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途上国の⽀援ニーズと⽇本企業の技術を結びつける際には、
①⽇本の技術を先に特定して、適⽤先を探す
②⽀援ニーズを先に特定して、⽇本の技術を結びつける
という２つの考え⽅がある

どちらも必要だが、約束（NDC）達成⽀援を考察するため、
②の考え⽅に沿って、
“NDC”と”その背景にある国家計画・技術ニーズ”
を出発点とし、
それに関連する分野での⽇本企業の活動を特定する
という情報整理（メディア情報、企業リリース等に基づく）を試みた上で、
NDC達成⽀援のあり⽅を考察する

事例として、タイとインドを取り上げる

本発表の⽬的
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事例１ タイ
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「温室効果ガス排出を2030年までに、
business-as-usual（BAU）⽔準の予測よりも
20%減らす」

「UNFCCCの下でのバランスがとれた
野⼼的なグローバルな合意を通じて
技術開発移転、資⾦源、能⼒構築の⽀援への
適切で強化されたアクセスがある場合には、
貢献⽔準を25%まで引き上げうる。」

パリ協定におけるタイの約束（NDC）の概要
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タイのINDCは内閣が承認済み、または承認待ちの以下の計画に基づき、
策定された：
- National Economic and Social Development Plans
- Climate Change Master Plan B.E. 2558–2593 (2015-2050)
- Power Development Plan B.E. 2558–2579 (2015-2036)
- Thailand Smart Grid Development Master Plan B.E. 2558-2579 (2015-
2036)
- Energy Efficiency Plan B.E. 2558–2579 (2015-2036)
- Alternative Energy Development Plan B.E. 2558–2579 (2015-2036)
- Environmentally Sustainable Transport System Plan B.E. 2556–2573 
(2013-2030)
- National Industrial Development Master Plan B.E. 2555–2574(2012-
2031)
- Waste Management Roadmap

⇒以下では、①電⼒開発計画と②省エネルギー計画を
取り上げて、⽇本企業の活動を整理

NDCの背景にある国家計画
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天然ガス⽕⼒依存をこれ以上、⾼めないようにすべく、
再エネ（ラオス等からの⽔⼒発電輸⼊を含む）
と⽯炭⽕⼒輸⼊を2030年に向けて拡⼤との計画

①電源開発計画2015
（Power Development Plan 2015-2036）
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出典：タイ電源開発計画2015をもとに発表者作成
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エネ安保懸念→天然ガスを効率よく使って発電する⼤型 CCGT に役割

⽇本企業の活動例ー⾼効率天然ガス⽕⼒の導⼊
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発電所 所有者（出資者） EPC ガスタービン（型番） 設備容量（ＭＷ） 運転開始

カエンコイ２
Gulf Electric社

（EGCO Thailand(51%) 
Ｊ-POWER 49%)

Alstom, 三井物産 Alstom 
（GT26B2） 1468 2007年

Ratchaburi Power
Rachaburi Power 社

（⾹港電燈 25%, 中部電⼒ 15%, 豊⽥通商
10%, RATCH 25%, タイ⽯油公社 15%, 

Shaha Union 10%)

三菱重⼯, 
Sino-Thai

三菱重⼯
（M701F） 1400 2008年

チャナ（１号機） EGAT Siemens、丸紅 Siemens
（SGT5-4000F ） 710 2008年

サウスバンコク EGAT 三菱重⼯, Sino-Thai
三菱重⼯

（M701F） 710 2008年

バンパコン（５号機） EGAT Siemens、丸紅 Siemens
（SGT5-4000F ） 710 2009年

ノースバンコク EGAT
日立, 住友商事, Italian-

Thai Development
GE

（MS9001FA） 700 2010年

ノンセン Gulf JP NS
(J-POWER 90%)

三菱重⼯, 
Sino-Thai

三菱重⼯
(Ｍ701F4) 1600 2014年

ウタイ Gulf JP UT
(J-POWER 90%)

