
税制措置を実施しました。

⑨革新的低炭素技術集約産業の国内立地の推進
革新的低炭素技術集約産業の国内立地の推進（7,075
百万円）
革新的な技術を活用することにより、大きな二酸化
炭素削減効果が期待できる世界最先端レベルの低炭素
製品に関する生産技術を確立するために必要な国内で
の設備投資に対する支援を行うことにより、国内での
工場立地を促進し、低炭素型産業の大きな成長を図る
ことを目的とした支援事業を実施しました。

（2） 民生部門における対策
①エネルギーを使用する機械器具の効率改善
（ⅰ） 省エネ法に基づくトップランナー方式による機

器の効率改善
現在、省エネ法に基づき、自動車や家電製品といっ
たエネルギー消費機器のうち省エネ法で指定する特
定機器の製造事業者及び輸入事業者に対し、機器ごと
に定めた目標年度以降に現在商品化されている製品の
うち最も優れている機器の性能を勘案して定めた省エ
ネルギー基準の遵守を義務付けることにより、エネ
ルギー消費機器の効率改善を促した（トップラン
ナー方式）結果、多くの機器において、基準の策定
当初の見込みを上回る効率改善が達成されました。ま
た、プリンター、複合機及びヒートポンプ給湯器を
新たな特定機器として追加し、既存の電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫の基準については、業務用のものまで対象
範囲を拡大しました。更に、LED電球の対象範囲・
測定方法、三相誘導電動機の区分・目標年度・基準値
について審議を行いました。
（ⅱ） 省エネルギー機器に関する情報提供
家電製品やOA機器等について、消費者が省エネ
ルギー機器を選択しやすくすることにより省エネル
ギー機器の普及を図ること及び機器の製造事業者等
に対して一層の効率改善努力を促すことを目的とし
て、ロゴマークを用いた情報提供方法である省エネ
ルギーラベリング制度 5及び国際エネルギースター
プログラム制度 6の普及啓発を行うとともに、2006

5　トップランナー方式の基準を達成している機器であることを消費者に分かり易く表示するための JIS に基づくラベリング制度です。2013
年 3 月現在、特定機器 26 機器のうちテレビジョン受信機、エアコンディショナー等を始めとする 18 機器が対象となっています。　　　　　　
6　1995 年 10 月に通商産業省（当時）と米国環境保護庁との間の意図表明文書に基づく相互承認制度により実施される、省エネ型OA機器（コ
ンピュータ、プリンタ、ファクシミリ等）に関する表示制度です。
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年10月から施行している、小売事業者が製品の省エ
ネルギー関連情報を表示するための統一省エネル
ギーラベルについての普及啓発を行いました。現在
の統一省エネルギーラベルの対象品目は、テレビ
ジョン受信機、エアコンディショナー、電気冷蔵庫、
電気便座、蛍光灯器具（家庭用）の五品目です。
なお、これまで一般家庭等を対象にスマートメー
ターの導入効果に関する実証事業を行っており、電
力使用量の「見える化」や電力ピーク時間帯に高い
料金を設定する等のより柔軟な料金メニューを通じ
た、需要家の行動変化による省エネルギー・負荷平
準化効果について検証を行いました（負荷平準化機器
導入効果実証事業）。

②エネルギー需要の適正管理
（ア）省エネ法に基づくエネルギー管理の徹底と現地

調査の実施
省エネ法に基づく第一種エネルギー管理指定工場
等、第二種エネルギー管理指定工場等並びに特定事
業者及び特定連鎖化事業者の本社機能を有する事務所
を対象として、工場等判断基準の遵守状況を確認する
ため、民生業務部門の約80事業所に対して現地調査
を実施しました。その調査結果や省エネ法に基づき事
業者から提出された定期報告書の内容から、省エネル
ギーの取組が不十分であると判断された事業者に対
し指導を実施する等、省エネ法の執行の強化に取り組
みました。
（イ） 専門的な省エネルギーサービスを提供する事業

の振興
（ⅰ） エネルギー管理システム（BEMS・HEMS）導

入促進事業（平成23年度3次補正　30,001百万
円）

中小ビルや一般家庭等に対して、電力需要抑制の取
組を促進するため、BEMS及びHEMSの導入費用の
一部を補助する事業を2011年度第3次補正予算で創
設しました。BEMSについては、複数の高圧小口需
要家の中小ビル等を対象に、クラウド等による集中管
理システムを構築してエネルギー管理支援サービス
を行う事業者（BEMSアグリゲータ）を通じて
BEMS導入を支援することで、需要家側において効
率的・効果的に省エネルギー・節電を行う動きを加速
させ、節電対策が遅れていた中小ビル等の抜本的な節
電を促す取組を行いました。HEMSについては、節
電・ピークカット等を推進するため、電力需要抑制

効果を高めるHEMSの導入費用の一部を補助する取
組を行いました。
（ⅱ） スマートマンション導入加速化推進事業（平成

24年度補正13,050百万円）
エネルギーマネジメントシステムの民生部門への
普及を進めるため、マンション全体のエネルギー管
理を行う事業者（MEMSアグリゲータ）を通じて導
入されるMEMSの設置費用の一部を補助する事業を
平成24年度補正予算で創設しました。上記（ⅰ）に
より支援を開始した、中小ビルを対象とするアグリ
ゲータビジネスを、潜在的需要が大きいと考えられ
るマンションに拡大することで、経済性の観点から
導入に対してハードルが高い一般家庭へのエネル
ギーマネジメントシステムの普及を進めます。
（ⅲ） HEMS活用によるCO2削減ポイント構築推進事

業（94百万円）
また、家庭のエネルギー使用量を「見える化」す
るHEMSの普及を促進し、家庭におけるより低炭素
なライフスタイルへの転換を図ることを目的とし、
HEMS設置世帯のデータを利活用してCO2削減ポイ
ント等のインセンティブを設けるモデルの検証を行
いました。
（ⅳ） エネルギー使用合理化事業者支援事業（再掲　

第5章2．（1）②（ア）　参照）
（ⅴ） 住宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギー化推

進事業（7,000百万円）
（後掲　第5章2．③（ウ）（ⅰ）　参照）
（ウ） 省エネ家電普及促進フォーラム・省エネあかり

フォーラム
省エネ家電普及促進フォーラムにおいて、引き続
き省エネ家電の普及促進に取り組みました。また、省
エネ家電普及促進フォーラムの下に設立されている
「省エネあかりフォーラム」において、目標として掲
げている「一般的な白熱電球に関し、2012年を目途
に、原則として電球形蛍光ランプ等の省エネルギー
性能の優れた製品への切り替え」の実現を目指すこと
とし、省エネランプの普及促進に取り組みました。

③住宅・建築物における対策
（ア） 省エネ法等改正案
第183回通常国会に省エネ法等改正案を提出しまし
た。
主な改正点は、建築材料等に係るトップランナー
制度の導入と需要家側における電力ピーク対策の円
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滑化です。です。また、エネルギー等の使用の合理
化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関
する臨時措置法（省エネ・リサイクル支援法）を廃止
します。（電力ピーク対策の円滑化の詳細は第5章2
（1）①、省エネ・リサイクル支援法廃止は第5章
2.（4）⑤参照）
本改正における民生部門の対策について、これまで
のトップランナー制度は、エネルギーを消費する機
械器具が対象となっていましたが、今回の省エネ法
等改正案では、住宅・建築物の省エネルギー性能の
底上げを図るため、他の建築物や機器等のエネルギー
の消費効率の向上に資する建築材料等（窓、断熱材、
水回り設備等）を新たにトップランナー制度の対象
に追加することとしています。

（イ） 住宅・建築物の省エネルギー基準の適合義務化
に向けた検討

我が国のエネルギー消費の3割以上を占める民生
部門（業務・家庭）においてより一層省エネルギー
対策を進めるため、経済産業省、国土交通省、環境
省、有識者や実務者等からなる、「低炭素社会に向け
た住まいと住まい方推進会議」を2010年 6月から
2012年4月にかけて開催しました。本会議において、
住宅・建築物からの二酸化炭素排出削減に対する基本
的考え、新築住宅・建築物に対する段階的な省エネル
ギー基準の適合義務化を含め、低炭素社会に向けた
住まいのあり方等について審議を行い、2012年7月
に住宅・建築物における省エネ・省CO2対策におけ
る今後取り組むべき施策の方向性についてとりまとめ
た『「低炭素社会に向けた住まいと住まい方」の推進
方策について中間とりまとめ』を公表しました。
（ウ） 省エネルギー型住宅・建築物の普及促進のため

に活用される金融・税制・予算上の特例措置
（ⅰ） 住宅・建築物のネット・ゼロ・エネルギー化推

進事業（7,000百万円）
建築物については、ZEB（ネット・ゼロ・エネル
ギービル）に資するような高性能設備機器やエネル
ギーマネジメントシステム等の要素技術を導入し、
年間の一次エネルギー消費量を一定量（新築：30％
以上、既築：25％以上）削減できる建築物の新築・
改修等を行う建築主等へ支援を行うことで、ZEBの
実現に資する要素技術の普及を促進しました。住宅に
ついては、高断熱性能、高性能設備と制御機構等を
組み合わせて、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・

ハウス）を実現する建築主等へ支援を行いました。
（ⅱ） 環境・ストック活用推進事業（17,310百万円）
（補正5,000百万円）
住宅・建築物の省エネ対策を促進するため、先導的
な省CO2技術を導入する住宅・建築物リーディング
プロジェクト中小工務店によるゼロ・エネルギー住
宅の取組、住宅・建築物ストックの省エネ改修等に
対して支援を行いました。
（ⅲ） エコポイントの活用による環境対応住宅普及促

進事業
住宅エコポイントは、環境性能の高いエコ住宅の新
築やエコリフォームに対して、多様な商品・サービ
スに交換可能なポイントを発行する制度で、2011年
10月より東日本大震災の被災地復興支援を事業目的
に加え、「復興支援・住宅エコポイント」として再開
し、2012年10月末までに工事着工したものを対象に
実施しました。
（ⅳ） 住宅に係る省エネルギー改修税制
既存住宅において一定の省エネルギー改修（高断
熱窓への取替え等）を行った場合で、当該改修に要
した費用が一定額以上のものについて、当該住宅に係
る固定資産税の特例措置を講じました。
（ⅴ） 環境関連投資促進税制（グリーン投資減税）（再

掲　第3章第1節2．（4）②（イ）ⅱ　参照）
（ⅵ） 住宅金融支援機構の行う証券化支援事業の枠組

みを活用したフラット35Sによる省エネルギー
性に優れた住宅の誘導

省エネルギー性に優れた住宅に対し、住宅金融支
援機構の行う証券化支援事業の枠組みを活用し、金利
の引き下げを行うフラット35Sを実施しました。
（ⅶ） 公共住宅等における省エネルギー措置の促進
一定の省エネルギー水準を満たす公営住宅や都市
機構住宅の供給を図るとともに、1999年省エネル
ギー基準を満たしている等の環境・資源問題に対応
した住宅等の整備等に対し助成を行いました。
（エ） 建築物における省エネルギー・節電推進
建築物節電改修支援事業（15,000百万円）
東日本大震災の電力需給対策の一環として、民生部
門の節電を推進するため、既築建築物において、一
定の節電効果を有する設備等を導入する補助事業を行
いました。具体的には、既存の設備の改修等によっ
て、建物一棟の電力消費量に対して10％以上の節電
効果を有する事業に補助を行いました。
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（オ） 住宅性能表示制度等の効果的運用
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく、
省エネルギー性能を含む住宅の性能について消費者
にわかりやすく表示する制度（住宅性能表示制度）の
積極的な普及を進めました。
また住宅・建築物の居住性（室内環境）の向上と地
球環境への負荷の低減等を総合的な環境性能として一
体的に評価する建築環境総合性能評価システム
（CASBEE）について、都市全体を対象とした評価方
法や、建築物の不動産価値に重点を置いた評価方法の
開発・普及を図りました。
（カ） 省エネ法に基づく住宅・建築物対策（住宅・建

築物の省エネ基準の見直し）
現行の省エネ基準の建物全体の省エネ性能を客観的
に比較しにくい等の課題を解決するため、2012年8
月から11月にかけて、経済産業省、国土交通省によ
る「住宅・建築物判断基準小委員会及び省エネルギー
判断基準等小委員会合同会議」を開催し、国際的にも
使われている一次エネルギー消費量を指標として、
同一の考え方により、外皮の熱性能に加え、設備性
能を含め総合的に評価できる基準に一本化する等の見
直しを行いました（建築物は2013年 4月、住宅は
2013年10月施行）。
（キ） 低炭素住宅・建築物の認定
東日本大震災を契機とするエネルギー需給の変化
や国民のエネルギー・地球温暖化に関する意識の高揚
等を踏まえ、都市・交通・建築物の低炭素化・エネル
ギー利用の合理化などの地域における成功事例を蓄
積し、その普及を図るとともに、住宅市場・地域経
済の活性化を図ることを背景として、「都市の低炭素
化の促進に関する法律」が2012年9月に成立しまし
た。当該法律に規定された低炭素建築物の認定制度の
開始に向けて、同年9月から11月にかけて経済産業
省、国土交通省、環境省による「住宅・建築物判断
基準小委員会、省エネルギー判断基準等小委員会及
び低炭素建築物に関する専門委員会合同会議」を開催
し、省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー
消費量が10％以上削減すること等を要件とした定量
的評価項目及び法律や基本方針の主旨を踏まえて取組
む低炭素化に資する措置等が一定以上講じられている
ことを要件とする選択的項目からなる低炭素基準の策
定を行い、同年12月に当該認定制度を開始しました。

④民生部門の省エネルギー技術開発の推進
（ア） 戦略的省エネルギー技術革新プログラム
（再掲　5章2．（1）⑦（ア）　参照）
（イ） 次世代型ヒートポンプシステムの研究開発
（再掲　第5章2．（1）⑦（イ）参照）
（ウ） ヒートポンプ給湯器のトップランナー基準の策

定
ヒートポンプ給湯器については、急速に普及が進
んでおり、これに伴いエネルギー消費量も増大しま
した。そこで、判断基準をとりまとめ、新たなトッ
プランナー基準の対象機器に追加しました。
（エ） 省エネ家電、省エネIT機器等の普及（家庭・業

務部門対策）
民生部門では、家電の増加やオフィスのIT化の進
展等により、エネルギー消費量が増加してきている
ため、家電やIT機器等の省エネルギーを進めること
が重要です。革新的な省エネルギー性能を持つIT機
器（ルータ、ストレージ、サーバ等）の開発と早期
実用化を目指した「グリーンITプロジェクト」を
2008年から実施しました。さらに2012年から光・電
子ハイブリッド回路技術を用いた次世代の省エネIT
機器の実現に向けたデバイスの研究開発を開始しまし
た。
また、今後大幅な省エネルギー性能の向上が見込
まれる高効率次世代照明（LED照明、有機EL照明）
については、2020年までにフローで100％、2030年
までにストックで100％普及させることを目指し、
省エネルギー化・低コスト化に向けた基盤的な研究
開発、国際標準化の推進等の取組を実施しました。
（オ） 高効率ノンフロン型空調機器技術の開発（480

百万円）
エアコン等の冷媒として使用されるハイドロフルオ
ロカーボン（HFC）は地球温暖化係数（GWP）が二
酸化炭素の数千倍と高いため、GWPを大幅に下げた
冷媒を用いつつ、従来より省エネルギー化を図る空
調システムの研究開発、冷媒の性能・安全性評価等を
実施しました。

⑤自主行動計画の推進・強化
（再掲　第5章2（.1）④　参照）

（3） 運輸部門における対策
運輸部門のエネルギー消費は、オイルショック時
に比べ大幅に増加しており、特に自家用自動車の伸び
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が著しく、1990年代の運輸部門におけるエネルギー
需要の増加要因の約9割を占めています。このため、
これまで自家用自動車に重点を置いた運輸部門におけ
る省エネルギー対策を講じてきましたが、近年の運
輸部門エネルギー消費量の高止まりに対応すべく、
2005年に省エネ法を改正し、一定規模以上の輸送事
業者及び荷主に対する義務を新設するとともに、省エ
ネルギー設備投資に対する支援策を拡充しました。

①次世代自動車等の環境性能に優れた自動車の普及
（ア） 自動車の燃費基準
自動車燃費基準については、省エネ法に基づくトッ
プランナー制度が導入された1999年に2010年度燃
費基準を、2007年には2015年度燃費基準を策定する
等、順次見直しを実施してきました。これらにより、
ガソリン乗用車では2010年度に1995年度と比較し
て、約49％の改善が図られました。また、2006年に
は、世界初の重量車に対する燃費基準（2015年度基
準）を策定しました。2011年度には、更なる省エネ
ルギーの推進等の観点から、乗用車の2020年度燃費
基準が取りまとめられ、2012年度に関係法令を改正
しました。
（イ） 自動車重量税・自動車取得税の減免措置
2009年度に導入したエコカー減税について、地球
温暖化対策の推進、自動車産業の技術的優位性の確
保・向上等の観点も踏まえ、燃費基準等の切り替えを
行うとともに、特に環境性能に優れた自動車に対する
軽減措置を拡充した上で、３年延長しました。（自動
車重量税：2009年4月から2015年4月末まで、自動
車取得税： 2009年4月から2015年3月末まで）
（ウ） 自動車取得税の軽減措置
環境負荷の小さい自動車の普及を促進させ、二酸化
炭素（CO2）や窒素酸化物（NOx）等の排出量の削減
に資する観点から、排出ガス性能及び燃費性能の優れ
た環境負荷の小さい自動車（新車を除く）に対して自
動車取得税の軽減措置を講じました（2015年3月末
までの措置）。
（エ） 自動車税のグリーン化特例
燃費性能などに応じて自動車税を軽減する一方、新
車登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動
車に対しては重課を行う措置について、排出ガス性能
及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車の普
及、及び更なる低公害化を進める等の観点を踏まえ、
燃費基準の切り替えを行うとともに、２年延長しまし

