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第1節
国際展開の推進
世界のエネルギー需要の重心がアジアにシフトし
ていることや、天然ガス、再生可能エネルギー、原
子力の利用拡大等エネルギー源の多様化、地球環境
問題への対応など、世界のエネルギーを巡る課題が
拡大、深化し、一層複雑化してきています。
こうした状況の中、我が国が厳しいエネルギー制
約の中で蓄積してきた技術やノウハウを世界に普及し
ていくため、こうした技術やノウハウを統合化して、
高効率石炭・LNG火力発電、再生可能エネルギー・
省エネルギー技術、原子力、スマートコミュニティ
等のインフラという形で国際展開を推進していくこと
が重要です。
2013年においては、案件形成や実証事業を進める
とともに、金融面における制度改正を図ることで、こ
うしたエネルギー・環境分野での国際展開の取組を進
めました。
また、途上国への温室効果ガス削減技術・製品・イ
ンフラ等の普及を通じ、実現した温室効果ガス排出削
減・吸収への日本の貢献を定量的に評価し、日本の削
減目標の達成に活用するため、「二国間オフセット・
クレジット制度（JCM：Joint	Crediting	Mechanism。
以下「JCM」という。）」と呼ばれる制度の構築に取
り組みました。

＜具体的な主要施策＞

1．案件形成・実証等の支援
（1）案件形成、事業実施可能性調査
①エネルギー需給緩和型インフラ・システム普及
等促進事業【2013年度当初：12.9億円】
スマートコミュニティ分野や電力分野等の省エ
ネ・再エネインフラ設備の新興国等への導入を促進す
るための事業実施可能性調査を実施しました。

②石炭高効率利用システム案件等形成調査事業（再掲
第3章第4節1．（3）②　参照）

（2）人材育成等
①国際エネルギー使用合理化等対策事業委託費
【2013年度当初：14.1の億円の内数】
省エネルギー・再生可能エネルギー・スマートコ
ミュニティに係る我が国の技術・システムの普及に
向けた環境を整備するため、新興国等を中心に、人
材育成を通じた省エネルギー対策や再生可能エネル
ギー導入に関する制度構築支援や、各国動向調査、
政策共同研究等を実施しました。

②原子力発電導入基盤整備事業補助金【2013年度
当初：2.1億円】
東京電力福島原子力発電所事故で得られた教訓等を
念頭におきつつ、原子力発電を導入しようとする国々
において、原子力安全規制体系や核不拡散体制等の整
備、強化を行い、原子力発電の導入のための基盤整
備が適切に実施されるよう、原子力専門家の派遣や受
入等により、法制度整備や人材育成等を行いました。

③原子力発電所安全管理等人材育成事業【2013年
度当初：1.3億円】
東京電力福島原子力発電所事故で得られた教訓等を
念頭におきつつ、中国、ベトナム等において原子力
発電の運転・保守管理に携わっている、又は、将来
携わる人を対象として、我が国において原子力発電所
の運転シミュレータを利用した研修等を実施したほ
か、我が国の原子力発電の運転管理等の専門家を中
国、ベトナム等に派遣し、現地でセミナーを開催し、
より一層の原子力発電の安全運転管理技術等の習得を
促しました。

④気候変動対応クリーンコール技術国際協力事業
（再掲　第3章第4節1．（3）①　参照）
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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83の企業・団体（2014年3月
時点）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、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、
④官民連携を強化するための新たな枠組の構築、等が
行われました。

２．金融面からの支援
（1）NEXIの機能見直し【制度】
日本企業が参画する海外での資源開発等のプロジェ
クトに対する資金調達を円滑化し、本邦銀行の海外拠
点や外国銀行からの融資を新たに貿易保険の対象とす
る措置を含む「貿易保険法の一部を改正する法律案」
が、2014年2月に閣議決定され、国会へ提出されま
した。

（2）JICAの機能強化【制度】
2013年4月、日本の強みを活かせる分野について、

「環境」「人材育成」に「防災」「保健・医療」を新た
に追加の上、これら分野の金利を引き下げたり、本
邦技術活用条件（STEP）について、本邦企業の海外
子会社も新たに適格とする等の円借款に係る制度改善
を実施しました。また、「インフラシステム輸出戦略」
に基づき、円借款の柔軟化に向けた検討を進め、途
上国におけるPPP案件への日本企業参画を後押しす
べく、同年10月にはインフラ整備事業に対する途上
国政府の出資を補う円借款（Equity	Back	Finance）
や事業運営権獲得を視野に入れた有償資金協力を含め
たパッケージ支援（Viability	Gap	Funding）を導入
しました。

3．二国間オフセット・クレジット制度
（JCM）の構築

（1）JCM制度の構築【制度】
2013年1月に、モンゴルとの間で初めてJCM実施
に係る二国間文書に署名したのを皮切りに、2014年
3月までに10か国（モンゴル、バングラデシュ、エ
チオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、

（3）我が国技術・システムの実証
○国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証
事業【2013年度当初：205.0億円の内数】
省エネルギー・再生可能エネルギー・スマートコ
ミュニティの国際的な普及の観点から、我が国の技
術・システムについて、海外における共同実証を実施
しました。さらに、実証成果を商業ベースでの普及
拡大につなげるため、相手国政府による普及努力義務
等の合意形成を行う等の各種普及支援についても実施
しました。

（4）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
「スマートコミュニティ」の取組が国際的に拡大す
る中で、我が国の優れたスマートグリッド関連技術
を中核としたスマートコミュニティ等の国際展開を
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：独立
行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（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、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。また、事業実現に向けた動
きを加速化するため、2013年 12月、国際連携サブ
ワーキンググループの下にバンドンタスクフォース
を設置し、両国の産学官共同によるインドネシア・バ
ンドン市のマスタープラン策定に着手しました。

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
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インドネシア、コスタリカ、パラオ）との間で、二
国間文書への署名を行いました。2013年11月には、
2016年までに署名国を16か国に増やすことを目指
し、関係国との協議を加速していくことを表明しました。
2013年 11月に開催されたCOP19では、日本と
JCM導入に署名した8か国（当時）の代表が一堂に
会したJCM署名国会合が開催され、各国との間で
JCMプロジェクト形成を精力的に推進していくこと
を確認しました。また、各国代表者によるスピーチ
においてモンゴル及びベトナムの代表から、JCMに
対する高い期待が表明されました。