三菱重⼯, 
Sino-Thai

三菱重⼯
(Ｍ701F4) 1600 2015年

ワンノイ（４号機） EGAT Siemens、丸紅 Siemens
（SGT5-4000F ） 769 2014年

チャナ（２号機） EGAT Siemens、丸紅 Siemens
（SGT5-4000F ） 782 2014年

ノースバンコク
（2号機） EGAT Alstom, 住友商事 Alstom 

（GT26 upgrade） 850
2016年
（予定）

カノム KEGCO
（三菱商事・東京電力が間接出資）

三菱重⼯ 三菱重⼯
(M701F5) 977

2016年
（予定）

出典：上野貴弘・⼭⼝健介・本部和彦（2013）「ガスタービンコンバインドサイクル発電－⽇本企業の事業展開とタイへの貢献」
上野・本部編『狙われる⽇本の環境技術』をもとに発表者作成



関⻄電⼒によるラオス ナムニアップ⽔⼒プロジェクト（建設中）への
出資（29.0万kW、出資⽐率45%）
→タイ電⼒公社とラオス電⼒公社に売電

⽇本企業の活動例ーラオスからの⽔⼒発電輸出
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出典：関⻄電⼒ウェブサイト（国際事業 海外発電事業 ラオス ナムニアップ⽔⼒プロジェクト（建設中））
http://www.kepco.co.jp/corporate/international/generate/laos.html

「国内の電気事業の経験を活かし、
設計や⼯事全体の⼯程・品質管理を担当します。
これにより、⼟⽊や電機⼯事などの
業種別に⼯事を分割して発注することが可能になり、
技術⼒の⾼い⽇本企業がダムや⽔⾞発電機などを
施⼯できるようになりました。
このように「⽇本企業中⼼」の体制で取り組み、
そのよさを広く伝えることで、
⽇本のインフラ輸出拡⼤にも貢献できると考えています」

「⽇本⼀の堤⾼を誇る⿊部ダムと同規模で、
10倍の貯⽔容量のダムを持つことになるため、
「第⼆の⿊部建設」という意気込みで臨んでいます。
すでに10名を超える当社従業員がラオスに駐在し、
ダムと発電所の⼯事を進めています。」



太陽光発電
京セラは、新興のSPCG社の発電所の⼤半に太陽光パネルを供給。
SPCGは太陽光発電事業で急成⻑した企業であり、
36か所で合計260MWの発電所を運営
⾵⼒発電
中部電⼒は、タイ北東部ナコーンラーチャシマー県地内に参画。
180MW（持分は36MW）（※現在はJERAが継承）

バイオマス発電
東芝プラントシステムズは、バイオマス専燃の籾殻発電所の設備（55MW）を受注

⽇本企業の活動例
ー太陽光発電、⾵⼒発電、バイオマス発電
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出典：上野貴弘（2014）「第6章 タイにおける⽇本企業の事業展開の可能性」アジア太平洋研究所『東南アジアにおける電⼒市場の発展と
⽇本企業研究会報告書 タイの将来の発電事情と⽇本企業の事業機会』（ http://www.apir.or.jp/ja/research/files/2014/05/2014_denryoku.pdf）
東芝プラントシステムズ「タイで⼤型バイオマス発電所を受注 」（2016年8⽉9⽇）



省エネルギー対策を加速させることで
2036年にBaUケースに対して30%の省エネ。
熱・燃料の省エネが中⼼（特に運輸部⾨）

②省エネルギー計画
（Energy Efficiency Plan 2015-2036）

10出典：Chavalit Pichalai(2015), “Thailand Energy Efficiency Development Plan(2015 - 2036)”
http://www.renewableenergy-asia.com/Portals/0/seminar/Presentation/03-Overview%20of%20Energy%20Efficiency%20Development%20Plan%20(EEDP%202015).pdf



⽇本企業の活動例ー⾃動⾞産業の現地化と
⼩型⾞⽣産・輸出の拡⼤
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出典：⻑島美由紀・上野貴弘・本部和彦（2013）「タイにおける⽇本⾃動⾞メーカーの技術移転とエコカー⽣産奨励政策」
上野・本部編（前掲）、⽇本経済新聞「タイ⼩型⾞、世界10社が攻防 ⽇本に欧⽶勢挑む」（2014年4⽉3⽇）をもとに発表者作成

タイは低燃費の⼩型⾞を「エコカー」と
して、⽣産奨励政策を2007年から実施。
（インドネシアも同様の施策を実施）
⇒⽇本の⾃動⾞メーカーは同政策に呼応
2010年より、低燃費⼩型⾞の⽣産・
輸出を拡⼤（※ただしこの数年は内需減少）