た。（2014年3月末まで）
（オ） クリーンエネルギー自動車の導入促進（29,200

百万円）
運輸分野における二酸化炭素の排出抑制や石油依存
度の低減を図るため、電気自動車、プラグインハイ
ブリッド自動車、クリーンディーゼル自動車を導入
する者に対し通常の自動車との価格差の2分の1以内
の補助を行うとともに、充電器の購入に対する補助を
行いました。
（カ） 充電インフラの整備促進（補正予算　1,005億円）
「ガス欠ならぬ『電欠』なき日本」を目指し、電気
自動車やプラグインハイブリッド自動車の充電設備
の設置に対する補助を拡充し、充電器の購入費に加え
て一部工事費についても助成する補助制度を2013年
3月から開始しました。また、充電設備を設置しよう
とする者の参考となる資料として、2012年12月に
「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車のため
の充電設備設置にあたってのガイドブック」を改訂
しました。

②自動車交通流の改善、モーダルシフト、物流の効
率化等

（ア） 自動車交通流の円滑化
（ⅰ） 交通需要マネジメントの推進
依然として厳しい道路交通渋滞を緩和し、道路交通
の円滑化を図るため、バイパス・環状道路の整備や交
差点の改良等の交通容量の拡大策等に加えて、パー
クアンドライドの推進、情報提供の充実、相乗りの
促進、時差通勤・通学、フレックスタイム制の導入
等により、道路利用の仕方に工夫を求め、輸送効率
の向上や交通量の時間的・空間的平準化を図る交通需
要マネジメント（TDM）を推進しました。あわせて、
広報・啓発活動を行い、その定着化を図りました。
（ⅱ） 高度道路交通システム（ITS）の推進
最先端の情報通信技術等を活用し、人と道路と車両
を一体のシステムとして構築し、渋滞、交通事故、
環境悪化等道路交通問題の解決を図る高度道路交通シ
ステム（ITS）を推進するとともに、そのための基盤
技術研究開発の促進を図りました。
特に、渋滞解消による交通流の円滑化や積極的な車
両制御により省エネルギー・CO2排出量削減を実現
するため、自動運転・隊列走行の研究開発、及び、
CO2削減効果評価方法の確立を行う「エネルギーITS
推進事業」を実施しました。
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（ⅲ） 道路交通情報提供事業の推進
交通管制システム等で収集した道路交通情報を積極
的に提供するほか、民間事業者が行う道路交通情報提
供サービスの多様化・高度化を支援することにより、
渋滞緩和及び環境負荷低減を図りました。
（ⅳ） 違法駐車対策の推進
都市における円滑な交通流を阻害している違法駐車
を防止し排除するため、駐車規制の見直し、地域の
実態に応じた取締活動ガイドラインによる取締りの推
進、違法駐車抑止システム及び駐車誘導システムの運
用等のハード・ソフト一体となった駐車対策を推進
しました。
（ⅴ） 路上工事の縮減
電気・通信・上下水道等のライフラインをまとめて
収容し、道路の掘り返しを抜本的に縮減する共同溝整
備を推進するとともに、複数の占用企業者等が工事実
施時期を合わせて施工する共同施工の実施等、効率的
な道路工事を推進しました。また、都道府県毎の「路
上工事対策行動計画」に基づき、年末年始・年度末、
観光シーズン及び地域の行事等の工事抑制を実施す
るなど、地方公共団体や占用企業者等とともに、地
域の道路利用を踏まえたきめ細やかな路上工事対策を
実施しました。
（ⅵ） 交通安全施設等の整備（19,326百万円）
交通管制システム及び信号機の高度化等を推進し、
交差点における発進・停止回数を減少させること等に
より道路交通の円滑化等を図るとともに、消費電力が
電球式の約6分の1以下であるLED式信号機の整備
を推進しました。
（ⅶ） 道路施設の省エネルギー化
直轄国道の道路照明灯について、新設及び既設の高
圧ナトリウム灯等の更新にあたり、省エネルギー対
策や環境負荷の低減に資するLED道路照明灯の整備
を実施しました。
（イ） モーダルシフト、物流の効率化等
鉄道・内航海運等のエネルギー消費効率にすぐれ
た輸送機関の活用を進めるため、関係事業者・国土交
通省等により、鉄道貨物輸送にかかる輸送力増強事業
及び新規貨物の海上輸送に必要な輸送機器の導入費の
一部補助制度の創設、貨物輸送における環境にやさし
い鉄道・海運の利用促進を図ることを目的とした「エ
コレールマーク」・「エコシップマーク」の普及・促
進等、鉄道や内航海運の利便性向上のための施策を推
進することによりモーダルシフトを推進しました。

併せて、「モーダルシフト等推進事業」において、荷
主企業と物流事業者が協力して行う事業への支援を実
施するとともに、「グリーン物流パートナーシップ
会議」において、荷主企業と物流事業者の連携による
環境負荷低減に資する優れた取組を行った事業者に
対して経済産業省商務流通保安審議官表彰、国土交通
省政策統括官表彰等を実施しました。
また、物流の効率化に資するよう、トラックの大
型化・トレーラー化によるトラック輸送の効率化、
国際物流に対応した道路ネットワークの整備、港湾
空間における省エネルギー化の取組や港湾のターミ
ナル施設の整備、「流通業務の総合化及び効率化の促
進に関する法律」による支援等を進めることを通じ
て、効率的な物流体系の構築を推進しました。
（ウ） 公共交通機関の利用促進
鉄道・バス等公共交通機関については、混雑緩和、
輸送力増強、速達性の向上等を図ることが重要な課題
として、鉄道については、軌道改良・曲線改良等の
幹線鉄道の高速化等を行う一方、三大都市圏におい
て、混雑緩和や速達性向上のための都市鉄道新線や
複々線化等の整備を推進しました。また、貨物線の
旅客線化等の既存ストックの高度利用を推進すると
ともに、乗継円滑化等に対する支援措置を講じること
による利用者利便の向上施策を講じました。
一方、バスについては、公共車両優先システム

（PTPS）の整備、バス専用・優先レーンの設定等に
より、定時運行の確保を図るとともに、バスロケー
ションシステムの整備等に対する支援措置を講じる
ことによる利用者利便の向上施策を講じました。ま
た、事業所単位でのエコ通勤の取組支援として、エ
コ通勤優良事業所認証制度により578事業所を認証・
登録（平成25年3月末現在登録数）し、マイカーか
ら公共交通等への利用転換の促進を図りました。
（エ） エコドライブの普及促進（約532百万円の内数）
2006年6月に、関係四省庁（警察庁、経済産業省、
国土交通省及び環境省）による「エコドライブ普及連
絡会」において策定した、「エコドライブ普及・推進
アクションプラン」を基にエコドライブに関する広
報活動を行いました。特にエコドライブ推進月間であ
る2012年11月に、新たな「エコドライブ10のすす
め」を策定し、公表するとともに、講習会等積極的
な広報活動を行いました。
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（オ） 省エネ法に基づく運輸分野の省エネルギー措置
について

2005年に改正した省エネ法において、一定規模以
上の輸送事業者及び荷主に対し省エネルギー計画の
策定、エネルギー使用状況の報告を義務付ける等、
運輸分野における対策を導入しました。2012年度に
おいても、引き続き省エネ法に関する周知徹底等、事
業者の省エネルギー取組の推進を行うとともに、省
エネ法に基づく事業者からの定期報告書の内容から、
省エネルギーの取組が不十分であると判断された事
業者に対し指導を実施する等、省エネ法の執行の強化
に取り組みました。

③運輸部門の省エネルギー技術開発の推進
（ア） 戦略的省エネルギー技術革新プログラム

④自主行動計画の推進・強化
（再掲　第5章2（1）④　参照）

（4）部門横断的な対策
①省エネルギーに関する情報提供（532百万円の内
数）
省エネルギーの推進主体となる国民各層に対し、
テレビ・新聞・ポスター等のメディア広報、展示会
を実施し、省エネルギーに関する理解と協力を求め
ました。

②グリーン購入・調達の推進による省エネルギー機
器・設備の導入
国等における省エネルギー機器・設備をはじめと
した環境物品等の率先的な調達は、その初期需要創出
や市場拡大に寄与するとともに、我が国全体での当該
物品等の普及に資するものとして意義があり、国及び
独立行政法人等は、「国等による環境物品等の調達の
推進等に関する法律」（グリーン購入法）及び「国等
における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約
の推進に関する法律」（環境配慮契約法）を踏まえ、
照明や空調設備等の物品等を調達する際には、率先し
て省エネルギー機器・設備を導入するとともに、環
境配慮契約の推進に取り組みました。2012年度は、
グリーン購入法においてプロジェクタや蛍光灯照明
器具、変圧器のエネルギー消費効率に係る判断の基
準等の見直しを行いました。

③中小企業を含めた多様な主体による省エネ等の推進
中小企業等が行った省エネルギー等の取組を評価
し、大企業等からの資金・技術等の提供を可能とする
「国内クレジット制度」を通じて、中小企業のみなら
ず、農林水産業者や家庭等も含めた幅広い分野におけ
る省エネルギー設備等の普及促進を図りました。
2012年度予算事業では、国内クレジット制度を活用
する中小企業等に対し、省エネルギー設備等の導入
により削減される二酸化炭素（国内クレジット）の
見込み量に応じた助成金を交付する事業を行いまし
た。
また、中小企業や農林業等の地域における省エネ等
の取組を評価し、市民・企業・自治体等からの資金の
還流を可能とする「オフセット・クレジット
（J-VER）制度」を通じて、中小企業を含めた多様な
主体による省エネ等を促進しました。
平成25年度以降の両制度の在り方について、関係
省庁で検討を実施し、平成25年度からは両制度を統
合した新たなクレジット制度として運営することと
なりました。

④低炭素型の地域づくりの推進
都道府県、指定都市、中核市及び特例市（指定都
市等）については、平成20年の地球温暖化対策推進
法の改正により、地方公共団体実行計画において、そ
の区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排
出の抑制等のための措置に関する計画を定めるものと
されました。計画策定を推進するため、政府におい
ては、土地利用・交通、地区・街区に関する都市・
地域の低炭素化手法の検討を行いました。また、計
画策定を推進するための研修会や説明会及び意見交換
会を行いました。
更に、低炭素型の地域づくりを推進するため、チャ
レンジ25地域づくり事業及び地域の再生可能エネル
ギー等を活用した自立分散型地域づくりモデル事業、
グリーンニューディール基金等により、公共交通の
利便性の向上、未利用エネルギーや自然資本の活用、
先進的技術の導入を計画的・集中的に実施する地域の
取組を支援しました。
加えて、都市の低炭素化の促進を図り、もって都
市の健全な発展に寄与するため、都市機能の集約や、
それと連携した公共交通の利用促進、建築物の低炭素
化等の施策を講じる「都市の低炭素化の促進に関する
法律案」を、2012年2月第180回国会に提出し、同
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年9月に成立しました。

⑤省エネ法等改正案
第183回通常国会に省エネ法等改正案を提出しまし
た。
主な改正点は、建築材料等に係るトップランナー
制度の導入と需要家側における電力ピーク対策の円
滑化です。また、エネルギー等の使用の合理化及び
資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨
時措置法（省エネ・リサイクル支援法）を廃止しま
す。（電力ピーク対策の円滑化の詳細は第5章2（1）
①、建築材料等へのトップランナー制度の導入の詳
細は第5章2（1）①参照）
省エネ・リサイクル支援法は、①省エネルギーの
促進等、②3Rの促進、③特定フロン等の使用の合理
化を推進するため、これらの設備投資、研究開発等
に関する事業者の取組に対し、支援措置を講じるもの
です。「平成25年3月31日までに廃止するものとす
る。」と附則において規定されおり、改正法案により
廃止します。

⑥地球温暖化対策のための税の導入
我が国で排出される温室効果ガスの約9割は、エネ
ルギー利用に由来する二酸化炭素（エネルギー起源
CO2）となっており、今後温室効果ガスを抜本的に削
減するためには、中長期的にエネルギー起源CO2の
排出抑制対策を強化していくことが不可欠です。
また、原子力への依存度低減を図る中で、省エネ
ルギーの推進、再生可能エネルギーの拡大など、エ
ネルギー起源CO2排出抑制対策の更なる推進は、震
災以前よりも一層重要となってきています。
このような背景を踏まえ、課税による経済的インセ
ンティブを活用して化石燃料に由来するCO2の排出
抑制を進めるとともに、その税収を活用して再生可能
エネルギーや省エネ対策を始めとするエネルギー起
源CO2排出抑制対策を強化するために、平成24年度
税制改正において「地球温暖化対策のための税」が創
設されました。
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第1節
次世代エネルギー・社会システムの
構築
震災を契機として、電力供給の制約が顕在化し、
需要側においても地域単位で節電やピークカットに
取り組むことの重要性が高まっています。また、大
規模集中型のエネルギーシステムの脆弱性が明らか
になり、災害にも強い分散型のエネルギーシステム
が求められています。さらには再生可能エネルギー
の大幅拡大に伴う出力変動をシステム全体で吸収する
ことの必要性も今後高まっていきます。
こうした課題に対応するため、ITと蓄電池の技術
を活用し、従来コントロールを行うことが困難で
あった需要サイドを含め、電力の需給管理を行う技
術（スマートグリッド）を確立するとともに、電気
にとどまらず熱も含めてこれらの取組を面的に広げ、
地域単位でエネルギー管理を行う分散型エネルギー
システム（スマートコミュニティ）を構築し、様々
なサービスの提供や、柔軟な電気料金メニューの導
入等による大幅な省エネ・節電や、再生可能エネル
ギーの効率的な利用の実現を図り、こうした取組を
国内・海外双方に普及させることが重要です。

（1） スマートコミュニティの構築に向けた取組
スマートコミュニティの構築を目指し、2011年度
から横浜市、豊田市、けいはんな学研都市（京都府）、
北九州市の4地域において、自治体、住民、企業等の
参画のもと、季節別・時間帯別電力料金メニュー、需
給に応じた電力料金設定及びポイントの与奪による、
節電・ピークカットを始めとする需要家の行動変化
（ディマンドリスポンス）に関する実証を開始しまし
た。2012年の夏にディマンドリスポンス実証を行っ
た豊田市、けいはんな学研都市、北九州市において、
約2割のピークカット効果が確認されました。
また、震災からの復興・再建に向けて、これらの
実証の成果を生かし、被災地へのスマートコミュニ
ティ導入を進めるための支援を行っています。2012

年12月には、被災3県（福島、宮城、岩手）の7地
域において、地域エネルギー管理システムの導入を
中心としたマスタープランが策定されました。

（2） スマートコミュニティ・アライアンスを中核
とした国際展開戦略

「スマートコミュニティ」の取り組みが国際的に拡
大する中で、我が国の優れた新エネ・省エネ技術やス
マートグリッド関連技術の国際展開を促進すること
は、我が国としての新たな成長産業の育成にもつなが
ります。このような背景から、海外展開や国際標準
を業種横断的に官民が連携して推進していくため、
2010年 4月6日に民間協議会団体の「スマートコ
ミュニティ・アライアンス」（事務局 :NEDO）が設
立されました。スマートコミュニティ・アライアン
スでは、官民ミッションの派遣等を通じてスマート
コミュニティのシステム導入側の相手国政府等と直
接対話を行い、導入側のニーズに即した課題解決型
の提案と交渉を積み重ねることにより、より上流の設
計段階からの関与を行うことを目指して取組を進めま
した。
具体的取組としては、国際戦略や国際標準の観点か
らワーキンググループを設置し、国別や技術分野毎
のアプローチによる国内外の普及・啓発や、スマー
トコミュニティ関連イベントでの出展・講演、GSGF
（Global Smart Grid Federation）などの国際機関と
の連携を強化しました。

（3） まちづくりと一体となった熱エネルギーの有
効利用の推進
我が国の最終エネルギー消費の推移を見ますと、
業務・家庭といった民生部門は、産業部門や運輸部
門と比して大幅に増加しており、民生部門におけるエ
ネルギー対策を一層推進する必要があります。また、
我が国では、これまで工場・事業場、住宅・建築物
等のエネルギー対策を個別に推進してきましたが、
エネルギー需要密度の高い地区においては、複数街
区または地区レベルにおける複数の建築物の間の熱エ