（2）JCMプロジェクトの形成の支援
①地球温暖化対策技術普及等推進事業【2013年度
当初：35.1億円】
JCMの実施に合意した相手国において、低炭素性
能に優れた我が国の技術・機器等の導入によるCO2
排出削減のモデル・プロジェクトを行い、削減効果
を計測・検証することで、我が国技術・機器等の高い
排出削減効果を実証するとともに、排出削減プロジェ
クトの発掘・組成を行い、相手国での普及につなげる
ための事業を行いました。

②地球温暖化対策技術普及等推進事業委託費【2013
年度当初：3.2億円】
相手国の省エネ・低炭素化を図るため、相手国の実
情・ニーズに合わせて我が国の技術・製品等を導入

する排出削減プロジェクトの発掘・組成を行い、当
該プロジェクトにおける実現可能性や排出削減量評
価方法の検討、相手国政府に対する政策提言を行いま
した。

③二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業
【2013年度当初：2.7億円】
二国間オフセット・クレジット制度を確立するた
め、本制度を運営する二国間合同委員会や方法論の開
発などの制度の基盤を構築するとともに、国内外の類
似制度の調査や相手国のニーズを踏まえた人材育成
等の制度の円滑な運営等に資する事業を実施しまし
た。

④二国間オフセット・クレジット制度の構築等事業
【2013年度当初：34.3億円】
JCMの制度構築・運用、優れた低炭素技術等を活
用したCO2排出削減事業への設備補助及び測定・報
告・検証（MRV）体制構築のための人材育成支援事
業等を行いました。

⑤アジアの低炭素社会実現のためのJCM大規模形成
支援事業【2013年度当初：11.0億円】
アジアを中心とする途上国の低炭素型社会への“一
足飛びの”移行を目指し、都市や地域など面的に展開
可能なプロジェクト形成の実現可能性調査と案件形
成のための支援事業を行いました。

C O L U M N

分野別の国際展開の状況
1．高効率火力発電

我が国企業は、超々臨界圧石炭火力発電や IGCC、ガス火力発電において、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。途上国においても資源制約や環境問題等を背景に、高効率発電技術等を評価
する動きが出てきています。

我が国としては、高効率石炭火力発電技術の導入による低炭素化を推進するために相手国の発電事業
のニーズや課題を検討する案件形成調査支援、政策対話、公的金融支援等を活用し、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を通じ、地球温暖化対策に貢献していま
す。

また、ガス火力発電についても案件形成調査支援、相手国へのトップセールス、公的金融支援を活
用することによって、我が国企業の受注を支援するとともに、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より我が国企業が受注しやすい環境の整備に取り組みました。



289

第1節　�国際展開の推進

289

第
８
章

これを通じ、我が国が得意とする高効率技術や、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．送配電技術
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

模化を進めてきました。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、相手国へのトップセールス・政策対話、公的金融支
援等を活用することによって、我が国企業の受注を支援してきました。これを通じ、我が国技術・シ
ステムの国際展開を目指しました。

3．省エネルギー、再生可能エネルギー、スマートコミュニティ
我が国が優れた技術を有する省エネルギー、再生可能エネルギー及び IT を用いてそれら等を組み合

わせたスマートコミュニティ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。

FS では、タイの製造、R&D、教育、住居、商業などから構成される複合都市開発におけるエネル
ギーマネジメントシステムを中核としたスマートコミュニティ事業や、インド・グジャラート州にお
いては、再生可能エネルギーの大量導入により不安定になった電力系統を安定化するためのシステム
導入について調査しました。さらに、インドネシア・バリ島では、慢性的な交通渋滞を解消すべく、
IT を用いた交通マネジメントシステム導入に向けた FS を実施しました。その他、中国を含むアジア・
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の国際展開
に係る FS 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、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。先進国だけでなく、インドネシアにおいても、日系企業が
多数入居している工業団地向けに安定的な電力を供給する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．インバータエアコン等
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、
インドネシア、インド等の国々では、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。各国の家庭の消費電力の中でも、エアコン、冷蔵庫の消費電力量が
占める割合は高く、また上記の国々ではエアコン、冷蔵庫の普及が今後ますます拡大していくと予想
されています。そこで、上記の国々において、エアコンの消費電力量評価方法を含めた省エネルギー
制度構築や、ASEAN 諸国におけるエネルギー消費基準に関するデータ整備の支援を行うことにより、
インバータの技術が適正に評価されるよう基盤整備を進めました。

5．燃料電池
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、2014 年 4 月には欧州での販売が開始されました。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
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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。2013 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、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
組との連携等を行いました。

6．原子力発電
2011 年の東京電力福島第一原発事故以降も、中国、東南アジア、インドを始めとする新興国を中

心に、地球環境問題への対応とエネルギー安全保障等の観点から、原子力発電を導入または拡大させ
る原子力発電計画が進められています。

こうした中、ベトナムやトルコといった経済成長が著しく、電力需要が急増している新興国を始め、
米国や英国といった地球温暖化対策から原発建設を進める先進国に至るまで、様々な事情から、我が
国の原子力技術に対する期待の声が寄せられているところです。

深刻な事故を経験した国としては、東京電力福島第一原発事故の知見と経験を国際社会と共有するこ
とで、世界の原子力安全の向上や原子力の平和利用に貢献してくことが我が国の重要な責務であると考
えられるとともに、そうしたことへの世界からの期待に我が国として応えていくことが重要です。こ
の認識の下、我が国としては、相手国の事情や意向を踏まえつつ、我が国の安全性の高い原子力技術・
ノウハウを提供していく方針です。こうした方針を踏まえ、我が国政府は、2013 年においては、米
国、フランス、ベトナム、アラブ首長国連邦、インド、カザフスタンといった国々と、原子力分野に
おける協力について議論しました。また、ベトナム、ＵＡＥ、トルコ、カザフスタン等の国について、
原子力発電を新たに導入または拡大しようとする国における安全かつ確実な原子力発電に資するととも
に、我が国原子力事故から得られた教訓等を共有する観点から、原子力発電導入に必要な法制度整備
や人材育成を中心とした基盤整備等への支援を行いました。

C O L U M N

気候変動対策におけ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、鉄鋼、家電、発電等の分野で優
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、CDM によって実現した排出削減量として世界全体で約 14 億トン分が
国連で認定される等、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
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が得意とする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（JCM）」と呼ばれる制度の構
築に取り組んでいます。これは、途上国への温室効果ガス削減技術・製品・インフラ等の普及を通じ、
実現した温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価し、日本の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 を補完することで地球規模での排出
削減の達成に貢献することを目指すものです。

