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第1章 概要 
 

1.1. 背景 

世界のエネルギー消費量は、アジアを中心とした途上国で急増し、2035 年には 2016 年比

で 1.2 倍増し、海外エネルギー市場は引き続き堅実に成長が見込まれるとともに、再エネル

ギーの設備容量が石炭火力を上回るなど、各国で脱炭素化に向けたエネルギー転換が加速

している。 

世界の脱炭素化の潮流に応じるため、省エネ技術の開発を行い、当該技術を海外に展開す

ることは、世界のエネルギー使用量を減らす観点から必要であるとともに、当該技術の導入

に向けて、政府当局としてはエネルギー使用量削減に資する規制やインセンティブ制度の

あり方を検討することが重要である。 

上記を背景として、我が国は、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）や省エネ

ルギーセンター等の関係団体と連携しながら、我が国省エネ技術の海外展開を行ってきた

ところ、2019 年 6 月に開催され、我が国がホスト国を務める G20 及び「持続可能な成長の

ためのエネルギー転換と地球環境に関する環境閣僚会合」等を見据えながら、エネルギー使

用量の削減に資する制度のあり方を議論する予定となっている。 

同 G20 において、当該制度のあり方を円滑に議論するため、国際エネルギー機関（IEA）

に対して、プレゼンを日本側から依頼し、有益な議論を行うため、当該プレゼン内容の妥当

性を予め確認するとともに、G20 加盟国やアジアにおける省エネ規制を調査し、既存の各国

のエネルギー関係制度に適合する制度のあり方を確認することを実施した。 

 

1.2. 加盟国におけるベンチマーク制度の整備状況 

加盟国におけるベンチマーク整備状況についてエネルギー多消費産業である鉄鋼、セメ

ント、紙パルプ、化学を中心に調査した。詳細は各国の章を参照されたいが、整備状況の一

覧は下表にまとめた通りである。 

 G20 加盟国がベンチマーク類似制度を導入しているは、12 カ国・地域（米、加、EU、英、

独、仏、伊、日、中、韓、印、沙）であり、その他 8 カ国は（土、伯、墨、亜、尼、露、南

阿、豪）は導入していない。 

導入している国・地域のうち、エネルギー効率指標ベースのベンチマーク制度を導入して

いるのは 5 カ国（米、日、中、印、沙）であり、CO2 排出量ベースのベンチマークを導入し

ているのは 7 カ国・地域（加、EU、英、独、仏、伊、韓）であり、なお、英国は EUETS 制

度のほか、気候変動協定（CCA）下でエネルギーまたは CO2 排出量ベースの指標を選択で

きるスキームを導入している。 

また、導入している国・地域のうち、義務化制度となっているのは 1 カ国（沙）のみであ

り、自主で取引可能な制度となっているのは 8 カ国（印、加、EU、英、独、仏、伊、韓）、
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自主で何らかの助成措置（優遇措置やラベリング）と関連しているのは 4 カ国（米、英、日、

中）である。 

さらに、ベンチマークの水準の設定にあたり、上位水準を採用しているのは 10 カ国・地

域（米、日、中、沙、加、EU、英、独、仏、伊）であり、業界平均の水準を採用しているの

は 2 カ国（韓）であり、業界トップ企業を基準にしているのはインドである。 

表 1.2-1 G20 加盟国におけるベンチマーク類似制度の整備状況 
 

ベンチマーク制度 設定方法 対象業種数 ４エネルギー多消費産業 

米国 Energy Star 

(自主、エネルギー） 

25％以上 18 鉄鋼、セメント、紙パルプ 

カナダ Output-based pricing 

system 

（自主、CO2） 

業界平均より 2

～3割アップ 

17 鉄鋼、セメント、紙パルプ、化学 

EU、英、独、仏、

伊  

EUETS 

(強制、CO2） 

上位 10％平均 全産業 鉄鋼、セメント、紙パルプ、化学 

英国 気候変動協定（CCA） 

（自主、選択型） 

団体又は企業が

政府と交渉 

全産業 鉄鋼、セメント、紙パルプ、化学 

日本 産業ベンチマーク制度

（自主、エネルギー） 

上位 10％～20％

の水準 

10 鉄鋼、セメント、紙パルプ、化学 

中国 推奨国家基準 

（自主、エネルギー） 

国際水準参照 全産業 鉄鋼、セメント、紙パルプ、化学 

韓国 KETS（強制、CO2 の BM 業界平均 23 セメント 

インド PAT制度 

（強制、エネルギー） 

トップ企業を基

準に調整（＊） 

11 鉄鋼、セメント、紙パルプ、化学 

サウジアラビア ベンチマーク制度 

（強制、エネルギー） 

グローバル上位

1/4の水準 

3 鉄鋼、セメント、化学 

注）その他加盟国（トルコ、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、インドネシア、ロシア、

南ア、オーストラリア）はベンチマーク制度と類型した制度は構築していない。（＊）イン

ドのパットはトップ企業の原単位をベースに国のエネルギー削減目標によって調整するス

キームとなっている。 

出所）日本エネルギー経済研究所作成 
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ベンチマーク類似制度を採用しているほとんどの国・地域では鉄鋼、セメント、紙パルプ、

化学という４つの代表的なエネルギー多消費産業を対象にしているが、韓国はセメントの

みを対象にしており、アメリカは Energy Star の下、鉄鋼、セメント、紙パルプの３つのエ

ネルギー多消費産業が対象となっている。 

この意味で G20 加盟国の大半はベンチマーク類似制度を導入しており、ベンチマーク制

度を G20の枠組の中にさらに浸透させる土壌がすでに醸成されている。 
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第2章 米国 
 

2.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 

米国の最終エネルギー消費量は、2000 年以降、1,500Mtoe 前後で推移しており、概ね横ば

いである。部門別の最終エネルギー消費量を見ると、2016 年においては、産業部門 19%、

民生部門 36%、運輸部門 45%であることから、運輸部門によるエネルギー消費量が約半数

を占め、産業部門によるエネルギー消費が少ないことが特徴であることがわかる。産業部門

の最終エネルギー消費量の推移は、2000 年に 332Mtoe に達しピークを迎えた後、緩やかに

減少傾向にある。産業部門における 2016 年の業種別最終エネルギー消費では、米国はエネ

ルギー産出国であることから、石油化学によるエネルギー消費が最も大きく 24%を占め、

紙パルプの 17%、食品・タバコ産業の 11%と続いている。 

 

 

 
図 2.1-1 米国のエネルギー多消費産業の消費 

 

 

2.2. 省エネルギー関連政策の目標 

米国では、カンクン合意において、2020 年に 2005 年比で GHG 排出量を 17%削減する目

標がある。また、パリ協定においては、米国が提出した Nationally Determined Contributions 

(以降、NDC)において、2025 年に 2005 年比で GHG 排出量を 26%~28%削減する目標を掲げ

ている。 

一方で、2017 年 1 月に就任したトランプ大統領は、同年 6 月にパリ協定から脱退する意

向を明らかにし、同年 8 月に国務省が国連に対し、正式に脱退を通告した。米国のパリ協定

脱退は大統領選挙がある 2020 年 11 月以降に有効になるため、現時点では下記の NDC は有

効であるが、2020 年 11 月以降については不透明である。 
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表 2.2-1 省エネルギー関連の政策目標 

指標 目標  期限  基準  備考  

GHG 排出量 ▲17% 2020 2005 (*) 

GHG 排出量 ▲26%-28%  2025 2005 (**) 

出所：（*）カンクン合意 
（**）Nationally Determined Contributions 

 

2.3. 省エネルギー政策の概観 

米国の省エネルギー政策は、規制的手法ではなく、補助金や税の減免・融資などの経済的

手法や自主協定といった自主的取組が中心となっている。 

 

表 2.3-1 米国における省エネルギー政策の概観 

政策 省エネ管理 基準＆ラベリング 経済的助成措置 

全般 

 米国の省エネ政策は、エネルギー効率・燃費基準及び補助金、税制、融資等の手法によるインセンティブ政策を中心

とすることが特徴。 

 GHG 排出削減目標 ： 2020 年までに 2005 年比で 17%削減、2025 年に同 26%-28%削減。 

産業 

 省エネ自主協定（Better Buildings, 

Better Plant)の実施。 

 「エネルギー効率のための国家行動

計画」への参加 

 GHG 排出削減自主協定 

 エネルギー管理自主プログラム

（SEP) ）の実施。 

 「エネルギースター」プログラムに

おいて、ベンチマークを設定。 

 産業用機器のＭＥＰS 基準。 

 石油・ガス生産のメタン漏洩基準 

 義務的ラベリング「エネルギーガ

イド」の実施。 

 自主的ラベリング「エネルギース

ター」は、機器、建物、工場など

広範囲を対象。 

 ARPA-E プログラムによる先端

技術への資金提供 

 先端製造技術局(AMO)を通じた

省エネ技術開発への資金提供 

 高効率電化製品の製造事業者に

対する税控除 

 DOE 融資保証プログラム 

民生 

 連邦政府の GHG 排出削減・省エネ目

標の設定。 

 2020 年までに住宅以外の建物のエネ

ルギー効率を 20%向上 

 2030 年までに建物のエネルギー効率

を 50％向上 

 2013 年までに 100 万戸の住宅を断熱

化する。 

 ミドル・クラス・タスクフォースを通

じた住宅省エネ促進 

 住宅用、業務用機器のＭＥＰS 基

準の強化。 

 義務的ラベリング「エネルギーガ

イド」の実施。 

 自主的ラベリング「エネルギース

ター」は、機器、建物、工場など

広範囲を対象。 

 住宅省エネ診断「Home Energy 

Score」プログラム実施 

 住宅 耐候化支 援プログラ ム

(WAP) 

 州エネルギープログラム 

 エネルギー効率・保全ブロック補

助金 

 建物技術プログラム（BTP)による

資金提供 

 建物・住宅・断熱処置・設備導入

他への税額控除 

 商業用建物改修・住宅新築に関す
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 商業ビルパートナーシップ る優遇税制 

 省エネ製品購入に対する税控除 

 省エネ上乗せ融資の提供 

 住宅省エネ改修資金の民間融資

への政府保証付与や、州による回

転基金の拡充 

 融資プログラムなどの革新的融

資手法の開発・実施 

運輸 
 輸送事業効率化推進パートナーシッ

プ 

 軽量乗用車向け CAFÉ 基準の強

化 

 重量車両向け燃費・GHG 排出基

準を決定・強化 

 燃費ラベル実施・改訂 

 中古車向けラベル実施 

 燃料多消費車税 

 低燃費車購入者への税額控除 

 代替燃料給油所設置事業者への

税控除 

出典：各種資料による。 

 

2.4. 産業部門の取り組み 

産業部門においては、エネルギー管理士の設置やエネルギー監査は法的に義務付けられ

ておらず 1、エネルギー省が主催している Better Buildings, Better Plant などの自主協定や、先

端製造技術局(AMO)を通じた省エネ技術開発への資金提供などの補助金、融資といったイ

ンセンティブ政策が中心となっている。 

 

2.5. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

2.5.1. 産業部門における省エネルギー規制の概要 

米国においては、日本の省エネ法に基づくベンチマーク制度のような義務的（法的）なベ

ンチマーク政策は存在しない。他方、自主的な省エネルギーラベルなどを提供している”

ENERGY STAR”プログラムのもとで、環境保護庁により、ベンチマークが開発されている。

ただし、ENERGY STAR は自主的プログラムであることから、同ベンチマークを用いた規制

などは存在しない。 

 

2.5.2. 産業部門におけるエネルギー効率基準 

ENERGY STAR における産業部門を対象としたベンチマークは下表に示すように 18 種類

開発されている。 

 

                                                        
1 ACEEE (2018) “The 2018 International Energy Efficiency Scorecard” 

https://aceee.org/sites/default/files/publications/researchreports/i1801.pdf 
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表 2.5-1 ENERGY STAR における産業部門のベンチマーク業種リスト 

業種 No. 詳細 

鉄鋼 
1 一貫製鉄所 

2 鋳鉄 

セメント 3 セメント 

アルミニウム 4 アルミニウム 

紙パ 
5 パルプ 

6 板紙 

ガラス 
7 板ガラス 

8 容器 

自動車 

9 組立 

10 エンジン 

11 トランスミッション 

食品 

12 パン 

13 クッキー 

14 冷凍フライドポテト 

15 ジュース 

16 トウモロコシ精製 

17 液状乳製品 

その他 18 医薬品 

出所：ENERGY STAR HP2 

 

ENERGY STAR のベンチマークでは、下図に示すように、業種別にエクセルシートが公開

されており、事業者は生産活動量やエネルギー消費量、エネルギーコストを入力することで

ベンチマークを用いた評価ができる。ENRGY STAR のベンチマークの評価は、下図に示す

ように、エネルギー消費量を同業種のプラント比較した際の百分位数が評価点になる。

ENERGY STAR のベンチマークの水準としては、50 パーセンタイルが平均的なプラント、

75 パーセンタイル以上であれば効率の良いプラントとして、ENERGY STAR の認証が得ら

れる。 

 

 

                                                        
2 https://www.energystar.gov/buildings/facility-owners-and-managers/industrial-

plants/measure-track-and-benchmark/tools-tracking-and 
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図 2.5-1 ENERGY STAR のベンチマーク計算入力画面（一貫製鉄所） 

出所：ENERGY STAR “Integrated Steel Plant EPI”3 

 

 
図 2.5-2 ENERGY STAR のベンチマーク計算イメージ 

出所：ENERGY STAR “EPI Benchmarking Guide”4 

                                                        
3 https://www.energystar.gov/buildings/tools-and-resources/integrated-steel-plant 
4 https://www.energystar.gov/sites/default/files/tools/EPIBenchmarkingGuide_form.pdf 
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2.6. その他省エネルギー政策 

2.6.1. 民生部門 

米国では民生部門の取り組みとして、エネルギー効率基準・ラベリング（補助金）、自主

協定、モデル基準の策定、補助金、税制、融資、技術支援等の多様な政策手段を展開してい

る。建築物に注目すると、基準の策定は州政府の権限であり、連邦政府は州政府が建築基準

を作成するにあたって参考となる連邦モデル基準を策定している。連邦モデル基準はあく

まで、規範であるため、連邦モデル基準を州の建築基準とする州政府がある一方で、独自の

建築基準を定めるケースもある。その他に、連邦政府は自主協定である Better Buildings, 

Better Plants や、上述の ENERGY STAR プログラム内で建築物の基準策定などの取組を実施

している。 

 

2.6.2. 運輸部門 

米国では、Corporate Average Fuel Economy (CAFE)と呼ばれる自動車燃費基準を有してお

り、制度自体は 1970 年代より存在している。 

現在の乗用車・ライトトラックの自動車燃費・CO2 排出規制 5は、2012 年のオバマ前政権

下で策定 6され、燃料基準は 2017 年式から 2025 年式の期間に段階的に厳しくなる。同規制

によると、2025 年までに燃費を約 50%（対 2016 年比）改善する必要がある。ただし、上記

の自動車燃費基準は、トランプ政権によって見直しが提案されている。トランプ政権は 2025

年式まで段階的に燃費基準を厳格化するとしている現行制度を 2020 年式で凍結することや、

カリフォルニア州に認めていた独自に燃費基準を設定する権限を取消すことを提案してい

る。なお、トランプ政権による燃費基準の見直し案は、最終規則ではないため、今後、最終

規則では内容が変化する可能性がある。 

 

 

 

  

                                                        
5 自動車の CO2排出規制は 2012 年度より導入されているが、有害物質については 1970 年代より存在し

ている。 
6 2012 年に策定された最終規則の正式名称は”2017 and Later Model Year Light-Duty Vehicle Greenhouse 

Gas Emissions and Corporate Average Fuel Economy Standards”である。 
https://one.nhtsa.gov/staticfiles/rulemaking/pdf/cafe/2017-25_CAFE_Final_Rule.pdf 
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2.6.3. 機器等の効率基準 

米国では、MEPS が住宅用機器、業務用機器、照明機器、配管機器（シャワーヘッドなど

の水回り製品）に導入されている。MEPS が策定されている機器は、2019 年 3 月現在で、70

機器以上である。MEPS が策定されている機器は下表の通りである。 

 

表 2.6-1 MEPS 対象機器（住宅・業務用機器） 

住宅用機器 業務用機器 
バッテリー充電器 エアコンとヒートポンプ(空冷一体型) 

ボイラー 自動商業製氷機 

シーリングファン サーキュレータポンプ 

セントラルエアコンとヒートポンプ 洗濯機 

衣類乾燥機 業務用包装ボイラー 

洗濯機 商業用および工業用エアコンプレッサ 

コンピュータとバッテリーのバックアップシステム エアコン(コンピュータ室) 

従来の調理製品 専用屋外エアシステム 

除湿機 専用プールポンプ 

直接加熱装置 配電用トランス 

食器洗い機 電気モーター 

ACアダプター エアコン(蒸発冷却一体型) 

炉用ファン ファンとブロワ 

暖炉 エアコンとヒートポンプ(パッケージターミナル) 

炉床製品 ポンプ 

移動住宅・プレハブ住宅 冷蔵飲料自動販売機 

電子レンジ 冷凍装置 

その他の冷蔵設備 エアコンとヒートポンプ(縦型シングルパッケージ) 

プールヒーター 小型電動機 

ポータブルエアコン ユニットヒーター 

冷蔵庫と冷凍庫 エアコンとヒートポンプ(可変冷媒流量) 

ルームエアコン ウォークインクーラーとウォークインフリーザー 

セットトップボックス 空気炉 

テレビ 水冷一体型エアコン 

給湯器 給湯装置  
水源ヒートポンプ 

出所：Department of Energy HP7 

                                                        
7 https://www.energy.gov/eere/buildings/standards-and-test-procedures 
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表 2.6-2 MEPS 対象機器（照明・配管機器） 

照明機器 配管機器 
天井型換気扇照明セット 蛇口 

Certain Lamps シャワーヘッド 

蛍光灯安定器 水洗便器 

一般用蛍光灯 男性用小便器 

一般用白熱灯 Commercial prerinse spray valves 

一般用ランプ（General Service Lamps） 
 

高密度放電ランプ 
 

照明つき出口指示板 
 

白熱反射灯 
 

LED 照明 
 

ルミナリエ 
 

Medium base Compact Fluorescent Lamps 
 

メタルハライドランプ照明機器 
 

Torchieres 
 

交通信号機 
 

出所：Department of Energy HP8 

 

 

2.6.4. 効率ラベリング制度 

Energy Guide ラベルの貼付対象機器は、洗濯機、冷蔵庫、冷凍庫、テレビ、温水器、食器

洗い機、ルームエアコン、セントラルエアコン、石油・ガス暖房(furnace・ボイラー)、ヒー

トポンプ、プールヒーター、テレビ、配管機器、照明機器である。ラベルのイメージは下図

を参照されたい。 

Energy Guide ラベル以外にも、自主ラベルとして上述の ENERGY STAR もあり、Energy 

Guide および ENERGY STAR 双方の基準を満たした場合は、統合したラベルを機器に貼付

することができる。 

 

                                                        
8 https://www.energy.gov/eere/buildings/standards-and-test-procedures 



 

13 
 

 
図 2.6-1 Energy Guide のラベル 

出所：Federal Trade Commission HP9 

  

                                                        
9 https://www.consumer.ftc.gov/articles/0072-shopping-home-appliances-use-energyguide-label 
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第3章 カナダ 
 

3.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 

カナダの最終エネルギー消費量は、2004 年に 202Mtoe に達した後、概ね 190Mtoe 前後で

推移している。部門別最終エネルギー消費量の割合では、2016 年において、民生部門の 39%

が最も高く、運輸部門 36%、産業部門 25%と続き、産業部門のエネルギー消費量が最も低

いことがわかる。産業部門の最終エネルギー消費量の推移をみると、2004 年に 58Mtoe に達

した後、最終エネルギー消費量は減少傾向にあり、2016 年時点では 42Mtoe となった。2016

年業種別最終エネルギー消費量の割合をみると、紙パルプの 24%が最も高く、次いで、石油

化学の 15%、非鉄金属の 12%と続く。 

 

 
図 3.1-1 カナダのエネルギー多消費産業の消費 

 

3.2. 省エネルギー関連政策の目標 

カナダはカンクン合意においては、2020 年に 2005 年比で GHG 排出量を 17%削減する目

標を有している。また、パリ協定においては、カナダが提出した Nationally Determined 

Contributions (以降、NDC)において、2030 年に 2005 年比で GHG 排出量を 30%削減する目

標を掲げている。 

 

表 3.2-1 省エネルギー関連の政策目標 

指標 目標  期限  基準  備考  

GHG 排出量 ▲17% 2020 2005 (*) 

GHG 排出量 ▲30%  2030 2005 (**) 

出所：（*）カンクン合意 
（**）Nationally Determined Contributions 
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3.3. 省エネルギー政策の概観 

カナダは、州政府の権限が大きいことから、経済的助成措置が中心である。ベンチマーク

は、2019 年より導入されるカーボンプライシング制度の一部において活用されている。 

 

表 3.3-1 米国における省エネルギー政策の概観 

政策 省エネ管理 基準＆ラベリング 経済的助成措置 

全般 
 GHG 排出削減目標 ： 2020 年までに 2005 年比で 17%削減、2030 年に同 30%削減。 

 カナダの連邦政府は、2017 年度において、省エネルギー政策へ 3 億ドル以上の予算を充当した。 

産業 

 政府との自主協定 (CIPEC) 

 産業部門のエネルギー効率向上と温室効果ガス削減を目的とした

自主協定。 

 規定の義務を果たすと補助金などの申請資格が得られる。 

 1990 年から 2009 年の間にエネルギー効率 4.9％向上、温室効果ガ

スを 26.9Mt 削減を達成。 

 連邦レベルのカーボンプライシング制度を導入（2019 年より） 

 同制度では、業種ごとにベンチマークが設定される。 

 ENERGY STAR によるベンチマーク 

 ENERGY STAR 

（自主）   

 省エネ・再エネ機器

導入時の優遇税制 

 省エネ関連機器導

入の際は控除率が

高くなり、税制上優

遇される。 

民生 

 住宅・業務用ビルのエネルギーコード 

 20011 年以降、住居用とビル用のエネルギーコード改正。 

 天然資源省はソフトウェア、訓練、モデル基準の適用を支援する実

施用資料も用意。 

 自発的 R-2000 家庭プログラム 

 R-2000 基準適格住宅は、現在の基準で立てられる住宅より 50％エ

ネルギー効率がよい。 

 R-2000 基準（自

主） 

 EnerGuide（義務） 

 ENERGY STAR

（自主） 

 

運輸 

 乗用車の GHG 排出規制 

 20011 年-2025 年までの基準値を公表。フリート平均排出量を利用 

 大型車両の GHG 排出規制 

 20014-2018 年までの基準値を公表。バス、トラック等の大型車が対

象 

 政府との自主協定（SmartWay） 

 エネルギー消費、温室効果ガス削減を目的として 2012 年から開始。 

 複数の排出量データの提出が義務。 

 米国とカナダ間で一定の連携がある。 

 EnerGuide（義務）  

出典：各種資料による。 
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3.4. 産業部門の取り組み 

産業部門では、2019 年よりカーボンプライシング制度が導入される(次項参照)。その他に

は、産業部門のエネルギー効率向上を目的とした自主協定である Canadian Industry Program 

for Energy Conservation (CIPEC)や ISO50001 を取得する際の助成制度など、自主的・経済的

手法が中心である。 

 

3.5. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

3.5.1. 産業部門における省エネルギー規制の概要 

カナダでは、日本の省エネ法に基づくベンチマークのような制度は存在しない。ただし、

2019 年より導入されるカーボンプライシング制度において、一部、ベンチマークの考え方

を用いた取引制度が導入されている。カナダのカーボンプライシング制度は、カーボンプラ

イシングの水準が十分でない州に導入されることとなっており、①連邦燃料税(Federal fuel 

charge)と②ベンチマークを用いた排出原単位の取引制度(Output-Based Pricing System : 

OBPS)によって構成されている。 

なお、その他には米国と同様に自主的な省エネルギーラベルなどを提供している

「ENERGY STAR」プログラムのもとで、ベンチマークが開発されている。同制度について

は。米国の章を参照されたい。 

 

3.5.2. 産業部門におけるエネルギー効率基準 

 

表 3.5-1 カーボンプライシング制度（OBPS）業種リスト 

 
出典：Government of Canada HP10より作成 

 

                                                        
10 https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/climate-

action/pricing-carbon-pollution/output-based-pricing-system.html 

項目 詳細

制度名 Output-based pricing system (OBPS)

概要

• 2019年よりカーボンプライシング制度を十分に運用していない州に
導入

• 産業部門が対象
• 業種別にベンチマークを設定し、その達成を要求

指標 CO2e原単位

対象施設 年間排出量が5万t-CO2e以上の施設

目標水準
全国平均原単位の70%から80%以下
（国際競争に晒されている産業は90%以下）

クレジット
超過達成した場合はクレジットを取得
取引・バンキング可

不遵守時の罰金 $20/t-CO2e(2019) - $50/t-CO2e(2022)
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上述の通り、一部の州において、2019 年より OBPS が導入される。OBPS が導入されるの

は、オンタリオ州、マニトバ州、ニュー・ブラウンズウィック州、プリンス・エドワード・

アイランド州、ユーコン準州、ヌナブト準州、サスカチュワン州(一部)である 11。OBPS は

年間排出量が 5 万 t-CO2e 以上の年間排出量を記録する施設が対象であり、業種ごとに CO2

排出原単位を用いたベンチマークを設定する。ベンチマークの水準は、業種別の平均原単位

の 70%から 80%以下(国際交渉に晒されている産業は 90%)以下となっている。同制度では、

超過達成した場合は、下図に示すようにクレジットが取得可能であり、取引・バンキングが

可能になっている。 

 

 
出典：Government of Canada HP より作成 

図 3.5-1 OBPS のイメージ図 

 

対象産業は、エネルギーおよび素材系産業を中心に 17 業種が OBPS の対象となっている。

詳細は下表の通りである。 

  

                                                        
11 Government of Canada HP “Pollution pricing: technical briefing” 

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-

pollution-how-it-will-work/putting-price-on-carbon-pollution/technical-briefing.html 
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表 3.5-2 OBPS における対象業種リスト 

 
出典：Government of Canada HP12より作成 

 

 

3.6. その他省エネルギー政策 

3.6.1. 民生部門 

民生部門を対象とした省エネルギー規制としては、機器の MEPS とラベリング（後述）

や、州政府が建築基準を作成するにあたって規範となるモデルコードの作成などを実施し

ている。 

 

3.6.2. 運輸部門 

カナダでは、米国と同等の水準になるように自動車の燃費基準を設定しており、米国と互

換性を有している。また、ドライバーへのエコドライブや低燃費車の情報提供、運送会社と

の自主協定、自動車ラベルの貼付といった政策を実施している。 

  

                                                        
12 https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/climatechange/climate-

action/pricing-carbon-pollution/output-based-pricing-system.html 

業種 番号 詳細

石油・ガス等

1石油・ガス生産

2重質オイルサンド

3石油精製

4非在来型重質油精製

5ガスパイプライン

6蒸気

鉄鋼
7ペレット

8電炉

セメント 9セメント

紙パルプ 10紙パルプ

化学

11エタノール

12炭酸カリウム

13肥料

鉱業 14鉱業

石灰 15石灰

金属 16卑金属製錬・精製

食品 17食品
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3.6.3. 機器等の効率基準 

機器のエネルギー効率基準(MEPS)とラベリングに関しては、カナダの省エネ法である「エ

ネルギー効率法」 (Energy Efficiency Act)と「エネルギー効率規則」 (Energy Efficiency 

Regulations)によって定められている。 

カナダの義務的 MEPS とラベリングは Energy Guide と呼ばれており、米国の同一名称の

制度と互換性を有している。 

 