第6章
新たなエネルギー社会の実現
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ネルギーの融通や、再生可能エネルギー熱や未利用
熱等の熱エネルギーの有効利用を図ることによるエ
ネルギー消費の削減の余地が大きいと考えられてい
ます。
こうした背景を踏まえ、2011年5月に、経済産業
省が、国土交通省、環境省、自治体、事業者の参画
の下開催した「まちづくりと一体となった熱エネル
ギーの有効利用に関する研究会」の提言をとりまと
めました（2011年8月）。同提言を踏まえて2012年
3月、国土交通省が河川水の熱利用のための水利使用
許可手続における審査方法等に関する通達を改正しま
した。また、同提言及び「官民連携による下水道資
源有効利用促進制度検討委員会」の提言（2011年8
月）を踏まえ、2012年3月、国土交通省が、民間事
業者による下水放流水熱利用の手続に関して、標準下
水条例を改正するとともにガイドラインを策定し、
2012年12月には、未処理下水も含めた下水熱利用に
係る手続の明確化を図るため「民間事業者による下水
熱利用手続ガイドライン」が策定されました。さら
に、環境省では「地中熱利用にあたってのガイドラ
イン」を取りまとめました（2012年3月）。また、高
効率な熱利用の設備導入にあたって、参考にできる
前例が増えれば、①当初期待した省エネ効果やコスト
メリットの見通しが明らかになり、②個別の制度上・
手続き上の調整（例えば下水・河川等の使用に関する
調整など）においても、その円滑化・迅速化が期待で
きる場合もあると考えられます。こうした観点に
たって、先行事例を積み上げるための新たな枠組み
を創設しました。具体的には、複数の再エネ熱源、
蓄熱槽、下水・河川等の公共施設等を有機的・一体的
に利用する複合システムの案件を調査し、システム導
入を支援すると共に、実証事業を実施する「再生可能
エネルギー熱利用高度複合システム実証事業」を
2013年度より新たに開始します。

（4） スマートメーターの導入に向けた検討
スマートメーターは、電力使用量の見える化や、
より柔軟な電気料金メニューの導入・多様化を可能
とするための基盤であり、導入の加速化に向けて官民
あげて取り組んでいるところです。我が国において
は、2010年5月より「スマートメーター制度検討会」
を開催し、スマートメーターの基本要件、導入に向
けた課題及び今後の取組等について議論を行い、2011
年2月に報告書を取りまとめるとともに、2012年2

月には、官民合同で設置したスマートハウス標準化
検討会において、スマートメーターと住宅用のエネ
ルギー管理システム（HEMS）との情報連携に必要
なインターフェースの標準化を行いました。これを
踏まえ、2012年には、東京電力が、スマートメー
ターの調達にあたって、大規模なRFC（Request 
For Comment）を実施し、仕様の見直し等を行った
のをはじめ、関西電力、九州電力等の電力会社が、
家庭部門へのスマートメーターの具体的な導入計画
や、メーターの導入にあたっての一般競争入札の実
施等を表明するなど、取り組みが進捗しています。

（5）HEMS等に係る標準化に関する検討
民生部門のエネルギーマネジメント等を普及拡大
していくためには、発電所から家電機器までが一つの
ITネットワークで繋がり、相互に通信可能な環境が
整うことが必要です。そのため、2012年2月には、
「スマートハウス標準化検討会」において、HEMSと
家電機器等の通信方法の標準化の検討を官民で実施
し、通信プロトコル「ECHONET-Lite」を標準規格
として推奨することを決定しました。さらに、2012
年6月には、重点機器の下位層（伝送メディア）の
特定・整備、重点機器の運用マニュアルの整備、他
社機器との相互接続検証と機器認証、国際標準規格と
の融合・連携、ディマンドリスポンス手法の標準化
などの検討を行うため、官民による「スマートハウ
ス・ビル標準・事業促進検討会」を設置し、取組を進
めています。

第2節
水素エネルギー社会の実現

1．水素エネルギー社会の構築
水素エネルギーは、化石燃料だけでなく再生可能
エネルギーからも製造可能なことから、エネルギー
セキュリティーの向上に資するとともに、利用段階
で二酸化炭素を排出しない低炭素型のエネルギー媒
体であり、今後、民生・産業部門の分散型電源シス
テムや輸送用途の有力なエネルギー源の一つとして
一層の活用が期待されるため、中長期的視点から、水
素エネルギーを有効活用する社会システムの構築を
目指します。
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2．2012（平成24）年度において水素
エネルギー社会の構築に向けた長期
的な取組に関して講じた施策

（1） 燃料電池自動車の普及拡大に向けた取組
燃料電池自動車は2015年からの市場投入に向け国
際的に開発競争が行われています。このため、燃料
電池自動車の市場投入に向けた環境整備として、2015
年までに4大都市圏（首都圏、中部、関西、北部九州）
を中心として100ヶ所の水素供給設備の整備を目指し
ます。

（2） 家庭用燃料電池の普及拡大に向けた取組
民生用燃料電池導入支援補助金（9,000百万円）7

2009 年度から世界に先駆けて本格販売が開始され
た家庭用燃料電池システム（エネファーム）の早期
の自立的な市場の確立を目指し、導入初期段階におけ
る市場を創出するため、設置者に対し、導入費用の
一部を補助しました。

（3） 燃料電池／水素エネルギー利用技術開発等 8

（ア）固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発事業
（3,500百万円）
自動車用及び定置用として利用される固体高分子形
燃料電池（PEFC）の実用化推進と更なる普及拡大に
向けて、電解質膜や電極触媒を中心とした性能向上・
低コスト化に資する基礎的技術開発及び実用化技術開
発を行いました。
（イ）固体酸化物形燃料電池システム要素技術開発事

業（618百万円）
固体酸化物形燃料電池（SOFC）について、耐久
性・信頼性向上のためのセルスタック（発電部位）の
劣化機構解析を行うとともに、実用性向上のための技
術開発を行いました。
（ウ）固体酸化物形燃料電池システムを用いた産業用

発電プラント研究開発事業（900百万円）
火力発電システムの大幅な効率向上を目指し、既存
のガスタービン複合発電システムに固体酸化物形燃
料電池（SOFC）を組み合わせたトリプルコンバイン
ドサイクル発電システムの実用化のための要素技術の

開発を行いました。
（エ）水素製造・輸送・貯蔵システム等技術開発
（1,500百万円）
水素供給設備に必要な機器やシステム等の技術開発
を行うとともに、2015年の燃料電池自動車の市場投
入に向けた規制見直しに必要なデータ取得、国際標
準への提案等を行いました。
（オ）水素先端科学基礎研究事業（800百万円）
水素供給設備の設計に必要となる高温・高圧下状態
における水素の物性データを測定し、インフラ整備
に用いる材料について水素脆化、水素トライボロジー
等に関する研究を行うとともに、水素貯蔵材料に関す
る開発を行いました。
（カ）地域水素供給インフラ技術・社会実証（3,006

百万円）
2015年の燃料電池自動車市場投入に向けて水素ス
テーションを国内3箇所商用実証として整備すると
ともに、実使用条件に近い状態で燃料電池自動車への
水素充填を実施し、機器やシステムの稼働に係る実証
試験を行いました。
（キ）高効率水素製造等技術開発（852百万円）　再掲

第2章2節3（4）①　参照）
（ク）新エネルギーベンチャー技術革新事業（1,600 

百万円）
太陽光発電、風力発電、バイオマス、燃料電池・
蓄電池等における中小・ベンチャー企業が有する潜
在的技術シーズを発掘し、その開発及び実用化を支
援しました。

（4） 高圧ガス保安法等の規制への対応 9

ハード、ソフト両面の環境整備及び関係行政機関
による連携
新エネルギーを一層普及させるため、ハード面で
は、クリーンエネルギー自動車の燃料等を供給する
ための設備や2015年の燃料電池自動車の市場投入に
向けた水素供給設備の整備のための技術実証等を行
い、ソフト面では、住宅用太陽光発電システムに係
る価格動向や施行品質向上に関する調査等を行いまし
た。また、バイオマスについては、「バイオマス活用
推進基本計画」を踏まえ、関係省庁と連携しながら、

7　第 3章第 1節 2．（3）②（オ）より再掲
8　第 3章第 1節 2．（8）①より再掲 
9　第 3章第 1節 2．（6）より再掲
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バイオマス資源を高効率にエネルギー転換する技術
開発や実証試験等を行い、バイオマスの利活用を推進
しました。また、 2012年2月に関係府省合同で「バ
イオマス事業化戦略検討チーム」を設置し、バイオ
マス利用技術の評価と事業化に向けた戦略の検討を行
いました。更に、風力発電の導入については、風力
発電設置の際の土地の使用に関する諸手続に時間を要
するという問題があるため、関係省庁において、各
種規制緩和の議論を行いました。加えて、2015年の
燃料電池自動車・水素供給設備の市場投入に向けて、
2010年6月18日に閣議決定された「規制・制度改革
に係る対処方針」に基づき、 2010年12月に「規制の
再点検に係る工程表」を公表しており、これに則っ
て民間団体等が行うデータの取得や有識者による検
討等を支援し、規制の再点検を進めました。これに
より、水素供給設備において、より高圧（70MPa）
の水素を市街地で充塡するための省令等の改正が
2012年11月に行われました。
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1．エネルギー技術開発の意義
地球規模で深刻化するエネルギー問題の制約はも
とより、気候変動問題を始めとする環境問題関連の制
約を本質的に解決するためには、技術によるブレー
クスルーが不可欠です。エネルギー技術の開発は、
安定供給の確保や環境問題の解決に資するほか、エネ
ルギー調達費用の低減や経済活性化等の観点からも、
極めて重要です。そのため、我が国としては、技術
力の一層の強化に努めるとともに、地球温暖化問題等
世界的な取組が必要な課題に対してもその技術力を活
かすべくイニシアティブを発揮してきました。
他方、エネルギー技術開発には、長期のリードタ
イムとそれを実用化するための息の長い官民連携した
努力が必要です。そこで、技術動向の変化には柔軟
に対応しつつも、中長期的な方向性を官民で共有する
ことで、軸のぶれないエネルギー関連の技術開発の
取組の推進を図ってきました。

2．エネルギー技術開発に関する取組
（1） 技術戦略マップ（エネルギー分野）
エネルギー技術開発に国が関与する際には、利用
可能な資金を最大限有効に活用するという観点に立っ
て、解決すべき課題を具体的に抽出し個々の技術開
発が目指すべき目的・成果（アウトカム）を明確にし
た上で、当該技術分野における我が国の水準を踏ま
え、プロジェクトの開始時及び節目ごとに的確な評
価を行い、当該目的・成果（アウトカム）をどこまで
達成できているかを明らかにしつつ計画的に開発及び
その実証を進め、実用化への道筋を確保することが肝
要です。その際、安全と社会的受容性（パブリック・
アクセプタンス）を確保するために、実証試験を丁寧
に行い、技術の確証を行うとともに、技術基準の策
定等に必要なデータの集積を行うこと、並びに国民
の認知度や疑問点等を把握した上で、技術開発の取組
状況や成果を分かりやすく情報提供していくことが不
可欠です。
また、新エネルギーや省エネルギー技術等では、

技術が実用化段階に至り普及が一定のレベルに達する
ことによって本格的な量産体制が整い、それに伴っ
て機器の価格が低下し自立的な普及プロセスに移行す
るというケースが少なくなく、導入初期段階におけ
る支援が必要な場合があります。
なお、エネルギー技術の特性を考慮した場合、既
存技術の改良が省エネルギー等に大きなインパクト
を与える場合が存在するため、既存の技術の改良と将
来的な技術開発とを並行して行うことが求められま
す。
上記の点を踏まえ、省エネルギー等明確な政策目
標の下、技術開発によって解決すべき課題を明示し、
その解決に向けて求められる技術開発をロードマッ
プの形で提示したエネルギー技術戦略を策定・推進
してきました。エネルギー技術戦略においては、エ
ネルギー分野の技術開発を、長期のリードタイムと
それを実現する息の長い官民連携の努力が必要という
認識のもと、2030年頃までに実用化が見込まれるエ
ネルギー技術を抽出し、①総合エネルギー効率の向
上、②運輸部門の燃料多様化、③新エネルギーの開
発・導入促進、④化石燃料の安定供給確保と有効かつ
クリーンな利用等の政策目標別に整理した上で、「導
入シナリオ」、「技術マップ」、「技術ロードマップ」
を作成しました。

①総合エネルギー効率の向上
「新・国家エネルギー戦略」に掲げる、2030年まで
にGDP当たりのエネルギー利用効率を約30％向上
することを実現していくために、産業部門はもとよ
り、全部門において、総合エネルギー効率の向上に
資する技術開発とその成果の導入を促進します。具体
的には、転換部門における「エネルギー転換効率向
上」、産業部門における「製造プロセス効率向上」、民
生・運輸部門における「省エネルギー」等により、
GDP当たりの最終エネルギー消費指数の向上を目指
しました。

第7章
革新的なエネルギー技術の開発・普及拡大
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②運輸部門の燃料多様化
「新・国家エネルギー戦略」に掲げる目標（2030年
に向け、運輸部門の石油依存度が80％程度となるこ
とを目指す）の実現のためにも、官民が中長期的な展
望・方向性を共有しつつ、技術開発と関連施策を推進
しました。
具体的には、バイオマス由来燃料、GTL、BTL、
CTL等の新燃料、電気自動車や燃料電池自動車等の
導入により、現在ほぼ100％の運輸部門の石油依存度
を2030年までに80％程度とすることを目指しまし
た。

③再生可能エネルギー等の開発・導入促進
経済性や出力不安定性といった普及のための課題
解決に向けた技術開発の推進及び再生可能エネルギー
の導入促進のための関連施策の実施により、更なる再
生可能エネルギーの普及を推進しました。
具体的には、太陽光、風力、バイオマス等の再生
可能エネルギーの技術開発や燃料電池等革新的なエ
ネルギー高度利用を促進することにより、再生可能
エネルギー等の自立的な普及を目指すことで、エネ
ルギー源の多様化及び地球温暖化対策に貢献しまし
た。

④化石燃料の安定供給確保と有効かつクリーンな利
用
石油・天然ガス等の安定供給確保を目指し、我が国
企業による資源国における資源開発等に対する支援等
の施策を進めるとともに、その有効かつクリーンな
利用を図りました。
具体的には、石油・天然ガスの化石燃料の安定供給
確保を目指し、資源獲得能力の強化に資する先端的な
技術開発を推進するとともに、環境負荷低減のために
化石燃料の効率的かつクリーンな利用を促進するた
めの技術開発・導入を目指しました。

（2） エネルギー革新技術開発の推進
2050年までに世界の温室効果ガス排出量を大幅に
削減させるといった野心的な長期目標を達成するた
めには、既存技術の普及のみならず、従来の延長線
上にはない革新技術の開発が欠かせません。このため
革新的太陽光発電、プラグインハイブリッド自動車・
電気自動車、革新的製鉄プロセス、燃料電池、二酸
化炭素回収・貯留技術（CCS）といった世界の温室

効果ガス排出量の大幅な削減に寄与する21の技術を
選定するとともに、これら技術のロードマップを策
定して、革新技術開発を推進しました。

（3） 低炭素社会実現のための社会シナリオ研究事
業の推進
持続的な社会発展を実現しつつ、我が国の温室効果
ガス削減の長期目標を確実に達成するため、産業構
造、社会構造、生活様式、技術体系等の相互連関や
相乗効果の検討等を行い、低炭素社会実現に向けた社
会システムの改革や研究開発の方向性を定量的に提示
する「低炭素社会実現のための社会シナリオ研究事
業」を推進しました。

3．2012（平成24）年度において長期
的、総合的かつ計画的に講ずべき研究
開発等に関して講じた施策

（1） 省エネルギーに関する技術における施策
①戦略的省エネルギー技術革新プログラム
（再掲　第5章第2．（1）⑦（ア）　参照）

②次世代型ヒートポンプシステムの研究開発
（再掲　第5章2．（1）⑦（イ）　参照）

（2） 新エネルギーに関する技術における重点施策
①太陽光発電の技術開発
（再掲　第3章1節2．（4）①　参照）

②風力発電技術開発　風力発電電力系統安定化等技術
開発
（再掲　第3章1節2．（4）②　参照）

③バイオマスエネルギー技術開発　バイオマスエネ
ルギー等高効率転換技術開発
（再掲　第3章1節2．（4）③　参照）

④燃料電池技術開発
（再掲　第3章1節2．（8）①　参照）

（3） 電力に関する技術への取組
①イットリウム系超電導電力機器技術開発（2,500
百万円）
系統安定化・高効率送電等のための革新的な送変電
システムを構築する技術として、低コストで大容量の
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電力供給が期待できるイットリウム系超電導線材の
技術開発、高温超電導ケーブル、高温超電導変圧器
の基盤技術開発及び高温超電導電力貯蔵装置に関する
要素技術の開発に取り組みました。

②高効率ガスタービン実用化要素技術開発（1,970
百万円）
電力産業用ガスタービンについて、発電効率の向
上を目的として、大型機（25万KW（コンバイン出
力40万kW程度））のガスタービン入口温度の高温
化（1,500度級→1,700度級）及び中型機（10万kW
程度）の高湿分空気利用ガスタービン（AHAT）シ
ステムの実用化のための技術開発に対して補助を行い
ました。

③先進超々臨界圧火力発電実用化要素技術（1,103
百万円）
供給安定性に優れた石炭の高効率かつ低環境負荷で
の利用を図るため、従来型石炭火力発電の高効率化が
図れる先進超々臨界圧火力発電実用化のための要素
技術開発に対して補助を行いました。

（4） 原子力に関する技術への取組
①安全確保に向けた取組
原子力の安全確保に係る技術政策については、第3
章で詳述したとおり、原子力安全に係る最新の技術的
知見の蓄積及びその安全規制への反映、検査技術や手
法の高度化を目的とした実証事業、委託による技術調
査等を行いました。
使用済燃料の再処理工程で発生する高レベル放射性
廃液のガラス固化技術の高度化に関する技術開発を実
施するとともに、高レベル放射性廃棄物等の地層処分
技術信頼性向上のための技術開発等を継続、処分地選
定のための地質等調査評価技術の開発への重点化を行
いました。発電所廃棄物のうち比較的放射能レベルの
高い放射性廃棄物については処分施設施工技術等の確
証試験を継続しました。