2013 年 1 月に、モンゴルとの間で初めて JCM 実施に係る二国間文書に署名したのを皮切りに、
2014 年 4 月までに 11 か国（モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベト
ナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア）との間で、二国間文書への署名を
行いました。2013 年 11 月には「攻めの地球温暖化外交戦略」において、2016 年までに署名国を
16 か国に増やすことを目指し、関係国との協議を加速していくことを表明しました。

また、排出削減の実現のため、JCM プロジェクトの形成の支援も実施しています。経済産業省、環
境省では、実現可能性調査（FS）を通じて、JCM 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。2013 年度は 15 か国で 51 件の FS を行いました。2013 年度からは、NEDO の
委託事業として低炭素技術・製品等の省エネ効果等の有効性を実証する JCM 実証事業を開始し、3 か
国（モンゴル、ベトナム、インドネシア）で 6 件のプロジェクトを進めています。また、環境省の補
助事業として優れた排出削減技術等を活用した設備・機器の導入を支援し、JCM クレジットの獲得を
目指す JCM 設備補助事業を開始し、6 か国（インドネシア、ベトナム、モンゴル、バングラデシュ、
カンボジア、パラオ）で 11 件のプロジェクトを進めています。さらに、「攻めの地球温暖化外交戦略」
において、JBIC や NEXI と連携した JCM 特別金融スキームの創設、JICA 等が支援するプロジェク
トと連携しつつ排出削減を行うプロジェクトを支援するための基金の設置、都市・島まるごと支援、
関係省庁及び開発・金融機関等との協議会の活用等にも取り組むことを表明しました。

C O L U M N

地球温暖化対策交渉の進展及び我が国の取組
2013 年 11 月にポーランド・ワルシャワで開催された国連気候変動枠組条約第 19 回締約国会議

（COP19）及び京都議定書第 9 回締約国会合（CMP9）等では、2020 年以降の枠組みについて、以
下のような議論の前進につながる成果が得られ、COP21 における全ての国が参加する将来枠組みの合
意に向けた準備を整えるという我が国の目標を達成することが出来ました。

・ 締約国会議（COP）は、全ての国に対し、自主的に決定する約束草案のための国内準備を開始し
COP21 に十分先立ち（準備ができる国は 2015 年第 1 四半期までに）、約束草案を示すことを招
請する

・ 「強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部会（ADP）」に対し、約束草案
を示す際に提供する情報を COP20 で特定することを求める

また資金については、COP18 以降に先進国が行った資金プレッジの認知、2014 年から 2020 年
までの間の隔年の気候資金に関するハイレベル閣僚級対話の開催、気候資金拡大のための戦略・アプ
ローチ等に関する会期中ワークショップの開催、COP と緑の気候基金（GCF）の間のアレンジメン
トへの合意等の決定が採択されました。さらに気候変動の悪影響に関する損失・被害（ロス＆ダメー
ジ）については、COP22 で見直すことを条件とし、カンクン適応枠組の下に「ワルシャワ国際メカ
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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、エストニアの計29か国です。
IEAは2年に一度閣僚理事会を開催しており、直
近では2013年11月にパリにて開催された閣僚理事
会に赤羽経済産業副大臣、兒玉在OECD日本政府代
表部大使が出席しました。なお、前回同様、IEA加
盟28か国及びＥＵに加え、中国、インド、ロシア、
インドネシア、ブラジル、メキシコ、南アフリカ、
チリ、エストニアの非加盟国9か国も参加しました。
本閣僚理事会では、安定かつ低廉なエネルギー供給
の確保が不可欠であるとの考えで一致し、その上で、
原子力を含む低炭素技術の利用などによるエネルギー
供給の多様性を歓迎するとともに、高効率な石炭火力
発電技術の普及は、気候変動の影響を緩和する観点で
重要であることが確認されました。また、エネルギー
の生産者、消費者の双方にとって適切な価格を形成
するため、競争的で透明なエネルギー市場の構築が
重要であることが確認されました。
○国際エネルギー機関拠出金【2013年度当初：
2.8億円】

「世界エネルギー展望（WEO）」を始めとするエネ
ルギー市場の分析、エネルギー技術ロードマップの
策定、低炭素エネルギープラットフォームの構築な

ニズム」を設立することに合意しました。
我が国からは、安倍総理の指示による攻めの地球温暖化外交戦略「Actions for Cool Earth：ACE

（エース）」に取り組むこと、具体的には、2013 年 9 月に改訂された「環境エネルギー技術革新計画」
を着実に実行し革新的な技術開発の促進、イノベーション加速のため世界の産官学トップによる

「Innovation for Cool Earth Forum」（いわば「エネルギー・環境技術版ダボス会議」）の開催、日本
の低炭素技術の世界への応用、途上国に対する 2013 年から 2015 年までの 3 年間に官民合わせて 1
兆 6 千億円（約 160 億ドル）の支援を表明しました。我が国としては、これまでの交渉の中で、必要
となる途上国支援を具体化するとともに、上述の JCM 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。

第2節
エネルギー・環境分野における国際
協力の強化
世界のエネルギー情勢が大きく変化する中、各国
がエネルギー需給構造をより安定化・効率化するた
めには一国での取組だけでなく、多国間及び二国間の
エネルギー協力を戦略的に組み合わせつつ、国際的
な協力を拡大することが重要となってきています。
そのため、2013年度においては、多国間の国際エ
ネルギー枠組みを活用し、エネルギーの安定供給確
保に向けた取り組みを進めるとともに、二国間の協力
を通じて、アジア各国等との国際協力やエネルギー
供給国との関係強化を行いました。

＜具体的な主要施策＞

1．多国間枠組みを通じた協力
（1）主要消費国における多国間協力
①IEAにおける協力
IEA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
び緊急時対応を始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
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どを行うと同時に、油価の形成メカニズムの研究や需
給動向の把握といった石油市場の分析を行うととも
に、IEAが知見を有する石油の緊急時対応について、
緊急時対応審査（ERR）の実施や、これに関連する
ワークショップの開催等を支援するために、国際エ
ネルギー機関に拠出を行いました。

②IPEEC（国際省エネルギー協力パートナーシッ
プ）における協力
IPEEC（国際省エネルギー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。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、南ア
フリカ、EUが参加していますが、IEAとの更なる連
携及び作業の重複排除に向けた議論が行われました。
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。

③G7における協力
2014年3月に、ウクライナ情勢を受けたロシア等
への対応について議論が行われたG7首脳会合におい
て、エネルギー安全保障を強化する方策について議
論するため、G7エネルギー大臣会合を開催すること
が決定されました。