1960〜70年代からの直接投資と
現地への多⾯的な技術移転を礎に、
⾃動⾞の低燃費化に寄与
多⾯的技術移転＝①部品産業の振興、
②⽣産管理⼿法の浸透、③現地設計の促進、
④経営の現地化、⑤⼈材育成

図 タイの⾃動⾞産業の構成
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⽇本企業の活動例ー
⾃動⾞サプライチェーンへの波及

⽇本の鉄鋼メーカーは低燃費⾞⽣産に必要な鋼鈑の現地⽣産（下⾏程）と
技術移転を促進
「新⽇鉄住⾦は2013年にタイ、メキシコ、ブラジルで
強度が最⾼⽔準の⾃動⾞⽤鋼板の⽣産を始める。
燃費向上に向けた⾞体軽量化のカギを握る先端素材で、
輸出から現地⽣産に切り替える。」
「ＪＦＥスチールは13年に稼働したタイの⼯場で、
⼀般的な⾼張⼒鋼板（ハイテン）の２倍近い強度を持つ超ハイテンの試験製造を
今夏に始めた。（中略）従来品より薄いが、
同等の強度を持つため⾞体の軽量化につながる。」
「⽇本の鉄鋼⼤⼿が東南アジアで健闘している。
タイの⾃動⾞鋼鈑⼯場は⽣産管理に磨きをかけ、
⾼張⼒鋼鈑（ハイテン）を上回る品質の製品を送り出せるレベルに成⻑した。
今ではタイ⼈が周辺国の⼈材育成も担う。」
出典：
⽇本経済新聞「新⽇鉄住⾦、新興国で最先端鋼鈑 世界に迅速供給 低燃費⾞を後押し」（2012年10⽉1⽇）
同「エコカー素材、アジアで増産」（2015年10⽉2⽇）
同「タイの⾃動⾞鋼鈑「全員参加」で⽇本並みの品質」（2016年10⽉27⽇）



⽇本企業の活動例ーエアコン⽣産の現地化と
⾼効率・低GWP化
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2016年に⽇本の各メーカーはタイにおける増産を相次いで発表
「ダイキン⼯業はタイに家庭⽤エアコンの基幹部品である圧縮機（コンプレッサー）の
新⼯場を建設する。（中略）2018年初めをメドに
タイでの年産能⼒を350万台と現在より８割増やす」
「三菱電機はタイ⼯場の能⼒を18年までに14年⽐4割増の年700万台に引き上げる」
「三菱重⼯サーマルシステムズは（中略）タイに新⼯場を建設する。
（中略）タイの⽣産能⼒は3割増の年間170万台となる」
「富⼠通ゼネラルも（中略）20年までにエアコン⽣産能⼒を5割増やす」

⇒ASEAN物品貿易協定やタイ・インド経済協⼒枠組み協定により、
関税がゼロになるため、ASEANおよびインドへの供給拠点として整備。
中国・韓国メーカーの低価格攻勢に省エネルギー性能で対抗

出典：
⽇本経済新聞「ダイキン、タイに新⼯場 エアコンの基幹部品の⽣産能⼒8割増」（2016年7⽉7⽇）、
同「エアコン各社、アジアの⽣産・営業体制強化」（2016年12⽉11⽇）
JETRO「タイのエアコン製造に顕著な伸び－2国間と多国間のFTAをうまく活⽤」（2016年6⽉15⽇）
をもとに発表者作成



【参考】世界の住宅⽤エアコンのインバータ機⽐率（2015年）

14

出典：ダイキングループ サステナビリティレポート 2016
http://www.daikin.co.jp/csr/report/2016/daikin_csr2016_all.pdf
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出典：ダイキン「経済産業省の経済産業省の国際協⼒の⽅針のもと、
タイ冷媒転換⽀援プロジェクトへ参画
タイの空調メーカーへ次世代冷媒HFC32に関する技術⽀援を開始 」（2015年4⽉27⽇）
http://www.daikin.co.jp/press/2015/150427/index.html

ダイキンと経産省は低GWP冷媒（HFC32）に関する
技術⽀援をタイで実施
タイにおいて空調機の冷媒転換を⽀援する経済産業省の
プロジェクトに参画し、
現地空調メーカー12社への技術⽀援を実施。
タイの空調メーカーが⾃⼒でHFC32を使った空調機を
開発・製造・販売できるようになることを⽬的