②既設原子力発電所の安全性向上のための研究開発
東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、
既設原子力発電所の更なる安全対策高度化に向けた課
題（緊急時対応に資する資機材等の集中管理、シビア
アクシデントにも耐えられる計装・計器等の開発等）
技術開発を実施しました。

③高速増殖炉サイクル技術の研究開発（3,010百万
円（経済産業省分）、30,030百万円（文部科学省
分））
東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、
国際協力の観点から、我が国が参加している国際的な
枠組（第4世代原子力システムに関する国際フォー
ラム（GIF））における「ナトリウム冷却高速炉に関
する安全設計クライテリアの構築と国際共有」に向け
た取組および施設の維持管理等の必要最低限なものを
実施しました。

④原子力発電所の事故対応関連技術の研究開発
（3,000百万円（経済産業省分））
東京電力㈱福島第一原子力発電所の中長期的な廃止
措置等に向けた取組を進めるにあたり、燃料デブリの
取出し及び放射性廃棄物の処理・処分等に係る技術課
題が多数存在するため、中長期的な廃止措置等に資す
る技術基盤の整備及び機器・装置開発等に取り組みま
した。

（5） 石油に関する技術への取組
①重質油等高度対応処理技術開発事業
（再掲　第2章第2節3．（1）②　参照）

②高効率水素製造等技術開発費補助金
（ア） 革新的次世代石油精製等技術開発事業
（再掲　第2章第2節3．（4）　参照）

（6） ガス体エネルギーに関する技術への取組
①石油・天然ガス開発・利用促進型大型・特別研究
（63百万円）
高温・高圧といった過酷な環境下での石油・天然
ガス田開発促進に資する技術について、独創的・革新
的なテーマで、民間ニーズに直結した研究開発を提
案公募により、1テーマ採択しました

②メタンハイドレート技術開発（11,057百万円）
日本周辺海域に相当量の賦存が期待されるメタンハ
イドレートを将来のエネルギー資源として利用可能
にすることを目的として、世界に先駆けて商業的産出
のために必要な技術整備を行ってきました。フェー
ズ2（研究開発の第二段階）の3年目となる2011年
度は、メタンハイドレートの資源量評価、生産手法
開発及び環境影響評価に係る研究のほか、渥美半島か
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ら志摩半島の沖合にて、メタンハイドレートを分解
し天然ガスを取り出す、世界初の海洋産出試験を実施
しました（2001年度～2018年度）。

（7） 石炭に関する技術への取組
①産炭国石炭開発・利用協力事業（330百円）　（再
掲）

②低品位炭ガス化多用途利用技術実証（920百万円）
　（再掲）

③石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金
（1,370百万円）　（再掲）

④クリーンコール技術開発（3,006百万円）　（再掲）

⑤酸素燃焼国際共同実証事業（（350百万円）　（再掲）

⑥高効率褐炭乾燥システム研究（192百万円）　（再
掲）

⑦低品位炭からのクリーンメタン製造技術研究（50
百万円）　（再掲）

⑧石炭灰の有効利用技術に関する研究（35百万円）　
（再掲）
（上記①、②については第2章第1節4．（1）①参
照、③～⑧については第3章第4節2．（1）①　参
照）

（8） 長期的視野に立って取り組むことが必要な研
究開発
ITER計画をはじめとする核融合に関する研究開発
の推進（22,264百万円（ITER計画及びBA活動に関
する経費））
核融合研究開発の推進は、未来のエネルギー選択
肢の幅を広げ、その実現可能性を高める観点から、実
施されてきました。我が国の核融合の研究開発は、国
際協力を効率的に活用しながら、（独）日本原子力研
究開発機構、核融合科学研究所、大学等が、相互に
連携・協力して推進しました。
ITER計画は、核融合エネルギーの科学的及び技術
的な実現可能性の実証を目指した国際共同研究開発プ
ロジェクトであり、現在、日本、EU（ユーラトム10）、
アメリカ、ロシア、中国、韓国、インドの七つの国
と地域によって進めてきました。また、ITER計画
を補完・支援する先進的研究開発プロジェクトとし
て、幅広いアプローチ（BA）活動を日欧協力により、
我が国で実施してきました。
両事業において、我が国は調達を担当する機器の製
作を進めるとともに、核融合の最先端研究開発などを
本格的に進めてきました。
核融合分野における二国間協力では、アメリカ、
EU（ユーラトム）、韓国、中国と核融合研究協力実
施取決めを結びました。また、多国間協力ではIEA
において八つの核融合協力実施取決めを結ぶと共に
IAEAの核融合協力に関する活動にも積極的に参画す
る等、我が国は、世界そしてアジアの拠点として、
研究協力や研究者の交流を実施しました。

10　欧州原子力共同体（The European Atomic Energy Community）
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世界及びアジア地域と密接な経済関係にある我が国
が安定した経済活動を営むため、欧米の先進国や、中
東諸国、ロシア等のエネルギー産出国との協力関係
を強化すると同時に、アジア域内においてエネルギー
安全保障の重要性の認識を共有し、上流・下流への投
資促進、エネルギー源の多様化、省エネルギーの推
進、石油備蓄の推進、等の諸課題について、各国と
連携して取り組むことが必要で、2011年度において
もグローバルレベル、地域レベル、二国間における
対話の場を多層的に活用し、国際協力を推進しまし
た。

第1節
エネルギー・環境分野における国際
展開の推進

1．高効率石炭火力発電の国際展開
我が国企業は、超々臨界圧発電やIGCCにおいて、
世界最高水準の発電効率と低炭素化を実現しました。
また、予防保全等の運転・管理ノウハウにより、長
期的な高効率・高稼働を実現しています。我が国企業
は途上国市場において、低コストを武器とする新興国
企業の攻勢に苦戦を強いられている一方で昨今、途上
国においても資源制約や環境問題を背景に、高効率技
術等を評価する動きが出てきています。
そこで、相手国の発電事業のニーズや課題を検討
する案件形成調査支援等を実施することによって、
我が国企業が受注しやすい環境の整備を行うととも
に、公的金融支援、インフラの運転管理人材の育成、
公的機関によるリスクテイク範囲の拡大等に取り組み
ました。これを通じ、我が国が得意とする超々臨界
等の高効率技術や、高度運転・管理技術に重点を置い
た海外展開を推進しました。

2．送配電の国際展開
我が国企業は送電ロスが低く、高効率で大容量の超
高圧送電技術を有しているほか、変圧器の小規模化を

進めていました。他方、送電機器の世界シェアは低
く、日本製機器の海外市場開拓促進のための官民一体
となった取組が必要であることから、相手国のニー
ズや課題を検討する調査事業等を実施することによっ
て、我が国企業が受注しやすい環境の整備を行うとと
もに公的金融支援の強化等に取り組みました。これを
通じ、供給信頼性の高い技術の活用によるアジア及び
先進国でのリプレース需要の獲得を推進しました。

3．スマートコミュニティの国際展開
我が国の有するスマートコミュニティ関連技術の
国際展開を図るため、インフラ・システム輸出関連予
算プロジェクトの一環として、海外における事業可
能性調査（FS：Feasibility Study）や我が国の技術・
システムの有効性・優位性を可視化するための実証事
業を実施しました。具体的には、中国、インドを含
むアジア・オセアニア地域や中東・北アフリカ地域、
欧州地域等海外各地でのスマートコミュニティ関連
技術に係る事業可能性調査を実施しました。また実証
事業では、アメリカ・ハワイにて、風力発電の大量
導入による出力変動をEVインフラにて安定化させる
実証事業や、スペインのマラガ市での、路上駐車が
多い地域性を考慮した、急速充電機を用いた都市型
EVインフラ技術の実証事業等を推進し、地域の特性
を踏まえた知見、ノウハウの蓄積を図りました。そ
の他、フランスのリヨン市の再開発地区では、欧州
地域への横展開を見据え現地デベロッパーのブイグ
社と連携し、欧州基準にカスタマイズした次世代型省
エネビル等の実証を推進しました。
これらを通じ、我が国の技術・システムの国際展開
を支援し、国際市場の獲得を目指しました。

4．ヒートポンプ、インバータの国際展開
ヒートポンプ、インバータを利用したエアコン、
冷蔵庫等は省エネ効果が高く、我が国の比較優位があ
る製品・技術分野です。経済成長に伴い民生部門のエ
ネルギー消費が増加傾向にあるベトナム、マレーシ
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ア、インドネシア等の国々では、省エネルギー法制
の整備、家電製品等のエネルギー消費基準の整備・
改訂等が行われています。民生部門の省エネ、我が
国企業によるビジネスとしての関連製品・技術の海外
展開のため、民間協議会団体である世界省エネルギー
等ビジネス推進協議会（詳細は、7．（2）参照）では、
エアコン、冷蔵庫の普及率向上がより期待されるベト
ナムに焦点を当て、エアコン、冷蔵庫等のインバー
タを活用した我が国製品の省エネ性能の優位性をア
ピールするとともに、当該製品が活用されるよう、
省エネ基準への反映等に努めました。

5．燃料電池の国際展開
我が国の燃料電池分野は、国際的に見ても技術力が
高く、2009年には世界に先駆けて家庭用燃料電池シ
ステムの販売を開始しており、今後海外での販売を期
待されています。また、グローバル商品である燃料
電池自動車については2015年に導入開始が見込まれ
ています。このように我が国の燃料電池関連機器は今
後海外市場への展開が予想されるため、国際競争力を
確保するためにも国際標準化の推進が必要となりま
す。こうした中、「知的財産推進計画2010（2010年5
月知的財産戦略本部策定）」において、燃料電池を含
むエネルギーマネジメント分野が特定戦略分野に指
定され、この推進計画に基づき2010年度末に国際標
準化戦略が策定されました。2012年度は上記戦略に
基づき、燃料電池・水素技術の国際標準化を推進する
とともに、フォローアップを行い、水素供給設備の
規制見直しの促進や家庭用燃料電池の海外市場展開の
実現に向けた国際標準化の取組、燃料電池のスマー
トコミュニティに関する取組との連携等、戦略の改
定を行いました。

6．原子力発電の国際展開
2010年10月には、日越首脳会談において、ベトナ
ム・ニントゥアン省原子力発電所第2サイト建設に
ついて、我が国をパートナーとすることで一致しま
した。同年11月には、中山経済産業大臣政務官がヨ
ルダンを訪問した際にリファーイ・ヨルダン首相及
びトゥーカーン・ヨルダン原子力委員会委員長と会
談を行い、原子力発電所建設プロジェクトについて
話し合われました。また同年12月には、トルコの原
子力発電の開発、廃棄物の取扱い及び原子力産業の技
術的発展の準備・計画・推進等についての協力のた

め、大畠経済産業大臣とユルドゥズ・エネルギー天
然資源大臣との間で「経済産業省とトルコ・エネル
ギー天然資源省との間のトルコにおける原子力発電
開発に関する協力文書」に署名しました。

7．官民連携を核とした推進体制の強化
（1） スマートコミュニティ・アライアンス
（再掲　第6章第1節1．（2）　参照）

（2） 世界省エネルギー等ビジネス推進協議会
2008年10月30日に、省エネルギー、再生可能エ
ネルギー分野での優れた技術を有する我が国の企
業・団体により発足しました。目的は関連製品・技術
を基にしたビジネスの国際展開を官民一体で促進する
ことにあります。合計91の企業・団体（2012年3月
現在）で構成されています。
具体的な活動内容として、①関連製品・技術を販売
宣伝用にとりまとめた「国際展開技術集」の作成及び
展示会、フォーラム、ホームページ等を通じた周知
活動、②省エネ関連設備・機器、ヒートポンプ、イ
ンバータ、太陽エネルギー（太陽光、太陽熱）発電、
地熱発電の各分野における市場やプロジェクトの獲
得活動（官民ミッション派遣活動を含む）、③海外及
び国内での展示会出展活動、等が行われました。

8．金融・国際ルール面からの海外展開
支援

海外におけるインフラ整備等においては、巨額かつ
長期的な資金が必要となる大型プロジェクトの増加
が見込まれていますが、このような案件はリスクが大
きく、公的金融支援が重要な役割を果たすことが期待
されています。こうした現状を踏まえ、パッケージ
型インフラ海外展開関係大臣会合において「パッケー
ジ型インフラ海外展開促進プログラム」を決定し、
NEXI、JBIC、JICA等の公的金融機関の機能強化に
向けた取組などを通じて、民間ではとりきれないリス
クをカバーするスキームの構築を進めました。また、
インフラ・システム輸出を一層推進するために、2013
年3月に経協インフラ戦略会議を設置しました。さら
に、OECD輸出信用アレンジメントの改定を働きか
けてきました。気候変動関連技術に対して、償還期
間の延長など緩やかな条件での融資及び保険を付保す
るための国際ルール構築に向け、国際交渉に取り組
みました。
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（1） JBICの機能強化
2012年4月、機能強化や機動性確保などを図るた
め、JBICは新たに株式会社国際協力銀行として設立
されました。また、パッケージ型インフラ海外展開
関係大臣会合において決定された「パッケージ型イ
ンフラ海外展開促進プログラム」に基づき、海外子会
社による第三国輸出・国内販売へのファイナンス強
化のため、投資金融を活用したローカルバイヤーズ
クレジット制度や輸出金融の運用弾力化を実現しま
した。円高対応緊急ファシリティでは、日本企業に
よる海外M&Aや資源・エネルギーの確保を促進し
ました。さらに、2013年2月、海外M&Aやファン
ドなどへの出資を通じて中堅・中小企業を含む日本企
業の海外展開を積極的に支援する海外展開支援出資
ファシリティを創設しました。

（2） JICAの機能強化
2001年12月以降停止されていたJICA 海外投融資
が、開発途上国における民間企業による開発事業を支
援するため、2012年 10月に本格再開しました。
JICA海外投融資は①インフラ整備による成長加速
化、②貧困削減、③気候変動対策の3つの目的に貢
献するための金融ツールであり、周辺インフラの整
備にも活用可能です。
また円借款についても、借り手側から見た円借款の
魅力を高め、インフラの海外展開を促進する観点か
ら、2013年1月より、借入人がJICAから円で借り
た資金をドルで返済することも可能とする外貨返済型
円借款を導入しています。

9．我が国企業の貢献を適切に評価する
新たなメカニズムの構築

気候変動問題には、国境はありません。先進国が
更に温室効果ガス削減努力を行うべきことは言うまで
もありませんが、今後は、経済成長を続ける途上国
において、如何に低炭素型の成長を促し、排出量を
抑制していくかが非常に重要な課題となってきます。
まさに、石炭火力等の発電、鉄鋼、家電等の分野で
優れた低炭素技術を持つ我が国こそ、こうした分野で
大きく貢献していくことが求められています。
現在の国連の枠組みの下で途上国の取組を支援する
仕組みとして、京都議定書の下で構築・運用されてい
るCDM（Clean Development Mechanism、クリー
ン開発メカニズム）という制度があります。これは、

先進国が発展途上国において温暖化対策プロジェク
トを行い、それによって排出削減効果が出たと認め
られた場合、その削減効果を京都議定書の目標を持っ
た先進国側が当該目標の達成に活用できる制度です。
これまでに世界全体で約12億トンの排出削減が達成
される等、一定の成果を上げました。しかし、CDM
は、プロジェクトの審査や達成された排出削減量の
認定等を国連が一元的に管理しており、これら一連の
手続きを完了するのに長期間を要する等、様々な課
題が指摘されました。我が国が得意とするクリーン
コール、高効率発電等の技術や省エネルギー技術が
対象になりにくいなど認定されるプロジェクト内容
（技術）の偏りやプロジェクトの地域的な偏在等も大
きな課題となりました。こうした課題を踏まえ、日
本は、「二国間オフセット・クレジット制度」と呼ば
れる新たな制度の構築に取り組んでいます。これは、
優れた低炭素技術・インフラ及び製品の提供等を通じ
た海外における温室効果ガスの排出の抑制等への貢献
を、ホスト国との間で柔軟かつ機動的に評価し、日
本の排出削減目標の達成に活用する制度です。外務
省、経済産業省、環境省が中心となり、CDMとも共
存し、補完し合うことによって、地球規模での排出
削減を達成しようと制度設計を進めてきました。
経済産業省、環境省では、実現可能性調査を通じ
て、二国間オフセット・クレジット制度実施に向け
たプロジェクトの発掘、排出削減量計測方法の開発
等を進めています。2012年度は東南アジアを中心に、
21カ国で65事業の実現可能性調査を行いました。ま
た、従来の実現可能性調査に加え、排出削減量の測
定・報告・検証方法の実証調査を14件行いました。
加えて、モンゴル、バングラデシュ、インドネシ
ア、ベトナムなどの国とは早期の二国間オフセット・
クレジット制度の運用開始に向けて具体的な協議を
続け、モンゴルとは2013年1月8日に、淸水駐モン
ゴル大使とオヨーン自然環境・グリーン開発大臣の
間で、またバングラデシュとは3月19日に、佐渡島
駐バングラデシュ大使とパトワリ環境森林省次官と
の間で本制度に関する二国間文書に署名しました。