（2）アジア地域における多国間協力
①ASEAN＋3・東アジア地域における協力
アジア地域におけるエネルギー需要の急増を踏ま
え、アジア大でのエネルギーの安全保障と持続可能
性を確保するため、2004年より、ASEAN+3エネル
ギー大臣会合（ASEAN、日中韓13か国の代表が出
席）、2007年より、EASエネルギー大臣会合
（ASEAN、日中韓、豪、印、ニュージーランド、米、
露18か国の代表が出席）が開催されています。
2013年9月に、インドネシア（バリ）において第
10回ASEAN＋3エネルギー大臣会合及び第7回
EASエネルギー大臣会合が開催され、赤羽経済産業
副大臣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
原子力協力である独立行政法人日本原子力研究開発機

構の「核不拡散・核セキュリティ総合支援センター
（ICSN）」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
活動を通じた、関係各国間における能力開発、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、我が国から提案したERIAによ
る調査研究が開始され、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の活動進捗が歓迎されるとと
もに、EAS地域における持続可能な天然ガス市場に
関する新たな調査研究の開始の支持を得ました。ま
た、将来の省エネルギー推進の中心となるエネル
ギー管理の高度化による省エネルギーポテンシャル
に関する日本の新たなイニシアティブが歓迎されま
した。さらに、国内エネルギー需給見通し、エネル
ギー資源や供給ポテンシャルなど質の高い分析を提
供するIEA世界エネルギーアウトルック2013年度
の特別レポートである東南アジアエネルギーアウト
ルック及びERIA東アジアエネルギーアウトルック
の発行が歓迎されました。
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、2013年5月に「第2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、各国の低
炭素成長に向けた取組の進展が報告されるとともに、
低炭素成長に資する技術に焦点を当てて議論しまし
た。①政府と自治体、民間セクターの連携強化、②
低炭素成長実現のための適正技術の普及、③市場メカ
ニズムを含むあらゆる政策ツールの総動員の重要性
について認識が共有されました。
○東アジア経済統合研究協力拠出金【2013年度
当初：1.4億円】
燃料供給の安定化に向けた各国石油製品の品質調査
及びその改善に向けた提言を実施するとともに、東ア
ジア各国の運輸部門における燃料消費の抑制に向けた
ロードマップを策定し、また、東アジアのエネル
ギー連携強化を図るため、東アジア各国の省エネ
ロードマップの策定、バイオ燃料の品質管理手法に
係る規格・基準の統一化に関する研究等、我が国の省
エネルギー・再生可能エネルギー関連設備等の導入
促進を図るための研究・政策提言等を実施するために
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やエネルギー源の多様化、低炭素技術の開発・普及
のため、新興国・途上国を対象とした低炭素化促進プ
ロジェクト（低炭素モデルタウンプロジェクト等）
を支援するために、APEC事務局に拠出を行いまし
た。
（イ）	アジア太平洋エネルギー研究センター拠出金　
【2013年度当初：5.8億円】
省エネルギー・低炭素化政策の相互審査（ピアレ
ビュー）、研修生受入・専門家派遣、「APEC長期エ
ネルギー需給見通し」やLNG長期需給見通しの作
成、「LNG産消会議」の開催、緊急時における
APEC各エコノミーのエネルギー供給状況のシミュ
レーションと緊急時対応能力の強化のためのワーク
ショップ開催のために、アジア太平洋エネルギー研
究センターに拠出を行いました。

（3）その他の多国間協力（生産国と消費国の対話
等）

①IEF（国際エネルギーフォーラム）における対話
IEFは、1991年 1月に第1回が開催されて以降、
世界の主要産油国・消費国のエネルギー担当大臣と
IEA、OPECを始めとする国際機関の代表が2年に1
回、一堂に会する重要な「産消対話」の場です。
2014年1月には、リヤドのIEF事務局にて、第4
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。また、IEFでは
IEAなどの関係6機関と協力し、石油と天然ガスの
統計整備を進めており（国際機関協働データイニシ
アチブ：JODI）、同年5月にモスクワで開催された閣
僚会合では、JODI-Gas（天然ガスの統計データ）の
立ち上げ（ローンチ）が実施されました。
○国際エネルギーフォーラム拠出金【2013年度
当初：0.3億円】
約90か国の産油国･消費国の閣僚がエネルギー市
場の安定等について議論するＩＥＦ閣僚会合の開催支
援を行うとともに、国際機関協働データイニシア
ティブ（JODI）事業を実施するために、国際エネル
ギーフォーラムに拠出を行いました。

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

東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）に拠
出を行いました。

②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、2013年6月に第14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）
日ASEAN省エネルギー協力の枠組みである
AJEEPを通して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。

③APEC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、さらに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、以後ほぼ
隔年に開催されています。
これまでに開催されたAPECエネルギー大臣会合
において、我が国が提案し、合意された事項に基づ
き、①APECメンバーのエネルギー効率向上に向け
た取組状況をレビューする「エネルギー効率ピアレ
ビュー」、②低炭素エネルギー供給を促進するための
「低炭素エネルギー供給政策ピアレビュー」、③都市
化が進展する中で、都市開発において低炭素技術を統
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」を着実に実施しました。
（ア）	アジア太平洋経済協力拠出金【2013年度当初：

2.3億円】
アジア太平洋地域におけるエネルギー効率の向上



295

第2節　�エネルギー・環境分野における国際協力の強化

295

第
８
章

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。
2013年9月、韓国において第5回アジア産消国閣
僚会議が開催され、世界から21か国のアジア・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（我が国からは、菅原経済産業副大臣が参加）、
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み等について生産
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。
2014年1月には第4回総会が同じくアブダビで開
催され、IRENAの今後2か年計画及び予算、並びに
再生可能エネルギーの世界的な普及のためのロード
マップ及び必要な政策について幅広く議論されまし
た。また、同総会において、2015年に開催予定の第
5回総会の議長として日本が指名されました。
（ア）	国際再生可能エネルギー機関分担金　【2013年

度当初：2.3億円】	
IRENAを通じ、我が国単独では十分な成果が見込
めない大規模な調査や普及活動を実施することによ
り、再生可能エネルギーを国際的に普及させるため、
同機関の活動・運営費用を、各国分担率に基づき、外
務省、農林水産省、経済産業省、環境省の4省共同
で分担しました。
（イ）	国際再生可能エネルギー機関拠出金　【2013年