経済産業省は、オゾン層保護および温暖化対策と新興国⽀援
の観点から、資⾦⾯だけでなく技術⾯でも新興国の環境対策
を⽀援する⽅針のもと、タイ側からの要請を受け、冷媒転換
⽀援プロジェクトへの協⼒を推進

モントリオール議定書多数国間基⾦の執⾏委員会が承認 タイ国内メーカーのサービスエンジニア対象
据付・修理トレーニング

出典：ダイキングループ CSR報告書2015
http://www.daikin.co.jp/csr/report/2015/daiki
n_csr2015_all.pdf

⽇本企業の活動例ーエアコン⽣産の現地化と
⾼効率・低GWP化



(1)電⼒部⾨では、天然ガス⽕⼒に⽇本企業が投資を⾏い、
インフラ供給に貢献。
⼀部では⽇本メーカーのガスタービンを導⼊。
今後は、電⼒開発計画に沿って、
天然ガス⽕⼒以外の発電⽅式（⽔⼒、再エネ）への貢献も
重要で、⽇本企業の先駆例もある

(2)省エネルギーについては、⾃動⾞メーカー、
鉄鋼メーカー、エアコンメーカーなどの⽇本企業が
「ものづくりの現地化」を通じて多⾯的な技術移転を進め、
その基盤の上に、
エネルギー効率改善や低GWP化が進んでいる
⇒⼯業化促進・ものづくりと温暖化対策の両⽴

⼩括（タイ）
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事例２ インド
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「GDPあたりの排出原単位を
2030年までに2005年の⽔準から
33〜35％減らす。」

「技術移転とGCFを含む低コストな国際資⾦による
⽀援を受けて、
2030年までに⾮化⽯燃料ベースのエネルギー源
を全発電容量の40%程度とする。」

パリ協定におけるインドの約束（NDC）の抜粋
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貢献達成のために、実施中の政策介⼊を継続し、
既存政策を強化し、新たなイニシアティブを⽴ち上げる
決意である。優先分野は以下。
1）⽕⼒発電における新規のより効率的でクリーンな技術
2）再⽣可能エネルギー発電の推進と全燃料ミックスにおけ
る代替燃料シェアの増加
3）運輸部⾨からの排出の削減
4）経済、特に産業、運輸、建物、機器のエネルギー効率化
5）廃棄物からの排出の削減
・・・（以下略）

⇒以下では、①再エネ発電のうち太陽光発電、
②運輸部⾨からの排出削減、③産業のエネルギー効率化、
④機器のエネルギー効率化を取り上げて、
⽇本企業の活動を整理

NDCの背景にある施策
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モディ政権は2022年までに100GWを導⼊するとの⽬標を推進中
⼤型発電所については⼊札を通じて、価格低下が進⾏中

①太陽光発電の加速的導⼊
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（INR/kWh）

出典：各種資料・ウェブサイトをもとに発表者が作成

図：インドにおける
⼤型太陽光発電所の

売電価格⼊札における
落札価格の推移



ソフトバンクがインド企業と台湾企業との合弁で太陽光発電事業に参⼊し、
2015年12⽉には中央政府による⼊札で、
1kWhあたり4.63ルピーという低い価格で350MW分を落札
オリックスはインドIL&FSの⾵⼒発電事業⼦会社への出資を通じて
発電容量1GWの⾵⼒発電事業を展開すると発表
ソーラーフロンティアがインドWelspun Renewables Energy社と
100MW規模のCIS薄膜太陽電池供給契約を締結
東芝三菱電機産業システムは、直流の電気を交流に変換する
パワーコンディショナーの現地⽣産拡⼤を決定

⽇本企業の活動例－投資、設備供給
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出典：
SBエナジー「SB Energy、インド・アンドラプラデーシュ州の350MW メガソーラー発電事業を落札 〜ソフトバンクグループ
によるインド初の太陽光発電事業〜」（2015年12⽉15⽇）
（http://www.softbank.jp/corp/d/group_news/press_20151215_01.pdf）
オリックス「インドで合計1,004MWの⼤型⾵⼒発電事業に参⼊」（2016年3⽉17⽇）
（http://www.orix.co.jp/grp/news/2016/160317_ORIXJ.html）
ソーラーフロンティア「ソーラーフロンティア、Welspun Renewables Energy社と100ＭＷ規模のCIS薄膜太陽電池供給契約を
締結」（2015年3⽉17⽇）（http://www.solar-frontier.com/jpn/news/2015/C043572.html）
東芝三菱電機産業システム「PCS のグローバル事業拡⼤に向け全世界で⼀挙に 80 億円を投資インドでは新⼯場建設も含め40
億円規模 」（2016年3⽉24⽇）（https://www.tmeic.co.jp/news_event/pressrelease/2016/20160324_ja.pdf）