3.6.4. 効率ラベリング制度 

Energy Guide ラベルはまた、米国と同様にカナダにおいても Energy Guide の基準と

ENERGY STAR の基準を、双方満たした場合、同時に掲載することが認められている。下記

に Energy Guide のラベルを示す。 

 

 

図 3.6-1 Energy Guide のラベル 

出所：Natural Resource Canada HP13 

 

 

  

                                                        
13 https://www.nrcan.gc.ca/energy/products/energuide/label/reading/13632 



 

21 
 

第4章 ブラジル 
 

4.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 

最終エネルギー消費に占める割合は、運輸 40％、産業 37％、民生 23％である。産業部門の

エネルギー消費量は、食料品・たばこ、紙・パルプ、鉄鋼の順になっている。 

 

図 4.1-1 ブラジルのエネルギー多消費産業の消費 

 

4.2. 省エネルギー関連政策の目標 

国家エネルギー計画で、2030 年までにエネルギー需要を 9％削減との目標を掲げている。

また、国家エネルギー効率計画で、2030 年までに電力消費量を BAU 比 107TWh 削減との目

標を掲げている。 

 

表 4.2-1 省エネルギー関連の政策目標 

指標 目標 期限 基準 備考 

エネルギー需

要 

9%削減 2030 年 （不詳） 国家エネルギ

ー計画 2030 

（2007 年） 

運輸部門需要 12%削減 2030 年 （不詳） 国家エネルギ

ー計画 2030 

（2007 年） 

電力消費量 107TWh 削減 2030 年 BAU
（1028TWh） 

国家エネルギ

ー 効 率 計 画

（PNEf） 

GHG 排出量 36.1 ～ 38.9%

削減 

2020 年 BAU カンクンプレ

ッジ（NAMA） 

STEP 4
評価

最終エネルギー消費（2016） 産業部門エネルギー消費の推移
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GHG 排出量 37%削減 2025 年 2005 年 INDC 

GHG 排出量 43%削減（例

示） 

2030 年 2005 年 INDC 

 

4.3. 省エネルギー政策の概観 

鉱山エネルギー省（Ministerio de Minas e Energia：MME）が 2007 年 11 月に発表した、エ

ネルギー長期計画の基礎となる「国家エネルギー計画 2030（Plano Nacional de Energia 2030）」

には、省エネに関する章があり、省エネに関する目標・戦略を立てている。その中で、2030

年までに最低でもエネルギー需要の 9%、電力需要の 10%、運輸部門需要の 12%に相当する

省エネを達成する目標を設定している。 

2011 年 10 月 19 日には、国家エネルギー計画 2030 が策定を求めている「国家エネルギー

効率計画（PNEf）」が、発表された。鉱山エネルギー省が策定した。PNEf では、産業、運輸

等のセクターや、既存の省エネプログラム、研究開発、国際協力、資金等のトピックに関し

て、目的、セクター概要等の背景説明、削減ポテンシャル、関連法制度の概要、関連プログ

ラムの説明、今後の活動に関する提案を行っている。PNEf が予測する 2030 年時点の電力消

費量は、ベースラインで 1028TWh であるが、提案される様々な省エネ政策を通じて、2010

年～2030 年の累積でその約 10%にあたる約 107TWh を削減するとしている。累積削減量の

内訳は、産業で 39TWh、住宅で 38TWh、商業で 16TWh、公的部門で 7TWh 等となってい

る。 

 

1. 国家電力エネルギー節約プログラム（PROCEL） 
PROCEL プログラムは、1985 年の省間行政令 1877 号により鉱山エネルギー省と当時の工

商業省により策定された、電力供給・消費の効率化による電力システムの設備増強投資抑制

を目的とする全国的なプログラムである。連邦電力公社である Electrobrás 社が実施機関と

なっている。1991 年の大統領令により、電力部門に限定されたプログラムから、より幅広

い目的と内容を持つ政府のプログラムへと昇格した。 

 

2. CONPET（National Program for the Rational Use of Natural Gas and Oil Products）プログラ

ム 
CONPET プログラムは、大統領令により 1991 年に策定された、運輸、家庭、業務、産業、

農業における化石燃料利用効率化を目的とする全国的なプログラムである。PROCEL と同

様のガイドラインに則り、鉱山エネルギー省の管轄下でブラジル最大の石油会社である

Petrobrás の運営により実施される。 
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表 4.3-1 ブラジルにおける省エネルギー政策の概観 

政

策 
省エネ管理 基準＆ラベリング 経済的助成措置 

部

門 
A：規制、B：自主 A：基準、B：ラベリング A:補助金、B：税制、C：融資 

全

般 

A  1）2007 年に「国家エネルギー計画 2030」を発表。2030 年までに最低でもエネルギー需要の 9%、電力

需要の 10%、運輸部門需要の 12%に相当する省エネを達成する目標を設定 。 

  2）2011 年 10 月に「国家エネルギー効率計画（Plano Nacional de Eficiência Energética: PNEf）」を発表。 

産

業 

A １）電力配電事業者に対し、

年間純営業収入の 0.25%以

上を省エネ活動へ投資義務

づけ  （PROPEE プログラ

ム） 

B １）PROCEL プログラム（エ

ネルギー診断・自己評価と

エネルギー最適化） 

 

C  １）国立経済社会開発銀行

（BNDES）の PROESCO プログ

ラム（省エネプロジェクトへの

資金提供） 民

生 

B １）PROCEL プログラム（政

府建物の省エネ、自治体の

エネルギー管理、家庭部門、

産業部門の省エネ、公共照

明の高効率化） 

２）ブラジルにおける市場

転換プロジェクト（業務・公

共建物のエネルギー効率改

善） 

A １）義務的なエネルギー

効率基準を設定。 

B １）強制ラベリング制度：

PBE 

  ２）任意ラベリング制度：

Selo PROCEL 、

SeloCONPET 

運

輸 

A １）自動車大気汚染管理プロ

グラム（PROCONVE） 

B １）CONPETプログラムを通

じた技術支援 

B １）車両ラベリングプ

ログラム 

出典：各種資料による。 

 

4.4. 産業部門の取り組み 

PROCEL プログラムの一部として、2002 年に中規模・大規模産業を対象に Procel Indústria
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が開始された。ブラジルの電力消費の約 40％を産業部門が占める。国・州レベルの産業団

体、大学、中小企業支援庁（SEBRAE）等と協力して、研修、エネルギー診断の実施、中小

企業向けの省エネ水準自己診断ソフトウェアの開発、国際会議への参加等を行っている。産

業部門による電力消費の約 3 分の 2 は電動モーターによる消費である。高効率モーターの

導入をはじめとする節電策を促進している。  

 

4.5. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

特にない。 

4.5.1. 産業部門における省エネルギー規制の概要 

4.5.2. 産業部門におけるエネルギー効率基準 

 

4.6. その他省エネルギー政策 

1. 民生部門 
PROCEL プログラムの一部として、建物の省エネ（PROCEL Edifica）、公共建物の省エネ

（PROCEL EPP）、自治体のエネルギー管理（PROCEL GEM）が実施されている。また、公

共照明の高効率化のための PROCEL Reluz プログラムは、900 万個の公共照明の改善により、

年間 2550GWh の削減と、580MW のピーク電力消費削減を目標としている。 

また、「ブラジルにおける省エネ市場転換」（Energy Efficiency Market Transformation in Brazil）

プロジェクトを、環境省が、UNDP と連携し GEF から資金提供を受けて運営している。こ

のプロジェクトは、業務・公共建物におけるエネルギー効率を 400 万 MWh 改善するのに貢

献する 14。 

 

2. 運輸部門 
CONPET プログラムの中の運輸関連プロジェクトのほかに、自動車大気汚染管理プログ

ラム（Motor Vehicle Air Pollution Control Program: PROCONVE）が、環境省の環境および再生

可能天然資源庁（Ibama）により運営され、軽量自動車について排出基準を設定している。

また、二輪車からの大気汚染管理プログラム（Program for Controlling Air Pollution from 

Motorcycles and Similar Vehicles: Promot）が、Proconve を補完し、二輪車による大気汚染の削

減に貢献する目的で創設されている 15。 

 

3. エネルギー効率基準とラベリング 
2001 年国家エネルギー効率法により、義務的なエネルギー効率基準を設定している。 

家庭用業務用機器ラベリングが、2000 年から強制基準に移行した（Programa Brasileiro de 

Etiquetagem: PBE）。また、1993 年に開始した電気機器対象の Selo PROCEL、2005 年に開始

                                                        
14 Third National Communication of Brazil 
15 Third National Communication of Brazil 



 

25 
 

したガス機器対象の Selo CONPET と呼ばれる任意のエネルギー効率シールがある。 

 

4. 助成措置 
2006 年に、国立社会経済開発銀行（BNDES）は PROESCO を承認した。このプログラム

は、省エネプロジェクトに資金提供することを目的としている 16。 

  

                                                        
16 Third National Communication of Brazil 
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第5章 メキシコ 
 

5.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 

最終エネルギー消費に占める割合は、運輸 46％、産業 30％、民生 24％である。 

産業部門の最終エネルギー消費量は、部門不詳が大きく、非金属鉱物、鉄鋼の順になってい

る。 

 

 
図 5.1-1 メキシコのエネルギー多消費産業の消費 

 

5.2. 省エネルギー関連政策の目標 

御述の移行戦略は、2050 年に向けて省エネについての目標を設定している。 

 

表 5.2-1 省エネルギー関連の政策目標 

指標 目標  期限  基準  備考 

最終エネルギ

ー消費 

1.9%/年 2017〜2030  移行戦略 

最終エネルギ

ー消費 

3.7%/年 2031〜2050  移行戦略 

GHG 排出削

減目標（無条件

目標） 

▲25％  2030 BAU NDC 

GHG 排出削

減目標（条件付

目標） 

▲40％  2030 BAU NDC 

出所：各種資料からエネ研作成 
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5.3. 省エネルギー政策の概観 17 

エネルギーの効率的な利用を促進するための戦略・政策・プログラムを形成するための法

的根拠となる「エネルギーの持続可能な利用のための法律（Ley para el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía）」と、再生可能エネルギーの有効活用を図るための「再生可能エネ

ルギー活用とエネルギー変革のための資金法（Ley para el Aprovechamiento de Energías 

Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética）」は、2015 年 12 月 25 日施行のエネ

ルギー移行法（Ley de Transición Energética）に統合された。エネルギー移行法は、ランドマ

ークとなる 2013 年に承認されたエネルギー改革の一部である。エネルギー移行法は、エネ

ルギー政策に関する 4 つの文書の作成を義務づけている。 

 移行戦略（Estrategia de transición para promover el uso de technologías y combustibles 

más limpios、英語：Transition strategy to promote the use of cleaner fuels and technologies）：

クリーンエネルギーや省エネの中長期の政策のガイダンスである。エネルギー省は、ク

リーンな技術と燃料の使用を促進するため移行戦略を公表し、その中でクリーン発電

と省エネの目標を定めた。移行戦略は、具体的な行動・目標をもち、義務的政策となっ

た次の 2 つの特別プログラムの基礎となる。 

 エネルギー移行の特別プログラム（PETE, Programa Especial de la Transitión 

Energética） 

 エネルギーの持続可能な利用のための国家プログラム（PRONASE, Programa 

Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía）：省エネの目的・目標を達成する

ための行動計画である。エネルギー省（SENER）は現行の PRONASE を 2017 年 1 月に

公表した。6 つの省エネ目的とそれぞれの具体的な達成戦略を定めている。 

 省エネロードマップ（Hoja de Ruta en materia de Eficiencia Energétical）：国家エネル

ギー効率利用委員会（Conuee）が作成を義務付けられており、省エネ目的を達成するた

めの責任主体、時間枠組みおよび資源を定める。CONUEE が 2017 年 3 月に公表した。

焦点を当てる 5 つの行動分野（①規則と公共政策、②制度、③能力、④市場と資金、⑤

研究、開発およびイノベーション）を特定し、4 つの部門（①建物、②産業、③運輸、

④市町村サービス）で行われる。省エネ目的を達成するため、66 の具体的行動を定め

ている。建築基準の強化、燃料品質の改善、電気自動車の普及、ESCO の普及などの措

置が含まれる。 

国家エネルギー効率利用委員会（CONUEE）は、省エネの評価を推進するため、フランス

の環境・エネルギー管理庁（ADEME）および Enerdata 社の支援ならびにフランス開発庁

（AFD）により提供された資金により、省エネ指標データベース（BIEE, Base de Indicadores 

de Eficiencia Energética）を作成している 18。これは、IPEEC の省エネ指標を通じた政策改善

                                                        
17 APERC, Compendium of Energy Efficiency Policies in APEC Economies 2017. 
18 http://www.biee-conuee.enerdata.net 
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タスクグループ（IPEEI）による二国間キャパシティビルディングプロジェクトである 19。

2017 年 9 月に、プロジェクトを第 2 フェーズに延長する合意が署名されている 20。 

 

表 5.3-1 メキシコにおける省エネルギー政策の概観 

政

策 
省エネ管理 基準＆ラベリング 経済的助成措置 

部

門 
A：規制、B：自主 

A：基準、B：ラベリン

グ 
A:補助金、B：税制、C：融資 

全

般 

１）エネルギー移行法 

２）移行戦略 

３）エネルギー移行の特別プログラム（PETE） 

４）エネルギーの持続的利用の国家プログラム（PRONASE） 

５）省エネロードマップ 

産

業 

B  １）全国エネルギー管理シス

テ ム プ ロ グ ラ ム

（PRONASGEn） 

 

A・C  １）エネルギー移行およびエネル

ギーの持続可能な利用基金

（FOTEASE） 

２）省電力信託基金 (FIDE) 

民

生 

B  １）照明節減プログラム

（Ahórrate una luz） 

２）グリーンローンプログラ

ム（Hipoteca Verde） 

３）節電資金プログラム

（PFAEE） 

A １）任意基準（NMX） 

２）強制基準（NOM） 

B １）義務的ラベリング

プログラム 

２）任意ラベリングプ

ログラム「 Sello 

FIDE」 

運

輸 

A  １）車両燃費規制 
 

出典：各種資料による。 

 

5.4. 産業部門の取り組み 

2015 年に、国家エネルギー効率利用委員会（CONUEE）は、エネルギー使用者による省

エネ措置の採用を妨げている障壁・行動を乗り越え、最小化するために、全国エネルギー管

                                                        
19 https://ipeec.org/taskgroup/5-

Improving%20Policies%20through%20Energy%20Efficiency%20Indicators%20(IPEEI).html 
20 https://ipeec.org/cms/22-improving-policies-through-energy-efficiency-indicators-task-

group-ipeei-.html 
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理システムプログラム（PRONASGEn, Programa Nacional para Sistemas de Gestión de la Energía）

を開始した。このプログラムは、エネルギー管理システムの採用を促している。プログラム

の計画では、参加者は電力の 25％、天然ガス消費の 37％の節減を達成することとなってい

る。PRONASGEn は、エネルギー多消費産業部門に焦点を当てているが、中小企業や石油精

製、公共建物も含んでいる。PRONASGEn は、コンサルティング会社、教育・研究機関およ

びプログラム参加者からなる「学習ネットワーク」の設立を促進している。現在、50 の企

業が 5 つの学習ネットワークを通じてエネルギー管理システムを実施している 21。 

 

5.5. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

特にない。 

5.5.1. 産業部門における省エネルギー規制の概要 

5.5.2. 産業部門におけるエネルギー効率基準 

 

5.6. その他省エネルギー政策 

1. 民生部門 
照明節減プログラム(Ahórrate una luz Programme) 

エネルギー省は、住民 10 万人未満のコミュニティーで白熱灯を 4000 万個のコンパクト

蛍光灯（CFL）に交換することからなる照明節減プログラムを開始した。このプロジェクト

は、省電力信託基金（FIDE）が、社会開発省外局の DISCONSA やメキシコ全体の農村に所

在する 2 万 7000 店のネットワークと連携して運営している。便益を受ける資格者は、10 万

人未満のコミュニティーの住民で、電気を「低消費世帯」料金で支払っているものでなけれ

ばならない。受益者は、電気料金請求書と白熱灯をもって DISCONA 店に行かなければなら

ない。交換に、5 つのコンパクト蛍光灯を無料で受け取る 22。 

 

グリーンローンプログラム（Hipoteca Verde Programme) 

グリーンローンプログラムは、省エネシステム・技術の低所得世帯での使用を促進するた

めの全国労働者住宅基金庁（INFONAVIT）による住宅資金スキームである。プログラムの

目標は、グリーンで高効率な技術を新規建物に設置することを促進することである。

Hipoteca Verde は「グリーンローン」を意味し、プログラムは INFONAVIT のサービスを受

ける家族を対象とし、太陽熱温水器や電球など省エネ技術を住宅に設置するコストをカバ

ーするために 1250 ドルまでの追加ローン信用を提供する 23。 

 

                                                        
21 APERC, Compendium of Energy Efficiency Policies in APEC Economies 2017. 
22 APERC, Compendium of Energy Efficiency Policies in APEC Economies 2017. 
23 APERC, Compendium of Energy Efficiency Policies in APEC Economies 2017. 
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節電資金プログラム（Programme for Financing of Electric Energy Saving (PFAEE) 

省電力信託基金（FIDE）と連邦電力委員会（CFE）が担当。旧型で非効率な冷蔵庫や空調

を新型で省エネルギーのタイプに取替える際に財政支援を行う。また家庭の断熱材導入、省

エネルギータイプの電球にも財政支援を行う。 

 

2. 運輸部門 
メキシコ政府は、乗用車を対象とする燃費・CO2排出基準を 2017 年 6 月 21 日に、NOM-

163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 として公布した。 

 

3. エネルギー効率基準とラベリング 
メキシコでは 1992 年制定の連邦計量規格法（Ley Federal Sobre Metrogia y Normalizaction）

によって、「任意基準（NMX：Normas Mexicanas）」と「強制基準（NOM：Normas Oficiales 

Mexicanas）」の 2 つの基準を定めている。 

国家エネルギー効率利用委員会（CONUEE）が行う義務的ラベリングプログラムと、省電

力信託基金（FIDE）が実施する任意のラベリングプログラムである「Sello FIDE」の二つの

ラベリング制度がある。 

 

4. 助成措置 24 
エネルギー移行およびエネルギーの持続可能な利用基金（FONTEASE) 

エネルギー移行法の目的に合うプロジェクトについて信用保証や資金援助を提供する。

FOTEASE により 2015 年中に管理された財源は約 10 億ペソであった。 

 

省電力信託基金（FIDE) 

連邦電力委員会（CFE）によってつくられた民間信託基金で、省エネプロジェクトに資金

や技術支援を提供する。 

  

                                                        
24 APERC, Compendium of Energy Efficiency Policies in APEC Economies 2017. 
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第6章 アルゼンチン 
 

6.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 

 IEA のアルゼンチンのエネルギーバランス表では 1995 年から産業部門別に詳細なデー

タが整備されるようになった。最終エネルギー消費に占める産業の割合が 55％（2016 年）

であり、さらに産業部門のエネルギー消費に占めるエネルギー多消費産業の割合として、鉄

鋼 14％、化学 7％、窯業 9％、紙パルプ 3％となっており、4 者合計で 33％になっている。

近年の産業部門のエネルギー消費が横ばいに推移しているが、エネルギー多消費産業部門

のエネルギー消費が 33％を占めているため、これらの産業の省エネルギー対策が求められ

る。 

 

 
図 6.1-1 アルゼンチンのエネルギー多消費産業の消費 

 

 

6.2. 省エネルギー関連政策の目標 25 

2007 年 12 月、政府はエネルギーの合理的かつ効率的な利用のための国家計画

（PRONUREE）を開始した。 PRONUREE には、産業、運輸、住宅部門（2016 年の 10％の

省エネ目標）、サービス部門（2016 年の 12％の省エネ）のエネルギー効率を改善するための

短期および長期の目標が含まれている。PRONUREE は、電力消費量を BAU と比較して 6％

削減し、2016 年までに 1500 MW を節約することを目的としている。また、エネルギー効率

に関する教育プログラム、コージェネレーション活動の拡大規制、電気製品の表示、エネル

                                                        
25 http://g20-energy-efficiency.enerdata.net/policies/buildings-argentina.html、

https://ipeec.org/en/bulletin/19-argentina-makes-fast-strides-on-energy-efficiency.html 

 

http://g20-energy-efficiency.enerdata.net/policies/buildings-argentina.html%E3%80%81https:/ipeec.org/en/bulletin/19-argentina-makes-fast-strides-on-energy-efficiency.html
http://g20-energy-efficiency.enerdata.net/policies/buildings-argentina.html%E3%80%81https:/ipeec.org/en/bulletin/19-argentina-makes-fast-strides-on-energy-efficiency.html
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ギー効率規制、およびエネルギー効率化プロジェクトの開発を支援するためのクリーン開

発メカニズム（CDM）を支援する。 

国内のエネルギー効率目標：住宅、公共/民間サービスにおける 2016 年のエネルギー節約

目標の 10％から 12％。BAU と比較して電力消費を 6％、1500 MW 節約する。 

また、2015 年に 2030 年までに最終エネルギー消費量を 11％削減するという国家目標を

策定した。それを実現するために、部門ごとの対策を計画している。 

 

表 6.2-1 省エネルギー関連の政策目標 

指標 目標  期限  基準  備考  

エネルギー消費 ▲11％  2030 BAU （*）  

GHG 排出量 （無条件） ▲15％  2030  BAU （**）  

GHG 排出量 （条件付き） ▲30％  2030  BAU （**）  

出所：（*）2015 年策定。 
（**）Intended Nationally Determined Contributions（2015 年 10 月提出） 

 

6.3. 省エネルギー政策の概観 

 

2015 年後半、アルゼンチンの新大統領 Mauricio Macri がエネルギー効率を国家の優先事

項にまで引き上げ、エネルギー・鉱山省内において省エネルギーとエネルギー効率の事務局

を設立した。それ以来、国はエネルギー効率化政策の開発と実施において取り組みを強化し

てきた。 

大統領は 2030 年までに最終エネルギー消費量を 11％削減するという国家目標を策定し

た。それを実現するために、部門ごとの対策を計画している。 

また、国民意識では国民にエネルギーの生産と使用にかかるコストについて理解を深め

るよう啓発キャンペーンを実施している。2017 年のキャンペーンでは 個人のエアコンに最

大 24 度に設定することを奨励した。このキャンペーンは全国およそ 3400 万人に達した。

家庭におけるガス消費に関する省エネルギー意識の向上のため、同様のキャンペーンが

2016 年冬季に実施した。 

アルゼンチン政府は 2018 年初に新たにエネルギー効率法を議会に提出する予定となって

いる。 

2015 年 12 月以降 26、エネルギーシステムの計画および意思決定プロセスはエネルギー省

の管轄下にある。長期エネルギー計画に関して、同省は、戦略的エネルギー計画事務局を通

じて、2030 年のエネルギーシナリオとして 4 つの代替エネルギー需要シナリオを想定し、

基本ガイドラインを確立した、非在来型資源の活用、エネルギー効率の向上、再生可能エネ

                                                        
26 https://www-

pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/cnpp2018/countryprofiles/Argentina/Argentina.htm 
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ルギーの利用拡大、その他クリーンエネルギーの促進がフォーカスされている。 

2017 年 12 月 28 日、議会は税制改革法 No27.43027を批准して炭素税（Impuesto alDióxidode 

Carbono）を導入した。炭素税率は USD10 / tCO2e として、消費税が課されていない製品（炭

素、コークス、重油）は税率が 2019 年に 1USD / tCO2e として、以降１USD/年で増加する。 

2015 年 10 月国連に提出した NDC（自主削減目標 28）では、無条件削減目標として、2030

年に BAU 比 GHG 排出量を 15％削減することとなっている。その目標には、持続可能な森

林経営の推進、エネルギー効率向上、バイオ燃料の推進、原子力、再生可能エネルギー、お

よび輸送手段のシフトに関連する行動が含まれる。一方、条件付きの目標として、a）十分

かつ予測可能な国際資金調達 b）移転、技術革新および技術開発に対する支援。 c）キャパ

シティビルディングの支援、の条件下、2030 年 BAU 比排出量 30％の GHG 排出量の削減を

達成する目標となっている 

 

表 6.3-1 中国における省エネルギー政策の概観 

政策 省エネ管理 基準＆ラベリング 経済的助成措置 

部門  A：規制、B：自主 
A：基準、 

B：ラベリング 

A:補助金、B：税制、 

C：融資 

全般 
●2030 年に BAU 比 11％省エネルギー目標 

●INDC 目標として 2030 年に BAU 比無条件目標で GHG15％削減。 

産業 
B ●省エネルギー技能向上プログラム 

●トレーニングプログラム 
B●電気モーターの基準の作成計画中  

民生 
 

 
A●MEPS 基準とラベリング  

B●地方政府の家庭エネ

ルギー消費の実態調査 

 

運輸 B●BRT の整備等 B）小型車用のエネルギー効率ラベル   

出典：各種資料による。 

 

6.4. 産業部門の取り組み 

産業部門の省エネルギー政策として省エネルギー技能と意識を高めることによって、産

業部門の省エネを促進する方針である。そのために、中小企業向けの「ソフトクレジットラ

イン」プロジェクトを実施し、トレーニングコースや表彰キャンペーンを開始している。 

 

                                                        
27 PPT資料 https://www.thepmr.org/system/files/documents/Argentina%2018-04-

11%20Tax%20reform%20-%20Carbon%20tax.pdf 
28 https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Submission%20Pages/submissions.aspx 
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6.5. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

特にない。 

6.5.1. 産業部門における省エネルギー規制の概要 

6.5.2. 産業部門におけるエネルギー効率基準 

特にないが、工業用電気モーターの MEPS は計画中となっている。 

 

6.6. その他省エネルギー政策 

 

1. 民生部門 
家電製品に対しては、2017 年に既存の 7 つのラベルが義務化され、新たに 4 つの自主ラ

ベルが導入された。これによって合計 11 のラベルが導入された他、最小エネルギー性能基

準（MEPS）が 10 個となった。基準とラベルの適用範囲と厳格さを強化していく方針であ

る。 

•公共照明では、政府は自治体や州に技術のアップグレードのための直接助成金を支給し

ている。この計画は 68 の地域が 5 億ペソの節約、合計 7 万の LED の設置に支援した。 

•建物省エでは、州と協力して Santa Fe（サンタフェ）で 500 世帯を対象としたパイロッ

トプロジェクトを実施して、世帯のエネルギー消費に関する統計を収集している。収集した

統計は、全国的なベースラインデータセットとして今後の省エネルギー政策に利用する方

針である。 

独立標準化団体 IRAM は、1996 年から建築物外壁設計に関する標準を開発しているが、

自主基準となっている。 例外は Buenos Aires（ブエノスアイレス）州で、これを強制基準と

して採用している。 建築基準の全国規模に適用するには州レベルの採用を必要とする立法

制度となっている。 

州レベルの取り組みとして、ブエノスアイレス州環境保護庁（APRA）は、「公共建築物の

エネルギー効率化プログラム」を実施し、公共建築物のエネルギー評価、エネルギー消費の

改善を目的としている。 最初の建物診断は、2008 年から 2009 年の間に 5 つの公共建物が

行われた。このプログラムに割り当てられた予算は、省エネ診断を実施するための専門家契

約で 15 万ユーロ、15 棟の設備のための 10 万ユーロで、各エネルギー診断に必要な人的資

源のコストは約 10,000 ユーロとなっている。 

 