度当初：0.5億円】
IRENAが調査や普及活動を実施する際に、我が国
に強みのある再生可能エネルギー関連技術を取り上
げるよう働きかけ、蓄電池等の我が国技術の海外展開
の環境整備や食料供給と競合せずに地域の特性を活か
す「日本型バイオマス利活用システム」を広く国際的

に普及させるため、分担金に加え、経済産業省と農
林水産省から拠出を行いました。

④クリーンエネルギー大臣会合
2013年4月にはインド・デリーにおいて第4回ク
リーンエネルギー大臣会合が開催され、我が国から
は菅原経済産業副大臣が出席しました。議長国のイン
ド及び米国のほか、24の国と地域の担当閣僚が出席
し、日本からは日本の責任あるエネルギー政策とり
わけ再生可能エネルギー拡大の取り組みと成果につ
いて、固定価格買取制度の着実な運用や大型蓄電池技
術の活用等の施策を紹介しました。また、磯子超々
臨界圧火力発電所、トップランナープログラムやス
マートグリッドなどについて説明し、我が国の省エ
ネ技術、施策が世界の省エネルギーに大きく貢献で
きること等をアピールしました。

⑤GSEP（エネルギー効率向上に関する国際パート
ナーシップ）
GSEPは、クリーンエネルギー大臣会合とIPEEC
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2010年に設立されました。このうち、
電力WGでは、2013年1月にインドネシアで、同年
10月にポーランドで、それぞれワークショップを開
催し、石炭火力発電所における省エネ診断、高効率
火力発電技術の情報共有、高効率石炭火力発電所の新
設や既存施設の改修のためのファイナンスの検討を
実施しました。また、鉄鋼WGでは、エネルギー管
理WGと協力し、2014年2月に東京で、エネルギー
管理に関するワークショップを開催し、鉄鋼産業に
おけるエネルギー管理システムに関する情報交換等
を実施しました。

2．二国間協力の推進
（1）先進諸国との協力
①日米協力
2013年2月、安倍総理大臣とオバマ大統領は日米
首脳会談において、クリーンエネルギーや原子力の
分野で，日米間の協力を進めていきたい旨を確認し、
これを受け、同年7月、茂木経済産業大臣とモニー
ツ米国エネルギー長官がワシントンD.C.で会談し、
「エネルギー分野における二国間の取組に関する共同
声明」を発出し、民生用原子力協力や気候変動問題、
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政策協議の枠組みを創設しました。これを受け、同
年12月及び2014年3月に、ブリティッシュ・コロ
ンビア州との政策協議を行い、インフラ整備やLNG
税等について、議論を実施しました。

③日仏協力
2013年6月に安倍総理大臣がオランド大統領と会
談し、日仏共同声明及び今後5年間の具体的取組を規
定するロードマップを発表し、民生原子力分野での
協力やスマートシティ分野での両国の官民協力の推
進について確認しました。
2013年5月には第2回日仏エネルギー政策対話を
開催し、両国エネルギー政策、石油・天然ガス調達
戦略、再生可能エネルギー、省エネルギー、原子力
等について意見交換しました。また、2013年 4月、
10月には、日仏スマートコミュニティ・スマートグ
リッドWGを開催し、スマートコミュニティ等の分
野における政策対話及び両国企業協力に向けた検討を
実施しました。2013年10月には、東京において原子
力エネルギーに関する日仏委員会第三回会合を開催
し、国際的な観点からの原子力安全、両国の原子力
エネルギー政策、東京電力福島第一原発事故に関連
した除染や廃炉、環境調査、高速炉分野の協力並び
に世界最高水準の安全性を有する原子炉に関する産業
協力について、日仏間の新たな協力強化の機会につい
ての検討を行いました。

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。
2013年7月には第5回日英エネルギー対話を東京に
て開催し、両国のエネルギー政策、石油・天然ガス
調達戦略、再生可能エネルギー政策、省エネルギー
政策について意見交換しました。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、
2013年10月に第2回日英原子力年次対話を開催し、
両国の原子力政策や電力市場改革等の最新動向、廃炉
及び除染等の東京電力福島第一原発事故対応、廃炉分
野を含む原子力研究開発政策の在り方、科学的知見に
立脚した原子力広報の取組の紹介等について、有益な
意見交換を行いました。また本対話において、英国
より原子力産業における日本の投資を歓迎する旨の意

天然ガス分野、クリーンエネルギー分野、国際機関
における協力等、両国間の幅広いエネルギー協力に
ついて確認しました。
日米クリーンエネルギー政策対話については、
2011年以降、5回開催（第5回を2013年 12月に開
催）し、今後の日米クリーンエネルギー協力の在り
方について議論を行いました。また、日米官民ラウ
ンドテーブルについては、これまでに2回開催（第2
回を2013年12月に開催）し、日米両国の企業及び
政府関係者が出席し、再生可能エネルギー、省エネ
ルギー及びスマートコミュニティ等の普及拡大に向
けた課題等について議論を行いました。
天然ガス分野については、安倍総理大臣を筆頭とす
るハイレベルな資源外交の結果、現時点で日本企業が
米国で関与する4件のLNGプロジェクト（フリー
ポート、コーヴポイント、フリーポート（拡張）、
キャメロン）の全てについて、米国からの輸出承認
を獲得しました。
原子力分野では、2013年11月には、ワシントンに
おいて、日米二国間委員会の第2回会合を開催し、東
京電力福島第一原子力発電所の汚染水対策及び廃炉、
原子力の損害賠償（原子力損害の補完的補償に関する
条約への日本の条約締結表明）、原子力の研究開発、
確率論的リスク評価（PRA）に関する二国間の協力
プロジェクトの立ち上げ、等につき意見交換を実施
しました。その後両国政府は、両国政府と民間の
PRA専門家、実務家の参加の下、PRAの手法及びそ
の原子力安全への適用等に関する日米ラウンドテー
ブルを開催することで一致しました。2月に東京にお
いて、PRAの手法の高度化及びその原子力安全への
適用を促進するため、日米の専門家、関係機関が参
加する「確率論的リスク評価日米ラウンドテーブル」
を開催しました。両国におけるPRAに関する活動・
経験を共有し、日米協力による我が国におけるPRA
の手法及び適用の促進に向けた議論を実施しました。