燃費基準
インド政府は2017年4⽉から乗⽤⾞の燃費基準を開始
基準は企業全体の平均値で設定（※販売⾞両の重量の平均値に応じて変動）
2022年に基準値を強化

電動⾃動⾞導⼊（ハイブリッド⾞、電気⾃動⾞）
2013年1⽉に” National Electric Mobility Mission Plan 2020（NEMMP）”
を策定
” Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles in 
India (FAME India) “を2015年4⽉にNEMMPの下に定め、
政府補助⾦によりハイブリッド⾞・電気⾃動⾞の普及・製造を促進
※ゴヤル電⼒・⽯炭・新・再⽣可能エネルギー⼤⾂は2016年春頃より、
「2030年に全新⾞を電気⾃動⾞にする」とのビジョンを繰り返し表明

公共交通の推進も削減策の重要な柱
（→JICAが⽀援（デリーメトロ、⾼速鉄道建設事業詳細設計調査等））

②運輸部⾨からの排出削減

22



マルチスズキ
2015年以降、マイルドハイブリッドモデルを追加
（⼩型⾞、中型⾞）
2017年1⽉には累計10万台突破との報道

トヨタ・キルロスカ・モーター
2013年にハイブリッド⾞（カムリ）を販売開始

ホンダ
2016年からハイブリッド⾞を販売開始

※ソフトバンクの孫正義社⻑は、
同社が出資するタクシー配⾞サービスOlaに
インド産の電気⾃動⾞100万台を無償提供を希望（wish）と
2016年12⽉に表明（ただし約束（commitment）ではない）

⽇本企業の活動例－ハイブリッド⾞の市場導⼊
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出典：静岡新聞「スズキ印新⼯場、２⽉本格⽣産 年間１７５万台体制」（2017年1⽉28⽇）
Economic Times, “Maruti Suzuki sells 100,000 mild hybrids since Ciaz, Ertiga launch”（2017年1⽉13⽇）
Wall Street Journal 「トヨタ、インドで「カムリ」ハイブリッド⾞の⽣産開始」（2013年8⽉29⽇）
⽇本経済新聞「ホンダ、インドにＨＶ再投⼊ 品ぞろえ拡充」（2016年10⽉25⽇）
Economic Times, “Softbank‘s Masayoshi Son wishes to gift a million electric cars to Ola cabbies “（2016年12⽉3⽇）

FAME Indiaによる導⼊台数
（四輪＋⼆輪）

出典：FAME Indiaウェブサイト
（http://www.fame-india.gov.in/#）



産業部⾨を対象に、
PAT（Perform, Achieve, and Trade）と呼ばれる省エネ達成認証取引制度を実施中。
2012年4⽉1⽇〜2015年3⽉31⽇を第1サイクルとして実施され、
現在は第2サイクルに向けた制度準備中

③産業部⾨のエネルギー効率化
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項⽬ 内容

期 間 第1期フェーズは、2012年4⽉1⽇〜2015年3⽉31⽇
第2期フェーズは、2016年4⽉1⽇〜2019年3⽉31⽇

⽬標設定

「⽣産量あたりのエネルギー消費量（specific energy consumption、略称はSEC）」を指標として、指定事業
者別に削減⽬標を設定。
指定事業者別にベースラインとして2007〜2009年度の平均のSECおよび⽣産量を計算し、
SECのベースラインからSECの⽬標を差し引いたものにベースライン⽣産量を乗じて、
エネルギー消費削減量を計算すると、3年間の累積で669万トン（原油換算）となる。

対象業種 第1期フェーズ：⽕⼒発電、鉄鋼、セメント、アルミニウム、塩素アルカリ、肥料、紙パルプの8業種
第2期フェーズ：11業種（上記8業種に⽯油精製、送配電、鉄道を追加した3業種を追加）