2. 運輸部門 
•運輸部門では、小型車用のエネルギー効率ラベルを開発して、消費者に省エネルギー情

報を提供するようになった。また、エコドライブプログラムを継続的な実施している。今後

貨物車に対しは、他の国と協力し貨物の効率性能の基準を策定する予定である。 

ブエノスアイレス州は、2014 Sustainable Transport Award を受賞した。 2013 年、世界で最

も広い 9 番 Julio 通りでは 20 車線以上の自動車車道が７つのバス高速トランジット（BRT）
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に置き換えられた。BRT は中央側に 17 の駅を設置し、11 個のバス路線が 1 日当たり 20 万

人の乗客に輸送サービスを提供している。さらに、ブエノスアイレスは新しい 23 キロメー

トルの BRT 回廊、Metrobus Sur を開設した。これらの取り組みによって市内中心部が、ウ

ォーキングやサイクリングの場所に変わった。 

 

3. 機器等の効率基準 
家電製品の MEPS 基準は冷蔵庫、洗濯機、エアコン、ランプ、ソーラー温水器、冷凍機と

なっている。 

工業用電気モーターの MEPS は計画中となっている。 

住宅の MEPS（既存と新規）は自主となっている。 

 

4. 効率ラベリング制度 
機器類のラベリングは以下の通りである 29。 

強制基準（５）：中央 AC、洗濯機、蛍光灯、白熱灯、冷蔵庫となっている。 

任意基準（８）：照明バラスト、遠心ポンプ、待機全機器タイプ、三相誘導電動機、熱伝

達率、建物の外壁、電気温水器、およびガス調理（ストーブとオーブン）となっている。 

計画中の基準（２）：給湯器、太陽熱温水器となっている。 

住宅のラベリング（既存と新規）は自主となっている。 

工業用電気モーターは自主ラベリングとなっている。 

  

                                                        
29 https://www.worldenergy.org/data/energy-efficiency-policies-and-measures/ 
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第7章 EU 
 

7.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 

図 2.1-1 に EU28 か国の部門別エネルギー消費と業種別エネルギー消費の推移を示す。

2016 年の時点で、産業部門の最終エネルギー消費に占める割合は 25%、運輸が 31%、そし

て民生が 44%となっている。産業部門を業種別に推移をみると、2007 年のリーマンショッ

クでこれ以前よりもエネルギー消費量が一段減少したが、概ね横ばいとなっている、業種別

では鉄鋼、化学、窯業といったエネルギー多消費産業で約 5 割程度を占めている。 

 
図 7.1-1 EU のエネルギー多消費産業の消費 

 

7.2. 省エネルギー関連政策の目標 

EU の 2020 年、2030 年目標を表 7.2-1 に示す。 

 

表 7.2-1 EU の 2020 年、2030 年目標 

 2020 年 2030 年 

温室効果ガ

ス排出量 

1990 年比－20% 

 EUETS 部門: 2005 年比－21％ 

 非 EUETS 部門 : 2005 年比－

10％ 

CDM、JI の外部クレジットを移転可能 

1990 年比－40% 

 EUETS 部門: 2005 年比－43％ 

 非 EUETS 部門 : 2005 年比－

30％ 

原則として、EU 域内での削減のみ 

再生可能エ

ネルギー 

最終エネルギー消費に占める割合を

20% (国別導入目標を設定) 

最終エネルギー消費に占める割合を

32% (EU 全体の目標) 

エネルギー

効率改善 

エネルギー効率改善によって一次エネ

ルギー消費を BAU 比 20%削減  

(努力義務) 

エネルギー効率改善を通じて一次エネ

ルギー消費量 BAU 比 32.5%削減 

(努力義務) 
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2009 年に EU は、2020 年までに GHGs 排出を 1990 年比▲20%とする目標 30を策定し、欧

州排出量取引制度(EU ETS)、再生可能エネルギー導入目標、エネルギー効率改善など、EU

共通の目標を導入した。このうち、エネルギー効率改善については、2020 年に BAU 比 20%

削減 31が目標として設定されたが、この目標を達成するために制定されたエネルギー効率

指令(2012/27/EU)では、法的な拘束力をもつ目標とは位置付けられず、国別目標も設定され

ていない。 

続いて、2014 年 10 月、2020 年から 2030 年における気候変動エネルギー政策枠組(A policy 

framework for climate and energy)32を最終決定し、1990 年比▲40%を柱とする政策目標が設定

された。このなかで、エネルギー効率改善による目標は、BAU 比 27%と設定されたが、2020

年目標と同様な位置づけとなった。 

その後、2018 年 6 月に 2030 年のエネルギー効率目標を設定するためのエネルギー効率指

令(2018/2002/EU)の改正に合意した際に、目標が 27%から 32.5%に引き上げられた。ただし、

努力目標であるという位置付けは維持された。 

 

7.3. 省エネルギー政策の概観 

欧州委員会は、EU サミットからの要請に応えるかたちで 2006 年に「エネルギー効率に

関する行動計画」を発表した 33。行動計画は、2020 年までにエネルギー消費を 20%抑える

という目標を定め、部門横断的な政策措置の導入状況の確認と政策強化の方向性をまとめ

ている。さらに、EU はエネルギーサービス指令(2006/32/EC)34の下で、加盟国の非 EUETS

部門に対して、2016 年までに最終エネルギー消費を一律 9%削減するよう要請している。た

だし、これらのエネルギー効率に関する目標には法的拘束力が無く、加盟国の努力目標とい

う位置づけに近いものであった。 

また、2008 年には、EU が 2020 年までに域内からの温室効果ガス排出を 1990 年比 20%削

減するためのエネルギー・気候変動政策パッケージを提案し、欧州理事会で数値目標が決定

された。2008 年 11 月に「第 2 次戦略的エネルギー政策見直し 35」を発表するとともに、建

物のエネルギー効率指令(2002/91/EC)36やラベリング指令(92/75/EEC)37の改正といった省エ

                                                        
30 Commission welcomes adoption of climate and energy package, IP/09/628 
31 Energy 2020 A strategy for competitive, sustainable and secure energy COM(2010) 639 final 
32 A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 COM(2014) 15 final 
33 Action Plan for Energy Efficiency: Realizing the Potential [COM(2006) 545] 
34 Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy 

end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC (Text with 

EEA relevance) 
35 Securing your energy future: Commission presents energy security, solidarity and efficiency 

proposals [IP/08/1696] 
36 Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on 

the energy performance of buildings 
37 Directive 92/75/EEC of 22 September 1992 on the indication by labeling and standard product 

information of the consumption of energy and other resources by household appliances 
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ネルギー関連の法的整備を開始した。両指令の改正案は、2009 年 11 月にエネルギー閣僚理

事会において合意され、それぞれ EPBD (2010/31/EU)38、ラベリング指令 (2010/30/EU)39とし

て採択された。 

さらに、欧州委員会は 2020 年目標を達成するために省エネルギー政策を強化するための

計画を策定し、2011 年 3 月に「エネルギー効率計画 201140」として公表した。図 7.3-1 は、

欧州委員会が推計した一次エネルギー消費量の予測値である。この推計に拠れば、BAU シ

ナリオの場合には、2020 年の時点で 1842Mtoe まで一次エネルギー消費が増加することが予

測されている。一方で、2020 年目標の達成のためには、2020 年時点で 368Mtoe 削減する必

要があり、現状の政策だけでは BAU から 9%程度の 164Mtoe の削減に留まるとしている。

このため、法的拘束力を持つ EU 全体のエネルギー効率目標の策定の必要性が示された。 

 

 

図 7.3-1 EU の省エネルギー目標 
出典: 欧州委員会 

 

2011 年 6 月に 2020 年目標を達成するための「エネルギー効率指令 (Energy Efficiency 

Directive)41」案を公表した。指令案は、2006 年に採択されたエネルギーサービス指令及び

2004 年の CHP 指令を統合したものであり、EU における省エネルギー政策を規定する主要

な指令の 1 つとなることが期待されていた。特に、EU の 2020 年目標として掲げられてい

                                                        
38 Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the 

energy performance of buildings 
39 Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the 

indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and 

other resources by energy-related products (Text with EEA relevance ) 
40 Energy efficiency plan 2011 (COM(2011) 109 final) 
41 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on energy efficiency 

and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC (COM(2011) 370 final) 
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る 20%のエネルギー効率改善による一次エネルギー供給及び最終エネルギー消費の削減を

義務化することを目的としていた。しかし、2012 年 9 月に欧州議会で可決したエネルギー

効率指令(2012/27/EU)42では、2020 年にエネルギー効率を 20%向上させるという文言は残っ

ているが、当初欧州委員会が目指していた 2020 年目標の法的義務化は見送られた。 

その後、2030 年の温室効果ガス排出削減目標が決定されたことを踏まえ、欧州委員会エ

ネルギー効率指令の改正を提案、2018 年 12 月に改正案が施行された。この改正案では、

2030年のエネルギー効率目標が 27%から 32.5%へ引き上げることが盛り込まれた。ただし、

目標は努力義務と位置付けられ、2009 年に試算された BAU シナリオからの BAU 比削減目

標である。目標引き上げ以外にも、エネルギー供給事業者を対象とする省エネ義務制度

(energy saving obligation Scheme)の 2020 年以降の延長、集合住宅などの熱・電力消費量の個

別消費者へ通知するシステムの整備等が含まれる。 

 

7.4. 産業部門のエネルギー政策 

欧州の産業部門のうち、年間排出量が 25,000t-CO2以上の大規模排出施設は EU ETS（(欧

州排出量取引制度)の対象となり、CO₂の排出に対する規制が導入されている。 

EU ETS 対象外の企業には、エネルギー効率指令によって定期的なエネルギー監査の実施

が義務付けられている。大規模企業は、EU 域内の基準(EN 16247-1)あるいは国際的な基準

（ISO50001）に基づくエネルギー監査制度の実施が義務付けられる。中小企業にはエネルギ

ー監査の実施が努力義務となるとなっている。 

 

7.5. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

EU ETS の対象となる鉄鋼、石油化学、紙パ、セメントといったエネルギー多消費型の産

業部門に対して、国際競争力を確保するためにベンチマークに基づく排出権の無償割当が

実施されている。ここでは、エネルギー効率のベンチマークではないが、一つのベンチマー

クの類型として EU ETS のベンチマーク制度をとりあげる。 

2005 年に導入された EU ETS は、2005 年から 2012 年の第 1 フェーズ及び第 2 フェーズに

おいて、排出者に対する排出権の割当方法として過去の排出実績に基づくグランドファザ

リング方式としていた。その後、2013 年から第 3 フェーズに移行するにあたり、発電事業

者はオークション方式、産業部門はベンチマークに基づく無償割当へと制度改正が行われ

た。ベンチマーク制度の概要を図 7.5-1 に示す。 

                                                        
42 Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on 

energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 

2004/8/EC and 2006/32/EC 
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図 7.5-1 EU ETS の産業部門向けベンチマークによる無償割当 

 

ベンチマーク制度を導入するために、欧州委員会 Ecofys、Öko-Institut、Fraunhofer Institute

に調査を委託、域内の EU ETS 対象設備の効率性を調査し、業種ごとの上位 10％の効率性

を基準とするベンチマーク案を公表した。この案に対して、産業界はバウンダリーの設定や

上位 10%の効率性が正確ではないと反論があった。その後、時間をかけてコンサルテーシ

ョンが実施され、2011 年に 52 製品ベンチマークと 2 つの熱・電力ベンチマークで構成され

る無償割当のための域内調和ベンチマーク(2011/278/EU43)が決定された。このベンチマーク

は原則として 1 製品 1 ベンチマークとなっており、最終製品と関連付けた製品ベンチマー

クを定義することが難しい場合にはフォールバックアプローチによって熱・電力ベンチマ

ークが適用される。 

例として、図 7.5-2 に鉄鋼部門への適用例を示す。 

 

 
図 7.5-2 鉄鋼部門のベンチマーク適用例 

                                                        
43 COMMISSION DECISION of 27 April 2011 determining transitional Union-wide rules for 

harmonised free allocation of emission allowances pursuant to Article 10a of Directive 

2003/87/EC of the European Parliament and of the Council 

⑤フォールバック
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③溶銑ベンチマーク

⇒炭鉱で生産されるペ
レットはフォールバック

④電炉ベンチマーク

コークス製造

焼結鉱

高炉 転炉 連続鋳造 熱・冷圧延

電炉 連続鋳造 熱・冷圧延
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1. 製品別ベンチマークの適用 

① コークス製造＝コークスベンチマーク （0.286t-CO2/t） 

② 焼結鉱＝焼結鉱ベンチマーク (0.171t-CO2/t)  

③ 高炉→転炉→連続鋳造=溶銑ベンチ間マーク(1.328t-CO2/t) 

④ 電炉→連続鋳造＝電炉(炭素鋼)ベンチマーク(0.283t-CO2/t)、電炉（合金）ベ

ンチマーク（0.352t-CO2/t） 

⑤ 熱・冷圧延＝熱ベンチマーク（62.3 t-CO2/TJ）・燃料ベンチマーク(56.1 t-

CO2/TJ) 

2. 設備ごとにベンチマークを適用し合算 

 

この域内調和ベンチマークを用いて、EU 加盟国が国内の対象設備に対して適用、欧州委

員会へ結果が報告される。そして、全体の排出上限を上回らないように、欧州委員会が調整

係数を利用して最終的な無償割当量が決定される。 

この時、調整係数とともに炭素コストと貿易集約度を指標としてカーボンリーケージの

可能性について検討し、この可能性がある場合にはカーボンリーケージリストに載せ、

100％の無償割当が実施される。具体的には、「貿易集約度が 10%を超え、かつコスト負担が

5%を超える」セクター、あるいは「貿易集約度が 30%を超えるか、あるいは、コスト負担

が 30%を超える」セクターが対象となる。炭素リーケージセクターと認定された場合には、

100%無償割当 (対象となる 258 部門中 164 部門が対象、EUETS の対象となる排出量全体の

25%、産業部門の 77%を占める)が実施される。これ以外のセクターは、2013 年に 80%を無

償割当、2020 年に 30%の無償割当まで減少、かつ統一調整係数の適用を受ける。 

 

7.6. その他省エネルギー政策 

7.6.1. 民生部門 

2010 年に施行され、2018 年に改正された建物のエネルギー性能指令(EPBD)では、建築物

の省エネ改修による便益が見込めるコスト最適な水準の屋根や窓といった建物の構成要素

に対する最低エネルギー性能要件の計算方法が加盟国ごとに設定される。この値は、欧州委

員会に NEEAP とともに提出することが義務付けられる。また、新築及び既存建築物の大規

模改修の際に、この最低エネルギー性能要件に適合することが義務化されると同時に、建築

物のエネルギー効率の改善を促進するために、融資制度の整備を加盟国に求めている。 

また、エネルギー効率指令では、2014 年から中央政府の公共建築物（及び政府機関が入

居している建物）のうち毎年 3%を EPBD の最低エネルギー性能要件に適合するよう改修

（建物全体、外皮、設備、運営、メンテナンス等）することが義務付けられる 44。この規則

は、2015 年 6 月までは 500 ㎡以上の公共建築物、7 月以降は 250 ㎡以上の公共建築物が対

象となる。ただし、必ずしも EPBD に準拠する必要はなく、EPBD の規定以上にエネルギー

                                                        
44 数値目標の計算方法については、SWD(2013) 445 finalを参照。 
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効率を改善し、且つコスト効率的であることを 2014 年 1 月までに検証し、報告すれば省エ

ネルギー改修として認められる。 

また、公共部門に対して、同指令では、中央政府による公共調達の際に、ラベリング指令

及びエコデザイン指令に準拠するエネルギー効率の高い製品、サービスの購入が義務付け

る 45。さらに、中央政府が入居する際に、その建物が EPBD の最低エネルギー性能要件に適

合していることが求められる。 

 

7.6.2. 運輸部門 

乗用車及び商用車に対する燃費規制 46が導入されている。2020 年に乗用車の平均燃費を

95g-CO₂/km に、商用車は 147g-CO₂/km に達することを自動車製造事業者に義務付けてい

る。さらに、2019 年 1 月に 2030 年の自動車の CO₂排出基準を 2025 年に 2021 年比 15%、

2030 年に 2021 年比 37.5%改善する自動車燃費のポスト 2020 年規制の実施に合意した。同

様に、小型商用車は 2030 年に 2021 年比 31%の CO2 排出基準の改善が目標として設定され

る。また、2 月には重量自動車の燃費を 2030 年に 2019 年比 30%改善する規制が導入され

る。 

 

7.6.3. 機器等の効率基準 

EU は、規制･協定に基づきエネルギー利用機器のエネルギー効率を一定以上のものとす

るよう規制している。このうち、ラベリング指令とエコデザイン指令が補完的に作用するこ

とで、EU 域内に流通する対象製品のエネルギー効率の改善が期待されている。 

2010 年に改正されたラベリング指令では、対象となる製品を使用時のエネルギー消費量

に影響を及ぼすあらゆる製品と定義し、エネルギー関連製品を含む広範な製品が対象とな

る。同指令は、最低エネルギー効率基準(Minimum Energy Performance Standard, MEPS)を設定

することで市場に流通する製品の効率を引き上げ、ラベルを添付することで需要側の行動

に影響を与えることを目的としている。これは、全ての加盟国が遵守すべき基準を遵守させ

ることによって加盟国の産業構造や気候風土といった異なる条件を克服していると考える

ことが出来る。 

エコデザイン指令 47は、製品の供給側に基準を設定することでその行動に影響を与え、市

場に流通する製品の効率を押し上げることが期待されている。同指令は、製品の設計段階に

おいて製品が及ぼす環境負荷が決定するという立場からエネルギーを消費する機器に対し

て生産から破棄にわたるライフサイクルで環境に配慮した設計を行うことで環境に優しい

製品の開発・供給を行わせることを目的としている。さらに、EU において気候変動問題へ

                                                        
45 SWD(2013) 446 final  
46 Regulation (EC) No 443/2009及び Regulation (EU) No 510/2011 
47 Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 

establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related 

products (Text with EEA relevance) 
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の関心が高まると、温室効果ガスの排出も環境負荷の 1 つであるとの考えから、エコデザイ

ン指令の中でエネルギーを消費する機器のエネルギー効率に関する規制も合わせて実施さ

れることになった。このため、エコデザイン指令においてもエネルギー効率基準値の設定と

製品へのエネルギー性能情報の添付を義務付けている。しかし、冷蔵庫のように重複する製

品については、これまでの規制措置を強化する方向で統一化が図られている。エコデザイン

指令は、製品の供給側に基準を設定することでその行動に影響を与え、市場に流通する製品

の効率を押し上げることが期待されている。 

また、EU は米国と協定を結び、EU 域内で流通する対象機器に対して、エネルギースタ

ーの基準で認証されたことを証明するエネルギースターラベルを添付することができる。

このプログラムは、米国の環境庁(EPA)が主導する国際エネルギースタープログラムの一部

であり、EU 域内では主にオフィス機器が同プログラムの対象となっている。 

 

7.6.4. 効率ラベリング制度 

1992 年に機器を対象としたエネルギー効率ラベル、1999 年には自動車を対象とした燃費

ラベル 48、さらに 2009 年 9 月にはタイヤの効率、騒音および安全性に関するラベル規則 49

を導入した。図 7.6-1 に EU 域内で使用されるラベリングの例を挙げる。EU のラベルは、

機器、乗用車、タイヤ等、対象となる製品ごとにラベルのデザイン、表示される情報は異な

るが、「A」が最もエネルギー効率が高いことを示す部分は共通している。 

2017 年にラベリング指令が改正され、エネルギーラベル枠組規則 (Regulation (EU) 

2017/136950)へと改正された。この改正では、図 7.6-1 に示すように、これまでの「A+」以

上の階級が廃止され、「A」から「G」に再整理された。 

                                                        
48 DIRECTIVE 1999/94/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 December 1999 

relating to the availability of consumer information on fuel economy and CO2 emissions in 

respect of the marketing of new passenger cars 
49 Regulation (EC) No 1222/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 

2009 on the labelling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential 

parameters 
50 Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 

setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU 



 

47 
 

 

図 7.6-1 EU のラベリング 

  



 

48 
 

 

 



 

49 
 

第8章 英国 
 

8.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 

英国は世界の中でも、温暖化政策・省エネルギー政策の分野では常に世界の主導的役割を

担ってきた。2000 年代初頭には、世界初の産業部門における温室効果ガスの国内排出量取

引制度を導入、気候変動税と自主協定制度（気候変動協定）とのポリシーミックスは多くの

国で参考とされた。 

英国の産業構造変化ならびに上記で掲げる政策の効果によって、最終エネルギー消費に

占める産業の割合は 1980 年には 30%と最も大きな割合を占めていたが、2016 年には 19％

まで低下している。産業部門のエネルギー消費の内訳では、1980 年には 48%を占めていた

エネルギー多消費産業（鉄鋼、化学、窯業土石）は 2016 年には 32%まで低下している（下

図）。以上の通り 1980 年から 2000 年代にかけては、産業部門を中心に温暖化・省エネルギ

ー対策を強化してきた一方で、近年は運輸・家庭・業務部門のエネルギー消費が増加してい

ることが特徴である。 

 

図 8.1-1 英国の最終エネルギー消費量の概要 

最終エネルギー消費量の内訳       産業部門エネルギー消費量の推移 

 
 

8.2. 省エネルギー関連政策の目標 

英国の省エネルギー政策は温室効果ガス排出量削減政策とともに進められている。削減

目標としては、英国政府は、2050 年までに 1990 年比-80%削減という目標を着実に達成する

ために、特定期間における温室効果ガスの排出上限を定めたカーボン・バジェット(炭素削

減計画）を決定している。この目標を達成するために、英国政府は 2014 年 4 月 30 日、英国

のエネルギー効率化の道筋を描いた UK National Energy Efficiency Action Plan （UK-NEEAP：

国家エネルギー効率化計画）を発表した 。これは、2012 年に採択された EU エネルギー効

率指令(2012/27/EU) において、各国に対するエネルギー効率化計画の提出要請にも対応し

ている。目標値として、2020 年時点で最終エネルギー消費量を 1 億 2920 万石油換算トン
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（2007 年比-18%）に抑制するとしている。 

 

表 8.2-1 省エネルギー関連の政策目標 
GHG削減率 
1990年比 

-37% 
（2018-2022年） 

57% 
（2028-2028年） 

-80% 
(2050年) 

気候変動法 

１次エネルギー
消費量削減率 
2007年比 

18% 
（2020年） 

  

UK-NEEAP：国家エネルギ
ー効率化計画（2014年）。
2012年に採択されたEUエ
ネルギー効率指令
(2012/27/EU)において、
各国に対するエネルギー
効率化計画の提出要請に
対応するもの。 

（出所）UK 7th National Communication 
2017 National Energy Efficiency Action Plan and Annual Report 

 

8.3. 省エネルギー政策の概観 

英国における温室効果ガスの削減目標値については、「気候変動法案」にて正式に決定さ

れている。 

この目標を達成するために、英国政府は 2014 年に英国のエネルギー効率化へのあり方を

まとめた UK National Energy Efficiency Action Plan （UK-NEEAP：国家エネルギー効率化計

画）を発表した 51。2012 年に採択された EU エネルギー効率指令(2012/27/EU)52において、

各国に対するエネルギー効率化計画の提出要請に対応するものである 53。EU エネルギー効

率指令 Article 3 では、2020 年時点で最終エネルギー消費量を 1 億 2920 万石油換算トン（2007

年比-18%）に抑制することを努力目標として定めており、さらに Article 7 では 2014 年から

2020 年までの間、エネルギー供給事業者及び小売業者の販売量を毎年節減させる措置を取

るべき旨が規定されている。具体的には、直近 3 年間におけるエネルギー販売実績を年平均

1.5%節減、もしくはそれと同等の措置の実施が定められている。EU エネルギー効率指令が

Article 7 で定める英国の目標値は 324TWh であるが、これを大きく上回る 467TWh の節減量

を英国は独自の目標として掲げている。下表に英国の省エネルギー政策の概要をまとめる。 

 

 

 

                                                        
51https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/307993/uk_national_energy_efficien
cy_action_plan.pdf 
52 Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, 

amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC 
53 EU は、気候変動、エネルギー安全保障への対応として 2006 年にエネルギー効率行動計画を策定し

た。この行動計画では、EU 全体で 2020 年までに 1 次エネルギー総供給を BAU から 20%削減することを

目指し、部門横断的な政策措置の導入状況の確認と政策強化の方向性をまとめている。2020 年目標を達

成するための「エネルギー効率計画 2011」を 2011 年 3 月に公表、翌年 2012 年 9 月にエネルギー効率指令

(2012/27/EU)を可決した。同指令では、数値目標を含む EU 共通のエネルギー効率政策の導入を加盟国に

義務付けている。 
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表 8.3-1 中国における省エネルギー政策の概観出典：各種資料による。 

政策 省エネ管理 基準＆ラベリング 経済的助成措置 

部門  A：規制、B：自主 A：基準、B：ラベリング A:補助金、B：税制、C：融資 

全般 

A 1） 2025 年に 1990 年比 50%削減の中間目標を策定（世界初の法制化）。2050 年ま
でに全ての温室効果ガスの排出量を少なくとも 80％削減する。 
  2） 政府に 5 年間にわたる炭素排出量の上限を設ける（カーボン・バジェットを
設定する）よう求める。 
  3） 政府の中・長期の目標に向けて助言をするため、気候変動に関する独立した
専門委員会を創設する。 
  4） 気候変動が英国に及ぼすリスクを査定する義務を政府に課す。この義務によ
り、廃棄物削減、再生可能エネルギー輸送計画の導入を、より迅速かつ容易に行える
ようにする。 
  5) 省エネルギー対策については国家エネルギー効率化計画（UK National Energy 
Efficiency Action Plan）に定めている。 

産業 

A 1）気候変動協定
（ Climate Change 
Agreement） 
  2)欧州排出量取引
制度 
  3)エネルギー供給
者義務（ECO：Energy 
Companies Obligation） 
  4)エネルギー効率
機会発掘制度(ESOS) 

A 1) EU 指令に順ずる 
B 1）EU 指令に順ずる 

B 1）気候変動協定（Climate 
Change Agreements）における
CCL 税率の軽減措置 
C 1）カーボン・トラスト中
小企業向けファンド 

民生 

A 1）炭素排出削減コ
ミットメント（Carbon 
Reduction 
Commitment：CRC） 
  2)エネルギー供給
会社によるスマート
メーターの設置 

A 1) 建築物のエネルギー
効率に関する指令（Energy 
Performance of Buildings 
Directive） 
  2)家電製品のラベリン
グについては、 EU 指令に順
ずる 
B 1）建築物のエネルギーパ
フォーマンス証明書制度 

A 1）貧困層支援 
  2) エネルギーパフォー
マンス証明書に関連する省
エネリフォームのための金
融政策 
B  1) 気 候 変動 税 （ The 
Climate Change Levy）優遇税
制 
  2)グリーンディール（省
エネ設備投資によるエネル
ギー削減分から初期投資費
用を返還できる制度）※制度
の停止が決定している。 

運輸 
A 1）自動車当りの
CO2 排出量基準値は
EU 指令に順ずる 

A 1）EU 指令に順ずる 
B 1）EU 指令に順ずる 

B 1） 車両使用税（Vehicle 
Excise Duty：VED)の低排出
車への税制優遇  
  2) 企業自家用自動車向
け課税制度（Company Car Tax 
Reform） 
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8.4. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

8.4.1. 産業部門における省エネルギー規制の概要 

産業部門における対策として、英国では気候変動税（Climate Change Levy：CCL）が 2001

年に導入されたが、本税金の産業活動への影響緩和とエネルギー効率向上を目的として、気

候変動協定（Climate Change Agreement：CCA）もあわせて実施された。これは政府と業界団

体（および対象事業者）がエネルギー消費・温室効果ガス排出量の削減目標値を設定し、目

標を遵守した場合には気候変動税の減税を実施するという制度である。2001 年から開始さ

れた同制度は 2013 年に第１目標期間が終了し、2014 年から 2023 年を対象に第 2 目標期間

が進行している。具体的な制度の内容を以下に紹介する。 

 