10．地球温暖化対策交渉の進展を踏まえ
た支援の具体化

2010年11月末からメキシコ・カンクンで開催され
たCOP16及びCOP/MOP6では、我が国は米中等を
含む全ての主要国が参加する公平かつ実効的な一つの
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法的拘束力のある国際枠組の早期構築を目指し、交渉
に臨みました。最終的には先進国・途上国両方の削減
目標・行動を登録することが同じ決定に位置付けら
れ、我が国が目指す将来枠組みに向けた基礎となると
ともに、緑の気候基金という新たな基金や技術メカニ
ズムの設立等途上国支援に関連した事項も合意されま
した。
また、2011年末から南アフリカ・ダーバンで開催
されたCOP17及びCOP/MOP7では、2020年以降
に発効する将来枠組みへの道筋の合意に加え、緑の気
候基金や気候技術センター・ネットワークの基本設
計、MRV（測定・報告・検証）の仕組みのガイドラ
インの役割等、カンクン合意の実施等に向けた一連の
合意も併せて採択されました。
さらに、2012年末からカタール・ドーハで開催さ
れたCOP18及びCOP/MOP8では、COP17でその
合意が決定された2020年以降の将来枠組みに関する

2015年までの交渉妥結に向けた大まかなスケジュー
ルに合意がされたことに加え、我が国が既に不参加を
決定している京都議定書の第二約束期間（2013年～
2020年）が成立しました。また資金支援については、
2010年～2012年の三年間の途上国支援を目的とした
短期資金支援の達成が認知されました（先進国全体で
336億ドル、うち日本は約4割（133億ドル）を拠
出）。
我が国としては、この交渉の中で、必要となる途
上国支援を具体化するとともに、上述の二国間オフ
セット・クレジット制度の構築に向けた取組等、実
質的な排出削減につながる取組を積極的に推進してき
ました。また、これらを通じ、我が国は新興国の低
炭素成長の実現と、初期コストは高いですが、長い
目では省エネルギー効果等の高い我が国技術の普及
を後押ししました。
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第1節
エネルギー・環境分野における国際
協力の強化

1．アジア協力の推進
（1） 二国間協力
①日中関係
急速な経済発展を遂げる中国は世界第2位のエネル
ギー消費国であり、エネルギー需要は2030年までに
現在の約2倍に増加すると見込まれています。中国の
エネルギー需給の安定は、日本のエネルギー安全保
障にとっても重要な課題です。
このような情勢を踏まえ、日中両国のエネルギー
事情や政策等に関する共通認識を醸成するとともに、
エネルギー分野における協力事業の検討を行う場と
して、「日中エネルギー閣僚政策対話」、「日中省エネ
ルギー環境総合フォーラム」「日中エネルギー協議」
等を開催してきました。直近では、2012年8月に東
京にて、「第7回日中省エネルギー・環境総合フォー
ラム」が開催され、日本側から枝野経済産業大臣、中
国側から張平国家発展改革委員会主任をはじめ、両国
の官民関係者合わせて1,000名を超える参加者があ
り、本フォーラムでは47件の協力案件が調印されま
した。この中で、省エネ分野や水・汚泥処理、リサ
イクル等の環境分野での協力案件に加え、分散型エネ
ルギー、エネルギー管理システム、低炭素都市開発
等が、主要な協力分野として定着してきており、着
実にビジネスベースの日中省エネルギー、環境協力
の幅が広がってきました。2006年5月の第1回開催
以降、累計で218件の案件が調印されたことになり、
ビジネスベースでの日中省エネルギー・環境協力が
着実に拡大しています。
石炭の分野では、我が国炭鉱技術移転のための専門
家の派遣や研修生受入れを実施しました。また、石
炭火力発電所のエネルギー効率向上・環境改善に関
する協力では、第7回日中省エネルギー・環境総合
フォーラムにおいて石炭／火力発電分科会を開催し、

高効率石炭火力発電や低炭素・資源循環型炭鉱地域の
形成について意見交換を実施しました。

②日インド協力
インドは、米中露に次ぐ世界第4位のエネルギー
消費国であり、2030年には、エネルギー需要が現在
の約2倍に増加すると見込まれています。エネル
ギー資源の安定供給確保とエネルギー効率化の向上
は両国の経済発展にも直結する重要な政策課題になっ
ています。
こうしたことから、我が国とインドとの間では、
エネルギー分野における両国の協力拡大を図る観点
から、閣僚級の枠組みである「日印エネルギー対話」
を立ち上げ、2012年現在、両国閣僚の相互訪問によ
り、計6回の対話を実施しました（第1回は2007年
4月、第2回は2007年 7月、第3回は2008年 9月、
第4回は2010年 4月、第5回は2012年 4月、第6
回は2012年10月開催）。
この対話では閣僚対話に加え、省エネルギー、石
炭・電力、再生可能エネルギー、石油・天然ガス及
び原子力分野での協力に関するワーキング・グルー
プを設置の上、エネルギー・経済産業の観点から、
専門家による幅広い情報、意見交換も実施しました。
石油・天然ガス分野では、世界最大のLNG消費国
である日本と将来的な消費の増加が見込まれるインド
が、同じ消費国としてLNGの安定的かつ低廉な供給
の確保に向けて協力していくことを日印エネルギー
対話で一致し、アジア大洋州市場でのLNGの価格付
けについての共同研究を実施しました。
また、鉱物資源分野では、これまで実施してきた
日印首脳会談の合意を踏まえ、2012年11月16日に
日本とインドとのレアアース協力に係る政府間の覚
書に署名しました。
さらに、石炭の分野では、4箇所の石炭火力発電所
へ我が国の専門家を派遣し、設備診断事業を実施した
ほか、クリーンコール技術交流事業において我が国
専門家の派遣及び相手国カウンターパートの要人招
聘を行いました。

第9章
エネルギー国際協力の強化
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日・インド両政府は、2010年6月に日・インド原
子力協定締結交渉を開始しました。

③日ベトナム協力
ベトナムは石炭、石油・天然ガス資源を豊富に保有
する資源国であり、日本にとって良質な無煙炭の重
要な供給国です。現在、両国間においては、第七次
電力マスタープランの実現に向けた協力、石油・天
然ガス開発、日ベトナム共同での石炭地質構造調査、
石炭・鉱物資源対話の開催、原子力発電導入、省エ
ネルギー促進のための長期専門家の派遣、受入研修
等、多岐の分野にわたる協力関係が進展しました。特
に、電力の安定供給の観点から、ベトナムは原子力
発電の導入を積極的に検討しており、初号機を2015
年までに着工、2020年までに運転開始を目指してい
ました。同計画によれば、ベトナムでは、2030年ま
でに10基の原子力発電所の建設が計画されています。
我が国とのエネルギー協力については、原子力発
電導入、省エネルギー、石炭・鉱物資源、石油・天
然ガス開発等の分野での協力等が進みました。火力発
電分野については、2013年3月にオモン3コンバイ
ンドサイクル発電所建設計画（750～900MW）に対
して約279億円の円借款を供与しました。原子力分
野については、2010年10月の日越首脳会談で、ベト
ナム・ニントゥアン省原子力発電所第2 サイト建設
について、我が国を協力パートナーとすることで一
致し、翌2011 年10 月の日越首脳会談では、両政府
間の今後の協力の大枠を定める文書を作成しました。
また、日・ベトナム原子力協定は2012 年1 月に発効
しました。さらに、2012年8月には、原子力事故の
被害者が適切な補償を受けるためのベトナム原子力損
害賠償制度に関する意見交換の枠組みの設定等を定め
た覚書を作成しました。
石炭の分野ではVINACOMIN（国営石炭鉱物工業
グループ）と共同で地質構造調査や我が国炭鉱技術
移転のための専門家の派遣や研修生受入れ、我が国の
クリーン・コール・テクノロジーを移転するための
技術者招聘研修を実施しました。また、ベトナムか
ら日本への無煙炭の安定供給の確保のため、2013年
3月に石炭政策対話を実施しました。
また、鉱物資源分野では、2011年10月の日越首脳
会談で「日本国政府とベトナム社会主義共和国政府間
のベトナム社会主義共和国でのレアアース産業発展
に関する取決」にズン首相と野田総理大臣の首脳間で

署名を行いました。その取決に基づき、2012年6月
には第一回目の「日越共同レアアース・モニタリン
グ会合」を行い、レアアース関連事業の進展を双方
で確認した他、「レアアース研究・技術協力センター」
を開所しました。

④日ASEANにおける協力
日・ASEANエネルギー協議を2000年度から毎年
開催し、2012年7月に第13回協議を開催しました。
本協議では、日本のエネルギー政策の動向及び
ASEAN各国のエネルギー需給見通しについて情報
交換を行うとともに、省エネルギー協力、エネルギー
データ整備協力等について議論を行いました。具体
的には、以下の技術協力を実施しました。
（ア） エネルギー供給セキュリティ計画（ESSPA）
ASEANエネルギー需給見通しと石油・ガスの供
給潜在量に係る協力、CLMV諸国（カンボジア、ラ
オス、ミャンマー、ベトナム）へのエネルギーデー
タ整備に関する研修、ASEANエネルギー需給統計
整備全般に関する実務者会合等を実施しました。
（イ） 日ASEAN省エネルギー協力（AJEEP）
2012年7月、新たな日ASEAN省エネルギー協力
の枠組みとして、AJEEPが立ち上げられ、ASEAN
各国の発展段階に応じた省エネルギー協力事業を実
施しました。

⑤日モンゴル協力
モンゴルは石炭やウラン等鉱物資源の埋蔵が確認さ
れており、今後資源の供給国として期待されていま
す。我が国企業の資源確保や投資の促進を目的とし
て、2007年に日本モンゴル鉱物資源開発官民合同協
議会を設置し、2011年12月に第5回目の協議会を開
催しました。協議会では、松下経済産業副大臣及び
アリオンサンエネルギー・鉱物資源副大臣の他、両
国政府機関及び民間企業から100名超が参加し、石
炭を始めとする鉱物資源開発について意見交換が行わ
れました。また、2013年1月8日に、淸水駐モンゴ
ル大使とオヨーン自然環境・グリーン開発大臣の間
で二国間オフセット・クレジット制度に関する二国
間文書に署名しました。

⑥日インドネシア協力
インドネシアは、日本にとって最大の天然ガス輸
入相手国の一つであるのと同時に、有数の原油及び石
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炭の輸入相手国になりました。我が国への安定供給を
目指し、日本の資源開発企業や商社がインドネシアの
多くの上流開発プロジェクトや液化天然ガス（LNG）
プロジェクトに参画してします。。政府間のエネル
ギー協力の対話の場として、2010年より省エネ、再
生可能エネルギー、石油・天然ガス、石炭等をはじ
めとする両国のエネルギー協力関係を加速させるべ
く、毎年「日尼エネルギー政策」実施するともに、
特に石炭分野においては、2009年より「石炭政策対
話」を実施し、個別具体的な協力案件を醸成してきた
ところです。
2012年7月の第3回日尼エネルギー政策対話（於：
福岡県博多市）では、非在来型ガス、省エネルギー、
再生可能エネルギーを含む様々な分野での協力の可
能性について議論しました。また、両国は、エネル
ギー需要、エネルギー価格など政策面で多くの共通
の課題を共有しました。そして、両国が相互互恵的
な関係であり、欠くことが出来ない関係であり、将
来に渡って緊密な協力関係を築いて行くことで一致
しました。
また、2013年3月には、これまで民間ベースで進
められていた「日尼エネルギーラウンドテーブル」
を統合し、名称も新たに「第1回日尼エネルギー
フォーラム」として、2013年に第1回会合を東京で
実施し、両国の更なる協力関係を構築していくことで
一致しました。

（2） 多国間協力
①ASEAN＋3・東アジア地域における協力
ASEAN及び日中韓（ASEAN＋3）では、第1回
のエネルギー大臣会合が2004年 6月9日にマニラ
（フィリピン）で開催され、「アジア・エネルギー・
パートナーシップ」の構築に向けて、エネルギー安
全保障の強化及び持続可能性を共通目標とし、石油備
蓄、石油市場、天然ガス、再生可能エネルギー等の
分野について協力を強化していくことで一致しまし
た。また、ASEAN＋3に加えて印・豪・ニュー
ジーランドが参加するフォーラムであるEASエネル
ギー大臣会合が、2007年にシンガポールで開催され、
エネルギー協力タスクフォースにおいて検討を行っ
てきた省エネルギー、バイオ燃料、エネルギー市場
統合のテーマについて報告しました。
2012年9月には、カンボジア（プノンペン）にお
いて第9回ASEAN＋3エネルギー大臣会合及び第

5回EASエネルギー大臣会合が開催され、北神経済
産業大臣政務官が両会合でそれぞれ副議長、共同議長
を務めました。ASEAN＋3エネルギー大臣会合で
は、我が国が主導している、石油備蓄協力の進展と、
民生用原子力協力である「核不拡散・核セキュリティ
総合支援センター」の活動が評価され、今後も協力
を継続推進していくことに合意を得ました。また、
フォーラム活動を通じて、エネルギー源の多様化、
能力開発、情報共有及び持続可能な発展と低炭素成長
経済の促進への多大な貢献が各国から認められまし
た。EASエネルギー大臣会合では、前年の合意に基
づき、新たなエネルギー協力として、①中長期エネ
ルギー需給見通しの策定、②クリーンコールテクノ
ロジーによる石炭の戦略的活用、③電力インフラの
最適化、④原子力発電の安全管理、⑤スマート都市
交通による運輸部門の省エネルギーを我が国から提
案し、我が国のサポートとともにERIAにおける調
査研究を開始することに合意を得ました。更に、エ
ネルギー需給見通しの策定を進めるにあたり、ERIA
が国際エネルギー機関（IEA）と協力していくことに
合意も得ました。加えて、我が国が提案した「省エ
ネロードマップ策定プロジェクト」の進捗及び「第
2回省エネカンファレンス」の開催（2012年 7月、
カンボジア）について、各国から歓迎、評価されま
した。

②APECにおける協力
1989年 11月にオーストラリア・キャンベラで開
催された第1回APEC閣僚会議において、エネル
ギー問題に対する域内協力の重要性と、これを専門
に議論する場を設定することで一致しました。これを
受けて、1990年にエネルギー作業部会（EWG）が設
立され、更に1996年には、よりハイレベルなエネル
ギー政策対話を行うため、シドニーにおいて第1回
APECエネルギー大臣会合が開催されました。
2007年5月に、オーストラリア・ダーウィンに於
いて第8回APECエネルギー大臣会合が開催され、
我が国がイニシアティブをとり、APEC域内におけ
る自主的な省エネルギー目標・行動計画の策定と、
その進捗状況をモニターするためのAPEC省エネル
ギーピアレビュー制度（PREE）の導入等を提案し、
ダーウィン宣言に盛り込まれました。
2010年は、EWG会合及びAPECエネルギー大臣
会合を含めた一連のAPEC会合を我が国が主催しま
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した。6月に福井において開催された第9回APEC
エネルギー大臣会合では、直嶋経済産業大臣が議長
を務め、「エネルギー安全保障に向けた低炭素化対策」
のテーマの下、①エネルギー安全保障、②省エネル
ギーの推進、③ゼロ・エミッションエネルギーの導
入促進について議論を行い、福井宣言を取りまとめま
した。低炭素技術を統合的に導入することを目指す
APEC低炭素モデルタウンプロジェクトを実施する
ことを我が国が提案し、各国の合意を得ました。
2011年11月のAPEC首脳会議においては、エネ
ルギー効率目標について議論が行われ、「2035年まで
にAPEC全体で45％のエネルギー効率改善」を目指
すことが宣言されました。
2012年6月にはAPECエネルギー大臣会合がロシ
ア・サンクトペテルブルクにおいて開催され、省エネ
ルギーや再生可能エネルギーを技術開発等により普
及させるとともに、天然ガスの上流開発・自由貿易拡
大に向けた取組が重要であるとの認識を示しました。
さらに、我が国からエネルギーの供給途絶といった
緊急時の対応についての提案を行い、各国・地域等か
らの賛同を得ました。合意事項は閣僚声明（サンクト
ペテルブルク宣言－“エネルギー安全保障：挑戦と戦
略的戦略”）としてとりまとめられ、これをもとに、
9月のAPEC首脳会議において、天然ガス利用の促
進やエネルギーインフラへの投資、緊急時の対応能
力の向上のための活動を含む12項目について合意し、
APEC首脳宣言の附属書B「エネルギー安全保障強
化」として取りまとめられました。

③気候変動問題に関する国際的協力
近年、経済発展やエネルギー消費の増加に伴い、
温室効果ガスの排出が増加し、地球温暖化問題への関
心が高まっており、その解決には、世界全体での温
室効果ガスの排出削減が必要です。また、世界全体
の温室効果ガスに占める、エネルギー利用に伴う二
酸化炭素排出量の割合は約6割（日本は約9割）に達
するため、地球温暖化問題の解決には、エネルギー
利用に伴う二酸化炭素の排出削減が特に重要です。こ
のような観点から、地球温暖化問題とエネルギー問
題は表裏一体の関係にあると言え、地球温暖化問題と
エネルギー問題を一体的に解決すべく、積極的に国
際協力に取り組みました。
1997年に採択され、2005年に発効した京都議定書
では、先進各国の温室効果ガスの排出量について法的