⽬標未達時
の対応

指定事業者は未達時に下記の罰則に従うか、
省エネ証書を購⼊して未達分を埋め合わせなければならない

罰 則
原単位⽬標の未達分にベースライン⽣産量を乗じた量を「不遵守量」とし、
不遵守量に「エネルギーコスト（※）」を乗じて、「罰⾦額」とする
（※）エネルギーコストは、⽯炭・⽯油・ガス・電⼒の重み付け平均価格。
全指定事業者の平均消費量に応じて重み付けし、2011年度の場合、10,154ルピー/toe

省エネ証書取引
2015年4⽉から、取引期間に⼊る。原単位⽬標を超過達成した場合に、
省エネ証書（Energy Saving Certificates、略称はESCerts）を発⾏。
発⾏量は、超過達成分にベースライン⽣産量を乗じた量。
ただし、初年度と2年⽬の発⾏量はこの80%まで。次の期間へのバンキングが可能

出典：柳・野⽥・⻘島（2013）にインド電⼒省・省エネルギー局の情報を⼀部加筆



⽇系企業（新⽇鉄住⾦エンジニアリング（北京中⽇聯公司））が
コークス乾式消⽕設備（CDQ）をインド⺠間の鉄鋼メーカーに供給（左表）
国営・公営鉄鋼メーカーに対しては、NEDOの技術実証事業を実施（右表）

⽇本企業の活動例ー鉄鋼部⾨のCDQ導⼊
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出典：各社ホームページの受注実績表、
NEDOウェブサイト等より発表者作成。
⽇本エネルギー経済研究所（2016）
「平成２７年度国際エネルギー使⽤合理化等対策事業
（インドにおける省エネ・再エネ機器導⼊可能性調査）」も参照

技術実証事業名 実証実施サイト ⽇本企業 事業年度
製鉄所向けエネルギー
センターの最適制御技
術実証事業

SAIL
富⼠電機
等

2016-
2019

インド⾼性能⼯業炉実
証事業 SAIL 中外炉 2016-

2018

焼結クーラー排熱回収
設備モデル事業 RINL

スチール
プラン
テック

2008-
2014

コークス乾式消⽕設備
モデル事業〈CDM〉 TATA Steel 新⽇鉄 2006-

2009

⽇系企業のインドにおけるCDQ供給 インドにおける鉄鋼部⾨NEDO技術実証

導⼊企業 コークス処理量

Jamshedpur
（第5-7コークス炉）
2011年に運転開始

135 t/h×1基
（NEDO実証事業）

Kalinganagar
建設中 200 t/h×1基

Toranagallu
（第1-4コークス炉）
2012-13年に運転開始

120 t/h×1基×4件

建設中 120t/h×2基

建設中
170t/h×1基
120t/h×1基

タタ・スチール

JSWスチール

Jindalスチール＆パワー

Bhushanスチール



機器のエネルギー効率基準とラベリング
インド政府は21種類の機器に対して、
エネルギー効率ラベリングを導⼊済み

ルームエアコンについては、
●2008年よりラベリングによって効率化を誘導
（2010年の星５つは2015年には星３つ、

2018年には星1つというように時間変化）
●2010年にはラベリングを義務化
（ラベル添付なしでの販売禁⽌）
●2016年1⽉からは星1つの機器の販売禁⽌
●インバーターエアコンの⾃主ラベリングを2015年6⽉に導⼊。
効率測定⽅法を共通化し2018年1⽉に定速エアコンと制度統合

④機器のエネルギー効率化
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出典：インド電⼒省（BEE announces new star rating methodology for Air conditioners、2016年4⽉14⽇、及びSchedule – 19 VARIABLE 
CAPACITY AIR CONDITIONERS、2015年6⽉29⽇）
⽇本エネルギー経済研究所（2015）「平成２７年度国際エネルギー使⽤合理化等対策事業
（インドにおける省エネ・再エネ機器導⼊可能性調査）報告書」



⽇本企業の活動例－⾼効率・低GWPエアコンの推進
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出典：ダイキン「平成 27 年度 省エネ⼤賞において『HFC-32 ⾼性能空調機の世界展開による省エネルギー推進』が
「経済産業⼤⾂賞」ビル⽤マルチエアコン『VRV シリーズ』が「省エネルギーセンター会⻑賞」を受賞 」
（http://www.daikin.co.jp/press/2016/160119/press_20160119.pdf）