②日加協力
2013年9月の日加首脳会談において、石油・天然
ガス分野での協力強化について合意したことを踏ま
え、茂木経済産業大臣は、同年10月にカナダを訪問
し、オリバー天然資源大臣やブリティッシュ・コロ
ンビア州	クラーク首相とカナダから日本への競争的
な価格でのLNG供給の実現に向けた具体的方策につ
いて協議し、連邦政府・州政府との間で、それぞれ
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が示されるとともに、引き続き両国間の建設的な関係
を継続するための活動を行っていくことで合意しま
した。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欧州委員会との協力
天然ガス分野において、2013年6月に、経済産業
省及び欧州委員会のガス市場の専門家が集まり、天然
ガス市場の発展に向けた研究協力の会合をブリュッ
セルにて開催しました。日本、欧州委員会の専門家
が、LNG市場を巡る課題につき調査研究を実施し、
双方の調査結果を共有し、EUにおける価格低廉化の
経験を踏まえ、需給を反映したLNG市場に向けた課
題や政策提言をとりまとめ、成果を同年9月のLNG
産消会議の際に公表しました。

⑥日豪協力
2013年9月に、東京にて開催されたLNG産消会議
や「クリーンコールデー2013」などの国際会議にお
いて、それぞれ豪州政府のハイレベルが出席し、
LNG市場の発展、石炭のクリーン利用技術の普及や
安定供給に向けた議論を行いました。

（2）アジアとの協力
①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、2035年には、エネルギー需要は約2.1
倍に、電力需要は3.2倍に増加する見込みです。イン
ドのエネルギー資源の安定供給確保とエネルギー効
率化の向上は日本のエネルギー安全保障の上でも重
要であり、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。また、インドの電力は、石炭火
力発電が約7割を占めており、発電効率の向上や環境
対策も重要な課題となっています。
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、両国閣僚の相互訪問により、2007年以
降、計7回の対話を実施しました。
2013年9月の第7回の対話では、茂木経済産業大
臣がインドを訪問し、石炭、電力、石炭、再生可能
エネルギー・省エネルギー、石油・天然ガス、原子
力など幅広い分野のエネルギー協力について議論を

行いました。また、対話の下に設置されている、個
別のワーキング・グループをそれぞれ開催し、専門
家による幅広い情報、意見交換も実施しました。
具体的には、石炭分野においては、選炭に係る招
聘事業を継続するとともに、褐炭改質、石炭ガス化
等の協力可能性について議論しました。
電力分野においては、石炭火力発電所の設備診断に
係るフォローアップや高効率石炭火力発電の理解増
進のための招へい、その他発電、送電等について議
論しました。
再生可能エネルギー・省エネルギー分野において
は、エネルギー多消費産業を対象とするインドの省
エネ促進制度の運用支援等を目的に、インド側機関と
共同で、エネルギー効率改善のための政策の在り方
を研究しました。また、太陽光発電やエネルギーマ
ネジメントシステム等を活用したクリーンなエネル
ギーの安定供給を実現するため、ラジャスタン州の
ニムラナ工業団地や各地に点在する携帯基地局向けの
実証事業を実施しています。さらに再生可能エネル
ギーに係る官民協力強化の観点から、2014年1月に
第1回日印再生可能エネルギー等官民ラウンドテー
ブルを実施しました。
石油・天然ガス分野においては、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で一致しまし
た。また、アジア大洋州市場でのLNG価格の在り方
についての共同研究を実施した結果を踏まえた日印の
共同声明を2013年9月に日印政府が発出しました。
また、インド及び第三国での石油・天然ガスの探査掘
削及びLNGの調達における協力の可能性を探求して
いくことを確認し、その後、両国において検討が進
められ、2014年 1月の日印首脳会談を契機として、
日印企業間のMOU署名に至りました。
原子力に関しては、2013年5月の日印首脳会談で
の共同声明合意以降、原子力協定交渉が同年9月、11
月及び12月と3回開催され、2014年1月の日印首脳
会談の共同声明において協定交渉の実質的な議論の進
展が歓迎され、早期妥結に向け、一層努力すること
で合意されました。
また、2013年 9月に日印エネルギーフォーラム
2013を開催し、日印官民のエネルギー分野専門家が
一堂に会し、エネルギー事情や課題、技術動向等を
議論しました。日本からはNEDO及び民間企業、イ
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ム共同での石炭地質構造調査、石炭・鉱物資源政策対
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ています。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、再生可能エネルギー、石炭・
鉱物資源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
では、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、
我が国が協力パートナーとなることで合意したニン
トゥアン省原子力発電所第2サイト建設計画につい
ては、2013年 12月のズン首相との首脳会談及び
2014年3月のサン国家主席との首脳会談において、
安倍総理との間で引き続き実施に向けて協力していく
ことが確認されるなどの進展がありました。省エネル
ギー分野では、人材育成を通じて省エネルギーラベ
リング制度の推進支援等を行った結果、2013年1月
から、ベトナムにおいて同制度が開始されました。ま
た、再生可能エネルギー分野では、2013年7月、茂
木経済産業大臣とクアン天然資源環境大臣との間で、
現在実証中のハノイ市における廃棄物発電実証事業に
ついて、ベトナム他地域への普及展開を見据え、発
電の燃料となる廃棄物の収集や初期投資への補助、電
力の売買等に係る制度構築の重要性について確認しま
した。
石炭の分野では2013年より「日越石炭政策対話」
を実施しています。また、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・テクノロジーの導入を
促進するための派遣・招聘技術交流を実施しました。
環境エネルギー協力については、2013年7月に、
茂木経済産業大臣とクアン天然資源環境大臣との間
で、JCMに係る二国間文書に署名しました。2013年
11月のCOP19では、各国代表者スピーチにおいて
ベトナムのハー天然資源環境副大臣から、JCMに対

ンド側は計画委員会、電力省、再生可能エネルギー
省等、政府機関が出席しました。また、インドでの
日本企業の先端技術の普及を図るため、独立行政法人
日本貿易振興機構（JETRO）とNEDOの共催で、
省エネ・再生可能エネ分野を中心に新たに展示会・商
談会を併せて行い、日本からは29社・団体が参加し
ました。