拘束力のある数値目標が定められており、日本は、温
室効果ガス全体を2008年から2012年の間の第一約
束期間について、1990年に比べ6％削減することと
されています。しかしながら、現在の京都議定書に
おいては、一部の先進国のみにしか削減義務がかから
ないため、今後、実効的な温室効果ガス排出削減を
行うためには、京都議定書を批准していないアメリカ
や京都議定書の下で削減義務を負っていない中印等
の新興国を含めた世界全体で取組を進めていくことが
不可欠です。
このため、2012年11月末から南アフリカ・ダーバ
ンで開催されたCOP18及びCOP/MOP8では、我が
国は、全ての国が参加する公平かつ実効的な一つの法
的拘束力のある国際枠組の早期構築を目指し、交渉に
臨みました。その結果、2020年以降の全ての国に適
用される将来の法的枠組みの2015年までの交渉妥結
に向けた大まかなスケジュールに合意がされました。
また、日本が提案している二国間オフセット・クレ
ジット制度（JCM/BOCM）を含む様々なアプロー
チについては、実施のための「枠組み」について作業
計画を実行していくことが決定されました（二国間オ
フセット・クレジット制度については第8章第1節
10参照）。また、国連交渉外での国際協力の取組とし
て、エネルギー効率向上に関する国際パートナー
シ ッ プ（GSEP：Global Superior Energy 
PerformancePartnership）の下での取組を進めまし
た。更に、EAS諸国（ASEAN＋日中韓印豪NZ米
露）が低炭素成長分野に関する協力について意見交換
をする場として、2012年4月に「第1回東アジア低
炭素成長パートナーシップ対話」を日本で開催しま
した。
GSEPは、2010年にCEM（クリーンエネルギー
大臣会合）とIPEEC（国際省エネルギー協力パート
ナーシップ）の下、官民双方が参加する、最先端の
省エネルギー・低炭素技術の発展・普及に関する日米
共同イニシアティブとして設立されました。またこ
のGSEPは六つのワーキンググループ（WG）によ
り構成（セクター別WG（セメントWG、鉄鋼WG、
電力WG）：日本主導、エネルギー管理WG：アメリ
カ主導、屋根・舗装WG：アメリカ主導、電熱併給
WG：フィンランド主導）されており、うちセクター
別WGは、2011年 4月にその活動を停止したAPP
（クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パート
ナーシップ）の活動を承継しています。
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APPでは、中印等、世界のエネルギー起源二酸化
炭素排出量の約5割を占める七カ国が参加し、排出削
減に向けたセクター別の官民協力を推進しました。
このAPPのセメントタスクフォースでは、エネル
ギー消費量、二酸化炭素排出量のデータ収集を行い、
省エネ・環境技術のベストプラクティス集をとりま
とめました。
更に、専門家を派遣して省エネルギー等に関する
アドバイスを行う省エネルギー・環境診断を実施する
とともに、中国に設置した技術普及センターを通じ
て、二酸化炭素排出量の測定方法に関する人材育成を
実施しました。また、鉄鋼タスクフォースにおいて、
環境・省エネルギー技術を取りまとめたベストプラ
クティス集を作成しており、そのうちの削減効果の
高い10の技術をAPP加盟国に普及させた場合の削
減ポテンシャルを試算する等、各国の削減行動に貢
献しました。
「第1回東アジア低炭素成長パートナーシップ対
話」では、低炭素成長が持続可能な経済成長を実現す
る鍵であるとの見解を共有し、以下の三つの柱に沿っ
て、アジアの多様性を前提とした様々なプレーヤー
の低炭素成長に向けた取り組みの情報交換、低炭素技
術・製品の普及にむけた各種支援等を行っていくこ
とで一致しました。
【三つの柱】
（1）各国がそれぞれの低炭素成長を策定・実施する
ことが必要であり、その支援に向けた地域内の資金、
人的、知的資源を動員

（2）技術面での協力（先進国による技術革新の主導
と途上国での低炭素技術の発展）と、優れた低炭素技
術・製品普及の効果的な一手法として市場の活用
（3）「東アジア低炭素成長ナレッジ・プラット
フォーム」（様々なステークホルダーにより、低炭
素成長と適応に関連した知見・経験を共有し、政策形
成過程にインプットする開放的なネットワークとし
て提唱）構築
第2回会合は、2013年5月に日本とカンボジアの
共同議長で実施する予定です。

2．エネルギー供給国等との関係強化
（1） 先進諸国との協力
①日米協力
2009年 11月、日米首脳会談において、クリーン
エネルギー技術研究開発分野における既に強固な協
力的取組を一層拡大するという日米両国の意思を確認
し、「日米クリーンエネルギー技術協力」を発表しま
した。2010年11月には、菅総理大臣とオバマ米大統
領の日米首脳会談において、クリーンエネルギー技
術協力の拡充にむけ、「エネルギー・スマートコミュ
ニティ・イニシアティブ（ESCI）」、「日米クリーン
エネルギー政策対話」という二つのイニシアティブ
を設立することに合意しました。これを受け、大畠
経済産業大臣とチュー米国エネルギー長官が東京で
会談し、日米首脳合意に基づく、二つのイニシアティ
ブの具体的な内容を、共同声明として発表しました。
日米クリーンエネルギー政策対話については、これ

【第391-1-1】　APPにおける鉄鋼タスクフォースの取組例

出所）経済産業省作成

コークス乾式消火設備
（CDQ）

注）
CO2削減ポテンシャルを初期調査に基づき理論値として試算した値
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20.89④コークス乾式消火設備

5.39⑥コークス用原料炭調湿設備

36.09②コークス炉副生ガス回収

5.22⑧焼結排熱回収

5.42⑤高炉炉頂圧発電

3.74⑦微粉炭吹込み

0.88⑨熱風炉排熱回収

10.13③転炉副生ガス回収

5.17⑩転炉排熱回収

36.10

36.09

（100万トン／年）

削減ポテンシャル
１.２９億-t /年 

CO2削減ポテンシャル（2009年5月）

＜対中国＞
（2007年12月）
①済南鋼鉄
②太原鋼鉄
③江陰鋼鉄

＜対インド＞
（2008年1月）
①SAIL (Rourkela)
（2009年2月）
②Tata (Jamshedpur)
③RINL (Visakhapatnam)

◆64の環境・省エネ技術の優
秀事例を APP パートナー国
間で共有。

　（環境技術：22、省エネ技術：42）

◆製鉄所の省エネルギー施設の
設備普及率などを調査し、削
減効果の高い10の技術を普
及させた場合の削減ポテン
シャルを試算。

◆APP パートナー諸国の製鉄
所に対し、省エネルギー及び
環境保護の専門家を派遣。
◆当該診断に基づき、適切な改
善計画に関する助言。

◆製鉄所は、特定された技術及
び改善項目等を踏まえて、具
体的な設備導入を検討。
◆今後は、技術普及・移転を加
速化させることが課題。

◎省エネ・環境診断を実施した中国
の製鉄所では、アドバイスに基づ
き、環境技術を日本から導入中
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までに4回開催（2011年2月、7月、2012年3月及
び12月）し、今後の日米クリーンエネルギー協力の
あり方について議論を行いました。また、スマー
ト・コミュニティ・イニシアティブについては、
2011年 9月にアメリカで開催されたAPECエネル
ギー・交通大臣会合において、その進展を評価する
とともに、今後もAPECの枠組においても推進して
いくことを確認しました。
原子力分野では、2012年3月、原子力の安全等の
研究開発協力に関する日米間の書簡の交換が行われま
した。これにより、原子力安全、原子力規制、原子
力事故への対応、放射性廃棄物管理、原子力施設の
廃止、先進的な原子炉、核燃料サイクル等について、
研究開発協力のための枠組みが整備されることになり
ました。さらに、同年4月の日米首脳会談において、
日米間の原子力協力を一層深化させるため、日米ハイ
レベル対話を設置することで一致しました。これに基
づき、7月、東京において、日本側議長を外務審議官、
米側議長をエネルギー省副長官が務め、民生用原子
力協力に関する日米二国間委員会が開催されました。
この委員会において、規制制度の独立性及び透明性の
促進，東京電力福島第一原子力発電所の廃炉，除染，
国際的な原子力安全に係る枠組強化，研究開発交流，
原発事故又はテロによる脅威への対応，核不拡散，
核セキュリティ等について意見交換を行い、（1）民
生用原子力の研究開発，（2）東京電力福島第一原子力
発電所の廃炉及び環境管理，（3）緊急事態管理，（4）
核セキュリティ，及び（5）原子力安全及び規制関連
の分野におけるワーキング・グループの設置を決定
しました。この具体的な活動の一環として、12月に
は、廃炉及び環境管理WGを東京で開催しました。

②日加協力
カナダは石炭やオイルサンド等資源の埋蔵が確認さ
れており、今後の石炭火力発電の拡大を背景として二
酸化炭素分離回収・貯留（CCS）を積極的に推進して
います。
2008年11月の日加貿易投資対話等において、カナ
ダ側から要請された日加科学技術協力の活性化に係る
提案を踏まえ、2009年9月に官民総勢27名からなる
CCSミッションがカナダを訪問し、カナダ天然資源
省、サスカチュワン州政府、アルバータ州政府との
間でCCS政策対話を実施し、両国が推進するCCS
の現状について意見交換を行いました。また、2011

年 2月にはカナダ側のCCSミッションが来日し、
CCTやCCSに関する政策対話やセミナーを開催し
ました。これらを契機とし、2011年 1月には（財）
石炭エネルギーセンター（JCOAL）とサスカチュワ
ン州が、2011年2月にはJCOALとアルバータ州が、
2012年9月にはJCOALとカナダ天然資源省が、そ
れぞれCCT（クリーン・コール・テクノロジー）及
びCCS技術分野に関する協力覚書を作成しました。
2012年9月には枝野経済産業大臣がカナダ鉱物資源
省のオリバー大臣と会談し、天然ガスや鉱物資源分
野の協力について意見交換を行いました。

③日仏協力
2011年10月、野田総理大臣が来日したフィヨン首
相と会談し、原子力の安全確保に向け、日仏協力を
強化することを確認しました。両首相は会談後、「原
子力及びエネルギー政策に関する日仏首脳共同宣言」
を発表し、原子力に係る幅広い分野において協力する
委員会の設置を決定しました。また、再生可能エネ
ルギー等の分野における協力の模索等、今後のエネ
ルギー政策全般に関し両国間で対話を行う「日仏エ
ネルギー政策対話」の設置を決定しました。
これらの決定に基づき、2012年2月、日本側議長
を外務省が、仏側議長を原子力・代替エネルギー庁
が務め、原子力エネルギーに関する日仏委員会第一
回会合が東京で開催されました。東京電力㈱福島第一
原子力発電所事故への対応、グローバルな原子力安
全の強化及び両国の原子力エネルギー政策に関する
意見交換が行われました。また、経済産業省におい
て、枝野経済産業大臣及びベッソン仏産業・エネル
ギー・デジタル経済担当大臣を共同議長として、第1
回「日仏エネルギー政策対話」を閣僚レベルで開催
しました。また、翌日には資源エネルギー庁次長及
び仏エネルギー・気候変動総局長を共同議長として、
同対話を高級事務レベルで行いました。本対話におい
て、両国のエネルギーミックス、再生可能エネル
ギー、省エネルギー、原子力エネルギー等について、
意見交換を行いました。さらに2012年10月、フラ
ンスにおいて原子力エネルギーに関する日仏委員会
第二回会合を開催し、両国の共通課題である国際的な
原子力安全強化に向けての取組、廃炉及び除染等の東
京電力福島第一原発事故対応、高速炉等の研究開発並
びに両国の原子力エネルギー政策等について有益な
意見交換を行いました。2013年3月には、廃炉につ
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いてフランスの専門家と意見交換を行うため、日本の
専門家ミッションがフランスを訪れました。

④日英協力
2006年来、経済産業省と英国エネルギー・気候変
動省との間で、クリーンエネルギーやエネルギー安
全保障等のエネルギー問題を議論する二国間対話の
場として、日英エネルギー対話を開催しています。
2012年2月には、英国ロンドンにおいては、第4回
日英エネルギー対話を開催しました。本対話におい
て、両国の原子力政策、省エネルギー政策、再生可
能エネルギー政策等、エネルギーに関する幅広い分
野について議論を行いました。また第4回対話では、
これまでの政府間対話に加え、産業界からの参加者を
含めた官民対話も実施しました。また、2012年4月
に発出された日英両国首相による共同声明に基づき、
同年10月に第1回日英原子力年次対話を開催し、両
国の原子力政策全般について意見交換を行いました。

⑤日豪協力
我が国のオーストラリアからの輸入総額に占める
エネルギー・鉱物資源の割合は5割以上であり、鉄
鉱石、石炭、LNG、ウラン等の資源分野において重
要なパートナーとなっています。特に、ウランにつ
いては、埋蔵量は世界第1位であり、生産量こそ世
界第3位であるものの、2011年度の日本の調達先と
しては第1位で、全体の27％を占めています。また、
民間団体等を通じてエネルギー技術協力等も積極的
に行ってきました。石炭については、世界最大の石
炭輸出国であり、我が国への石炭最大供給国です。
更に、両国のエネルギー情勢・政策、その他の関
心事項を協議するため、1985年より原則年1回
（1995年までは年2回）、日豪エネルギー高級事務レ
ベル協議を開催しています。2004年からは、既存の
対話を強化する観点から、民間からも参加して、幅
広い意見交換を行いました。加えて、2011年2月に
は海江田経済産業大臣が訪豪し、エマーソン貿易大
臣と第2回日豪貿易経済大臣会合を行うとともに、ギ
ラード首相、ファーガソン資源エネルギー・観光大
臣と会談しました。2011年3月にはメルボルンにお
いて第3回日豪石炭政策対話を実施し、官民総勢約
90名が参加して、日豪両国の石炭分野におけるCCS
等に関する協力事業等について意見交換を実施しまし
た。2012年1月には、松下経済産業副大臣が訪豪し、

北部準州において推進中のイクシス・プロジェクト
等、我が国企業が参画する資源開発プロジェクトの
円滑な実施に向け、オーストラリア連邦政府及び地
方政府関係者に対し、働きかけを行いました。

（2） 新興国等との協力
①日露協力
ロシアはサウジアラビアに肩を並べる世界有数の産
油国であるとともに、世界第2位の産ガス国でもあり
ます。サハリンにおける石油・天然ガス開発には我が
国企業も参加しています。
原子力分野においては、2009年5月、プーチン首
相来日時に日・露原子力協定が署名されました。ま
た、二階経済産業大臣とキリエンコ・ロスアトム社長
の間で原子力の平和的利用における協力に関する共同
声明を発出しました。また、日・露原子力協定が
2012年5月に発効しました。さらに、日露協力の一
環として低濃縮ウランをロシア極東地域を経由して日
本まで輸送する新たな経路を確立するための実証事業
を実施しました。
一方、石油・天然ガス分野においては、資源エネ
ルギー庁は、世界最大の天然ガス企業であるガスプ
ロム社、ロシア最大の石油会社であるロスネフチ社と
の間で協力に関する枠組み合意に至っています。こ
の枠組み合意の下、資源エネルギー庁は、両社と日
本企業及びその他機関との間の具体的協力が進展する
よう支援してきました。また、（独）石油天然ガス・
金属鉱物資源機構とイルクーツク石油との間で、イ
ルクーツク州における共同探鉱が行われてきました。
これは、東シベリアにおいて初めて、日露で油田の
共同探鉱を開始したという点で極めて重要であり、こ
れまでに試掘井の掘削中に原油の産出が確認されまし
た。
また、省エネルギー分野においては、2009年5月、
プーチン首相、シュマトコエネルギー省大臣が訪日
の際に、二階経済産業大臣とシュマトコ大臣との間
で日ロ間の省エネルギー及び再生可能エネルギー分
野における協力の覚書を作成しました。2010年3月
及び7月には本協力に係る共同委員会を開催し、本分
野での政策共同研究の実施等についてのアクション
プランに調印しました。
さらに、石炭分野においては、2010年6月、日露
石炭政策担当者による初めての石炭ラウンドテーブ
ルを開催し、今後の日露共同での東シベリア石炭開発
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等につき意見交換を行いました。更に、今後、両国
政府間において、石炭開発分野における日露協力実現
のための政策対話を継続させていくことで一致しまし
た。

②日イラク協力
イラクは世界有数の原油確認埋蔵量を持つ資源国で
あり、潜在的開発余地が大きく、外資にも石油開発
への参入を呼びかけています。2011年11月にはマー
リキー首相やルアイビ石油大臣が訪日し、枝野経済
産業大臣と会談を行うとともに、首脳間で共同声明を
発出し、エネルギーを含む様々な経済分野での協力
関係を強化することで合意しました。また、2012年
5月にはイラクの石油製品の品質向上と需給ギャップ
の緩和、環境負荷の低減・関連技術の移転を目的とし
て、ベイジ製油所改良計画の調査・設計業務（約27
億円）、及びバスラ製油所改良計画（約424億円）へ
の円借款供与を決定しました。

③日サウジアラビア協力
サウジアラビアは、世界有数の産油国かつ日本に
とって第1位の原油供給国です。また大きな余剰生
産能力を持つことから、国際原油市場の安定にも大き
な影響力を有しています。こうした中、我が国は同
国との間で、官民一体となってエネルギー分野にと
どまらない幅広い協力・関係強化を推進し、重層的な
関係を構築してきました。
2007年4月、サウジアラビアで喫緊の課題となっ
ている産業多角化・雇用促進に資するよう、タスク
フォースの設置を含む産業協力の実施について安倍
総理大臣とアブダッラー国王との間で合意し、同年7
月に「日本・サウジアラビア産業協力合同タスク
フォース」を設立しました。タスクフォースは、「投
資促進」、「人材育成協力」、「中小企業政策協力」を三
本柱に活動を展開し、後に再生可能エネルギー、原
子力、水等の分野にも産業協力のスコープを広げな
がら、具体的な成果を上げてきています。
2011年9月には、松下経済産業副大臣がサウジア
ラビアを訪問し、トルキー石油鉱物資源省顧問やハ
カミ経済企画副大臣等のタスクフォース関係者と会
談を行い、過去4年間の具体的な成果を確認するとと
もに、今後の協力範囲の拡大について合意しました。
また、人材育成協力により設立されたサウジ電子機
器・家電製品研修所の開所式典に出席するとともに、