ダイキンによる取組
①インバーターエアコンの性能が適切に評価される評価基準について、
政府主導の技術委員会への積極参加などを通じて技術的観点から貢献
②HFC32を使⽤するエアコンの普及を持続的なものとするため、
安全と性能を担保する国際規格をインドで国内規格化するための⽀援
③HFC-32エアコンの扱いやすさへの理解を深めてもらうため、
経産省の⽀援を得て、12都市で76回の教育研修を実施し、
技術者3600名を指導



【参考】⽇印「ものづくり技能移転推進プログラム」
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⽇印⾸脳会談における共同声明（2016年11⽉11⽇）
「両⾸脳は「ものづくり技能移転推進プログラム」を通じて，
インドの製造分野における⼈材育成に関して協⼒することを決定した。
本プログラムは，官⺠が連携して，⽇本式ものづくり学校の設⽴，
及び⽇本企業によって選ばれた既存⼯科⼤学への寄附講座の設置を通じて，
１０年間で３万⼈の⽇本式のものづくりの技能や規律を⾝につけた⼈材を
育成し，インドの製造基盤の底上げを⾏い，
「メイク・イン・インディア」，
「スキル・インディア」に貢献していく。」

経済産業省「インド技能開発・起業省との間で産業⼈材育成に関する
協⼒覚書に署名しました」（2016年11⽉11⽇）
「2017 年夏に、⽇本式ものづくり学校を、第⼀陣として、
マルチ・スズキ・インディア（グジャラート州）、
トヨタ・キルロスカ・モーター（カルナカタ州）、
ダイキンエアコンディショニングインド（ラジャスタン州）
によって、開始予定」



(1)電⼒部⾨では、モディ政権の巨⼤⽬標を契機に、
太陽光発電の導⼊がブームに。⽇本企業の先駆例もあり

(2)運輸部⾨の排出削減については、⽇本企業がものづくり
の現地化を進め、その基盤の上に、
燃費改善や電動化といったインド政府の政策に呼応

(3)鉄鋼部⾨のエネルギー効率化では、
⽇本企業の削減技術（CDQ）の導⼊が進んでいる

(4)エアコンでもエネルギー効率化・低GWP化に⽇本企業が
貢献

※これらの企業の⼀部はものづくり技能⽀援にも貢献
⇒⼯業化促進（Make in India）と温暖化対策の両⽴

⼩括（インド）

29



JBIC（輸出信⽤、投資⾦融、GREEN）
タイ（天然ガス⽕⼒）、タイ・ラオス（⽔⼒）
インド（再エネ・省エネ）

JICA（円借款）
インド（公共交通（デリーメトロ等））

NEDO（技術実証プロジェクト）
インド（CDQ）

経産省による⽀援
タイ＆インド（冷媒低GWP化の技術⽀援）
タイ＆インド（ものづくり⽀援）

モントリオール議定書多数国間基⾦
タイ（冷媒低GWP化の技術⽀援）

事例でみられた⽀援
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(1)NDCとその背景にある国家計画・技術ニーズ
→関連する分野での⽇本企業の活動
→政府による側⾯⽀援という順序で考えていくと、
途上国のNDC達成⽀援と⽇本企業の海外展開が
両⽴しやすい

・この順番で考えると、相⼿国の温暖化対策に直接ではなく、
間接的に関わっている企業活動を洗い出すこともできる

・ただし、⺠間ベースで進むものも多い

(2)⽇本企業の活動の特徴として、
⽣産の現地化と結びつく場合がある。
削減に直接的に寄与するものではないが、
削減を容易にする環境作りのために、
ものづくり技術移転と絡めるのは、
⽇本らしさを発揮できる⽀援⽅法の１つ

途上国の削減⽀援のあり⽅についての考察
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企業活動がボーダーレス化すれば、
削減貢献もボーダーレス化するのは⾃然な流れ。
⻑期の時間軸であれば、なおさら。
この流れを政府が側⾯⽀援することは
⽇本の貢献となりうる

国別⽬標の発想を出発点とする
海外オフセット型に加えて、
企業活動の実態を出発点に据えた
オフセット以外の海外貢献も
同時に⽬指してはどうか

温暖化対策の⻑期戦略への⽰唆
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