8.4.2. 産業部門のベンチマーク政策 

1. 根拠法 
CCA は以下の法律により規定されている。 

- Finance Act 2000  

- Climate Change Agreements (Administration) Regulations 2012 

- Climate Change Agreements (Eligible Facilities) Regulations 2012 

- Environmental Permitting Regulations 2010 

 

2. 対象エネルギー 
CCA 制度においては、基本的に全てのエネルギーが報告の対象となる。電力に関しては、

再生可能エネルギー由来か否かに関わらず CCL 課税の対象となる。ただし、化学原材料用

途、排熱、排熱由来電力は対象外となる。（2014 年から産業プロセス由来の排出は気候変動

税を免税することとなった。このため、気候変動協定からも産業プロセス由来排出は基本的

には対象外となるが、希望する場合には CCA に残すこともできる。） 

 

3. 協定の種類 
CCA には２段階レベルの目標設定がある。業界を対象とする①sector commitment、および

施設オペレーターを対象とする②target unit target に分けられる。 

① Sector commitment は政府と産業団体が業界全体のエネルギー消費あるいは温室効果ガ

ス排出効率について合意をする目標である。この Commitment は各 Sector の umbrella 

agreement において宣言される。53 の Agreement が締結されている。 

② Target unit targets は、施設のオペレーターが政府と目標について合意するものである。

Underlying agreement を宣言することによって事業者は Target Unit を保有することがで

きる。3,186 の Agreement が締結されている。 
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4. 目標の種類（基準） 
目標値は、Umbrella agreement および Underlying agreement ともに政府（専門家も含む）と

の交渉において、ベースライン排出量等のデータに基づき決定される。目標値の種類は、以

下の４種類から決定される。 

・Absolute target エネルギー消費量（単位 kWh, MWh, GJ,PJ） 

・Relative target エネルギー消費原単位（単位 kWh, MWh, GJ,PJ） 

 Standard Relative target：施設内で一つの製品を製造している場合の目標指標 

 Ratio Relative (Novem)target：施設内でエネルギー原単位が異なる 2 つ以上の製品を

製造している場合に、製造製品構成に基づいた目標指標 

・Absolute target 炭素排出量（単位 kgC） 

・Relative target 炭素排出原単位（単位 kgC） 

 

5. 協定対象の条件 
政府の定めるエネルギー多消費産業に属し、かつ事業場のエネルギー消費量について以

下の条件を満たす場合、気候変動協定の対象となる。 

{ (a)+(b) }/{(a)+(b)+(c)}>70% 

※{(a)+(b)}/{(a)+(b)+(c)}<70%となる場合でもサブメーターを取り付けるなどの措

置による部分的に対象となる場合もある。 

 

6. 遵守期間 
The target period:遵守は 2 年毎に確認される。 

The certification period:目標を達成した次の 2 年間について CCL 減税が適用される。 

CCL の減免率は、電力が 90%、その他燃料が 65%となる。 

 

7. 遵守管理 
Umbrella Agreement を保有するセクター、Underlying Agreement を保有する事業者は、隔

年報告書を提出する義務を負う。不遵守の場合は Buy-out 制度を通じて政府に支払いをする

か、CCL 減免資格を失うかの選択を行なう。このほかに、ランダムサンプルによる工場調

査が実施されている。必要に応じて、規制当局は事業者に対して改善要求を行なうが、事業

者が指導に従わない場合、民事罰を事業者に科す場合がある。 

 

8. 不遵守措置 
不遵守の場合は次期 2 年間の CCL 減税資格が剥奪される。Buy-out（超過排出分 t-CO2e

あたり 12￡を支払う）の手続き行なうことにより、CCL 減税資格を保持することができる。 
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9. 第１目標期間の結果 
第１目標期間の CCA 対象者からの CO2 排出量は 457 万 t-CO2 であった。Umbrella 

Agreement に関しては、40 セクターが目標を遵守、11 セクター（ビール醸造、養鶏、織物・

不織布、石灰、精肉、養豚、塗装、スラグ粉砕、スーパーマーケット、熱処理、タイヤ）が

不遵守となった。残り 2 セクターは報告すべきオペレーターが存在しなかった。Underlying 

Agreement に関しては参加事業者の 51%が目標を遵守し、49%が削減目標量には到達しなか

った。合計すると、21 万トンの削減を達成した。なお、達成しなかった事業者のうち、86%

の事業者が Buy-out 制度を活用し、次期 CCL 減免資格を保持した。Buy-out の総額は 22.1 百

万ポンド（約 1 億 4260 万円）となった。 

 

8.5. その他省エネルギー政策 

8.5.1. 民生部門 

民生部門の省エネは消費者単独で勧めていくことが難しいという観点から、エネルギー

供給者（Energy Supplier）が顧客の省エネ量を担保する義務（以下、エネルギー供給者顧客

省エネ義務と略す）が英国では実施されている 54。エネルギー供給事業者に対して「効率的

なエネルギー使用を提供すること」が Gas Act 1986、Electricity Act 1989 において義務づけら

れており、英国の気候変動対策の中でも、大きな役割が期待されている。 

英国における本制度の導入は約 20 年前に遡り、運用や名称の変更を繰り返し、2013 年 1

月には Energy Act 2011 に基づいて「Energy Company Obligation（以下 ECO と略す）」という

名称で新しいフェーズが開始されている。英国におけるエネルギー供給事業者顧客省エネ

義務は、中央政府が大規模エネルギー供給事業者に対して顧客側の省エネルギー量を担保

させることが基本的な考え方である。ECO の対象者は、顧客が 25 万人以上で年間の電力供

給量が 400GWh 以上の電力供給事業者、顧客が 25 万人以上で年間のガス供給量が 2000GWh

以上のガス供給事業者、顧客が 25 万人以上で年間の電力供給量が 400GWh 以上もしくはガ

ス供給量が 2000GWh 以上の電力・ガス併給事業者と既定されている。実際には「ビッグシ

ックス」と呼称される British Gas, EDF Energy, E.ON, npower, Scottish Power, Southern Electric

の 6 社が義務の対象となっている。 

 

8.5.2. 運輸部門 

運輸部門については、地方自治体を中心として、Smarter Choices（より環境負荷の少ない

乗り物を選択するように人々の意識改革を促すツールの総称）を促進することが求められ

ている。Smarter Choices の一環で、中央政府と地方自治体が協力して、Local Transport Plans

を計画中（2011 年に策定予定）であり、交通インフラのあり方、人々へのガイダンス方法の

検討を行っている。 

                                                        
54http://www.eceee.org/library/conference_proceedings/eceee_Summer_Studies/2009/Panel_2/2.164/paper 
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8.5.3. 機器等の効率基準 

EU 指令に順ずる。詳細は EU を参照されたい。 

 

8.5.4. 効率ラベリング制度家電製品に対するエネルギー消費ラベル（Energy Label） 

家電製品に対するエネルギー消費ラベルの添付を義務付ける EU 指令を遵守するため、英

国では冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、洗濯乾燥機、衣類乾燥機、照明機器、食洗器についての規

制を定めている。  

この他に英国では、EU の建築物エネルギー性能基準（EPBD：Energy Performance of 

Buildings Directive）に基づき、新規建築物に対するエネルギー効率基準を義務化する規制が

導入されている。省エネ性能ラベル制度は売買・賃貸される全ての建築物に対して売主にエ

ネルギー効率証明作成の義務を課する“Energy Performance Certificate：EPCs(エネルギー効

率証明書)”と 1000 ㎡以上の公共施設に対して表示を義務付ける“Display Energy Certificates：

DECs(表示エネルギー証明書)”の 2 種類がある。  

 Energy Performance Certificate  

EPCsのランクが Eを下回る物件については、住宅用は 2020年 4月から、および

非住宅用は 2023 年 4月から新規・既存の建物において新規契約をすることができ

なくなることが定められた。 

 Display Energy Certificates 

1000㎡以上の公共施設（政府建物、図書館、学校、病院等）に対して DECsの添

付が義務付けられている。公共施設のエネルギー性能を市民に見える形で「表示」

し、エネルギーに対する意識を高めることが目的となっている。このため、対象建

築物所有者は、DECs を一般の人々が見ることのできる場所に表示することが義務

付けられている。 
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第9章 フランス 
 

9.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 

フランスにおいては、エネルギー消費量の主要な部分を占めているのが、運輸部門、家庭

の二つの部門であり、この二つの部門で 5 割程度のエネルギーを消費している。産業部門の

エネルギー消費量は約 20％となっており、産業分野におけるエネルギー消費の割合が小さ

い。1971 年時点で見ると、産業（38.7％）、業務（22.7％）、運輸（18.3％）、家庭（18.1％）

となっており、家庭部門における伸びが著しい一方で、産業部門のエネルギー消費は減少傾

向にあることが分かる。 

無論、2009 年以降については、リーマンショック後の世界的な不況による産業活動の停

滞からの影響もある点には留意が必要であるが、フランス全体でも 2008 年と比較するとエ

ネルギー消費量が 163Ｍtoe であったのに対して、2009 年には 156Mtoe まで減少した。2011

年に入り産業分野の消費量は回復しつつあるものの、リーマンショック以前の水準よりも

下回っており、産業分野のエネルギー消費量が減少傾向にあるのは間違いない。この傾向は

1988 年以降、変わっておらず、産業分野における消費量が減少傾向にあることがうかがえ

る。 

このため、フランスにおいては産業分野への規制よりも、民生、特に建築物に対するエネ

ルギー効率改善の施策や交通部門における対策が中心的な省エネルギー政策となっており、

産業分野に対する施策の優先度はあまり高いものとはなっていない。 

 

 
図 9.1-1 フランスのエネルギー多消費産業の消費 

 

 

9.2. 省エネルギー関連政策の目標 

現在のフランスの省エネルギー政策の基本的な方向性は 2015 年に議会で可決された「緑

の成長のためのエネルギー移行法」（エネルギー移行法）の中で示されている。エネルギー

移行法は、エネルギー問題だけではなく、温暖化などの環境問題も対象とした包括的なエネ
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ルギー環境政策の基本的な方向性を示している。特に、フランスは 2015 年にパリ協定を採

択した国連気候変動枠組条約の第 21 回締約国会議（COP21）のホスト国でもあり、温暖化

対策に対して積極的な姿勢を示しており、省エネ政策も環境政策、特に地球温暖化対策の一

環として位置づけられている。また、欧州連合の加盟国としてフランスは EU 全体が定める

温暖化政策の実施のための様々な施策も実施しており、フランスのエネルギー環境政策に

おいて重要な位置を占めている。 

また、現在のフランスのエネルギー環境政策の基本的な方向性を示しているエネルギー

移行法は、2012 年の政権交代で政権に就いた社会党のオランド大統領の選挙戦の中の公約

を色濃く反映している点にも注意が必要である。オランド大統領が選挙戦で公約として掲

げていた 2025 年までに発電量電力における原子力発電の割合を 50％まで引き下げること

（さらに原子力発電の発電設備の容量を 63.2 GW までとすること）が規定されている。 

 

表 9.2-1 省エネルギー関連の政策目標 

指標 目標 期限 基準 備考（根拠法等） 

エネ使用量 

（最終エネルギ

ー消費） 

△20% 

△50% 

2030 

2050 
2012 エネルギー移行法(2015 年)  

一次エネルギー

使用量 
23,630 万 toe 2020  エネルギー効率指令(2012/27/EU) 

一次エネルギー

使用量における

化石燃料の使用

量 

△30% 2030 2012 
エネルギー移行法において定め

られた目標 

 
出所：エネルギー移行法及び EU エネルギー効率指令（2012/27/EU） 

 

エネルギー移行法で示されている他の目標は、この原子力依存率の低下を踏まえたもの

となっており、代替電源として再生可能エネルギーの導入が図られる（導入目標を 2030 年

までに電源構成の中で 32％まで増やすと設定）とともに、省エネ目標として 2030 年までに

20％のエネルギー効率の改善を目指すこと等の目標が定められた。 

2017 年の政権交代で誕生したマクロン政権もオランド政権のエネルギー環境政策を踏襲、

強化する方針を示していたが、エネルギー移行法で規定されていた炭素税の引き上げにつ

いては、2018 年 11 月に始まった「黄色いベスト」運動のきっかけとなり、引き上げの凍結

を宣言せざるを得ない状況に追い込まれている。また、原子力発電への依存率低下に関して

も、当初の目標年限となっていた 2025 年を 2035 年と後ろ倒しにするなど、当初の方針を
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徐々に転換し始めている。 

 

9.3. 省エネルギー政策の概観 

既に述べたように、フランスは、欧州連合の加盟国の一つであることから、EU として進

める気候変動・エネルギー政策と整合的な政策を実施している。またフランスは、パリ協定

採択時の COP ホスト国として、温暖化対策に積極的に取組む姿勢を見せており、省エネル

ギー政策も、温暖化対策の一環として実施されている側面が強い。 

フランスでは、エネルギー効率改善のために、これまでに様々な政策を実施してきた。

2005 年には「エネルギー政策の基本方針を定める 2005 年 7 月 13 日の計画法律第 2005‒781

号（The energy law of 2005、no2005-781）」を導入し、エネルギー国家戦略、省エネルギーの

推進、再生可能エネルギーの導入促進、エネルギー送配ネットワークの整備・向上などを含

む総合的なエネルギー政策方針を定めた。 

 

表 9.3-1 フランスにおける省エネルギー政策の概観 

政策 省エネ管理 基準＆ラベリング 経済的助成措置 

部門  A：規制、B：自主 
A：基準、 

B：ラベリング 

A:補助金、B：税制、 

C：融資 

全般 

●「緑の成長のためのエネルギー移行法」（2015 年）：において、2050 年までに 50％（2012 年比）の最終エネルギー

消費を削減する目標を設定（この目標の達成のために、2030 年までに２０％の削減目標を設定）。 

 

産業 

A  1）EUETS による大規模エネルギー集約産

業への規制 

A  2）エネルギー供給事業者に対する省エネ

ルギーの義務化（省エネ証書取引） 

 A 1）中小企業の開発投資支

援(融資保証) 

B 1）省エネ設備導入に対す

る税優遇 

C 1）1. 省エネルギー・再生

可能エネルギー向け投資に対

する政府保証制度 

民生 

A 1）建築基準の強化（2011 年から新築の建

物に対して、新たなエネルギー基準を適用。

ただし、住宅は 2013 年から） 

A 2）環境ラベル（炭素フットプリント）の

導入 

Ａ 3）炭素税の導入（一般家庭における化石

燃料の利用量に応じて課税される） 

B  1) 一般市民に対する啓蒙普及活動。 

A 1)環境ラベル（炭素フ

ットプリント）の導入 

B 1）F Environnement 

A 1）一般住宅における省エ

ネのための補助金支給。 

B 1）低消費建築の基準を満

たす住宅の購入する税制優遇

措置 
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運輸 

A 1) 省エネ証書をガソリン販売事業者へ拡

大 

A  2) 交通利用料金を徴収。 

B 1）温室効果ガス削減企業協会による自主

的な温室効果ガス排出削減への取り組み 

A 1）EU 指令に基づく燃

費基準、ラベリング制度の

実施 

 A 1）電気自動車・プラグ

インハイブリッド自動車のグ

リーン調達 

出典：各種資料による。 

 

さらに 2006 年からは、エネルギー供給事業者を対象とした省エネ証書制度を導入した。

この制度は、フランス国内においては、エネルギー供給事業に対する主要な省エネルギー政

策となっている。また、民生部門においては建築物のエネルギー効率改善のための税控除制

度などが設けられている。 

さらに、2012 年に欧州議会で採択されたエネルギー効率指令では、各国政府にエネルギ

ー効率改善目標の設定が求められているが、この指令を踏まえて、一次エネルギー消費量、

最終エネルギー消費量を一定の枠に抑える目標が設定されている。そして、2015 年にエネ

ルギー移行法が可決され、省エネルギーに関する新たな目標が設けられており、現在のフラ

ンスの省エネルギー政策の基本的な方針が示されている。 

フランスにおける省エネルギー政策の主要な制度の概要は以下のようになっている。 

 

・省エネ証書取引制度（White Certificate Trading ） 

2006 年に導入された制度で、電力、ガス、LPG、地域熱の各供給事業者などに対して、需

要サイドにおける省エネルギー目標を定め、目標の遵守を義務付ける制度。対象となるのは、

電気、天然ガス、熱、冷熱の販売が年間 400GWh を超える事業者、LPG の場合は同 100GWh

を超える事業者でビルオーナーや地域団体等も参加が可能。 

目標を割当てられた事業者は、自ら省エネ設備投資を行うほか、需要家への省エネ奨励に

より、達成した省エネ量を省エネ証書として取得する。事業者の中で上記の省エネへの取組

みが難しい者は、目標量以上の省エネを達成した事業者から証書を購入することで遵守す

ることが出来る。 

 

 

9.4. 産業部門の取り組み 

フランスにおける産業部門のエネルギー消費量の割合は小さく、省エネ対策においても、

エネルギー消費の多い民生、運輸部門での対策が中心的なものとなっている。また、省エネ

対策ではないものの、EU 全体で実施されている排出量取引制度、EU ETS はフランス国内

の産業部門を規制対象としており、CO2 排出削減の観点から、フランス国内の産業部門に

対して省エネを促進する効果を持っている。 
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9.5. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

9.5.1. 産業部門における省エネルギー規制の概要 

フランス政府も産業部門に対する省エネ対策を実施しているが、セクター毎のベンチマ

ーク等は設定されていない。産業分野に対しては、以下の二つの施策、エネルギー監査と省

エネルギーに関する標準化（エネルギー管理システムの規格制定など）などの取組みが主要

な施策となっている。 

 

・義務的なエネルギー監査制度 

フランスのエネルギー監査制度は 2012 年の EU のエネルギー効率化指令を踏まえてフラ

ンス国内で実施されているものである。適用されるのは次の二つの条件を何れかを満たし

ている企業である。 

 

（a）従業員数が 250 名以上あるいは 

（b）年間の総売上高€5,000 万を越えバランスシート総額が€4,300 万を越える企業 

 

基準を満たす企業に対しては義務的にエネルギー監査の実施が求められる。後述するエ

ネルギー管理システムを企業が導入している場合、義務的な監査の実施を免除されること

になっている。監査の対象となるのは、最低でもエネルギー使用料金の 80％に相当するエ

ネルギー利用についてであり、一定の専門性を有している社内の専門家あるいは第三者機

関が監査する。監査した結果は、政府に提出され、政府はその内容を公開するプラットフォ

ームを整備することになっている。 

プラットフォームには、2016 年の段階で、4567 社が登録され、そのうち 2747 社が監査結

果を報告、エネルギー管理システムを導入している企業は 361 社にのぼる。 

このエネルギー監査制度は 2014 年から実施され、これにより各企業の活動の種類にもよ

るが、当初、フランス政府はエネルギー効率を最大で 30％程度、改善する効果を期待して

いた。実際に、既に提出された監査結果を分析した結果、20%～30%のエネルギー効率の改

善が得られたことが報告されている 。 

 

・標準化に向けた取組み（エネルギー管理システムの規格制定など） 

フランス政府はさらに、産業分野におけるエネルギー効率改善のために、省エネルギーに

関連する標準化を促進する取組みも行っている。具体的には、上記のエネルギー監査制度に

ついてのフランス国内での枠組み、AFNOR BP X30-120 を制定する一方で、欧州全体での標

準化のための取組みにも積極的に関与している。さらにエネルギー管理システムの導入が

効果的であるとの見解を示している 。そのために国際規格を制定する国際標準化機構（ISO）

でのエネルギー管理システムの国際規格、ISO50001 の策定に積極的に関与するとともに、

制定された ISO50001 を踏まえたフランス国内での規格を制定し、フランス国内での実施に
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取組んでいる。 

 

その他にも、省エネに関する技術革新のための資金支援などが行われているが、産業分野

毎のベンチマークなどは制定されていない。 

 

9.6. その他省エネルギー政策 

 

9.6.1. 民生部門 

 フランスでは、民生部門、運輸部門におけるエネルギー消費が多いことから、フランス

政府も、民生部門には様々なエネルギー効率改善策を実施している。主要な取組みは以下の

二つである。 

 

・エネルギー移行税控除（CITE） 

省エネ機器の導入に関する優遇税制であり、2005 年に導入された持続可能な発展のため

の税控除（CIDD）を 2014 年以降、エネルギー移行税控除として実施。控除対象は低温ボイ

ラ、圧縮ボイラ、断熱材などの設備導入、エネルギー制御管理システムの導入、スマートメ

ーター、再生エネルギー等の導入費用。2014 年から 2015 年にかけての控除額は、単身者世

帯に対しては 8,000 ユーロ、夫婦二人の世帯について、夫婦二人で 16,000 ユーロ（その後は

追加的に一人あたり 400 ユーロ）を上限とし、30％までの所得制限なしで税額控除を認めて

いる。 

 

・公営住宅エコ融資および「ゼロ金利エコ融資」に関する協定（No interest loans for energy 

retrofits、ECO PTZ） 

既存建築に対して、エネルギー消費の抑制を伴う改修費用について、最高 30,000 ユーロ

の貸付。同融資は、屋根の断熱、壁の断熱、ドア及び窓の交換、より効果的なヒーティング

システムの導入、温水暖房の導入または再生可能エネルギーを用いた暖房システムの導入

を行う場合に、貸出金利を 0%とする。最長 10 年間まで貸付可能。 

 

9.6.2. 運輸部門 

EU は、加盟国に対して販売される新車に対して自動車からの CO2 排出量などを示すこ

とを義務付ける自動車ラベリング指令（1999/94/EC）がある。フランスでは、同指令に基づ

き、ラベリング制度が導入され、2006 年 7 月からすべての新車に対して CO2 排出量を表示

したラベリングを発行することが義務付けられている。また、一定の CO2 排出量を超える

車については、追加課税されることとなっている。 

さらに、エネルギー移行法の 37 条においては、政府、地方自治体、関連機関に対する低

排出自動車を導入することを求めている。これにより GHG の排出量を削減するとともに、
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大気汚染物質の削減に取組むことが規定されている。これを踏まえて原単位あたりの CO2

排出量の少ない自動車に対して税制上の優遇措置（Eco tax）等の支援策が実施されている。 

 

9.6.3. 機器等の効率基準・ラベリング 

EU のラベリング指令（92/75/EEC）では、冷凍・冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど 7 種の機

器が対象となっている（第 1 章 EU を参照）。EU では、製造業者がエネルギー性能を表示す

る義務が課せられているが、表示する性能基準（エネルギー効率基準値）もラベリング指令

で規定されている。フランスは、EU が採択したラベリング指令に基づき国内法制化を完了

させている。 

また、2000 年、400 kWh から 50 MWh の発電容量を持つボイラと１MW を超える発電容

量を持つボイラに対して、エネルギー効率基準を定めたボイラのエネルギー効率規制

（Decrees to increase energy efficiency of boilers）が実施されている。 
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第10章 ドイツ 
 

10.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 

図 2.1-1 にドイツの部門別エネルギー消費と業種別エネルギー消費の推移を示す。2016 年

の時点で、産業部門の最終エネルギー消費に占める割合は 38%、運輸が 39%、そして民生

が 23%となっている。産業部門のエネルギー消費量を業種別にみると、2000 年から 2005 年

にかけて増加し、2007 年のリーマンショックで一時的に減少したが、その後は概ね横ばい

となっている、業種別では鉄鋼、化学、窯業といったエネルギー多消費産業で約 5 割程度を

占めている。 

 
図 10.1-1 EU のエネルギー多消費産業の消費 

 

 

10.2. 省エネルギー関連政策の目標 

ドイツは化石燃料と原子力から再生可能エネルギーへの段階的な移行を目指すエネルギ

ー転換(Energiewende)を進めている。2010 年に、長期的なエネルギー政策の方向性を示すエ

ネルギーコンセプト(Energiekonzept)55が発表され、2050 年に最も効率的で環境に配慮した経

済の１つになることを目的とし、原子力発電からのフェーズアウト等を含むエネルギー転

換を目指すための 2020 年から 2050 年に向けた数値目標が示された。 

図 9.6.3-1 は、エネルギーコンセプトで示された数値目標と、2018 年 6 月に公表された第

6 次モニタリング報告書に示された進捗状況である。 

ドイツは、2050 年に温室効果ガス排出量を 1990 年比-80%から-95%削減することを長期

的な目標として設定、これに向かって 2020 年に 1990 年比-40%、2030 年に-55%、2040 年に

-70%と 10 年ごとにマイルストーンを設けている。また、最終エネルギー消費に占める再生

                                                        
55 Federal Ministry for Economic Affairs and Energy and Federal Ministry for the Environment, 

Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (2010), Energiekonzept für eine 

umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung 
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可能エネルギーの割合を 2050 年に 60%まで引き上げ、同時に電力消費量の 80%を再生可能

エネルギーで賄うことを目標としている。加えて、エネルギー効率改善に関する数値目標、

エネルギー安全保障の確保、2022 年の原子力発電からのフェーズアウトといった目標が含

まれている。 

 

 

図 9.6.3-1 エネルギー転換目標の進捗状況 
出所:BMWi, Sixth “Energy Transition” Monitoring Report 

 

10.3. 省エネルギー政策の概観 

ドイツの省エネルギー政策は、オイルショック以降の独自政策から EU 統合に合わせて、

関連する EU 指令を国内法化されている。 

2006 年に採択された EU 指令(2006/32/EC)56は、加盟国に毎年 1%のエネルギー効率の改善

                                                        
56 Directive 2006/32/EC of 5 April 2006 on Energy end-use Efficiency and Energy Services and 
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と目標達成のための施策の整備・導入を要請している。具体的な施策については、加盟国の

裁量に任されており、目標を達成するために国家エネルギー効率行動計画(National Energy 

Efficiency Action Plan, NEEAP)57を作成し、欧州委員会への報告が求められる。ドイツは、2016

年までに 9%のエネルギー効率の改善を設定し、これを達成するための 32 の省エネルギー

政策を含んだ NEEAP を欧州委員会に提出した。この計画では、建物へのエネルギー証明書

の義務付け、古い建物の改築を促進する税制措置、CO2排出量に基づいた自動車税の検討な

ど、欧州排出量取引制度（EU-ETS）の対象部門（発電・鉄鋼等エネルギー多消費産業）を

除く全ての分野でエネルギー効率を高める具体的な措置の検討を行うとしている。 

ドイツは、2010 年にこの指令を国内法化した｢エネルギーサービス及びその他のエネルギ

ー 効 率 化 措 置 に 関 す る 法 律 ｣  (Gesetz über Energiedienstleistungen und andere 

Energieeffizienzmaßnahmen , EDL-G)58が制定された。EDL-G は、EU 指令に規定された省エ

ネ政策をドイツ国内で実施するための法律であり、BMWi(Federal Ministry of Economics and 

Technology、連邦経済エネルギー省 )の下に連邦エネルギー効率室  (Bundesstelle für 

Energieeffizienz: BfEE)が設置された。BfEE は、省エネに関連する政策を統括し、EU 指令に

基づくエネルギー消費量の削減目標の設定、ESCO 事業の推進、及びエネルギーサービス市

場の監視などを行う。 

さらに、2012 年にエネルギー効率指令(2012/27/EU 59)が採択された。この指令では、大企

業へのエネルギー監査の義務化や、公共部門の建築物の省エネ改修の義務化等が含まれて

いる。これを踏まえ、ドイツは EDL-G を改正し 2015 年 4 月に施行された。 

同時に、ドイツでは、2020 年の GHGs 排出量削減目標を達成するために、省エネルギー

政策を強化するための NAPE (National Action Plan on Energy Efficiency)を 2014 年 12 月に閣

議決定した。この計画では、主に建築物の省エネ改修等を通じてエネルギー効率を一段と改

善することを目指している。同時に、こうしたエネルギー効率の改善を通じた雇用の確保、

新規ビジネスの発掘も目指している。NAPE の中で、迅速に対策を強化する項目をリスト化

し、優先的に関連法、省令、制度の改正に着手することを予定している。さらに、2016 年に

BMWi は、Green Paper on Energy Efficiency を公表し、EU と同様に Energy Efficiency First の

原則を掲げ、さらなる省エネを進めるためのダイアログの実施や政策の優先順位について

の議論を総括した。 

 