②日インドネシア協力
インドネシアは、日本にとって有数の天然ガス及
び石炭の輸入相手国であり、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います。特に、石炭分野に
おいては、我が国炭鉱技術移転のための専門家の派遣
を実施し、また、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。また、インドネシアは有望な地熱発電市場であ
ることから、同国の政府関係者向けに、地熱発電分
野を中心とした再生可能エネルギーに係る研修事業
を行いました。
政府間のエネルギー協力に関する政策対話につい
ては、2010年より省エネ、再生可能エネルギー、石
油・天然ガス、石炭等を始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
政策対話」を実施してきましたが、2013年 3月に、
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」と統合し、名称も新たに「日尼エネ
ルギーフォーラム」として、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。
環境エネルギー協力としては、2013年8月に、岸
田文雄外務大臣とハッタ経済担当調整大臣との間で
JCMに係る二国間文書の署名が行われました。JCM
を通じて、我が国の省エネ技術や設備の導入などイン
ドネシアにおける温室効果ガス排出削減に資する様々
なプロジェクトの実施により、環境と経済成長の双
方に貢献していきます。

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、日ベトナ
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する高い期待が表明されました。JCMを通じて、我
が国の省エネ技術や設備の導入などベトナムにおける
温室効果ガス排出削減に資する様々なプロジェクト
の実施により、環境と経済成長の双方に貢献していき
ます。

④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、2013年5月に第6回鉱物資源開発官
民合同協議会を開催し、経済産業省、モンゴル鉱業
省のほか、両国政府機関、民間企業が出席し、石炭
を始めとする鉱物資源開発分野の協力について意見交
換が行われました。
また、環境エネルギー協力に関して、2013年 11
月のCOP19では、各国代表者スピーチにおいてモン
ゴルのトゥルガ環境副大臣から、JCMに対する高い
期待が表明されました。（モンゴルとは同年1月に署
名済み）。JCMを通じて、我が国の省エネ技術や設備
の導入などモンゴルにおける温室効果ガス排出削減に
資する様々なプロジェクトの実施により、環境と経
済成長の双方に貢献していきます。

⑤日中協力
中国は、世界最大のエネルギー消費国であり、今
後、2035年までのエネルギー需要の伸びの約3割を
占める見込みです。こうした状況を踏まえ、
ASEAN+3やEAS、APECなどの国際場裏におい
て、国際的なエネルギー問題の解決に向けた協力を
行いました。

（3）エネルギー供給国等との関係強化
①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。近年、同国は、エネルギー
消費の急速な伸びが課題となっており、我が国の有
する省エネルギーの経験を活かした協力が重要です。
また、2007年に立ち上げた投資促進、人材育成、中
小企業支援を柱とした日サ産業協力タスクフォース
を通じた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・関係強化を推進していくことも重
要です。
2013年5月には、安倍総理が企業を同行し、サウ
ジアラビア（ジッダ）を訪問しました。サルマン皇
太子との会談を行い、共同声明を発出しました。エ
ネルギー分野では、双方は、石油の共同備蓄事業で
の進展を歓迎し、人材育成協力を進めることで一致し
ました。安倍総理からは、東日本大震災後の省エネ、
原発の安全性を紹介しつつ、原子力協力に関する事務
レベル協議を進めることで一致しました。原子力につ
いては、同首脳会合の結果を踏まえ、事務レベル協
議が行われ、同年12月に原子力協定交渉の開始に合
意しました。
2014年2月には、サルマン皇太子が来日、安倍総
理や茂木大臣との会談を行い、両首脳立ち会いの下、
関係機関の間で協力文書に署名を行いました。会談で
は、安倍総理から、石油の安定供給への謝意を伝え、
石油市場の安定に向けた役割への期待を表明したほ
か、省エネ専門家派遣等のエネルギー協力進展を歓
迎しました。これに対し、サルマン皇太子より、石
油の安定供給を約束する旨述べられました。また、双
方は、原子力の平和利用の分野で協力していくことで
一致しました。

②日UAE協力
アラブ首長国連邦（UAE）は、日本にとって第2
位の原油調達国であり、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。
2013年5月には、安倍総理が企業と共に同国を訪
問しました。ムハンマド・アブダビ皇太子、ムハン
マドUAE副大統領兼首相と会談し、共同声明を発出
しました。会談では、安倍総理より、エネルギーの
安定供給を要請し、我が国としても、省エネ、再生
可能エネルギー、原子力等の分野での貢献が可能で
ある旨言及し、双方向のエネルギー協力を行うこと
で一致しました。また、両首脳の立ち会いの下、日
UAE原子力協定に署名しました。同協定は、2014年
4月に我が国国会で承認されました。
茂木経済産業大臣は2013年2月に続き、2014年1
月に同国を訪問しました。ムハンマド・アブダビ皇太
子との会談では、上部ザクム油田の15年間の権益延
長に関して2国間で支持していくことに合意し、日本
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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。
2013年9月、アル＝サダ・エネルギー工業大臣が
来日し、第2回LNG産消会議に参加するとともに、
茂木経済産業大臣と会談を行い、LNGの低廉かつ安
定的供給、インフラ輸出に関する協力につき協議しま
した。同年8月には、安倍総理が、企業を同行し、
カタールを訪問しました。タミーム首長及びアブ
ドッラー首相兼内相と会談後、「日本とカタール国と
の間の安定と繁栄に向けた包括的パートナーシップ
の強化に関する共同声明」を発出しました。エネル
ギー分野では、エネルギーの安定供給、石油・ガス
開発の協力等を確認しました。

④日クウェート協力
2013年8月には、安倍総理が、企業を同行し、ク
ウェートを訪問しました。ナッワーフ皇太子、
ジャービル首相と会談、共同声明を発出しました。
声明において、両国は，国際エネルギー市場の安定
の重要性を再確認し、日本に対して継続的かつ安定的
に石油を供給するというクウェートのコミットメン
トを歓迎し、また両国は、両国のエネルギー協力、
特に、第三国での製油所事業に関する共同投資を歓迎
しました。

⑤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。
2013年12月、シャハリスターニ・イラク副首相、
並びにバービキル貿易大臣が「第3回日本・アラブ
経済フォーラム」に出席し、茂木大臣と会談を行い
ました。日本企業が関係する資源・インフラ案件への
協力等について意見交換を行いました。
また、2014年2月、同国政府との間で、「港湾整備
計画（第二期）」」を対象として、総額391億1,800万
円を限度とする円借款貸付契約に調印しました。

⑥日トルコ協力
2013年 5月トルコ・アンカラでの首脳会談では、
安倍総理及びエルドアン首相は、原子力を含む経済分
野での協力などを掲げた「戦略的パートナーシップ
の構築に関する共同宣言」に署名し、日トルコ原子力
協定とシノップ原発プロジェクトに関する政府間協