今後の協力の柱の一つとなる水分野について、両国間
の包括的協力に関する覚書に署名しました。
同10月には、枝野経済産業大臣がサウジアラビア
を訪問し、ナイミ石油鉱物資源大臣、アブドルアジ
ズ同副大臣、トルキー石油鉱物資源省顧問、ゴサイ
ビ経済企画大臣、及びアリレザ商工大臣と会談を行い
ました。ここで、サウジアラビア側から原油市場の
安定化に向けた長期的コミットメントが表明される
とともに、産業協力の一層の充実と水、スマートコ
ミュニティ、スーパーコンピュータ等幅広い分野へ
拡大することに合意しました。
2012年2月には、日本・サウジアラビア産業協力
フォーラムが開催され、閣僚をはじめとした政府関
係者及び多くの両国企業幹部が参加し、投資促進、人
材育成協力、中小企業政策協力、再生可能エネル
ギー、水、都市開発等、幅広い分野での二国間の協
力について活発な議論が行われました。また同
フォーラムでは、枝野経済産業大臣、松下経済産業
副大臣及びタウフィーク商工大臣、ジャーセル経済
企画大臣、ヤマニKACARE（アブドッラー国王原
子力・再生可能エネルギー都市）総裁等の立ち合い
の下、水や再生可能エネルギー、省エネルギー、ス
マートコミュニティ等の分野で八つの覚書が作成さ
れました。更に枝野経済産業大臣はこれらのサウジ政
府閣僚と会談等を行い、二国間の経済、エネルギー
分野での協力について意見交換を行いました。
引き続き2月に東京で開催された日本－サウジアラ
ビア合同委員会では、日本側は枝野経済産業大臣と玄
葉外務大臣が、サウジ側はジャーセル経済企画大臣
が議長として参加し、両国間の経済・貿易・投資、技
術協力、文化等幅広い分野にわたり、これまでの成
果の確認と今後の方策の協議を行いました。特にエネ
ルギー分野の協力では、両国は原油分野での協力継
続の希望を表明するとともに、エネルギー効率の改
善及び再生可能エネルギーの利用の重要性を確認し
た他、サウジ側から原子力及び再生可能エネルギー
に関する覚書の議論への関心が示されました。
2013年2月には、茂木経済産業大臣がサウジアラ
ビアを訪問し、ジャーセル経済企画大臣、タウ
フィーク商工大臣との会談では、二国間の産業協力
の枠組みについて、投資や人材育成等具体的な案件の
進展を確認し、5年間の枠組み延長の要請に応じるこ
ととしました。アブドルアジズ石油鉱物資源副大臣と
の会談では、我が国への石油の安定供給や、世界の
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石油市場の安定化に向けたこれまでの協力関係の維持
及び省エネルギー協力の強化を確認しました。ファ
ラジKACARE副総裁との会談では、原子力分野で
の人材育成や再生可能エネルギー分野での研究開発
等の幅広い協力を進めることについて一致しました。

④日カタール協力
カタールは、世界第3位の天然ガス埋蔵量を有す
る資源国であるとともに、日本にとって第3位の原
油輸入国、第２位の天然ガス輸入国です。カタール
とは、2006年11月に第1回日・カタール合同経済委
員会（麻生外務大臣及び甘利経済産業大臣とアティー
ヤ第二副首相兼エネルギー工業大臣が出席）を開催
し、その後毎年委員会を開催して二国間経済関係を更
に幅広く包括的なものにしていくために協議を重ねて
きました。
2012年10月には東京においてアティーヤ行政監
督庁長官（首相級）及びアル＝サダ・エネルギー工
業大臣との間で第6回日・カタール合同経済委員会
（枝野経済産業大臣及び榛葉外務副大臣出席）を開催
し、日本側から、東日本大震災に際するカタール側
からの支援（1億ドルの支援の供与及びLNG の追加
供給）に改めて謝意を示すとともに、天然資源の安定
供給等のエネルギー協力を含む様々な分野での二国
間協力の進展(外交関係樹立40周年行事、民間航空
分野での関係拡大、カタールでのインフラ開発に関
する協力)等を内容とする両国間の経済関係強化に関
する共同声明に署名を行いました。
2013年2月とカタール・アティーヤ行政監督庁長
官が来日し、茂木経済産業大臣と会談、インフラ輸
出に関する二国間協力、エネルギー調達に関する協
力依頼を行いました。

⑤日UAE協力
アラブ首長国連邦（UAE）は、日本にとって第2
位の原油輸入国であり、我が国の自主開発原油の約4
割が存在する資源国です。我が国との間では、要人
の往来が活発に行われており、様々な分野での協力
を推進してきました。
2011年11月には、枝野経済産業大臣が同国を訪問
し、マンスール副首相（アブダビ首長弟）、ハル
ドゥーン・アブダビ首長国執行関係庁長官、ダーヒ
リ最高石油評議会事務局長、スウェイディ・アブダ
ビ国営石油会社（ADNOC）総裁と会談を行い、我が

国エネルギー企業の油田権益の延長・新規参入につ
いて働きかけを行うとともに、二国間関係の強化に向
けた人材育成や投資促進に関する協力について意見交
換を行いました。
また、原子力分野においては、日・UAE原子力協
定の交渉については、協定案文が実質合意済みとなっ
ています。
2013年2月には、茂木経済産業大臣が同国を訪問
し、マンスール副首相、ダーヒリー最高石油評議会
事務局長等の石油権益に関係する政府高官と会談を行
い、2018年に期限を迎える海上油田権益の更新に向
けた働きかけ、及び今後の原子力協力についての意見
交換を行いました。副首相からは、官民経済ミッ
ションの相互訪問の提案があり、合意しました。ハ
ルドゥーン・アブダビ首長国執行関係庁長官との会
談では、原子力協力の推進が重要との認識で一致しま
した。また、茂木経済産業大臣とアブダビ側要人の
立会いの下、国際協力銀行（JBIC）・邦銀による
ADNOCへの30億ドルの協調融資、ADNOCから5
年間で500人の研修生受入れ、日本への留学を支援
する相談員の常駐など、10件の文書への署名が行わ
れ、エネルギー分野に限らない幅広い協力案件の進
展を確認しました。

⑥日ヨルダン協力
ヨルダンは、2030年にエネルギー自給率100％を
目標とし、また、水不足解消を図る海水淡水化のた
め、2019年に1基の原子力発電所の運転開始を目指
しています。このため、日本は、ヨルダンにおいて、
核不拡散や安全が確保され、円滑に原子力発電が導入
されるよう支援しました。2009年4月、石田資源エ
ネルギー庁長官とヨルダン国王陛下とともに来日中
のスハイル・アル＝アリ計画・国際協力大臣との間
で、原子力協力を進めていく旨の協力に関する文書
（MOC：Memorandum of Cooperation）に署名しま
した。本文書に基づき、原子力発電所建設サイト選
定に関する専門家派遣等の協力を実施しました。
また、中山経済産業大臣政務官が2010年11月に
ヨルダンを訪問した際には、IFNEC閣僚級会合にお
いて我が国の経験と知見を生かしながら各国と協力す
ることを表明しました。併せて、リファーイ・ヨル
ダン首相及びトゥーカン・ヨルダン原子力委員会委
員長と会談を行い、原子力発電所建設プロジェクト
について話し合われました。
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原子力分野においては、ヨルダンは、2011年3月
の東日本大震災後も原子力発電導入の意思を示してお
り、原子力発電導入に係る入札手続等原子力発電導入
に向けた取組を進めています。また、2012年2月に
日・ヨルダン原子力協定が発効しました。

⑦日カザフスタン協力
カザフスタンは、世界第2位のウラン資源埋蔵量を
有する資源国であり、カザフスタンから我が国へのウ
ラン供給拡大の潜在性は大きなものがありました。ま
た、同国は、日本のような、ウラン鉱山開発のみな
らず原子力産業・技術の高度化等広範囲な分野の協力
関係構築ができる国との協力関係拡大を目指していま
した。このような背景から、我が国は同国との間で
官民による協力・関係強化を推進してきました。
原子力分野では、2007年4月に総勢150名からな
る官民ミッションがカザフスタンを訪問し、参加し
た日本企業がカザフスタンの国営原子力会社と関係を
深め、共同でウラン鉱山開発が始まりました。その
結果、2011年度の同国からの我が国へのウラン調達
量は世界第6位、全体の7％を占めるまでになりまし
た。
また、ウラン残渣からレアアースを回収するプロ
ジェクトの検討も始まり、その結果、2009年10月
にカザフスタンで開催された日カザフスタン経済官民
合同協議会において、日本企業とカザフスタン企業に
よる共同開発が決定しました。2012年11月には日本
企業とカザフスタン企業の合弁によるレアアース分
離精製工場が開所し、プロジェクトが進展しました。
また、2011年5月には日・カザフスタン原子力協
定が発効しました。
更に、2011年11月には原子力安全に関する制度整
備等への支援を目的とした専門家の招聘事業を実施し
ました。
石油・天然ガス分野においては、我が国企業がカ
シャガン油田開発に参加しました。可採埋蔵量が約
100億バレルあると言われる巨大油田であり、政府と
してもファイナンス面等の支援を行いました。
2012年5月には枝野経済産業大臣が同国を訪問し、
また、2013年2月には日・カザフスタン経済官民合
同協議会を東京にて開催し、エネルギー分野を含む
両国間の経済協力関係を発展させていくことで一致し
ました。

⑧日ポーランド協力
ポーランドでは、電源構成の中で石炭火力が93％
を占め、かつ石炭火力発電設備のうち3割以上が30
年以上経過した老朽設備という現状で、省エネル
ギー、大気汚染防止及び二酸化炭素排出量削減が大
きな課題となっています。
このような背景から、ポーランド側は日本のク
リーンコールテクノロジーに対して強い関心を示し、
2009年から官民ミッションの派遣や、セミナー等を
開催しており、2011年度は11月に現地でのCCTセ
ミナーを開催したほか、2012年2月にポーランド電
力会社等から23名の研修生を招聘し、今後のクリー
ンコール技術分野での協力について意見交換を行い
ました。
原子力分野では、2010年3月、直嶋経済産業大臣
とパヴラク副首相との間で、原子力発電導入に向けた
協力を進めていく旨の協力の枠組みを定めた協力文書
（MOC）に署名しました。また、本文書に基づき、
2012年2 月、東京電力㈱福島第一原子力発電所事故
時の対応に関するセミナー開催への協力を実施しま
した。

⑨日トルコ協力
原子力分野では、2010年12月に、大畠経済産業大
臣とユルドゥズ・エネルギー天然資源大臣との間で、
原子力発電の開発、廃棄物の取り扱い及び原子力産業
の技術的発展を準備・計画・推進、IAEA基盤整備
マイルストーンに従った原子力発電及び関連技術に
係る人材育成・基盤整備、原子力発電に対する国民の
信頼醸成のための広報等についての協力のための「経
済産業省とトルコ・エネルギー天然資源省との間の
トルコにおける原子力発電開発に関する協力文書
（MOC）」に署名しました。トルコは、2011年3月の
東日本大震災後も原子力発電導入の意思を示してお
り、原子力発電導入に向けた取り組みを進めていま
す。また、日・トルコ原子力協定は2012年3月に実
質合意に至りました。

⑩日クウェート協力
原子力分野では、2010年9月に、原子力発電開発
の準備・計画・推進に対する支援、IAEA基盤整備
マイルストーンに従った原子力発電及び関連技術に
係る訓練・人材育成・基盤整備、原子力発電に対する
国民の信頼醸成のための広報等についての協力のため
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の「日本国経済産業省とクウェート国家原子力委員
会との間のクウェートにおける原子力発電開発につ
いての協力文書（MOC）」に署名しました。他方で、
クウェートは、2011年7月、東京電力㈱福島第一原
子力発電所事故を踏まえ、原子力技術の保有や原子力
発電の追求を切望しない、と表明しました。
石油・天然ガス分野では、2010年7月、JOGMEC
とクウェート石油公社（KPC）との間で、CO2-EOR
（二酸化炭素を利用した原油増進回収技術）を中心と
した先進的な石油・天然ガスの探鉱生産技術に関する
協力事業に関する覚書を作成しました。JOGMEC 
は、この覚書に基づき、KPC との間で、更に具体的
な事業内容に関する協議を進めています。
また、2012年4月、財団法人国際石油交流（JCCP）
とクウェート科学研究所（KISR）との間で原油随伴
水の処理、有効利用と石油プラント腐食防食プロジェ
クトに関する技術共同事業の2件の協力合意が署名さ
れています。

⑪日モザンビーク協力
モザンビークは、優良な原料炭、天然ガス、レア
メタル等の天然資源が豊富に埋蔵されており、日本へ
の新たな供給源として期待されています。2012年2
月に枝野経済産業大臣とビアス鉱物資源大臣との間
で、資源分野における戦略的パートナーとして両国
間の関係強化を進めることに合意し、協力文書に署名
がされました。これにより、今後、定期的な官民に
よる資源政策対話、資源分野の人材育成等を進め、両
国間の関係強化を深化させることを両大臣間で確認し
ました。また、同2月、アリ首相と野田総理大臣と
の首脳会談において、石炭や天然ガス等の資源分野に
おける協力関係を一層強化することを確認しました。
更に10月には、松宮経済産業副大臣がモザンビー
クへ訪問し、「第1回日本・モザンビーク資源分野官
民政策対話」を開催しました。政策対話では松宮経済
産業副大臣及びノールマホメッド鉱物資源副大臣の
他、両国政府機関及び民間企業から約60名が参加し、
石炭や天然ガス開発について意見交換が行われまし
た。また、ゲブーザ大統領、ヴァキナ首相と会談を
行い、日本企業が参画しているプロジェクトへの協
力要請、及び石炭産業発展5カ年プラン等我が国から
の提案を紹介しました。

⑫日リトアニア協力
リトアニアは、エストニア、ラトビア、ポーラン
ドをパートナーとしてビサギナス原発建設を計画し
ています（ただし、ポーランドは2011年12月に参
加凍結を発表）。2011年7月、日本企業（㈱日立製作
所）が戦略的投資家として選定され、優先交渉権を獲
得しました。2012年2月のクビリウス首相訪日に際
して実施された日・リトアニア首脳会談では、野田総
理から、東京電力㈱福島第一原発事故の経験・教訓を
共有し、リトアニアの原子力安全の向上に協力したい
旨述べました。3月には、㈱日立製作所とリトアニ
ア・エネルギー省との間で、本計画の権利・責任関
係等の主要点に関する事業権益合意が合意に至り、6
月には、リトアニア議会が同合意を承認しました。

第2節
国際エネルギー枠組みの活用

1．多国間枠組みを通じた協力
（1） 主要消費国との国際協力
①IEAにおける協力
IEA（国際エネルギー機関）は、1974年11月、第
一次オイルショックを契機として、アメリカの提唱
により石油消費国間の協力組織として設立されまし
た。当初は、IEP（国際エネルギー計画）協定に基づ
く石油の90日備蓄義務及び緊急時対応をはじめとす
るエネルギー問題解決のための国際協力が主な活動
内容でしたが、現在では、エネルギー安全保障、環
境保全、経済成長（3E）の同時達成という観点から、
①低炭素技術の開発促進・省エネ、低炭素技術の開
発・普及のための政策提言、低炭素技術R&Dのため
の技術協力、②国際石油市場、世界エネルギー需給、
エネルギー技術等の見通しの策定、公表、③中国、
インド、ロシアを含む新興途上国、産油国等との協
力の構築、④国別エネルギー政策の審査、勧告の実
施など幅広い活動を展開しています。現在の加盟国
は、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カ
ナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フラン
ス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、
イタリア、日本、ルクセンブルグ、オランダ、ニュー
ジーランド、ノルウェー、ポルトガル、韓国、スペ
イン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、アメ
リカ、スロバキア、ポーランドの計28カ国です。
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IEAは2年に一度閣僚理事会を開催しており、直
近では2011年10月にパリにて開催された閣僚理事
会に枝野経済産業大臣、中野外務大臣政務官が出席し
ました。なお、今回からIEA加盟28カ国に加え、
前回も参加した中国、インド、ロシアとともに、初
めてインドネシア、ブラジル、メキシコ、南アフリ
カの4カ国が参加しました。本閣僚理事会では、気
候変動問題への対処や原油価格の乱高下等の長期的な
エネルギー課題に加え、メキシコ湾原油流出事故や
東京電力㈱福島第一原子力発電所事故といった重大
な出来事により、IEA設立以来の基本的使命である
エネルギー安全保障の重要性が再認識され、各国協
力の重要性が強調されました。同時に、持続可能な
低炭素グローバル社会に速やかに移行しなければな
らない緊急性が共有されました。
また、IEAは石油供給途絶等緊急時の対応策を整
備しており、①湾岸戦争時（1991年）、②ハリケー
ン・カトリーナ来襲時（2005年）、③リビア情勢不安
定化時（2011年）に加盟国で協調して石油の備蓄放
出等を実施しました。直近のリビア情勢不安定化時に
は、加盟28カ国の合意に基づき、2011年6月23日
に総量6,000万バレルの石油備蓄放出を決定し、我が
国は、IEAから提示された割り当てに基づき、石油
備蓄法に基づく民間備蓄義務量を70日分から67日分
に引き下げることにより対応しました。