10.4. 産業部門のエネルギー政策 

ドイツの産業部門のうち、省エネルギー政策の対象となるのは、発電部門や鉄鋼業、紙･

                                                        
repealing Council Directive 93/76/EEC 

57 EU指令では、各国に対して、2007年に 1回目の NEEAPの提出を義務付けている。また、2011年と

2014年の提出の際には、NEEAPに記載した省エネ政策の分析と評価等を行うことが義務付けられている。 
58 http://www.gesetze-im-internet.de/edl-g/BJNR148310010.html 
59 Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on 

energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 

2004/8/EC and 2006/32/EC Text with EEA relevance 
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パルプ業等エネルギー多消費産業を除く非 EU-ETS 部門である。また、エネルギー効率指令

が施行されたことで、エネルギー監査の強化、エネルギー販売事業者への規制導入等、EU

共通政策への対応が求められている。そして、エネルギー効率指令に CHP 指令が統合され

たことで、CHP の導入促進のための支援制度の整備が求められている。 

ドイツ政府は、エネルギー効率指令に基づき、大規模企業に対して定期的なエネルギー監

査の実施が義務付けられた 60。2015 年に改正された EDL-G では、エネルギー効率指令 8 条

に基づき、大規模企業に対して DIN EN 16247-1 に基づくエネルギー監査の実施が 2015 年

12 月以降 4 年ごとに義務付けられる。ただし、DIN EN ISO 50001 または EMAS 環境マネ

ジメントシステムの認証を受けている場合には、エネルギー監査の実施が免除される。 

また、中小企業において、エネルギー監査の実施を支援するための制度が導入される。エ

ネルギー効率指令は、中小企業に高品質のエネルギー監査が受けられるようにすることを

基ており、これに対応して中小企業がエネルギー監査を受けるための補助制度が導入され

る（Upgrading Energy Consulting for SMEs）。また、既存の中小企業への情報提供・交換のた

めの制度（SME Initiative for the Energy Transition and Climate Protection）が拡大される。 

 

10.5. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

先述の通り、ドイツの産業部門のエネルギー消費量の大半が EU ETS の対象であり、域内

共通の CO2 ベンチマークによって無償割当が実施されている。 

 

10.6. その他省エネルギー政策 

10.6.1. 民生部門 

1976 年に省エネルギー法 (Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden, EnEG)において、

政府に暖房機器や断熱性の要件を定める権限が与えられ、暖房機器令や断熱令などが制定

された。また、EU 指令 (2002/91/EC61)を国内法で置換えるために、それらの政令が省エネ

ルギー政令 (Energieeinsparverordnung für Gebäude, EnEV)に統合された。EnEG や EnEV は、

断熱や機器の効率化等を通じて、建築物の一次エネルギー利用の削減を目指している。 

また、2010 年に欧州委員会が採択した EU 指令 (2010/31/EU62、2018/844/EU63)に対応する

ために、EnEG と EnEV が改正されてきた。図 10.6-1 は、これまでの EnEV の最低基準の推

移を示している。前身である断熱令から、年々最低基準が厳しく設定され、EnEV になって

からも最低基準を改正のたびに厳しくしていることがわかる。同時に、こうした基準を達成

                                                        
60 エネルギー監査の実施対象には、EU ETS の対象となる産業部門も含まれる。 
61 Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on 

the energy performance of buildings 
62 Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the 

energy performance of buildings 
63 Directive (EU) 2018/844 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 

amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU 

on energy efficiency 
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するための技術開発がなされており、概ね 15 年前に実証された技術が、現在の最低基準と

して設定されていることがわかる。 

 
図 10.6-1 EnEV の最低基準値の推移 

出典: Hans Erhorn, Fraunhofer Institute for Building Physics (IBP) 

 

これらのような規定によって、住宅用の熱、冷・暖房、給湯用エネルギー消費の削減する

ことを目指している。既存建築物のうち、大規模ビルの改修に際しては、最低エネルギー消

費効率基準をクリアすることが求められている。新規建築物は、2007 年の政令改正 (EnEV 

2007)によって、エネルギー証明書 (Energieausweis)が導入され、エネルギー効率の良し悪し

も住居選択のオプションとなった。2009 年の改正 (EnEV 2009)では、暖房及び温水の省エ

ネルギー性能を、2009 年から 30％向上させ、2012 年にも同程度上昇させる等の基準が設定

され、新築及既存建築物のエネルギー効率要件がより厳しく適用される。これと同時に、各

種エネルギー効率促進政策によって、新規建築物における温室効果ガスを約 25～30%削減

することを目標としている。 

また、EnEV では、地域熱供給 (District Heating)を利用することに対して、天然ガスや電

力と比較して有利なエネルギー換算係数を用いることができる。これによって、地域熱供給

の普及を支援するとともに、建築物のエネルギー利用の効率化が図られている。 

一方で、こうした規制は新築に適用され、既築には適用されない。図 10.6-2 はドイツ国

内の建築物の築年数を示している。同図から、第二次世界大戦終結後の 1949 年から 1978 年

に建築された建物が約半数を占めており、それ以前に建築された建物も含めると、ドイツ国

内の約 7 割が 1978 年以前に建築されたことがわかる。そして、これらの建物は、1978 年に

EnEG が施行される以前に建築されており、エネルギー効率が低い建物といえる。したがっ

て、ドイツ国内の建築物の省エネの課題として、既存建築物の更新・改修が挙げられる。 



 

70 
 

 

 
図 10.6-2 建築物の築年数 

出典: BMWi (2011) Research for an environmentally sound, reliable and affordable energy supply 6th 

Energy Research Programme of the Federal Government 

 

そこで、BMWi は、2015 年 5 月から、1979 年以前の建築物に対するエネルギー監査の実

施を支援するために、500 ユーロを上限として補助制度を開始する。また、この結果を活用

して省エネ改修につなげるために、KfW(Kreditanstalt für Wiederaufbau、ドイツ復興金融公庫)

による融資制度を強化する方針が示されている。 

 

10.6.2. 運輸部門 

1997 年から低公害車に対する自動車税 (Kraftfahrzeugsteuergesetz, KraftStG)減免措置が開

始され、2009 年からは税の基準が車体重量から CO2 排出量に変更された。 

2007 年に EU 指令 (1999/94/EC)が改正され、2012 年から 2015 年まで段階的に自動車の

CO2 排出量を 120 g-CO₂/km に削減する規制 (Regulation (EC) No 443/2009)に変更された。さ

らに、2020 年に 95 g-CO₂/km (Regulation (EU) No 333/2014)が設定されており、2018 年末に

は 2030 年に 2020 年比 37.5%改善する燃費規制の導入が決定 64された。 

ドイツでは、EU 指令を国内法に置き換えるため、2004 年に自動車燃費ラベリング規制

(Pkw-Energieverbrauch Kennzeichnungsverordnung, Pkw-EnVKV)を制定し、新車に燃油消費量

と対応する CO2排出量等を記載したラベルの添付の義務化が開始されている。 

 

                                                        
64 http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/envi/inag/2019/01-

16/ENVI_AG(2019)633039_EN.pdf 



 

71 
 

10.6.3. 機器等の効率基準 

EU のラベリング指令（92/75/EEC65、2010/30/EU66、2017/1369/EU67）では、冷凍・冷蔵庫、

洗濯機、エアコンなどの機器を対象に最低エネルギー効率基準が設定されており、これを満

たしていない製品を EU 域内で販売することはできない。ドイツは、EU が採択したラベリ

ン グ 指 令 に 基 づ き 、 エ ネ ル ギ ー 効 率 基 準 を エ ネ ル ギ ー 消 費 最 高 限 度 令

（Energieverbrauchshöchstwerteverordnung, EnVHV）を制定し、国内法化を完了させている。 

 

10.6.4. 効率ラベリング制度 

EU のラベリング指令に準ずる。 

  

                                                        
65 Council Directive 92/75/EEC of 22 September 1992 on the indication by labelling and 

standard product information of the consumption of energy and other resources by household 

appliances 
66 Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the 

indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and 

other resources by energy-related products 
67 Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 

setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU 
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第11章 イタリア 

 

11.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 

IEA のイタリアのエネルギーバランス表によれば、2016 年における最終エネルギー消費

に占める産業部門の割合が 23％である。また、産業部門におけるエネルギー多消費産業の

割合は、窯業 18％、鉄鋼 15％、化学 14％、機械 14％となっており、4業種合計で 61％にな

っている。近年の産業部門のエネルギー消費は減少傾向からやや下げ止まっているものの、

エネルギー消費の多い産業については、省エネルギー対策の余地がある。 

 

図 11.1-1 イタリアの最終エネルギー消費割合、産業部門のエネルギー消費推移 

 

11.2. 省エネルギー関連政策の目標 

政府は、EUのエネルギー効率化指令に基づき、2014年 7月に「国家エネルギー効率化行

動計画」（NEEAP）を公表している（その後、2017年 6月に一部改定）。計画では、国の持続

可能な成長を目的に、2020年の最終エネルギー削減量の目標を 15.5 Mtoe/年（対 No-measure

シナリオ）として設定しており、最終エネルギー消費は 126Mtoeと見込んでいる（本計画に

おける取組み項目ごとの目標ならびに進捗については、「11.6.5 2020年の省エネ取組みの

目標と進捗」において記載する）。また、2017年 11月には「国家エネルギー戦略 2017」（NES）

を策定しており、エネルギー供給の安全性を高めつつ、国の競争力を向上させることを目的

に、2030年までにエネルギー部門で実行されるべき対策を定めている。本戦略では 2030年

に最終エネルギー消費量を対 BASEシナリオで 10 Mtoe削減し、108 Mtoeに抑える目標を定

めた。 

一方、温室効果ガス排出量の削減に係る目標としては、2015 年 3月に EUとして国連に提

出した INDC によると、2030年の排出量を 40%削減する目標を掲げている。 

表 11.2-1に省エネルギー関連の政策目標、図 11.2-1に最終エネルギー消費の実績推移

および見通しを示す。また、図 11.2-2に NESの 2030年における各部門の削減見通しを示
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す。 

 

表 11.2-1省エネルギー関連の政策目標 

 

 
（出典 国家エネルギー効率化行動計画、国家エネルギー戦略 2017） 

図 11.2-1 最終エネルギー消費の実績推移および見通し 

 

 
（出典 国家エネルギー戦略 2017） 

図 11.2-2 2030年における各部門の削減見通し  

指標 目標 期限 基準 根拠 

最終エネルギー

消費削減量 

15.5 Mtoe 2020 
No-measure 

シナリオ 

国家エネルギー

効率化行動計画 

10 Mtoe 2030 
BASE 

シナリオ 

国家エネルギー

戦略 2017 

GHG 排出量 ▲40％ 2030 1990 INDC 
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11.3. 省エネルギー政策の概観 

 

エネルギー管理者制度については、石油危機を契機に 1982年に導入され、その後のエネ

ルギー管理者の責務の厳格化や対象拡大等に伴う制度改正を経て、現行制度が運用されて

いる。また、2005 年には電気やガスの配給事業者に対して省エネ義務を課す「ホワイト証

書制度」を世界で初めて導入しており、対象範囲の拡大等の制度改正を経ながら、現在も運

用が継続されている。 

一方、2017 年 11 月に策定された「国家エネルギー戦略 2017」（NES）では、2016 年末に

欧州委員会により提示された「クリーンエネルギー政策パッケージ」の対策ガイドラインに

従い、2030 年までのエネルギー部門で費用対効果の高い実行されるべき対策を定め、エネ

ルギー効率化政策を強化することとしている。政府は、NES の 2030 年の消費エネルギーの

削減目標を達成するために、今後、法制化等の必要な措置を講じる見込みである。 

表 11.3-1に省エネルギー政策の概観を示す。 

 

表 11.3-1 イタリア国における省エネルギー政策の概観 

政策 省エネ管理 基準＆ラベリング 経済的助成措置 

部門  A：規制、B：自主 
A：基準、 

B：ラベリング 

A:補助金、B：税制、 

C：融資 

全般 

＜目標＞ 

●2020年に最終消費エネルギーを No-measureシナリオに対して 15.5Mtoe削減 

●2030年に最終消費エネルギーを BASEシナリオに対して 10.0Mtoe削減 

●2030年に 1990年比で GHG排出量を 40％削減 

産業 

A エネルギー管理者設置 

A ホワイト証書制度 

B エネルギー管理訓練プログラム 

－ B国家産業 4.0計画関連制度 

民生 

A エネルギー管理者設置 

A ホワイト証書制度 

B エネルギー管理訓練プログラム 

A 建築物に対する基準（EU制度） 

B ラベリング（EU制度）  

B建築物の税控除制度 

B国家産業 4.0計画関連制度 

A熱エネルギー収支制度 

運輸 
A エネルギー管理者設置 

B エネルギー管理訓練プログラム 

A 車両燃費等に対する基準 

（EU制度） 
－ 

出典：エネルギー関連法、国家エネルギー戦略 2017 

 

11.4. 産業部門のエネルギー政策 

政府は、最終エネルギー消費の削減目標量を 2020年に 15.5 Mtoe（No-measureシナリオ

比）、2030年に 10.0 Mtoe（BASEシナリオ比）としており、様々なエネルギー政策が導入さ
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れている。規制以外の政策としては、税制面での優遇措置の代表例として、以下を取り上げ

る。 

・国家産業 4.0計画（IMPRESA 4.0）関連制度 

  国家産業 4.0 計画（IMPRESA 4.0）に係る生産プロセスのデジタル化および技術的変

革に必要な新しい資本資産および有形および無形資産（ソフトウェアおよび ITシステ

ム）に投資する企業を支援することを目的に、2017 年から導入されている。通常の償

却より多くの特別償却を認める制度であり、２種類の特別償却方法（ super-

amortisation：通常の 250%(有形資産)または 140%(無形資産)、hyper-amortisation：

同 130%）のうち、いずれの適用を受けるかは IMPRESA 4.0への適合性等で判断がなさ

れている。 

なお、規制に係る政策については、次項以降に記載する。 

 

11.5. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

省エネルギーに係る産業部門の規制関係については、法令に基づき、エネルギー管理制度

やホワイト証書制度等がある。 

なお、ベンチマークに係る国独自の政策は、現段階で導入されていない。 

 

11.5.1. 産業部門における省エネルギー規制の概要 

省エネルギー管理に係る規制のうち、産業部門に係る事項としては、エネルギー管理制度

（エネルギー管理者の設置）やホワイト証書制度が導入されている。 

・エネルギー管理制度 

  年間エネルギー消費量が 10 ktoe/年を超える産業企業や 1 ktoe/年を超える民生や

運輸企業に対してエネルギー管理者の設置義務が課せられており、違反の場合は罰則

が科せられる。経済振興省・新技術エネルギー環境局（ENEA）により設立された非営利

団体 FIREは、エネルギー管理者ネットワークを構築し、エネルギー効率に関するグッ

ドプラクティスの促進や再生可能資源の普及、エネルギー管理のためのツールの普及

を行っている。 

   

・ホワイト証書制度 

  5万件以上の顧客を有するすべての電気やガス供給事業者は、一次エネルギーの削減

目標を達成する義務を負っている。義務化対象事業者は、電力・ガス規制局(AEEG)の承

認を受けたプロジェクトを実施して、エネルギー市場管理公社(GME)から発行されるホ

ワイト証書を取得して、AEEG に提出しなければならない。目標未達の事業者は市場等

を通じて他の参加者によって作成されたホワイト証書を購入することによって、目標

を達成することができる。ホワイト証書は、義務化対象事業者だけでなく、自発的参加

者（5万人未満の顧客を持つ供給事業者、エネルギーサービス会社、エネルギー管理者
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を任命する必要がある団体、自主的にエネルギー管理者を任命した団体等）もホワイト

証書を取得する資格がある組織としてリストに含まれている。 

 

11.5.2. 産業部門におけるエネルギー効率基準 

平成 31年 3月時点において、産業部門のベンチマーク基準等に係るエネルギー効率基準

等の法定規定は設定されていない。 

 

11.5.3. 産業部門における今後の取組み 

2017 年 11 月に策定された「国家エネルギー戦略 2017」では、2030 年までの政府の取組

み事項が掲げられており、今後、必要に応じて、法制化等の対応が図られる見込みである。 

・ホワイト証書制度の強化・合理化 

・エネルギー監査と管理システムの共同資金調達による中小企業のエネルギー効率向上

支援 

 

11.6. その他の省エネルギー政策 

 

11.6.1. 民生部門 

民生部門の省エネルギー政策に係る規制としては、産業部門と同様に、法令に基づき、エ

ネルギー管理制度（エネルギー管理者の設置等）が導入されている。一方、税制面や資金面

での支援的な制度としては、建築物の税控除制度（Ecobonus）や熱エネルギー収支制度等が

導入されている。 

なお、機器等の性能基準や家電製品に対するラベリングについては、以降の項を参照。 

・エネルギー管理制度 

  年間総エネルギー消費量が 1 ktoe/年を超える企業に対して、エネルギー管理者の配

置等を義務付けている（内容は、産業部門と同様）。 

・建築物のエネルギー効率化投資のための税控除制度（Ecobonus） 

  主に小規模事業所や住宅用建物を対象に建物のエネルギー効率を向上させるための

税控除制度であり、省エネ設備費用の 65%が控除される。制度は 2014 年から導入され

ている。 

・熱エネルギー収支制度（Conto Termico） 

  既存の公共および民間建築物において暖房や温水製造のための小型（＜1000kWth）熱

システムのエネルギー性能を改善することを目的に、一定の基準を満たす再生可能エ

ネルギー機器や高効率機器からの熱エネルギー活用を促進するための支援制度であり、

2012年から導入されている。 
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11.6.2. 運輸部門 

運輸部門では、省エネルギー政策としては、車両燃費等に係る EU規制に準拠するととも

に、国独自としては、産業部門と同様に、法令に基づき 1 ktoe/年を超える企業を対象に、

エネルギー管理制度（エネルギー管理者の設置等）が導入されている。その他、車両の電気

や CNG、水素燃料への転換に向けた供給設備や鉄道網の整備等に取り組んでいる。 

 

11.6.3. 機器等の効率基準 

建築物等のエネルギー効率に係る性能基準については、EU の基準に準拠することが求め

られる。 

 

11.6.4. 効率ラベリング制度 

家電製品に対しては、EU の効率ラベリング制度に準拠し、製品製造者または供給者は電

気器具のエネルギー消費に関する情報をエネルギーラベルおよび所定様式で提供すること

が義務付けられている。 

 

11.6.5. 2020年の省エネ取組みの目標と進捗 

2014年 7月に策定された「国家エネルギー効率化行動計画」（NEEAP）における 2020年の

目標と 2016 年時点の各取組み項目の進捗については、以下表 11.6-1の通りである。 

 なお、進捗については毎年、政府によって確認されている。 

 

表 11.6-1省エネルギーに係る 2016年の取組み進捗と 2020年目標 

部門 
ホワイ
ト証書 

税優遇 
熱エネ
ルギー 
収支 

建築 
規制 
No.192 

/2005 

EU車両 
規制等 

他方策 

削減量(計) 

達成率 2016年 
実績 

2020年 
目標 

産業 1.84 0.03 - 0.09 - - 1.95 5.10 38.3% 

業務 0.13 0.02 0.003 0.05 - - 0.19 1.23 15.4% 

輸送 - - - - 1.13 0.04 1.18 5.50 21.4% 

家庭 0.59 1.56 - 0.91 - 0.02 3.09 3.67 84.2% 

計 2.56 1.60 0.003 1.05 1.13 0.07 6.41 15.50 41.4% 

（出典：国家エネルギー効率化行動計画（2017年 6月）） 

 

11.6.6. 今後の取組み 

 2017 年 11 月の「国家エネルギー戦略 2017」においては、2030 年までの政府の取組み
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事項が設定されており、今後、必要に応じて、法制化等の対応が図られることが考えられる。

主な取組み項目を以下に示す。 

＜民生部門の取組み＞ 

・（特に公共の）建物のエネルギー改修促進の措置 

・公共建築物に新たな性能基準を採用 

・建築物のエネルギー効率化投資のための税控除制度（Ecobonus）の改訂・強化 

＜運輸部門の取組み＞ 

 ・都市交通を削減するための持続可能な地域の移動性強化 

・スマートモビリティ（カーシェアリング、カープーリング、スマートパーキング等）、

自転車や歩行者のモビリティ、地方公共交通機関へのモーダルスイッチのサポート 

 ・国内にある車両燃費の改善 

 ・ITS（Intelligence Transport Systems）技術の普及の推進 

 ・効率的な運転行動に特化したトレーニングモジュールの導入 
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第12章 トルコ 
 

12.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 68 

IEA のトルコのエネルギーバランス表によれば、2016 年における最終エネルギー消費に

占める産業部門の割合が 30％である。また、産業部門におけるエネルギー多消費産業の割

合は、窯業 22％、鉄鋼 17％、化学 11％、繊維・皮革 11％となっており、4 業種合計で 61％

になっている。近年の産業部門のエネルギー消費の伸びは緩やかになるものの、増加傾向は

継続しており、エネルギー消費の多い民生や産業を中心に、省エネルギー対策が必要である。 

図 12.1-1 に最終エネルギー消費割合、産業部門のエネルギー消費推移を示す。 

図 12.1-1 最終エネルギー消費割合、産業部門のエネルギー消費推移 

 

12.2. 省エネルギー関連政策の目標 

政府は、省エネルギーに係る政策の推進に向けて、2012 年 2 月に「省エネ戦略 2012-2023」

を策定しており、７つの戦略的な取組みによって、2023 年の一次エネルギー原単位を 2011

年比で 20%削減する目標を掲げている。また、省エネルギーに係るより詳細な取組みを示

した「国家省エネ行動計画 2017-2023」を 2018 年 1 月に策定し、部門別（産業、建物・サー

ビス、エネルギー、輸送、農業）ならびに部門横断分野における 55 の行動計画を掲げてい

る。本計画では、2023 年の一次エネルギー消費量で 14％削減し、累計では 2023 年までに

23.9 MTOE のエネルギー消費削減と 109 億米ドルの省エネに係る投資を行うこととしてい

る。 

一方、温室効果ガス排出量の削減に係る目標としては、2015年9月に国連に提出した INDC

によると、2030 年の排出量を BAU と比較して 21%削減する目標を掲げている。 

表 12.2-1 に省エネルギー関連の政策目標を示す。 

                                                        
68 http://g20-energy-efficiency.enerdata.net/policies/buildings-argentina.html、

https://ipeec.org/en/bulletin/19-argentina-makes-fast-strides-on-energy-efficiency.html 

 

http://g20-energy-efficiency.enerdata.net/policies/buildings-argentina.html%E3%80%81https:/ipeec.org/en/bulletin/19-argentina-makes-fast-strides-on-energy-efficiency.html
http://g20-energy-efficiency.enerdata.net/policies/buildings-argentina.html%E3%80%81https:/ipeec.org/en/bulletin/19-argentina-makes-fast-strides-on-energy-efficiency.html
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表 12.2-1 省エネルギー関連の政策目標 

指標 目標 期限 基準 根拠 

一次エネルギー

原単位 
▲20％ 2023 2011 

省エネ戦略 

2012-2023 

GHG 排出量 ▲21％ 2030 BAU INDC 

 

12.3. 省エネルギー政策の概観 

2012 年 2 月に策定された「省エネ戦略 2012-2023」を踏まえ、省エネルギーに係る法規制

として「エネルギー効率化法」が 2007 年に制定された。本法ならびに関連規則では、産業、

建物・サービス、発電、送配電や輸送等におけるエネルギー利用の効率化を目的としており、

エネルギー管理（管理者選任、定期報告書提出、建物エネルギー証明書等）、省エネルギー

サービス事業者の許認可、支援策（エネルギー効率化プロジェクトや任意協定）、普及啓発、

罰則等について規定している。 

なお、2018 年 1 月に策定された「国家省エネ行動計画 2017-2023」における部門別ならび

に部門横断の詳細な取組みのうち、今後に取り組むべき事項については、法制化を含め政府

として進展させていく見込みである。 

表 12.3-1 に省エネルギー政策の概観を示す。 

表 12.3-1 トルコにおける省エネルギー政策の概観 

政策 省エネ管理 基準＆ラベリング 経済的助成措置 

部門  A：規制、B：自主 
A：基準、 

B：ラベリング 

A:補助金、B：税制、 

C：融資 

全般 

＜目標＞ 

●2023 年に一次エネルギー原単位を 20％削減 

●2030 年に BAU 比で GHG 排出量を 21％削減。 

産業 

A エネルギー管理者設置 

A 定期的な報告書提出 

A エネルギー監査の実施 

B エネルギー管理訓練プログラム 

－ 
A エネルギー効率化プロジェクト 

A 任意協定 

民生 

A エネルギー管理者設置 

A 定期的な報告書提出 

A エネルギー監査 

B エネルギー管理訓練プログラム 

A 建築物に対する基準 

B ラベリング  

A エネルギー効率化プロジェクト 

A 任意協定 

運輸 － － － 

出典：エネルギー効率化法（関連規則含む）、省エネ戦略 2012-2023 
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12.4. 産業部門のエネルギー政策 

「省エネ戦略 2012-2023」では、各産業サブセクターにおける一次エネルギー原単位を 10%

削減するとしており、様々な政策が取り入れられている。規制以外の政策としては、「エネ

ルギー効率化法」ならびに関連規則に基づき、支援策（エネルギー効率化プロジェクトや任

意協定）が導入されている。 

なお、規制に係る政策については、次項以降に記載する。 

 

12.5. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

省エネルギーに係る産業部門の規制関係については、「エネルギー効率化法」に基づき、

エネルギー管理制度やエネルギー監査の実施等がある。 

なお、ベンチマークに係る政策は、現段階で導入されていない。 

 

12.5.1. 産業部門における省エネルギー規制の概要 

省エネルギー管理に係る規制のうち、産業部門に係る事項としては、エネルギー管理制度

（エネルギー管理者の設置や定期的な報告書提出義務等）やエネルギー監査の実施等が導

入されている。 

・エネルギー管理制度 

  年間消費エネルギー量が石油換算で 1000 トン以上の事業者に対しては、エネルギー

管理者の配置を義務付け（5000 トン以上の事業者に対しては、エネルギー管理者に加

えて、エネルギー管理組織の設立を義務付け）ている。また、年間消費エネルギー量が

1000 トン未満であっても、組織化された工業地域においては、エネルギー管理組織の

設立が義務付けられている。加えて、毎年、エネルギー効率化に向けたエネルギー消費

実績や評価等に係る報告書の提出を義務付けている。さらに、エネルギー管理システム

は ISO50001 に則り確立しなければならないとされる。 

  なお、100MW を超える火力発電所についてもエネルギー管理者の配置やエネルギー

消費実績や評価等に係る報告書の提出を義務付けられている。 

 

・エネルギー監査制度 

  年間消費エネルギー量が石油換算で 5000 トン以上の事業者に対して、４年ごとにエ

ネルギー監査を実施され、エネルギー管理者の職務遂行や既存・新設の設備の運用管理

（燃焼管理、熱伝達の最適化、廃熱利用、断熱、電気・熱損失防止、高効率機器や再生

可能エネルギー利用）等について確認される。 

 