の自主開発油田権益の確保を図りました。また、石
油上流開発を含むエネルギー分野での協力の重要性
について確認するとともに、再生可能エネルギーを
含む幅広い分野で協力関係を強化していくことで一致
しました。また、キンディ最高石油評議会委員、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、エネルギー分野で両国の協力関係
を強化していくことを確認するとともに、教育・学術
分野や医療の分野でも協力を一層進展させていくこと
で一致しました。ハルドゥーン・アブダビ執行関係
庁長官兼原子力公社会長との会談では、エネルギー
分野で両国の協力関係を強化していくことを確認する
とともに、教育、投資や医療等の幅広い分野で協力
関係を強化していくことで一致しました。また、
UAEの原子力計画についても意見交換しました。
2014年2月には、ムハンマド・アブダビ皇太子が
来日した際は、安倍総理及び茂木経済産業大臣が会談
を行い、共同声明を発出しました。安倍総理大臣か
ら、エネルギー安定供給に感謝するとともに、石油
開発分野での協力は両国関係の基礎であり、更なる関
係強化に向けた支援を求めるとともに、原油の共同備
蓄の容量拡大を決定した旨、また原子力の平和的利用
の分野でも協力を強化していきたい旨述べました。こ
れに対し、ムハンマド皇太子は、UAEは日本との関
係強化に強い熱意を有しており、様々な分野で二国
間関係を強化していきたい旨述べました。また同席す
るUAE関係閣僚から、原子力分野での協力等に大き
な関心が示されたほか、両国関係閣僚間で、原子力
の平和的利用の分野、すなわち東京電力福島第一原子
力発電所事故の教訓を踏まえ、人的能力の構築、原
子力安全の強化、緊急事態対応等の分野の協力を推進
するための包括的枠組みを構築することを確認する協
力文書が署名されました。また、茂木大臣との間で
は、エネルギー分野を始めとする幅広い二国間協力
について意見交換を行いました。

③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
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定を交換しました。これらを踏まえ、エルドアン首
相から、４基の原子炉建設を含むシノップ原発プロ
ジェクトについて日本企業等に排他的交渉権を付与
する旨発表がありました。同年10月に安倍総理が同
国を再訪した際には、三菱重工業㈱等が参画する国際
コンソーシアムとトルコ政府との間で、シノップ原
発プロジェクトに関する商業契約について合意され、
両首脳は、首脳会談において、商業契約の交渉が合
意に至ったことを歓迎するとともに、両国間の原子
力協力の具体的進捗等に言及した「原子力エネルギー
及び科学技術分野における協力に関する共同宣言」に
署名しました。また、2014年1月のエルドアン首相
の来日の際には、両首脳は日トルコ原子力協定の早期
締結について両国で取り組んでいくとの見解で一致
し、その後、同原子力協定は、同年4月に我が国国
会で承認されました。

⑦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。また、近年ハイレベルの
交流も活発に行われており、2013年4月に安倍総理
大臣が、同年12月には茂木経済産業大臣が企業を
伴ってロシアを訪問し、石油・天然ガスや省エネル
ギーを含む様々な協力文書に署名しています。2014
年3月には、両国企業、関係者1,000名超が参加して
東京で日露投資フォーラムが行われました。これま
での各分野における主な協力は以下のとおりです。
石油・天然ガス分野においては、2013年4月の安
倍総理大臣とロシアのプーチン大統領との会談にお
いて、競争力ある価格でのエネルギー供給を含む互
恵的な条件での石油・ガス分野のエネルギー協力の
拡大の重要性を確認するとともに、同年12月の茂木
経済産業大臣とロシアのノヴァクエネルギー大臣と
の会談では、ロシアでのLNGプロジェクトの実現に
向けて、両政府で協力していくことに合意するなど、
ロシアとの協力関係の発展に向けた取組を実施してき
ました。
省エネルギー・再生可能エネルギー分野において
は、2013年4月、資源エネルギー庁とロシア・エネ
ルギー機構との間で、エネルギー効率及び再生可能
エネルギー分野における協力覚書を作成しました。
また、同年9月に3年ぶりに日露共同委員会を開催

し、ロシアの老朽化した発電設備更新や送配電の効率
向上などの課題解決のため、コジェネ、廃棄物発電、
スマートグリッドなどの日露協力事業の実現につい
て、議論を実施しました。さらに同年12月の茂木経
済産業大臣の訪露に際し、日本の技術を活かしてロシ
アの電力設備近代化等の実現を支援していくことを確
認するとともに、本分野に関する日露企業間の覚書に
署名がなされました。

⑧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す。ま
た、同国は、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への協力関係拡大を目指
しています。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います。
2014年3月、安倍総理はナザルバエフ大統領と首
脳会談を行い、今後の両国間の原子力分野の協力につ
いて話し合いました。

⑨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約9
割を占め、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、発電効率
の向上、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。
石炭分野では、ポーランド側は日本のクリーン
コールテクノロジー（CCT）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
等を開催してきており、2013年度には、企業間等の
具体的なCCT協力可能性について議論を深めまし
た。

⑩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。
2013年5月には、日本とアフリカのwin-winな関
係構築に向けた資源開発の在り方について議論するた
め、経済産業省は初めての試みとなる ｢日アフリカ資
源大臣会合｣ を開催し、同国からは、ビアス鉱物資
源大臣が来日しました。また、同年6月のTICAD　
Ⅴ（第5回アフリカ開発会議）にゲブーザ大統領が
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ニシアティブ」や「ABEイニシアティブ」等を通じ
た支援を含む「日モザンビーク相互成長支援パッ
ケージ」を表明しました。「日モザンビーク天然ガ
ス・石炭発展イニシアティブ」では、LNG市場等に
関する対話、金融面での理解促進や人材育成等の支援
を実施することになっています。
2014年3月、イメーデ・エネルギー副大臣が来日
し、磯﨑経済産業大臣政務官と会談しました。同国
のガス複合式火力発電所整備事業、石炭火力発電所整
備事業、メタノール生産事業等への協力につき、意
見交換しました。

来日、会議に参加するとともに、茂木経済産業大臣
と会談を行いました。会談では、石炭分野、石油・
天然ガス分野での協力に関し、意見交換を行いまし
た。茂木経済産業大臣からはサブサハラ初となる二国
間投資協定を締結できたことを評価し、今後とも、二
国間の関係強化に努めていく旨表明しました。
2014年1月には、安倍総理が日本の総理大臣とし
て初めて同国を訪問し、ゲブーザ大統領と会談しま
した。首脳会談では、モザンビークの資源を活用し
て経済成長や生活向上につなげるため、今後5年間の
取組として「日モザンビーク天然ガス・石炭発展イ