②IPEEC（国際省エネ協力パートナーシップ）にお
ける協力
IPEEC（国際省エネ協力パートナーシップ）は、
我が国のイニシアティブにより2009年5月にイタリ
アで開催されたG8エネルギー大臣会合で設立されま
した。2010年には5月にワシントンで第1回政策委
員会が開催され、初代事務局長も就任し、その活動
を本格的に開始しました。IPEECには、現在、G8、
中国、インド、ブラジル、メキシコ、韓国、オース
トラリア、EUが参加していますが、IEAの知見及び
能力を十分に活用することが求められました。IEA
にとっても、IPEECは、非加盟の新興国と省エネル
ギーについて密接に議論できる場として重要な場と
なりました。我が国は、省エネルギー推進のための
エネルギー管理（産業分野中心）を推進することを
目的として、エネルギー管理行動ネットワーク
（EMAK）を中国とともに主導しています。

③ヨーロッパとの協力
2008年6月に経済産業省と欧州委員会研究総局に
より、革新的なエネルギー技術に関する連携を強化
していくことにつき一致しました。これを踏まえ、太
陽光発電、蓄電、CCSを協力分野とすることに合意
しました。特に、太陽光発電の分野においては、双
方の研究機関により共同で、4年間、日本総額6.5億
円、EU総額500万ユーロをかけた研究を2011年6
月から実施中です。

（2） 生産国と消費国の対話
①IEFにおける対話
IEF（国際エネルギーフォーラム）は、世界の主
要産油国・消費国のエネルギー担当大臣とIEA、
OPECをはじめとする国際機関の代表が一堂に会す
る重要な「産消対話」の場です。1991年7月の第一
回国際エネルギーフォーラム（IEF）以降、1～2年
に一回開催され、これまでに計十二回開催されていま
す。我が国は1991年の第一回会合以来の主力メン
バー国として、2002年9月に第八回会合を大阪で主
催し、またIEF事務局の設置（2003年12月）、その
後の運営にあたり、事務局理事会メンバー国として
積極的に貢献しました。
2011年2月22日には、産消対話20周年を記念し、
サウジアラビア（リヤド）にてIEF特別閣僚会合が
開催され、産油国と消費国あわせて86ヶ国の閣僚が
集いました。我が国からは伴野外務副大臣と中山経済
産業大臣政務官が出席し、不安定な石油市場の状況が
続くことによる世界経済へのマイナス影響を懸念し、
生産国と消費国がそれぞれ市場の安定化に向けて必要
な行動をとるべきことを強調し、各国は石油市場の安
定化に向けて産消双方が協力していくことを再確認し
ました。
更に、産消対話及びそれを担う組織や機能を強化す
るための「IEF憲章」が承認されました。
2012年3月、第13回閣僚級会合がクウェートに
て開催され、我が国から牧野経済産業副大臣及び中野
外務大臣政務官が出席したほか、世界73カ国の代表、
IEAやOPEC等の主要なエネルギー関係国際機関の
事務局長等が参加しました。当会合では、出席者は
石油価格の過度の乱高下への懸念を共有するととも
に、エネルギー市場における透明性の更なる向上、
地域的な枠組みでの対話の促進等の重要性について確
認しました。
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2013年 1月、リヤドのIEF事務局にて、第3回
IEA-IEF-OPEC合同シンポジウムが開催され、IEA、
OPEC双方の中期、長期的なエネルギー需要見通し
について協議を行いました。

②アジア・エネルギー産消国閣僚会合
アジア・エネルギー産消国閣僚会合は、アジアの
主要な資源国と消費国が一同に会し、国際的なエネル
ギー問題、アジア地域のエネルギー安全保障の課題
等に焦点を当て率直な議論を行い、信頼関係構築を図
ることを目的として、2005年以降、隔年で開催され
てきました。
2011年4月には、クウェートにおいて第4回アジ
ア産消国閣僚会議が開催され、我が国からは経済産業
審議官が出席しました。議長国のクウェート、副議
長国の韓国をはじめ、18ヶ国のアジア・中東地域の
エネルギー担当閣僚及び3つの国際機関が参加して、
エネルギー需要が増大するアジアにおけるエネル
ギー市場の安定化のための取組等について、生産国・
消費国間の対話を行いました。

③IRENA（国際再生可能エネルギー機関）における
協力
IRENAは、再生可能エネルギーの普及・利用促進
を目的として設立された、IEA、IAEAに次ぐ第3
のエネルギー分野の国際機関であり、我が国は、
2010年7月から正式に加盟しました。事務局はUAE
のアブダビに設置されています。IRENAの主な活動
は、①加盟国の政策、制度、技術、成功事例の分析・
体系化、②他の政府・非政府機関等との協力、③政
策助言、④技術移転、⑤人材育成、⑥資金に関する
助言、⑦研究ネットワークの展開、⑧国際的技術基
準の作成等です。
2011年4月には、第1回の総会がアブダビで開催
され、これをもって正式に設立されました。以来、
我が国は21カ国からなる理事国の一員として、
IRENAの活動に積極的に貢献しています。2013年1
月には第3回総会が同じくアブダビで開催され、我が
国からは城内外務大臣政務官が出席しました。
IRENAの中長期的な戦略や再生可能エネルギー開発
におけるファイナンス・経済効果等、再生可能エネ
ルギーの世界的な普及のために必要な政策について
幅広く議論されました。

④クリーンエネルギー大臣会合
2010年7月、アメリカ（ワシントンD.C.）におい
てクリーンエネルギー大臣会合が開催され、増子経
済産業副大臣が出席しました。24カ国から担当閣僚
等が一同に会し、世界のクリーンエネルギー技術の
発展、利用を加速させるための政策について議論を行
いました。本会合において、日米が共同提案した「エ
ネルギー効率向上に関する国際パートナーシップ
（GSEP）」を含め、合計11のイニシアティブが提案
され、日本は、スマートグリッド、電気自動車等に
係る7つの協力イニシアティブを関係国とともに進
めていくこととなりました。
2011年4月、アブダビにおいて第2回クリーンエ
ネルギー大臣会合が開催され、我が国からは経済産
業審議官が出席しました。議長国のUAE及び米国の
ほか、24ヶ国の担当閣僚等が出席し、クリーンエネ
ルギー技術の発展・普及等について議論を行いまし
た。2012年4月にはロンドンにおいて第3回クリー
ンエネルギーが開催され、我が国からは牧野経済産
業副大臣が出席しました。24カ国の担当閣僚が出席
した閣僚会合に加え、世界各国から約70社の民間企
業関係者が参加した官民ラウンドテーブルも実施し、
クリーンエネルギー技術の発展・普及等について議
論を行いました。

第3節
各エネルギー分野における協力

1．石油・ガス分野における協力
（再掲　第2章第1節3．（2）　参照）

2．電力・ガス分野における協力
（1） 技術協力の推進
①国際協力機構（JICA）専門家の派遣
長期専門家及び短期専門家を開発途上国に派遣し
て、その国の経済・社会開発の中心となる行政官や技
術者に対し、電力政策立案への助言や電源開発計画策
定支援を行い、その国の実情に即した技術を移転する
とともに提言を行いました。また、開発途上国の電
力安定供給や電化率向上への取組を指導し、人材育成
支援や、組織・制度整備に貢献しました。
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第3節　各エネルギー分野における協力

②JICA研修員受入（集団研修事業の実施）
開発途上国から国造りの担い手となる研修員を我が
国に受け入れ、電源開発や電力基盤整備を着実に推進
できるよう技術や知見を供与するとともに、研修で得
た成果を自国で適用するための行動計画について策定
補助・指導を行いました。電力分野では、①安定供
給型水力発電、②ガスタービン・蒸気タービン（石
炭）火力発電、③配電網整備、④電力輸送効率化、
⑤原子力発電基盤整備計画等の研修を実施しました。

③JICA開発調査の実施
開発途上国の社会・経済発展に役立つ公共的な事業
である電力分野の開発計画の策定を支援するととも
に、その過程で相手国のカウンターパートに対して、
計画策定方法、調査・分析技術等の技術移転を1実施
しました。

④JICA技術協力プロジェクト
専門家派遣、本邦研修、機材供与等をプロジェク
ト目標達成のために最適な組み合わせを選択して人材
養成や技術普及等の活動を実施しました。

3．省エネルギー・新エネルギー分野における協力
エネルギー安定保障の確保、地球温暖化対策の観
点から、大幅なエネルギー需要の伸びが見込まれる
アジア地域を中心とした開発途上国等の省エネルギー
の促進・再生可能エネルギーの導入拡大に資する協
力を実施しました。
（制度構築、人材育成支援等）
2007年1月の第二回東アジアサミットで表明した

「日本のエネルギー協力イニシアティブ」や、2009
年4月に開催されたアジア・エネルギー産消国閣僚
会合での合意や、その他二国間での合意に基づいた受
入研修・専門家派遣による省エネ・新エネ人材育成協
力を実施しました。また、中国・インド・ベトナム・
ロシア等の研究機関と我が国研究機関による政策共同
研究により、相手国の今後の政策立案に資する両国の
省エネ政策比較や多消費産業のエネルギー削減可能
性推定等の成果を上げました。

4．石炭分野における協力
（再掲　第9章第1節　1.（1）（2）、2.（1）（2）参照）
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第1節
国民との相互理解の促進

1．エネルギー広聴・広報の取組
（1） エネルギー広聴・広報の役割
エネルギーは、国民生活や経済活動の基盤をなす
ものであることから、国民一人一人が自らの問題とし
て考え、そして行動することが、エネルギーをめぐ
る様々な課題を解決する上で重要です。したがって、
エネルギー政策は、他の分野にも増して国民各層と
の相互理解の下に進めていくことが求められます。
このため、国民、国、地方公共団体、事業者、エ
ネルギー生産地・消費地等様々な主体間で、様々な
視点や立場からエネルギーに関する多様なコミュニ
ケーション、議論が行われることが重要になります
が、国は、まずエネルギーに関する国民の知りたい
情報は何かを把握するために、広聴（考えの把握）を
行い、それを基にして、国民に対する説明責任を全
うするとともに、国民がエネルギーに対する理解と
関心を深めることができるようエネルギーに関する
情報の積極的な公開や分かりやすく目に見えるエネル
ギー広聴・広報活動に努めることが重要です。さら
にこのような広聴・広報事業を効率的、効果的に実施
することも必要です。

（2） 情報・知識の内容
国民一人一人に届ける情報・知識の内容として、世
界のエネルギー動向や、国内でエネルギーが輸入さ
れ電気やガソリン等に形態を変えながら利用者に届く
過程等、エネルギー対策の必要性やその内容を国民
自らが考えることをサポートできる情報を提供しま
した。
その際、内容が偏らないよう様々な立場からの見
方を含める等客観的な情報とすること、正確にかつ分
かりやすく伝えることに努めました。

（3） 広聴・広報活動の具体的取組
国は、世論調査、パブリックコメントやホーム
ページへの意見投稿受付等の活用により、エネル
ギー政策に対する国民のニーズ・考え方を把握する
ことに努めるとともに、広報を実施する際には、国
民の興味・関心に沿ったきめ細かい事業を展開しま
した。

2．エネルギー教育に関する取組
将来、エネルギーを利用し、そのエネルギー源を
選択し、エネルギー技術開発を担うのは、まさに現
在の児童生徒であり、児童生徒一人一人がエネルギー
を取り巻く諸情勢に関する正確な知識と科学的知見を
深め、エネルギー問題に関する総合的な見方・考え
方を育成し、自ら考え、判断する力を身に付けられ
るようにしてきました。また、学校卒業後において
もエネルギーに関する興味・関心が持続できるよう、
生涯学習活動のなかにエネルギーに関連した活動を
位置付けていくことにも取り組んできました。
学校教育においては、従来から児童生徒の発達段階
に応じ、社会科や理科、総合的な学習の時間等にお
いてエネルギーについての学習が行われていますが、
小・中学校の学習指導要領については2007年度、高
等学校の学習指導要領については2008年度にそれぞ
れ改訂され、社会科や理科を中心に、エネルギーに
関連する内容の一層の充実が図られました。なお、新
学習指導要領は、小学校では2011年4月、中学校で
は2012年4月にそれぞれ全面実施、また、高等学校
では2013年度入学者から年次進行で実施することと
されました。

3．2012（平成24）年度において国民
との相互理解の促進に関して講じた
施策

（1） エネルギー全般に関する知識の普及
国民一人一人がエネルギーに対する関心を高め、
正確な知識を身に付けられるよう、国として国民の意
見や考えを把握するとともに適正かつ正確な情報提供

第10章
国民との相互理解の促進と人材の育成

01本文_第3部2id6.indd   26801本文_第3部2id6.indd   268 13/06/21   10:1513/06/21   10:15
プロセスシアンプロセスシアンプロセスマゼンタプロセスマゼンタプロセスイエロープロセスイエロープロセスブラックプロセスブラック



269

第2節　国民との相互理解の促進

269

第
10
章

をあらゆる機会を通じて継続的に行っていくことが
重要との認識のもと、イベントの開催、パンフレッ
トの配布、メールマガジンの配信等、様々な広聴・
広報を行いました。

（2） 国民との相互理解を深めるための取組と立地
地域との共生への取組

（再掲　第3章第2節2．（1）　参照）

（3） 省エネルギーに関する情報提供
（再掲　第5章2．（4）①　参照）

（4） 再生可能エネルギーに対する理解促進
（再掲　第3章第1節2．（3）④　参照）

（5） 石油流通に関する情報の普及
石油製品は産業、国民の生活に深く関わっており、
価格や供給の状況はそのそれぞれに大きな影響を及ぼ
します。安定した石油製品の流通を確保するために
は、石油関連事業者だけでなく、トラック事業者を
はじめとした石油製品の需要家等に対し日頃から石油
に関する情報を広く普及し、正しい理解を得ることが
重要です。そのため、国際情勢、国際市況動向、国
内石油製品の価格・需給動向など石油製品のマー
ケットの状況について理解を深めるための講習会を
全国で70回以上開催、パンフレットの作成・配布等
により、積極的に石油流通に関する情報の普及啓発を
図りました。

（6） エネルギー・環境会議における国民的議論の
実施 11

（再掲　第1部第2章第3節（1）　参照）

第2節
人材の育成

1．人材の育成に関する取組
エネルギー・環境分野については、新たな需要や
雇用を創出し得る分野としての期待が高く、国際競争
も既に激化しています。我が国としてもエネル
ギー・環境分野には経済成長の牽引役として期待して

おり、この分野を担う人材を確保・育成していくこと
が重要です。
また、我が国の優れた低炭素技術を海外に展開した
り、資源小国である我が国が資源確保を進めたりして
いく上では資源国等の関係国との関係強化を図って
いくことが重要であり、関係国における人材育成にも
積極的に取り組んでいくことが求められています。
このため、産学官の連携による教材・講義プログラ
ムの開発、インターンシップ派遣等を実施し、大学
等における人材育成の取組を推進したり、海外への専
門家派遣や研修員の受入などを通じて海外人材の育成
に取り組みました。

2．2012（平成24）年度において人材
育成に関して講じた施策

（1） 多国間枠組を通じた人材育成
APEC域内から研修生を受け入れ、エネルギー
データの収集、統計整備等についての研修を行うと
ともに、一部に専門家を派遣し、研修内容のフォロー
アップを行いました。また、東アジアサミットの枠
組では、省エネルギーの推進を目指した研修事業の
実施及び専門家派遣や、バイオマスエネルギーの推
進を目指した研修事業を実施しました。

（2） 国際エネルギー使用合理化等対策事業
エネルギー消費の著しい伸びが予想される中国、
インド等のアジアを中心とした開発途上国及び中東等
の資源国に対し、省エネルギー対策及び再生可能エ
ネルギー導入の促進に資する法制度等の整備及び執
行等に関して、相手国政府の政策立案担当者の受入研
修や専門家派遣を通じて支援を行いました。

（3） 産炭国石炭採掘・保安技術高度化事業
（再掲　第2章1節4．（1）④　参照）

（4） 産油国等石油交流人材育成事業、産油国等石
油関連産業基盤整備・国際共同研究事業及び
国際石油交流連携促進事業

（再掲　第2章1節3.（2）③　参照）

（5） 国際資源開発人材育成事業
（再掲　第2章1節4．（1）⑤　参照）

11　平成二十三年度エネルギーに関する年次報告第一部第４章にも記載しています。
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（6） 原子力人材の育成
原子力人材育成ネットワーク（2010年11月設立）
は、東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故を踏まえ
て、今後の活動方針・方向性に関して、「東京電力福
島原子力発電所事故を踏まえた原子力人材育成の方向
性について」と題するネットワークの提言メッセー
ジを発信しました。

原子力人材ネットワーク提言書メッセージ
―東京電力福島原子力発電所事故を踏まえた
原子力人材育成の方向性について―

1.　原子力安全・防災、危機管理、放射線など専門知見を有す
る人材の確保
2.　現場技術者・技能者の確保
3.　原子力を志望する学生・若手研究者の確保
4.　国際人材の育成
5.　放射線の知識に係る対話の強化

この提言を受け、原子力安全・防災、危機管理、
放射線など専門的知見を有する人材等を確保・育成す
るため、大学院・大学・高等専門学校における原子力
人材育成の取組を支援する「原子力人材育成プログラ
ム」や産学官の原子力関係機関が機関横断的に連携
し、効果的・効率的・戦略的に人材育成を行う取組を
支援する「国際原子力人材育成イニシアティブ」等
を実施しました。
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