・エネルギー管理訓練プログラム 

  エネルギー管理者は、政府が規定するプログラムを受講し、試験合格の証明書を有す



 

84 
 

る者から選任される。 

 

12.5.2. 産業部門におけるエネルギー効率基準 

平成 31 年 3 月時点において、ベンチマーク基準等に係るエネルギー効率基準等の法定規

定は特に設定されていない。 

なお、「国家省エネ行動計画 2017-2023」では、産業部門の取組みとして、産業のエネルギ

ー効率化：ベンチマーク設定、最善の技術と慣行ガイドライン設定等が掲げられており、

2019～2023 年までに取組みを開始するとしている。 

 

12.5.3. 産業部門における今後の取組み 

2018 年 1 月に策定された「国家省エネ行動計画 2017-2023」では、2023 年までの政府の

取組み事項が掲げられており、今後、必要に応じて、法制化等の対応が図られることが考え

られる。 

［部門横断取組み（産業部門関連を抜粋）］ 

・エネルギー管理制度の着実な実行 

（目標：エネルギー管理システムの確立が 80%以上（2019 年末まで）） 

・省エネ投資推進に向けた「国家エネルギー効率化資金調達メカニズム」の確立 

 （目標：2021 年までに立法化） 

・「国家エネルギー効率化資金調達メカニズム」と連携し、資金効率化に向けた「エネル

ギー効率化コンテスト」の実施 

 （目標：2021 年までに実施） 

・エネルギー効率活動のデータベース、報告システムの構築 

 （目標：2019 年までに運用開始） 

・国がエネルギー企業に対して、費用・効果等を標準化したエネルギー効率化プロジェク

トの推進を課す「義務プログラム」の確立 

 （目標：2020～2023 年にプログラムの運用開始） 

［産業部門の取組み］ 

・産業のエネルギー効率化：ベンチマーク設定、最善の技術と慣行ガイドライン設定等 

 （目標：各サブセクターのエネルギー効率を 10%以上削減（2019～2023 年までに取組

みを開始）） 

・20 MW を超える熱需要を有する企業に対するコージェネレーション設備の普及 

 （目標：2019 年からの開始） 

・省エネ削減マッピング 

 （目標：2018 年からの開始） 

 



 

85 
 

12.6. その他の省エネルギー政策 

 

12.6.1. 民生部門 

民生部門における省エネルギー政策としては、産業部門と同様に、「エネルギー効率化法」

ならびに関連規則に基づき、エネルギー管理制度（エネルギー管理者の設置や定期的な報告

書提出義務等）やエネルギー監査の実施等が導入されている。また、建築物に係る遵守すべ

き性能については、「建物のエネルギー性能に関する規則」に基づき、規定されている。 

なお、家電製品に対するラベリングについては、以降の項を参照。 

・エネルギー管理制度 

  総建築面積が 20,000 ㎡を超える、または年間総エネルギー消費量が石油換算で 500 

トンを超える商業用およびサービス用建物（公共建築物においては、総建築面積が

10,000 ㎡を超える、または年間総エネルギー消費量が石油換算で 250 トンを超える）

に対しては、エネルギー管理者の配置を義務付けるとともに、毎年、エネルギー効率化

に向けたエネルギー消費実績や評価の実施等に係る報告書の提出を義務付けている。

さらに、エネルギー管理システムを ISO50001 に準拠し確立する。 

 

・エネルギー監査制度 

  総建築面積が 20,000 ㎡を超える、または年間総エネルギー消費量が石油換算で 500 

トンを超える商業用およびサービス用建物に対して、４年ごとにエネルギー監査を実

施され、エネルギー管理者の職務遂行や既存・新設の設備の運用管理（燃焼管理、熱伝

達の最適化、廃熱利用、断熱、電気・熱損失防止、高効率機器や再生可能エネルギー利

用）等について確認される。 

 

・建築物の性能基準 

  建築物の設計にあたってエネルギー性能に関する必要な要件や構造（断熱、空気循環、

換気、空調システム、給湯、照明、自動制御等）が規定されている。 

新築の建築物については、エネルギー消費量や CO2 排出量等に係るエネルギー特性

証明書のクラス C 以上の取得が義務付けられており、床面積が 2000m2 以上の建築物

はセントラル空調の設置が義務付けられている。 

なお、既存の建物については、エネルギー特性証明書の取得促進を図るための今後の

取組み事項として、効率の悪い建物への取引やリース制限を 2021 年以降に導入するこ

とを検討することが「国家省エネ行動計画 2017-2023」に盛り込まれている（1.6.5 を参

照）。 

 

12.6.2. 運輸部門 

運輸部門では、「輸送におけるエネルギー効率の向上のための手順と原則に関する規則」
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に基づき、主に行政機関に対する規定が定められている。鉄道輸送については、ブロックト

レイン（コンテナ専用列車）や電気鉄道運用の優先、道路交通については、交通管理システ

ム（交通管理、案内システム等）の整備、都市部交通量の低減、自動車の燃費・CO2 排出量

の消費者への情報提供、高速道路や公共交通機関の輸送量や燃料消費量の監視義務等が義

務付けられている。一方、輸送に係る事業者に対しては、ドライバーに対するエコドライブ

訓練が義務付けられている。 

 

12.6.3. 機器等の効率基準 

平成 31 年 3 月時点において、ベンチマーク基準等に係るエネルギー効率基準等の法定規

定は特に設定されていない。 

 

12.6.4. 効率ラベリング制度 

家電製品に対しては、「エネルギー効率法」に基づき、製品製造者または供給者は電気器

具のエネルギー消費に関する情報をエネルギーラベルおよび所定様式で提供することが義

務付けられている。対象機器は、順次追加されており、平成 31 年 3 月時点において、照明、

家庭用エアコン、テレビ、家庭用冷蔵庫、家庭用洗濯機、食器洗い機、家庭用乾燥機、家庭

用オーブンレンジ、掃除機となっている。 

 

12.6.5. 今後の取組み 

 2018 年 1 月の「国家省エネ行動計画 2017-2023」においては、2023 年までの政府の取

組み事項が設定されており、今後、必要に応じて、法制化等の対応が図られることが考えら

れる。主な取組み項目を以下に示す。 

＜民生部門の取組み＞ 

・新築建築物のエネルギー効率向上 

 （目標：エネルギー性能クラス A、B の投資促進） 

・既存建築物の改修によるエネルギー効率向上 

（目標：2019 年からの取組開始） 

 ・既存建築物のエネルギー性能証明書保有率の向上 

  （目標：2021 年以降、効率の悪い建物の取引やリース制限を検討） 

＜運輸部門の取組み＞ 

 ・省エネルギー車の推進［料消費量と排出量（CO2 / km）に応じた課税等）］ 

  （目標：2020 年から制度導入） 

 ・都市の交通密度の低減［都市部への自動車流入制限、交通量に応じた変動駐車料金導

入等］ 

  （目標：2019 年から取組みを開始） 

 ・鉄道輸送の強化［貨物および旅客輸送の一部を道路から鉄道に移管］ 
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  （目標：2018 年から取組みを開始） 

＜農業部門の取組み＞ 

 ・エネルギー効率化プロジェクトへの［生産、準備、乾燥の段階でのエネルギー効率化

支援］ 

  （目標：2019～2020 年から取組みを開始） 
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第13章 ロシア 
 

13.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 

最終エネルギー消費に占める産業の割合が 34％（2016 年）であり、さらに産業部門のエ

ネルギー消費に占めるエネルギー多消費産業の割合として、鉄鋼 24％、化学24％、窯業 10％、

紙パルプ 5％となっており、4 者合計で 63％になっている。近年の産業部門のエネルギー消

費が横ばいに推移しているが、エネルギー多消費産業部門のエネルギー消費が 63％を占め

ているため、これらの産業の省エネルギー対策が求められる。 

 

 

図 13-1 ロシアのエネルギー多消費産業の消費 

 

 

13.2. 省エネルギー関連政策の目標 

ロシアは、2020 年以降の温暖化対策の約束草案(INDC)を、2015 年 4 月 1 日に国連気候変

動枠組条約事務局へ提出した。その中で、自国の GHG 削減目標として、2030 年までに 1990

年比 25～30％削減することとしている。また、その際、森林による吸収能力を最大限、算

定するとした 69。ロシアは 2016 年 4 月にパリ協定に調印したが、2019 年 2 月現在において

批准していない 70。 

 

  

                                                        
69 JEPIC, 各国の電気事業 ロシア 

https://www.jepic.or.jp/data/w08rusa.html 
70 UNTC, Status of Treaties, CHAPTER XXVII ENVIRONMENT, 7. d Paris Agreement 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-

d&chapter=27&clang=_en 

最終エネルギー消費（2016） 産業部門エネルギー消費の推移
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表 13.2-1 省エネルギー関連の政策目標 

指標 目標  期限  基準  備考  

GHGs 原単位 ▲15 - 25% 2020 1990 （*）  

エネルギー原単位 ▲13.5% 2020 2007 （**） 

GHGs 原単位 ▲25 - 30％  2030  1990 （***）  

出所：（*）Quantified economy-wide emissions targets for 2020（2010 年 2 月提出）71 
（**）The State Programme of the Russian Federation Energy Saving and Energy Efficiency Increase up to 
2020（2010 年 10 月） 
（***）Intended Nationally Determined Contributions（2015 年 4 月提出） 

 

13.3. 省エネルギー政策の概観 

2009 年に制定された、省エネルギー・エネルギー効率法（Federal Law No. 261-FZ “On energy 

saving and improvement of energy efficiency”）が、省エネルギー政策の基盤となっている。こ

の法律による規制は、建築物の効率基準、エネルギー監査、エネルギーサービス契約、エネ

ルギー消費量メーターの設置義務、および情報提供の要請などとなっており、また非効率的

な設備のリプレースに対する税制上の優遇措置などについても規定している 72。 

 

表 13.3-1 ロシアにおける省エネルギー政策の概観 

政策 省エネ管理 基準＆ラベリング 経済的助成措置 

部門  A：規制、B：自主 
A：基準、 

B：ラベリング 

A:補助金、B：税制、 

C：融資 

全般 A 省エネルギー・エネルギー効率法 

産業 
A エネルギー資源の商業登録簿 

 

A  国際標準 ISO50001 の国内規格化（GOST 

R ISO 50001-2012） 

A メーター設置補助金 

B 省エネ投資に 100％の

税額控除 

民生 

A 家電製品へのエネルギー効率の等級表

示の義務 

A 白熱電球の生産、輸入、販売の禁止 

A エネルギー使用量の計測機器設置（集

合住宅全体あるいは部屋ごと）の義務付け 

B 家電製品へのエネルギー効率の等級表示 

B 集合住宅エネルギー効率等級表示 

A  メーター設置補助金 

運輸 ― ― ― 

出典：各種資料による。 

                                                        
71 

https://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/russiacphaccord_app

1engl.pdf 
72 IEA, Energy Conservation and Energy Efficiency Increase Law (261) 

https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/russia/name-30176-en.php 
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13.4. 産業部門の取り組み 

省エネルギー・エネルギー効率法では、エネルギーパスポートを活用し、エネルギー資源

の商業登記簿を整備すること、および、エネルギー資源購入の予算削減が規定されている。

また、エネルギー多消費企業に対し、長期的に関税規定の移行の準備を行うことを規定して

いる 。 

同法のなかで、エネルギー生産・輸送により使用される資源量をメーターによって義務的

に記録すること、及び 2010 年よりその対応策を講ずるよう規定している。今後、ラベリン

グ表示によるエネルギー効率の情報を提供するための要件を示すことが予定されている。 

エネルギーメーターの設置義務が発生するのは、集中電力供給網、集中熱供給システム、

集中給水システム、集中ガス供給システム、その他の集中エネルギー資源供給システムに接

続する施設である。 

また、電力利用と暖房用エネルギー消費の利用削減を目的とし、政府系産業セクターにメ

ーターの設置を義務付けている 。 

エネルギーマネジメントの国際規格である ISO50001 は、ロシア国家標準規格(GOST-

R)GOST R ISO 50001-2012）として規格化されている。2017 現在、ロシア国内において 250

件が認証されている 73。 

Aleksei Valentinovich Bogoviz ら 74はロシアの産業部門の省エネルギーの動向を以下のよう

にまとめている。 

１）ロシア政府は、2010 年に「国家省エネおよびエネルギー効率改善プログラム」を採

択し、2014 年に、同プログラムをより大きな国家プログラムである「国家エネルギー効率

とエネルギー開発に関するプログラム」のサブプログラムとして吸収した。2010 年と 2014

年のこれらのプログラムで制定された国や部門別の省エネルギー政策や、目標、および目的

は現在でも有効となっている。これらのプログラムを遂行するために、ロシア政府は 2014

年に「産業の発展と競争力強化に関する国家プログラム」を承認し、「2011 年比の製造業の

エネルギー原単位」指標を管理するようになった。 

２）エネルギー省は産業部門のエネルギー効率のパフォーマンスを評価している。評価さ

れている主な産業は（a）鉄冶金、（b）建築材料の生産、（c）紙、（d）肥料生産となってい

る。 

３）ロシア連邦産業貿易省は、産業部門における技術規制の管轄機関として、2015 年に

ロシア連邦政府の政令 No 600 を制定し、「エネルギー効率の高い設備および技術に関連す

るリスト」を承認し、リストの対象に税制優遇を付与し技術の導入を促進するようになった。 

                                                        
73 ISO Survey 2017 

https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&viewType=1 
74 Aleksei Valentinovich Bogoviz et.al(2018), Russia’s Energy Efficiency Policies in the 

Industry Sector: Critical Perspectives 

https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/viewFile/7005/3992 
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４）ロシア連邦産業貿易省は 2017 年に、企業での「リーン製造（lean manufacturing）」の

普及を広めるために、「リーン製造」規格を開発され、自主的な認証システムを作成した。

ロシア連邦産業貿易省によって管理されているすべての企業を対象に、「リーン製造」が指

令により導入されている。 

 

13.5. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

13.5.1. 産業部門における省エネルギー規制の概要 

特になし。 

 

13.5.2. 産業部門におけるエネルギー効率基準 

特になし。 

 

13.6. その他省エネルギー政策 

1. 民生部門 
省エネルギー・エネルギー効率法において、家電製品へのエネルギー効率の等級表示の義

務付け、白熱電球の生産、輸入、販売の禁止、およびエネルギー使用量の計測機器設置（集

合住宅全体あるいは部屋ごと）の義務付けなどが規定されている。 

2013 年、ロシア連邦政府は、白熱電球の販売を制限し、エネルギー効率の良い照明の需

要をサポートする行動計画を承認した（2013 年 10 月 28 日、政令第 1973-r）。国営企業には、

2020年までに LED のシェアが 75%に達することが義務付けられている（2016年 9月 27 日、

政令第 971 号）75。 

2016 年 9 月 1 日付建物のエネルギー効率を改善する計画が制定された。その目的は以下

の通りである。 

１） 建物のエネルギー効率要件を確立することにより、建物のためのエネルギー資源

の合理的な使用の確保。 

２） オーバーホールを含む、住宅部門のエネルギー効率改善を通じて光熱費の削減 

３） 集合住宅の建設と住宅部門におけるエネルギーサービスの提供。 

４） エネルギー効率が高い建物の設計と建設の割合の増加。 

５） 建物の建設、再建設および大幅な見直しのための契約でエネルギー効率を確保 

６） エネルギーサービス契約を含む、エネルギー効率を高めるための民間投資の誘致 

７） 規格準拠評価のためのインフラストラクチャの開発を含む、建物のエネルギー効

率の分野における技術的規制と標準の策定 

８） 方法論を開発し、情報の可用性を高め、建物のエネルギー効率を改善する分野での

トレーニングの増加。 

                                                        
75 APERC(2017), Russia, Compendium of Energy Efficiency Policies of APEC Economies 2017 

https://aperc.ieej.or.jp/file/2017/11/17/16_RUS.pdf 
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2. 機器の効率基準 
省エネルギー・エネルギー効率法によって家電製品へのエネルギー効率の等級表示が義

務付けられており、2011 年以降段階的に実施されている 76。家電製品のエネルギー効率の

試験およびラベリング基準が、ロシア国家標準規格(GOST-R)で規定されている。これらは、

EU の方法に準拠しており、冷蔵庫であれば消費電力や容量などで計算されたエネルギー効

率性指数に基づいて等級化される（図 13-2）。 

 

 

図 13-2 冷蔵庫の省エネラベル 

出典：GOST R 51565-2012 

 

                                                        
76 JETRO(2014), 国民の省エネ志向を読む（ロシア） 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07001689/07001689.pdf 
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3. 効率ラベリング制度 
省エネルギー・エネルギー効率法では、建設・改築・改修、使用中の集合住宅のエネルギ

ー効率の等級は、連邦行政機関が承認し、連邦政府が要件を定めた「集合住宅エネルギー効

率等級決定規則」に基づき、国家建設監督機関が行うことと規定している。政府保証及び連

邦予算はエネルギー効率の測定のために割り当てられており、建物のエネルギー効率の向

上に適用することができる。 

また建設業者においても、エネルギー効率等級の標識を設置しなければならない。 

関連法令として地域開発省令第 161 号 「集合住宅エネルギー効率等級決定規則」があり

77、エネルギー効率のレベルに応じて住宅の分類区分 (住居、医療、子供の施設、学校、老

人ホーム、ホテル、寮)に応じた表示システムを規定している。 

 

                                                        
77 Order # 161 "On approval of rules to define classes of energy efficiency of apartment 

buildings and requirements for energy efficiency index class apartment house, hosted an 

apartment building" of the Russian Ministry of Regional Development 
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第14章 中国 
 

14.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 

中国は 2003 年から経済の過熱からエネルギー消費が急増し、環境汚染の深刻化が進み、

地球温暖化への懸念も急速に高まった。産業のエネルギー消費が大半を占めていたため、中

国はエネルギー多消費産業を対象に省エネルギー政策を強化してきている。 

最終エネルギー消費に占める産業の割合が 55％（2016 年）であり、さらに産業部門のエ

ネルギー消費に占めるエネルギー多消費産業の割合として、鉄鋼 24％、化学21％、窯業 20％、

紙パルプ 2％となっており、4 者合計で 66％になっている。また中国の 5 カ年計画における

省エネルギー目標や自主削減目標（INDC）の実現のため、今後もエネルギー多消費産業の

エネルギー管理規制が強化される見込みである。 

 

 
図 14.1-1 中国のエネルギー多消費産業の消費 

 

 

14.2. 省エネルギー関連政策の目標 

中国「第 13 次 5 ヵ年計画」（2015－2020 年）期間において、GDP 当たりのエネルギー消

費量を 15％程度、GDP 当たりの CO2 排出量を 18％それぞれ削減する国家目標を掲げてい

る。 

中国政府は 2015 年 6 月 30 日、2030 年までの温暖化ガスの排出削減の約束草案（INDC ）

を国連気候変動枠組条約事務局に正式に提出した。草案の主な数値目標（以下 INDC 目標と

する。）は以下のとおりとなっている。 

１）2030 年頃までに CO2 排出量をピークアウトし、出来るだけ早い時期にこれを実現 

２）GDP 当たりの CO2 排出量（以降 CO2 原単位とする。）を 2005 年比 60～65％低下 

３）一次エネルギー消費に占める非化石燃料の比率（以降非化石燃料比率とする。）を 20％

程度に向上 
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４）2005 年比で森林ストック量を 45 億㎥増加すること 

 

表 14.2-1 省エネルギー関連の政策目標 

指標 目標  期限  基準  備考  

エネルギーの GDP 原単位  ▲15％  2020 2015 （*）  

CO2 排出量の GDP 原単位  ▲18％  2020 2015 （*）  

CO2 排出量  ピークアウト 2030 前後    （**）  

CO2 排出量の GDP 原単位  ▲40～45％  2020 2005 （**）  

CO2 排出量の GDP 原単位  ▲60～65％  2030 2005 （**）  

非化石燃料比率  15％程度に向上 2020   （**）  

非化石燃料比率  20％程度に向上 2030   （**）  

出所：（*）「中華人民共和国国民経済・社会発展の第 13 次 5 カ年計画綱要」 
（**）Intended Nationally Determined Contributions（中国は 2015 年 6 月 30 日提出） 

 

14.3. 省エネルギー政策の概観 

中国は行政主導で省エネ対策を実施している。中央、省、市、県、そして郷政府まで 5 つ

の階層でトップダウン形式で政策が実施されている。 

中国の省エネルギー取り組みは省エネルギー法に基いて展開されている。現在実施中の

主な省エネルギー政策は下表に示す通りである。これらの政策の法律根拠は省エネルギー

法となっている。省エネルギー法は産業、建築物（民生）、運輸、公共機構、重点企業、省

エネ技術開発、省エネ奨励措置についてそれぞれ政策を定めたものである。中には、省エネ

目標責任制と省エネ審査評価制度、固定資産投資プロジェクトの省エネ評価と審査制度、遅

れたエネルギー多消費製品と設備・生産技術の淘汰制度、重点エネルギー消費事業所管理制

度、エネルギー効率ラベル管理制度、省エネ表彰奨励制度など６つの制度が定められている。 

 

表 14.3-1 中国における省エネルギー政策の概観 

政策 省エネ管理 基準＆ラベリング 経済的助成措置 

部門  A：規制、B：自主 
A：基準、 

B：ラベリング 

A:補助金、B：税制、 

C：融資 

全般 

●「省エネルギー法」 

●「万社企業省エネ低炭素行動」、「十大省エネプロジェクト」、「低効率設備淘汰制度」、「恵民プロジェクト」、

「省エネ診断審査制度」、「グリーン建築行動」、「100 個省エネ基準強化プロジェクト」、等） 

●「大気汚染予防と対策行動計画」で大気汚染問題の解決が重要に 

●省エネ目標に加えて、温室ガスの削減目標も、を地方政府に割り当て、幹部の業績評価を行う制度 

●石炭消費の総量コントロールと化石発電の新規建設の禁止政策を実施。 
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産業 

A ●固定資産投資省エネ評価・審査制度 

 ●低効率火力や鉄鋼設備等の強制淘汰制度 

 ●重点省エネ技術普及リストを公布 

 ●技術革新省エネプロジェクトを公表  

 ●万社企業省エネ低炭素行動 

 ●エネルギー管理士制度の試験的実施 

B ●鉄鋼やセメント等ベンチマーク指標制定 

A●単位製品当りのエネルギ

ー消費限度値 

 ●「半導体照明省エネ産業の

計画」で白熱灯の廃止ロードマッ

プ  

B●「トップランナー実施方案」

と「細則」 

A ●省エネ技術奨励リスト

の定期公表 

●石炭資源税を従量制から

従価（価格）性に変更 

B ●省エネ投資減税。 

●ESCO 企業、事業減税 

C●ESCO 事業融資支援 

民生 

A●「公共建築物室内温度の管理方法」 

 ●「熱供給制度」に従量制の導入 

 ●「民用建築物省エネ条例」で販売住宅の省エネ

情報の開示の規定。 

 ●既存建築物を省エネ型住宅への改造。 

 ●建築物のエネルギー統計の強調。 

B●ESCO 事業でビルの省エネの実施。 

A●ルームエアコンの規準を

3.0 から 3.9 に引き上げ、温水器

等新規対象。 

●「政府調達のリスト」の公表

と追加 

●「トップランナー実施方案」

を公表（自主）。実施細則公表

（2015） 

B●25 個製品に実施。  

A●公共建築省エネ特別資

金。 

●高効率照明補助資金。 

●省エネ恵民事業による省

エネ家電への補助 

B●ESCO 企業、事業減税 

C●ESCO 融資支援 

運輸 

A●車両、船舶、道路、港湾など業種の 1000 社企

業による省エネ等の特別活動を実施。 

●燃料税を導入。 

●道路輸送車両燃料消耗料計測・監督管理方法 

A●乗用車、トラックなどの燃

費基準  

●第５段階目のガソリン基準

の公表 

B●乗用車のラベリング 

A ●省エネ車への補助金 

B ●小型車を税制優遇  

出典：各種資料による。 

 

14.4. 産業部門の取り組み 

産業部門の省エネルギー政策を以下に示す。 

 

1. 十大重点省エネプロジェクト 

第 11 次五ヵ年計画から実施し始めた国家プロジェクトとして重点分野における省エネ投

資を補助して省エネルギーを推進するスキームである。中央財政と地方財政から省エネ特

別資金が設置されている。産業関連の分野としては、高効率産業用ボイラや高効率モーター

の改造・導入プロジェクト、余熱余圧利用プロジェクト、石油節約・代替プロジェクト、電

機システム省エネプロジェクト、エネルギーシステム合理化プロジェクトが挙げられる。 

 

2. 国家重点省エネ技術普及目録 

中国政府は定期的に国家重点省エネ技術普及目録を公表している。「国家重点省エネ低炭

素技術普及目録 2015」は石炭、電力、鉄鋼、非鉄金属、石油、石油化学、化学、建築材料、
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機械、軽工業、繊維、建設、運輸、通信、その他計 13 業種において 266 個の省エネ技術を

対象とした。それの 2017 年版（2018 年公表）では石炭、発電、鉄鋼、非鉄金属、石油、石

油化学、化学工業、建材等 13 業種 260 の省エネルギー技術を認定・推進した。 

 

3. 千社企業省エネ行動と万社企業省エネ低炭素行動 

「千社企業省エネ行動」は 2006 年から年間エネルギー消費量が 18 万 tce 以上の企業計

998 社を対象にした省エネプログラムである。千社企業省エネ行動の目標は、エネルギー多

消費企業のエネルギー利用効率を大幅に引き上げることで、「11・5」期間中でエネルギー消

費 1 億 tce を削減する目標である。最終的に評価対象となる企業は 881 社は省エネ総量は

1.65 億 tce、目標を達成した企業は 866 社、目標を達成できなかった企業は 15 社であった。 

一方、万社企業省エネ低炭素行動は、千社企業省エネ行動の継続事業として 2011 年に約

17,000 社の企業を対象にエネルギー報告の提出を求めるなど、エネルギー管理を強化する

取り組みである。この行動では、省エネ体制の構築、エネルギー消費統計、省エネ診断、省

エネ管理、省エネ人材育成、さらに経済的省エネ支援制度の構築など様々な省エネルギー取

り組みを通して、企業の省エネルギー管理を強化している。この行動の概要は以下の通りで

ある。 

• 対象企業の基準は 

１）製造業：年間エネルギー消費量（石炭換算）1万トン（前回 18万トン）。 

２）運輸部門：年間総合エネルギー消費量が 1 万 tce 以上の旅客輸送、貨物輸送、

海運・内陸水運港湾企業；あるいは、600台以上の車両を保有する旅客輸送、貨物輸

送企業、貨物取扱量 5000万トン以上の海運・内陸水運港湾企業。 

３）業務部門：年間総合エネルギー消費量が 5000tce 以上のホテル、レストラン、

商店、学校、あるいは営業面積（延床面積）8万㎡以上のホテルとレストラン、延床

面積 5万㎡以上の商店、生徒数 1万人以上の学校。 

• 対象企業の数は従来の約 17,000 社（前回約 1,000社）。 

• 対象分野は産業、運輸と民生部門（前回産業のみ）。 

• 対象のエネルギー消費量は全国の消費量６割（前回３割）。 

• ５ヵ年の目標省エネ量は 2.5億トン（前回１億トン）。 

• 省エネ量の取り引き制度の導入に据え置き、省エネ行動の実施。 

 

4. 遅れた生産設備の淘汰 
遅れたエネルギー多消費製品と設備、生産技術の淘汰制度では、国家が淘汰するエネルギ

ー消費製品と設備・生産技術のリスト及び実施方法を制定・公表し、国家が淘汰を命じたエ

ネルギー消費製品と設備を生産及び輸入、販売の禁止が含まれる内容となっている。 

同制度は、2007 年初めて公表された「省エネ・排出削減総合方案」は、「11・5」期間中に

電力及び鉄鋼、建材などの産業の遅れた生産設備の淘汰目標を明確に打ち出したことで確
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立されたものである。「11・5」期間中に電力産業では小規模火力発電設備は 5,000 万 kW、

鉄鋼産業では 1 億 t の遅れた製鉄設備と 5,500 万 t の遅れた製鋼設備、セメント産業では 2.5

億 t の遅れた生産設備などをそれぞれ淘汰すると定められた。「13・5」期間中に石炭生産 5

億トン、鉄鋼生産 1.5 億トン、火力 2000 万 kW の生産設備をそれぞれ淘汰する目標となっ

ている。 

 

14.5. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

14.5.1. 産業部門における省エネルギー規制の概要 

中国は省エネ法によりエネルギー多消費産業等に多くの省エネ規制を実施している。 

まず、政府が公表している「産業構造調整目録」に定められている淘汰または制限すべき

製品、技術、生産手法、設備等に関係行為または関係生産に参入することが禁じられている。 

重点エネルギー企業にエネルギー消費量や原単位の報告制度が義務付けられている。 

また、103 種類の工業製品生産のエネルギー消費原単位の限度値を MEPS 基準として制定

し、一定の数値基準（効率基準や原単位）による管理手法も実施している。さらに、産業の

トップランナー制度や個別産業ベンチマーク基準の導入を実施し、世界的に先進エネルギ

ー効率の数値目標の制定が計画されている。 

 

14.5.2. 産業部門におけるエネルギー効率基準 

中国では国家標準化委員会が各種の国家基準を提案、策定、認定等の業務を管轄しており、

それの下部組織として国家標準化研究院は具体的な基準の策定や改定を行っている。 
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図 14.5-1 中国のエネルギー効率基準の策定 

 

表 14.5-1 中国のエネルギー多消費産業に関連する効率基準 
番号 基準番号 基準名称 実施時間 

1 GB 21343-2015 カーバイドの単位製品当りのエネルギー消費限度値 2016/10/1 

2 GB 29436.1-2012 メタノールの単位製品当りのエネルギー消費限度値第１部：石炭原料 2016/7/1 

3 GB 29436.2-2015 メタノールの単位製品当りのエネルギー消費限度値第 2 部：天然ガス原料 2016/7/1 

4 GB 29436.3-2015 メタノールの単位製品当りのエネルギー消費限度値 第 3 部：アンモニア原料 2016/7/1 

5 GB 29436.4-2015 メタノールの単位製品当りのエネルギー消費限度値 第 4 部：コークス炉ガス原料 2016/7/1 

6 GB 31825-2015 パルプと紙の単位製品当りのエネルギー消費限度値 2016/7/1 

7 GB 21257-2014 苛性ソーダの単位製品当りのエネルギー消費限度値 2015/1/1 

8 GB 21340-2013 板ガラスの単位製品当りのエネルギー消費限度値 2014/9/1 

9 GB 21346-2013 電解アルミニウムの単位製品当りのエネルギー消費限度値 2014/9/1 

10 GB 21256-2013 粗鋼生産の単位製品当りのエネルギー消費限度値 2014/10/1 

11 GB 16780-2012 セメントの単位製品当りのエネルギー消費限度値 2013/10/1 

12 GB 29140-2012 ソーダ灰の単位製品当りのエネルギー消費限度値 2013/10/1 

 

1. 鉄鋼 
鉄鋼のエネルギー効率基準は下表のとおりである。 
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表 14.5-2 中国鉄鋼生産の効率基準 
プロセス 

     指標 

エネルギー消費の限度値等（kgce/t） 

既存工場 新規工場 ベンチマーク 

焼結 <=55 <=50 <=45 

コークス <=36 <=24 <=15 

高炉 <=435 <=370 <=361 

転炉 <=-10 <=-25 <=-30 

 注）kgce, kilogram of coal equivalent, 標準石炭換算キログラム、1kgce=0.7kgoe 

 

2. セメント 
セメントのエネルギー効率基準は下表のとおりである。 

 

表 14.5-3 中国セメント生産の効率基準 
プロセス 

     指標 

エネルギー消費の限度値等（kgce/t） 

既存工場 新規工場 ベンチマーク 

クリンカー 軽質 <=120 <=115 <=110 

セメント クリンカー購

入無 

<=98 <=93 <=88 

クリンカー購

入有 

<=8 <=7.5 <=7 

 注）kgce, kilogram of coal equivalent, 標準石炭換算キログラム、1kgce=0.7kgoe 

 

 

3. 紙パルプ 
紙パルプのエネルギー効率基準は下表のとおりである。 

 

表 14.5-4 中国紙パルプ生産の効率基準 
プロセス 

     指標 

エネルギー消費の限度値等（kgce/t） 

既存工場 新規工場 ベンチマーク 

パルプ 

（kgce/Adt） 

自家用木材漂

白化学 

<=280 <=240 <=370 

自家用非木材

漂白化学 

<=400 <=310 <=420 

紙 

（kgce/t） 

新聞紙 <=320 <=260 <=225 

ダンボール板 <=330 <=275 <=275 

 注）kgce, kilogram of coal equivalent, 標準石炭換算キログラム、1kgce=0.7kgoe 
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4. 化学（苛性ソーダの例） 
苛性ソーダのエネルギー効率基準は下表のとおりである。 

 

表 14.5-5 中国苛性ソーダ生産の効率基準 
プロセス 

     指標 

エネルギー消費の限度値等（kgce/t） 

既存工場 新規工場 ベンチマーク 

アンモニアア

ルカリ法 

軽質 <=420 <=370 <=200 

重質 <=480 <=420 <=280 

アルカリ聯産

法 

軽質 <=265 <=245 <=210 

重質 <=325 <=295 <=220 

 注１）kgce, kilogram of coal equivalent, 標準石炭換算キログラム、1kgce=0.7kgoe。 

注２）その他種類のパルプと紙は省略。 

 

14.5.3. 日中ベンチマークの比較 

前述のように、中国では標準化委員会により多くの製品に最低基準値（MEPS）とベンチ

マーク基準値（BM）が設定されている。測定方法等の技術規範も決定されている。ここで

日中のベンチマーク指標について比較を試みる。ただし、エネルギー効率の国際比較は統計

データのバウンダリ－や製品構成・品質、測定方法の相違から単純比較が困難とされている。

日中間の比較を含めてベンチマークの国際比較は世界の BAT 技術の普及に寄与するため、

積極的に取り組むべきことも事実である。 

比較した結果として、セメント生産では中国、ソーダ生産では日本が、それぞれの効率基

準が厳しい。 
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図 14.5-2 中国のエネルギー効率基準の策定 

 

14.5.4. エネルギー効率に関するトップランナー制度 

中国は 2014 年 12 月 31 日に「エネルギー効率に関するトップランナー実施方案」を公表

した。この制度は、エネルギー効率のベンチマークを樹立することを通して、エネルギーを

消費する製品、エネルギー多消費型産業、公共機構におけるエネルギー効率が持続的に向上

できるような制度を形成し、最終的に省エネルギーと排出量削減を図るとされている。 

エネルギー効率トップランナーの対象範囲は 3 種類：エネルギーを消費する最終製品（エ

ネルギー消費製品）、エネルギー多消費産業、公共機構であり、エネルギー多消費産業では、

火力発電、原油加工、鉄鋼、エチレン、合成アンモニア、電解アルミニウム、板硝子、セメ

ントを対象とする。今後は電力、石化、化学、鉄鋼、非鉄金属、建材等エネルギー多消費産

業が対象となっている。 

エネルギー多消費産業のトップランナー者は、エネルギー管理体系、エネルギー統計と計

量体系、エネルギー監査済み、エネルギーオンラインモニタリングシステム等が構築済み、

年 1 万トン（石炭換算）以上のエネルギーを消費し、業界内でエネルギー消費効率が国家指

定の先進値に達す企業を対象とする。審査のスキームとしては、各協会が推薦・選択を行い、

その結果を工業と情報部等に報告するとしている。 
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エネルギー効率のトップランナー制度は自主制度であり、トップランナー者として選別

された際には、トップランナーのラベリングの使用や、自社の宣伝に使えるほか、国家が関

連奨励措置を今後制定することとなっている。 

 

14.5.5. 企業間のベンチマーキング活動 

2007 年 11 月、国家発展改革委員会は「エネルギー消費重点企業のエネルギー効率水準ベ

ンチマーク活動実施方案」を公布した。これを受けて中国鉄鋼協会、中国セメント協会、中

国石油石化協会、中国非鉄金属協会等の業界団体は関連の指標体系を制定し、重点エネルギ

ー消費企業及び重点産業のエネルギー効率のレベルのベンチマーキングマニュアルを作成

し、製鉄、非鉄金属、化学工業、建材等の 4 つの重点エネルギー消費産業の中で粗鋼（コー

クス化、焼結、ペレタイジング、製鉄、転炉製鋼、電気炉製鋼を含む）、電解アルミニウム、

合成アンモニア、苛性ソーダ、カーバイド、セメント、フラットガラス等 13 種類の製品（工

程）につき、国内の同類企業のエネルギー効率に関する先進的なレベルを参考値として、エ

ネルギー効率レベルのベンチマーキング・目標達成活動を実施した。同時に、発電部門もエ

ネルギー効率のベンチマーキング活動を実施し、ベンチマーキングを通じて先進的な企業

との差を把握し、エネルギー效率の向上を推進した。 

 

14.6. その他省エネルギー政策 

 

14.6.1. 民生部門 

民生部門においては、家電製品の省エネルギーに関しては基準の強化とエネルギー効率

ラベリング制度を実施している他、省エネルギー製品・恵民プロジェクトを実施している。

2015 年からは自主的なトップランナー制度も実施され初めている。建築物の省エネルギー

に関しては熱供給制度の従量制に移行、建築物の省エネルギー基準強化、既存建築の省エネ

ルギー改築などを実施している。産業部門と同様に、ESCO 事業も推進されている。 
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14.6.2. 運輸部門 

運輸部門の省エネルギーは自動車の燃費基準の強化のほか、小型車の税優遇や省エネル

ギー製品・恵民プロジェクトの対象商品として自動車の省エネルギーを促進している。自動

車燃費として現在第 4 段階（EUROⅣ相当）の燃費基準を実施しており、2021～2025 年では

第 5 段階（EUROⅤ相当）の基準を実施する予定となっている。 

「自動車業界の中長期開発計画」において 2020 年までに新車の平均燃費は 5.0 リットル/ 

100 キロメートルにまで低下し、省エネルギー型の自動車の平均燃費は 100 キロメートル当

たり 4.5 リットルに減少し、2025 年までに新車の平均燃費は 100 キロメートル当たり 4.0 リ

ットルに減少すると目標を掲げている。また、2020 年までに新エネルギー自動車（電気自

動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池車、以下 NEV と称す。）の年間生産量と販売台

数は 200 万台に達し、2025 年までに NEV は生産と販売の 20％以上を占めるとの目標を掲

げている。 

エネルギー助成措置として補助金、税優遇、融資優遇等が多数実施されている。また、こ

れらの政策の多くは経済情勢に伴い修正または廃止が行われている。例えば、自動車を購入

する際の車両購入税は 10.0％の法定税率に対して 2017 年まで 1.6L 以下の小型車は 7.5％で

あり、2018 年より新エネルギー自動車以外は 10％に回復し、2019 年 1 月よりは公共交通機

関には免税とし、新エネルギー自動車に対しては 2018 年から 2020 年まで免税としている。 

一方、自動車のポイント取引制度として「乗用車平均燃費（CAFC）と新エネルギー自動

車（NEV）に関するポイント制度と管理方法」（デュアルポイント制度）が 2019 年から実施

することとなっている。「自動車産業の発展計画」では NEV の導入目標は 2020 年まで累計

販売台数を 500 万台としているが、2016 年までの導入台数は 96.6 万台に留まり、2017 年に

補助金の 2 割削減に伴い NEV の増加の勢いが大きく衰退しているため、目標の実現が厳し

い状況となった。こうした情勢下で同制度の実施が踏み切った。同制度のスキームとしては、

CAFC ポイントは自動車メーカーの実績 CAFC が政府の各年の目標燃費と比較して達成超

過分（達成不足分）に生産台数を乗じて、正（負）の CAFC ポイントを算出する。一方、

NEV ポイントは、まず車の性能ポイント（例えば純電気自動車の性能ポイント＝0.012×航

続距離 km＋0.8）に生産台数を乗じて実績 NEV ポイント数を計算し、次に NEV の導入目標

率（2019 年に 10％、2020 年に 12％）に生産台数を乗じて計算した目標 NEV ポイント数と

比較して、超過達成分（達成不足分）を正（負）の NEV ポイントとして算出する。企業は

CAFC ポイントをプラス以上にするには NEV ポイントを利用できるが、逆はできない。ま

た、NEV ポイントは企業間で取引できるが、逆はできない。 

 

14.6.3. 機器等の効率基準 

2007 年以降、「中華人民共和国エネルギー節約法（改正）」の実施に合わせ、「省エネ法」

関連の国家基準の制定が大きく前進した。2011 年末現在、中国政府が省エネ分野で制定し

た基準はすでに約 600 項目あり、その内、国家基準が 200 項目あまり、産業基準が 400 項目
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近くである。2011 年末現在、エネルギー消費機器（交通機器を含む）のエネルギー効率に関

する施行中の強制的国家基準は 46 項。 

 

14.6.4. 効率ラベリング制度 

エネルギー効率ラベリング制度について、2004 年に「エネルギー効率ラベル管理方法」

を公表した。同方法では、国が省エネのポテンシャルが大きく、使用範囲が広いエネルギー

消費製品について「中華人民共和国エネルギー効率ラベル実施製品リスト」を制定し、ラベ

リング制度を構築して実施するための具体的な実施方法、監督管理方法、および罰則につい

て明確に規定されている。国家発展改革委員会、国家質量監督検査機構、および国家認証認

可監督管理委員会が省エネラベルの制定・公表・検査を行っている。 

2005 年 3 月、「エネルギー効率ラベル管理方法」が施行され、さらに家庭用冷蔵庫とエア

コン等を含む「中華人民共和国エネルギー効率ラベル実施製品リスト（第 1 回）」が公表さ

れた。2008 年 1 月と 10 月には、それぞれ「エネルギー効率ラベル実施製品リスト（第 3 回）

及び実施細則」、「エネルギー効率ラベル実施製品リスト（第 4 回）」が公表された。2009 年

に、第 5 回のエネルギー効率ラベルの製品リストを公表した。そして 2010 年 10 月にさら

に第 6 回と第 7 回を公表、2011 年 11 月に第 8 回を公表した。現在では、計 34 種類の製品

がラベリングの対象となっている。（表 14.6-1） 

 

表 14.6-1 中国のラベリング製品リスト 

制定時期 対象製品 実施年月日 

1 回（2004 年） 
1）家庭用冷蔵庫  2005 年 3 月 1 日 

2）室内エアコン  2005 年 3 月 1 日 

2 回（2006 年） 
1) 電動洗濯機 

2007 年 3 月 1 日 
2) パッケージエアコン 

3 回（2008 年 1

月） 

1)Hf 型蛍光灯 

2008 年 6 月 1 日 

2) 高圧アトリウム灯 

3) 小・中型三相誘導電動機 

4)冷水ユニット 

5)家庭用瞬間式ガス温水器と暖房熱源付ガス温

水器 

4 回(2008 年 10

月) 

1）インバータ室内エアコン 

2009 年 3 月 1 日 

2）マルチエアコン（ヒートポンプ）ユニット 

3）貯水式電気温水器 

4）家庭用電磁調理器 

5）コンピュータディスプレイ 

6）コピー機 
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5 回(2009 年 11

月) 

1）自動電気炊飯器 

20010年 3月 1日 
2）交流式扇風機 

3）交流式接触器 

4）容積式空気圧縮機 

6 回(2010 年 6

月) 

1）変圧器 
2010年 11 月 1日 

2）換気機 

7 回(2010 年 10

月) 

1）薄型テレビ 
2011 年 3 月 1 日 

2）電子レンジ 

8 回(2011 年 11

月) 

1) プリンタ、FAX 機 
2012 年 1 月 1 日 

2）デジタルテレビチュウナー 

9 回(2012 年 6

月) 

1)冷蔵ショウケース 

2)太陽熱温水器 
2012 年 9 月 1 日 

10回(2012年11

月) 
パソコン 2013 年 2 月 1 日 

11回(2014年10

月) 

1)排煙機器 

2)ヒートポンプ温水器 
2015 年 1 月 1 日 

12 回(2015 年 3

月) 

1)家庭用ガスレンジ 

2)業務用ガスレンジ 

3)水(地熱)源ヒートポンプ 

4) 臭化リチウム吸収型冷水機 

2015年 12月 1日 

出典：発展改革委員会の HP による。 
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第15章 韓国 
 

15.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 

 韓国の最終エネルギー消費に占める産業の割合は 37％（2016 年）であり、さらに産業

部門のエネルギー消費に占めるエネルギー多消費産業の割合として、鉄鋼 22％、石油化学

17％、機械 16％となっており、3 者合計で 55％になっている。2016 年の産業部門のエネル

ギー消費量は 1990 年水準より 150％増加した。一方、2011 年以降の増加率は鈍化しており、

近年は横ばいで推移している。 

 

 

図 15.1-1 韓国のエネルギー多消費産業の消費 

 
出所：IEAエネルギーバランス表（2018）よる作成 

 

15.2. 省エネルギー関連政策の目標 

韓国の省エネルギー目標に関連しては、エネルギー利用合理化法（第 4 条）に基づいて 5

年ごとに策定される「エネルギー基本計画」及び「エネルギー利用合理化基本計画」に示さ

れる。直近のものとしては 2014 年 1 月に策定した 2035 年までの中長期エネルギー政策を

定めた「第 2 次エネルギー基本計画」において、それぞれの省エネ目標が策定されている。

エネルギー利用合理化基本計画は上記エネルギー基本計画における需要部門の下位計画で

ある。  2018 年 3 月には第 3 次エネルギー基本計画ワーキンググループが設置され、11

月には同ワーキンググループからエネルギー需要を 2040 年に 2017 年比 16.3％削減する目

標を提示する「第 3 次エネルギー基本計画樹立方向に関する勧告案」が提出されている 78。

                                                        
78 第 3次エネルギー基本計画ワーキンググループ（2018.11）「持続可能な繁栄のための大韓民国エネル

ギーエネルギービジョン 2040」 

http://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=81&bbs_seq_n=161009 
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第 3 次エネルギー基本計画は 2019 年に策定される見通しである。 

 

表 15.2-1 省エネルギー関連の政策目標 

指標 目標 期限 基準 備 考 

GHG 排出量 ▲37% 2030  BAU  * 

電力需要 ▲15% 2035  BAU  ** 

出所：（*）2015 年 11 月提出。79 
（**）第 2 次エネルギー基本計画（2014） 

 

15.3. 省エネルギー政策の概観 

韓国は原油高時代と気候変動問題に対応するため、持続的エネルギーの需要管理とエネ

ルギー利用の合理化によるエネルギー消費増加の抑制を推進して来た。産業部門の主な省

エネルギー施策としては、エネルギー経営システムの導入、エネルギー診断の義務化と

ESCO 支援などがあり、2010 年からは温室ガス・エネルギー目標管理制度が導入されたが、

2015 年 1 月から目標管理制度の対象企業中の温室ガス排出量の多い企業は排出量取引制度

に移行した。なお、省エネルギー設備投資に対する資金融資や税制上の優遇措置などのイン

センティブを提供している。 

建物部門には建物部門の目標管理制度、エネルギー診断、エネルギー節約設計の推進、建

物エネルギー効率等級認証制度や建物の省エネルギー設備に対する資金融資及び税控除を

実施している。運輸部門に対しては自動車燃費等級表示制度、平均燃費制度、軽車の普及促

進、ハイブリッド車のモデル事業等があり、家電機器に対しては待機電力プログラム、エネ

ルギー効率等級ラベル、最低消費効率基準などが適用されている。なお、公共部門に対して

はエネルギー総量制度があり、地域エネルギー事業などが実施されている。 

 

 

表 15.3-1 韓国における省エネルギー政策の概観 

 

政策 省エネ管理 基準＆ラベリング 経済的助成措置 

全般 

 2035 年までに BAU 比エネルギー需要の 13％の削減 

 部門別需要管理強化 

 ピーク時電力不足に対する電力使用制限措置の実施  

                                                        
79 UNFCCC、Submission by Repubic of Korea 

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Republic%20of%20Korea/1/INDC%2

0Submission%20by%20the%20Republic%20of%20Korea%20on%20June%2030.pdf 
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産業 

 エネルギー診断 

 目標管理制度対象企業

にエネルギー経営シス

テム（EMS）の適用 

 ESCO 

 温室ガス・エネルギー

目標管理制度 

 

 核心技術開発への資金 

 中小企業のエネルギー

診断費用支援 

 省エネ設備投資税控除 

 中小企業の省エネ設備

設置に対する低利子融

資 

 ESCO 融資 

民生 

 建物エネルギー温室効

果ガス目標管理制度 

 機器のエネルギー効率基

準＆ラベル 

 建物省エネ設計基準 

 建物エネルギー効率等級

認証制度 

 新築公共ビルの建物エネ

ルギー効率 1 等級の取得

義務化 

 エネルギー待機電力警告

表示制度 

 エネルギー多消費品目

個別消費税 

 高効率製品生産設備設

置 

 建物効率等級認証支援 

運輸  エネルギー使用量申告制   

 平均エネルギー消費効率制

度  

 自動車燃費表示 

 ハイブリッド車に対する

個別消費税、登録税免

税。  

出典：各種資料による。 

 

15.4. 産業部門の取り組み 

産業部門の主な省エネルギー施策としては、エネルギー経営システムの導入、エネルギー

診断の義務化と ESCO 支援などがあり、2010 年からは温室ガス・エネルギー目標管理制度

が導入されたが、2015 年 1 月から目標管理制度の対象企業中の温室ガス排出量の多い企業

は排出量取引制度に移行した。なお、省エネルギー設備投資に対する資金融資や税制上の優

遇措置などのインセンティブを提供している。 

 

15.5. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

 

15.5.1. 産業部門における省エネルギー規制の概要 

・エネルギー診断制度 
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年間の燃料使用量が 2000Toe 以上のエネルギー多消費事業者は指定されたエネルギー診

断専門機関から事業場のエネルギーの効率的使用に関する診断（エネルギー診断）を 5 年毎

に受けなければならない。 

 

・温室ガス･エネルギー目標管理制度 

温室ガス・エネルギー目標管理制度（以下管理制度と略）は 2010 年から実施されている

大規模事業場の温室効果ガスとエネルギーの削減目標を設定管理する制度である。発電、製

造業を含む産業部門、建物、廃棄物部門及び公共部門が対象であるが、年間 CO2 排出量が

125,000 t-CO2 以上の企業は 2015 年から排出量取引制度に移行し、現在は 50,000 t-CO2 以上

（エネルギー消費量 80TJ）の企業が対象となっている。管理対象企業には毎年政府により

目標が設定され、実施計画及び実績を報告する。実績は政府により評価され、未達成時には

改善命令や罰金があり、該当情報が公開される仕組みとなっている。 

 

15.5.2. 産業部門におけるエネルギー効率基準 

省エネ法を根拠とする産業部門に対するエネルギー効率基準等の政策は実施していない

が、排出量取引制度において、業種ごとの割当総量の算定の際にベンチマーク方式を採用し

ている。排出量取引制度の第 1 計画期間（2015～2017）においては 3 つの業種（製油、セメ

ント、航空）対してベンチマーク方式が適用され、第 2 計画期間（2018～2020）においては

発電、集団エネルギー（コーゼネ事業者）、産業団地、製油、セメント、航空、廃棄物の 7 つ

の業種にベンチマーク方式が適用される。 

 

15.6. その他省エネルギー政策 

1. 民生部門 
民生部門の主な省エネ政策は建物に対する政策と機器に対する政策の 2 つに分けられる。

建物に関しては建物部門の目標管理制度、エネルギー診断、エネルギー節約設計の推進、建

物エネルギー効率等級認証制度や建物の省エネルギー設備に対する資金融資及び税控除を

実施している。主なものは以下のとおり。 

（建物部門） 

・建物エネルギー温室効果ガス目標管理制度 

年間の温室効果ガス、エネルギー使用量の目標を設定し、移行計画、管理体制を構築し、

目標を効率的に達成する制度。2010 年から準備し、2012 年から本格的に実施。 

 

・建築物の省エネルギー設計基準 

設計段階からの断熱を考慮するため、省エネルギー基準を段階的に強化している。外壁、

屋根、床の断熱基準に対して 5 年毎に 10％の改善を推進 
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・建物エネルギー効率等級制度（任意制度） 

建物エネルギー効率等級認証制度は申請により建物のエネルギー効率性能等級を付与す

る任意制度である。 

 

2. 運輸部門 
・平均エネルギー消費効率制度 

各自動車メーカーが 1 年間国内で販売した乗用車の燃費の合計を販売量で割って算出した

平均燃費で国内車の燃費を管理する制度で、2006 年から実施している。政府が提示する基

準平均燃費が達成できなかった場合は一定期限までに燃費改善が要求される制度である。 

 

 

3. 機器等の効率基準とラベリング制度 
（機器） 

エネルギー消費効率等級表示制度によって運用されている。管理対象は 35 品目に及んで

いたが、第 5 次エネルギー利用合理化基本計画で示された効率管理の品目の最少化方針に

従い、2015 年 9 月に効率管理機材の運用規定を改定しており、2015 年現在最低消費効率基

準（MEPS：Minimum Energy Performance Standard）が義務付けられているのは以下の 29 品

目となっている。また、MEPS 値に未達の製品の生産販売は禁止されており、違反時、2 千

万ウォン以下の罰金が課される。ラベリングは１～５等級に区分されている。 

 

電気冷蔵庫、キムチ冷蔵庫、電気冷房機、電気洗濯機、電気冷温水器、電気炊飯器、電気

真空清掃機、扇風機、空気清浄機、白熱電球、蛍光ランプ、蛍光ランプ安定機、安定機内蔵

型ランプ、三相誘導電動機、家庭用ガスボイラー、アダプダ・充電器、電気冷暖房機、商業

用電気冷蔵庫、ガス温水器、変圧器、窓、TV、電気温風器、電気ストーブ、マルチ電気ヒー

トポンプシステム、除湿機、電子レンジ、セットトップボックス、LED 

 

（自動車） 

車両重量 3.5 トン未満の乗用車等や小型貨物車に対するエネルギー消費効率の表示制度を

実施しており、2008 年からはラベルに CO2 についても表示している。 

 

（タイヤ） 

2013 年より乗用車のタイヤに対して最低エネルギー消費効率基準（MEPS）を適用しており、

2014 年からは小型トラックのタイヤにも施行している。 
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第16章 インドネシア 
 

16.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 

インドネシアのエネルギー消費は、経済発展とともに拡大してきた。バイオマス等の非商

業エネルギーを含む最終エネルギー消費は、1990 年以降 2016 年までに年率 2.8%で増加し、

1990 倍の水準である 165 Mtoe に達している。 

産業部門のエネルギー消費は、IEA (2018)によれば、1990 年から 2016 年までの間に年率

3.3%で増加し、2017 年には 1990 年と比べ約 2.4 倍の水準である 43.5 Mtoe に達した。エネ

ルギー多消費産業の部門割合では、窯業の割合が 14%、化学・石油化学の割合が 9%、そし

て鉄鋼の割合が 2%である。他方、データの未整備を反映して、IEA(2018)ではその他産業の

割合 57%と大きい点には注意が必要である。 

最終エネルギー消費量の内訳       産業部門エネルギー消費量の推移 

 

図 16.1-1 インドネシアの最終エネルギー消費量の概要 

 

16.2. 省エネルギー関連政策の目標 

インドネシアは、自国の資源で石油を賄えた時代とは異なり、国際的な原油価格の乱高下

が、国家財政を悪化させているため、石油代替エネルギーと省エネルギーの推進が重要課題

であるとの認識が浸透しつつある。他方、石油製品に対する補助金改革は、インドネシアで

は最も大きな政治的課題となっており、歴代政権は慎重な対応を強いられてきた。インドネ

シアでは 2011 年および 2012 年の補正予算において、燃料価格の引き上げ案（約 30～40%

程度）が盛り込まれたものの、燃料値上げに対する国民のデモや暴動に配慮する形で実行は

見送られてきた。 

このような状況を打破するために、2014 年 1 月の下院本会議において、2050 年までのエ

ネルギー政策の大枠を定めた「国家エネルギー政策（KEN）」に関する大統領規定案を承認

し、化石燃料への依存を低減させるとともに再生可能エネルギーの普及促進ならびに省エ

ネルギーの推進を目指している。KEN で設定された目標を実現化させるための具体的な措

18229

30129

38830

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

19901992199419961998200020022004200620082010201220142016

産
業
部
門
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
（

kt
oe
）

鉄鋼 化学

窯業

その他
産業

25%

30%
45%

産業
民生

運輸



 

116 
 

置を盛り込んだ国家エネルギー計画（RUEN）の策定を予定している。 

インドネシアの省エネルギー政策は、RUEN と整合的に形成されている。すなわちインド

ネシアのエネルギーミックスを中心としたエネルギー政策の根幹をなす「国家エネルギー

政策」の 2025 年および 2050 年の目標を実現する手段として、整合的な形で省エネルギー

マスタープランである “RIKEN”が定められている。国家省エネルギーマスタープラン

（RIKEN(2014)）では、2025 年までにエネルギー原単位を毎年 1%改善することと、同年ま

でにエネルギーの GDP 弾性値を 1 以下とする目標を設定しており、これらの目標を達成す

るために、部門別に様々な政策を実施している。同じく、国家省エネルギーマスタープラン

（RIKEN(2014)）によれば、基本計画策定時から 2025 年までの各部門における省エネポテ

ンシャルは、それぞれ、産業部門（17%）、業務部門（15%）、運輸部門（20%）、家庭部門（15%）

としている。 

表 16.2-1 省エネルギー関連の政策目標 
指標 内容 

エネルギー弾性値（エネルギ
ー消費の伸び／経済成長率） 

経済成長目標に合うよう、2025 年に弾性値を 1 以下と

する。 
エネルギー原単位（GDP当た
りののエネルギー使用量） 

2025 年までに年 1%で改善させる。 
 

部門別の省エネポテンシャル 2025 年における BAU の各部門別省エネポテンシャル：

産業部門（17%）、業務部門（15%）、運輸部門（20%）、

家庭部門（15%） 

 

16.3. 省エネルギー政策の概観 

インドネシアで省エネルギー政策形成が本格化したのは、2004 年の国家エネルギー政策

策定以降である。背景には、同年にインドネシアが石油の純輸入国に転じたこと、そしてエ

ネルギー補助金に対する支払いの国家財政への圧迫が挙げられる。現状では、産業・業務部

門等、エネルギーを多く消費する事業者を対象としたエネルギー管理士制度の実施、家庭部

門を対象とした MEPS, ラベリングの実施、そして 

 

表 16.3-1 インドネシアにおける省エネルギー政策の概観 

政策 省エネ管理 基準＆ラベリング 経済的助成措置 

部門  A：規制、B：自主 A：基準、B：ラベリング A:補助金、B：税制、C：融資 

全般 

A  1）自国における省エネルギーを普及させるために、2006 年大統領令（No.5/2006）
に基づき、エネルギー鉱業資源大臣令を発令、省エネルギーの普及促進を推進。 
  2)省エネルギー法策定（2007 年）、  

3)省エネルギー規則策定（2009 年） 
  4）NDC として、温室効果ガス排出量を BaU 比で 2030 年に 29%削減する目標を
設定。  
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産業 

A 1）年間 6,000 石油
換算トン（toe）以上消
費するエネルギー使
用者は以下の義務を
負う。 
• エネルギー管理者

の任命 
• 省エネルギープロ

グラムの策定 
• 定期的な省エネル

ギー診断（エネル
ギー監査） 

• 省エネルギー診断
の結果に基づく提
案 

• 省エネルギーの実
施状況の定期報告  

 

• A, B, C： 定期報告の評
価結果が省エネルギー実
施の成功基準を満たして
いる時、以下のインセン
ティブを申請できる。 

• 省エネ設備の税制優遇 
• 省エネ設備の地方税の減

免または免除 
• 輸入省エネ設備の関税免

除 
• 省エネ投資の低利融資 
• 政府による財政支援され

たパートナーシップによ
る省エネルギー診断  

民生 

• A １）年間エネル
ギー消費が石油換
算で 6,000 トン以
上の建築物は産業
と同様エネルギー
管理者の任命等の
義務を負う。  

• A 家庭用エアコン、蛍光
灯に対する MEPS 

• A ジャカルタ・バンドン
におけるグリーンビルデ
ィングコード 

• B 家庭用エアコン、蛍光
灯に対するラベリング  

• なし  

運輸 

• 公用車に対する補
助金付き石油燃料
の販売制限、なら
びに鉱業・農園用
の車に対する補助
金付き石油燃料の
販売制限 

• 2015 年はガソリン
とディーゼルに対
する補助金を撤廃  

 
• 低 価 格 か つ 低 燃 費 の 

LCGC 車（Low Cost Green 
Car）に対し、優遇策の導
入を開始  

出典：各種資料による。 

 

16.4. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

16.4.1. 産業部門における省エネルギー規制の概要 

産業部門の省エネ関連法令は、エネルギー法、省エネルギー政令、新国家エネルギー政

策、エネルギー管理に関する規則、国営電力会社(PLN)の電力料金に関する規則、エネルギ

ー管理士・エネルギー診断士の国家能力基準に関する規則が主たる法制度となっている。 
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• エネルギー管理制度 

 省エネルギー政令でエネルギー管理者の任命などのエネルギー管理制度が定められて

おり、実施細則はエネルギー管理に関する規則で定められている。また、エネルギー管理士

およびエネルギー診断士の国家能力基準が定められている。 

(1). エネルギー多消費事業者（6,000toe 以上） 

 年間 6,000toe 以上のエネルギーを使用するエネルギー多消費事業者は、以下のエネル

ギー管理を通じた省エネルギーを実施することが求められている。 

• エネルギー管理者の任命 

• 省エネルギープログラムの策定 

• 定期的な省エネルギー診断（エネルギー監査）の実施 

• 省エネルギー診断の結果に基づく提案の実施 

• 省エネルギーの実施状況の定期報告 

(2). エネルギー管理士、エネルギー診断士 

 任命されるエネルギー管理者は、エネルギー管理士認証が義務付けられている。省エネ

ルギー診断は、内部のエネルギー診断士または認定機関が実施し、この省エネルギー診断を

実施するエネルギー診断士もエネルギー診断士認証が義務付けられている。 

(3). 省エネルギー実施の成功基準 

 省エネルギー実施の成功基準は、一定期間にエネルギー原単位(SEC: Specific Energy 

Consumption)、またはエネルギー消費弾性値が減少することである。エネルギー管理に関す

る規則では、一定期間の間に連続して 3 年間、エネルギー原単位の年 2%以上の改善と定め

られている。 

(4). インセンティブ、ディスインセンティブ 

 定期報告の評価結果が省エネルギー実施の成功基準を満たしている時、以下のインセ

ンティブを申請することができる。 

• 省エネ設備の税制優遇 

• 省エネ設備の地方税の減免または免除 

• 輸入省エネ設備の関税免除 

• 省エネ投資の低利融資 

• 政府による財政支援されたパートナーシップによる省エネルギー診断 

 また、エネルギー管理を通じた省エネルギーを実施していない場合、以下のディスイン

センティブが科される。 

• 書面による警告 

• マスメディアでの公表 

• 罰金 

• エネルギー供給の削減 
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表 16.4-1 インドネシアにおける産業部門の省エネルギー政策の概観 

項目 概要 

①エネルギー多消費事
業者（6,000toe 以上）  

・以下のエネルギー管理を通じた省エネルギーを実施することが
求められている。 
エネルギー管理者の任命 
省エネルギープログラムの策定 
定期的な省エネルギー診断（エネルギー監査）の実施 
省エネルギー診断の結果に基づく提案の実施 
省エネルギーの実施状況の定期報告  

②エネルギー管理士、エ
ネルギー診断士 

任命されるエネルギー管理者は、エネルギー管理士認証が義務付け
られている。省エネルギー診断は、内部のエネルギー診断士または
認定機関が実施し、この省エネルギー診断を実施するエネルギー診
断士もエネルギー診断士認証が義務付けられている。 

③省エネルギー実施の
成功基準 

省エネルギー実施の成功基準は、一定期間にエネルギー原単位
(SEC: Specific Energy Consumption)を三年間連続して、2%以上の改
善またはエネルギー消費弾性値が減少することである。 

④ イ ン セ ン テ ィ ブ 
（定期報告の評価結果
が省エネルギー実施の
成功基準を満たした場
合） 

 省エネ設備の税制優遇 
 省エネ設備の地方税の減免または免除 
 輸入省エネ設備の関税免除 
 省エネ投資の低利融資 
 政府による財政支援されたパートナーシップによる省エネルギー

診断 

⑤ディスインセンティ
ブ（エネルギー管理を通
じた省エネルギーを実
施していない場合） 

 書面による警告 
 マスメディアでの公表 
 罰金 
 エネルギー供給の削減 

 

16.4.2. 産業部門のベンチマーク政策 

現在のところ産業部門のベンチマーク制度は実施されていない。ただし、インドネシア政

府としては、産業部門におけるボイラー基準の制定を検討している。 

 

16.5. その他省エネルギー政策 

16.5.1. 運輸部門 

1. LCGC(Low Cost Green Car)への減税措置 
2013 年 5 月、インドネシア政府は低価格かつ低燃費の LCGC 車（Low Cost Green Car）

に対し、優遇策の導入を開始した。以下の条件を満たすことで、LCGC 適合車として奢侈販

売税 10%減免が認められる。 

① 燃費効率：20km /ℓ 以上走行可能 

② 排気量：ガソリン車 1,200cc 以下、ディーゼル車 1,500cc 以下 

③ 機動性：4.6m 未満の最小回転半径 

④ 現地調達率：部品の現地調達率は 80%以上 

⑤ その他：エアバックなど安全装置抜きの場合、9,500 万ルピア以下に抑える 
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LCGC が実施した結果、 環境に比較的に優しい自動車は消費者が優先的に選択されるよ

うになった一方、自動車メーカーも競って規格に合った自動車を多く生産するようになっ

た。実際 LCGC 車の販売が好調であった。インドネシア自動車協会によれば、LCGC の販売

台数は 2013 年に 5.1 万台から 2016 年に 23.5 台に増加した 80。ただし、インドネシア運輸

相は 2017 年 8 月 24 日自動車メーカー各社に対し LCGC の販売を規制するよう提案する意

向を明らかにした。その背景にはジャカルタ首都圏の渋滞が LCGC の急速増加の原因で深

刻さを増していると指摘されている。同国の国家開発企画庁（バペナス）の試算によると、

2017 年のジャカルタと近隣の西ジャワ州ブカシ、ボゴール、デポック、バンテン州タンゲ

ランの交通渋滞による経済損失額は、年間 100 兆ルピア（約 8400 億円）に達する見通しだ。

その損失額のうち、67 兆 500 億ルピアをジャカルタが占めるという 81。 

 

2. 電気自動車 
インドネシア政府は現在 HV（ハイブリッド自動車）・EV（電気自動車）を含む低炭素排

出（LCEV）自動車プログラムの実施を計画している。2017 年 3 月 2 日付の国家エネルギー

基本計画に関する大統領令（2017 年第 22 号）では同 HV・EV の開発方針を盛り込み、2025

年には四輪で 2200 台、二輪で 210 万台を生産する目標を初めて掲げた 82。 

インドネシアの産業相は 2017 年 11 月、EV の普及に向けたメーカーに対する優遇策を年

内に決定する方針を明らかにした。同省は 2025 年までに国内の自動車台数の 25%に相当す

る 40 万台を、EV または HV 車、バイオ燃料車などの低炭素車両（LCEV）にする目標を掲

げている。 そのために、EV 向け電池、部品、制御ユニットの研究開発センターの設置や、

部品や材料の現地調達率などに対して遊具措置を適用する方針である。報道によれば産業

省はすでに電気自動車の大量生産を見据え、「EV 用バッテリー開発チーム」を発足させた

という。開発チームは海事調整省の管轄下に置かれ、産業省やエネルギー・鉱物資源省、技

術評価応用庁（BPPT）などの政府機関のほか、民間の自動車メーカーや大学関係者などが

参加している。 

 

16.5.2. 機器等の効率基準 

機器のエネルギー効率基準においては、蛍光灯電球およびエアコンの最低エネルギー性

能基準（MEPS：Minimum Energy Performance Standards）が導入されているが、その他の機

器のエネルギー効率基準は任意基準となっている。MEPS は今後、冷蔵庫、扇風機、電子安

定器、電気モーター、LED 電球、洗濯機、井戸のくみ上げに使うポンプ、アイロン、テレビ

に拡大してゆく予定である。住宅に関しては、住宅の断熱性能、空調、照明、建物のエネル

ギー監査に関する任意基準を策定しているが、基準の義務化には至っていない。 

                                                        
80インドネシア自動車協会,https://www.ecologyexpress.jp/content/asia/CHI-2017082801051.html 
81 エコロジーエクスプレス、https://www.sankeibiz.jp/macro/news/171226/mcb1712260500004-n1.htm 
82 https://www.ecologyexpress.jp/content/asia/CHI-2017081101053.html 
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16.5.3. 効率ラベリング制度家電製品に対するエネルギー消費ラベル（Energy Label） 

インドネシアでは、家電製品の省エネラベリング制度が策定され、2011 年 10 月より蛍

光灯電球に対する省エネラベルが開始された。エネルギー効率基準はワット当たりの照度

を 4 段階（同量のエネルギーで最も明るいものを 4 星）に分けている。冷蔵庫、エアコ

ン、テレビ等にも順次導入する予定である。以下にインドネシアの省エネラベリングを示

す。 

 

出典：Edi Hilman and Mustafa Said（2009）”Energy Efficiency Standard and Labeling Policy in Indonesia” 

図 16.5-1 インドネシアの省エネラベリング 
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第17章 インド 
 

17.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 

最終エネルギー消費に占める産業の割合が 37％（2016 年）であり、さらに産業部門のエ

ネルギー消費に占めるエネルギー多消費産業の割合として、鉄鋼 29％、化学5％、窯業 12％、

紙パルプ 6％となっており、4 者合計で 52％になっている。 

 

 
図 17-1 インドのエネルギー多消費産業の消費 

 

 

17.2. 省エネルギー関連政策の目標 

インド政府は 2015 年 10 月 1 日、2030 年までの温暖化ガスの排出削減の約束草案（INDC）

を国連気候変動枠組条約事務局に提出した。草案の主な数値目標（以下 INDC 目標とする。）

は以下のとおりとなっている。 

１）PAT 制度の強化 

２）再生可能エネルギーを 2022 年までに 175 GW を導入 

３）高効率石炭火力の活用 

４）2030 年までに非化石燃料の容量を 40％まで増強する。 

 

表 17-1 省エネルギー関連の政策目標 

指標 目標 期限 基準 備 考 

GHG 排出量 

（GHG/GDP） 
△20-25% 2020 2005 

コペンハーゲン合意のNAMAs: Nationally Appropriate 

Mitigation Actions 

GHG 排出量 

（GHG/GDP） 
△33-35% 2030 2005 

INDC: Intended Nationally Determined Contribution

（2015 年 10 月提出） 

最終エネルギー消費（2016） 産業部門エネルギー消費の推移

37%

17%

46%

産業
民生

運輸

66,753 

83,410 

192,614 

0
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17.3. 省エネルギー政策の概観 

近年、インド政府は省エネルギーを重要な政策の一つとして取り上げ、2001 年に省エネ

ルギー法（Energy Conservation Act 2001、以下省エネ法）を制定、2002 年 3 月から施行開始

された 83。 

省エネ法の中では、エネルギー管理士・エネルギー監査士の制度の創設、エネルギー多消

費業種を指定エネルギー消費事業者（DCs: Designated Consumers）として指定し、エネルギ

ー管理士の選任、年次報告書の提出、エネルギー監査の実施等の義務化、州レベルの省エネ

推進組織の設立、建物の省エネ規則の制定、エネルギー消費機器のエネルギー基準の設定と

ラベル表示の義務化などが明記された。 

2006 年 8 月には、計画委員会が策定した「総合エネルギー政策」を発表し、国家エネル

ギー戦略の実現のために必要な省エネルギー施策が提言された。特に、相対的に低いエネル

ギー効率を向上させることを今後の重要政策の一つとして、掲げている。エネルギー需要サ

イドにおける省エネの推進を進めるべきとしている。 

2008 年 6 月、インド政府は気候変動問題に関する国家行動計画(NAPCC: National Action 

Plan on Climate Change)を発表した。この計画の中で、気候変動問題を対処するための 8 つ

の国家ミッションが示され、エネルギー効率の向上に関する国家ミッション(NMEEE：

National Mission on Enhanced Energy Efficiency)は、その一つである。エネルギー効率の向上

に関して、電力省とその傘下にあるエネルギー効率局が実施計画を作成する任を負ってい

る。このようにインドにおいて、省エネルギーが、気候変動対策の国家行動計画の一つとし

て位置づけられている点も特徴的である。 

 

NEMEE における実施計画の主要ポイントは次の通りである。 

1. インド省エネルギー達成認証制度（PAT: Perform Achieve and Trade ) 
• 省エネ法に定める各業種の指定エネルギー消費事業者（DCs: Designated Consumers）に対

し、固有エネルギー消費量（SEC: Specific Energy Consumption）の設定。 

• 省エネの効率目標の達成状況を検証する。超過達成量に対する省エネ証明書（ESCerts: 

Energy Saving Certificates）の発行。 

• 指定エネルギー消費事業者間での ESCerts の取引制度の構築、目標達成できない企業に

は ESCerts の購入による補填の許可。 

• この制度で発行した ESCerts は CDM などの国際的な拘束とは無関係であることが強調

された。 

 

2. エネルギー効率向上のための市場変化（MTEE: Market Transformation for Energy 

                                                        
83 2001 年省エネ法が制定されたことをうけて、電力省エネルギー効率局(BEE: Bureau of Energy 

Efficiency)が施行。 
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Efficiency) 
• エネルギー効率向上を推進するために国際資金の活用。 

• 家庭照明、自治体、農業などの需要側の省エネ、中小企業、業務ビルなどの省エネの推

進における CDM の活用。 

• 既存設備の改造、置換、より高効率機器の購入、燃料転換、自家発電などの分野におけ

る CDM の適用可能性の検証。 

• 世界の CER 市場におけるインドのシェアを 10％以上に引き上げ、そのために、CDM の

方法論の開発、指定運営機関（DOE）の数を増やすこと。 

 

3. エネルギー効率のファイナンスプラットホーム(EEFP: Energy Efficiency Financing 
Platform) 

• 政府のプログラムなどを通じて、資金と人材の面から ESCO 市場の育成の促進。 

• 省エネのファイナンスプラットホームにおける電力取引公社（PTC）、電力融資公社

（PFC）、インド再生可能型エネルギー開発庁（IREDA）などの政府機関、政府系金融機関

の参加の拡大。 

• ESCO 事業の環境整備、規範制定、銀行、金融機関のキャパシティビルディングの推進。 

 

4. エネルギー効率のよい経済発展のためのフレームワーク(FEEED: Framework for 
Energy Efficient Economic Development) 

• 省エネプロジェクトの融資リスクを減らすために、部分リスク保証基金（PRCF: Partial 

Risk Guarantee Fund）の創設。 

• 省エネベンチャー・キャピタル基金（VCFEE: Venture Capital Fund for Energy Efficiency）

の創設。 

• 政府庁舎の省エネ、省エネ製品の優先購入などを通じて、政府機関の模範的省エネ行動

の促進。 

• 電力規制委員会（ERC）をサポートし、需要サイドの省エネプログラムの推進 

• ESCO 事業、省エネのためのベンチャー・キャピタルファンドを促進するための所得税、

法人税の減額、省エネラベル対象製品の多段階的消費税などの税制面の助成措置の創設。 

 

表 17-2 インドにおける省エネルギー政策の概観 
政策 省エネ管理 基準＆ラベリング 経済的助成措置 

部門 A：規制、B：自主 A：基準、B：ラベリ
ング 

A:補助金、B：税制、C：
融資 

全般 

A ｢省エネルギー法｣の施行（2010 年改定） 
B 二酸化炭素削減目標として、2030 年までに 2005 年比 GDP あたり二酸化炭素排出量を 33
～35％程度削減（国連気候変動枠組み条約、約束草案）。 
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産業 

A  
1）指定エネルギー消費事業者の「エネルギ

ー消費状況報告書」の作成を義務付け。 
2）指定エネルギー消費事業者のエネルギー

監査の実施、エネルギー管理士の選任、エネル
ギー利用状況の報告 

3) PAT スキーム 
B  

1）中小企業における省エネ SME プログラ
ムの実施 

2）ESCO 事業の推進による省エネの実施 

 

A  
1）エネルギー監査

費用と報告書作成費用
の補助。 
C 

1）ESCO 融資支援 
2）中小企業の省エ

ネプロジェクト融資支
援 

民生 

B 
1）「建物省エネルギー規約」ECBC : Energy 

Conservation Building Code）の実施 
2）オフィスビル星等級評価スキーム 
3）照明の省エネプロジェクトの実施 

B  
1）製品にラベル

実施。 
2）省エネビルコ

ード 
3）オフィスビル

星等級ラベル 

B 
1）省エネ設備導入に

対する加速償却制度。 
C 

1）ESCO 融資支援 
部分保証基金（Partial 

Risk Guarantee Fund for 
Energy Efficiency : 
PRGFEE) 
低価格LED普及スキ

ーム  

運輸 

A  
1)3万トン以上の鉄道輸送企業のエネルギー

使用状況の報告とエネルギー管理者の任命。 
2) 購入 15 年以上車の使用禁止  
B 
1)ドライバトレーニングプログラム 
2)運輸業者のモデル停車場プログラム 

A  
1）「自動車燃費

基準」の制定予定。 
2)自動車燃費表

示制度の義務化予
定。  

3）基準策定済み 

  

出典：各種資料による。 

 

17.4. 産業部門のエネルギー政策 

産業部門の省エネルギー政策を以下に示す。 

1. PAT(Performance Achieve, and Trade)スキーム 
エネルギー多消費産業に省エネルギー達成認証取引制度（Perform Achieve and Trade：PAT）

を適用。2012 年 4 月から、第 1 期サイクル（2012 年 4 月～2015 年 3 月：8 業種（アルミニ

ウム・塩素アルカリ・繊維・紙パ・鉄鋼・肥料・セメント・火力発電）478 事業所）の運用

が開始された。第 1 期サイクルの結果は、8 業種合計で 6.69Mtoe の削減目標に対して、

8.67Mtoe 削減の超過達成となっている。 

その後、石油精製・鉄道・電力供給会社・商用ビル（ホテルなど）・石油化学の 5 業種が

追加され、第 2 期サイクル（2016 年 4 月～2019 年 3 月：11 業種 621 事業所）、第 3 期サイ

クル（2017 年 4 月～2020 年 3 月：6 業種 116 事業所）、第 4 期サイクル（2018 年 4 月～2021

年 3 月：8 業種 109 事業所）の合計 13 業種 846 事業所、19Mtoe が対象となる。 
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2. 省エネルギープログラム 
指定エネルギー消費事業者の正式実施に先駆けて、2002 年から大企業を対象に、インド

産業省エネプログラム（IIPEC : Indian Industry Programme for Energy Conservation）が実施さ

れた。このプログラムの枠組下で、セメント、紙・パルプ、石油精製業など、業種ごとのタ

スクフォースワークショップが開催され、省エネ優秀事例と技術の共有が図られた。 

BEE によれば、以下の中小企業に関する省エネルギーの対策が、これまで実施されてい

た。第 6 次 5 カ年計画のもと、選択された 25 の産業クラスター対象に、省エネに関する政

府指導（interventions）が実施された。その後、ユニットレベルでの技術ギャップの調査、セ

クターごとの省エネマニュアルの開発、キャパシティビルディングが実施された。第 7 次 5

カ年計画においては、5 つの中小企業において、100 の対策技術の実証プロジェクトが行わ

れた。 

インド国内の報道によれば 84、2011 年に GEF と UNIDO の支援のもと、BEE と中小企業

省・再生可能エネルギー省との合同で「省エネルギーと再生可能エネルギーの推進」プロジ

ェクトが取り組まれてきた。選択された 12 の部門についてのプロジェクトが検討されてお

り、シンクタンク TERI の見通しでは、144 万 toe の省エネ効果が試算されている。このプ

ロジェクトでは、技術面とキャパシティの強化、信頼できるデータの不足が当該部門の省エ

ネ対策の障壁として確認された。 

 2016 年までの 5 年間のプロジェクト（$33 million）の目標として、省エネルギーや再生可

能エネルギーに資する製品のサプライヤーとなる事が期待されている。 

 

3. ESCO 事業による省エネルギー 
ESCO の概念がインド国内に広く受け容れられ、他の国のようにエネルギー効率プログ

ラム及び経済活性化へ貢献は今後である。インドの ESCO は新興産業として今後のポテン

シャルが期待されている。 

1990 年代に、最初の三つの ESCO が、アメリカ国際開発庁（USAID）の資金支援を得て

設立された。2001 年、省エネルギー法の施行に伴い、BEE が設置され、省エネルギー産業

を推進させている。 

同時に、国際機関がインドのエネルギーサービス会社の発展に力を入れている。2003 年

から 2007 年まで、世界銀行と国連環境計画（UNEP）が共同で３カ国エネルギー効率化プロ

グラム（3CEE : 3Country Energy Efficiency Project）を始動し、中国、インド、ブラジルにお

けるエネルギー削減に協力した。3CEE プロジェクトを通じてエネルギー効率化事業を認知

したインドの大手銀行中 5 行（国の全銀行資産の 35%を保有）が、エネルギー効率化のた

                                                        
84 Business Standard Reporter “BEE to promote energy efficiency in SME sector”, Business 

Standard, New Delhi  
May 19, 2014 

http://www.business-standard.com/article/sme/bee-to-promote-energy-efficiency-in-sme-sector-
114051901204_1.html 
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めの新しい融資プログラムを作成した。まだ規模は小さいが、プログラムは徐々に拡大して

おり、注目も高まっている 

インドの ESCO 会社は三つの地域（西部、中心、南部）に集中し、デリー、ムンバイ、プ

ネ、チェンナイバンガロールハイデラバードらの都市に位置している。西部地域のマハラシ

ュトラ州、グジャラート州、およびゴア州は、重工業地域であり、特に ESCO の重要な顧客

である製薬業が多い。そのほかに、製紙、電力、鉄鋼、化学、肥料など会社があり、ESCO

に対し多くの潜在顧客がある。デリーを始め首都中心部地域が過去 5 年間に最も成長した

工業地域であり、多数の産業例えば建設、電力、鉄鋼、肥料などがある。南部地域にはハイ

デラバードとバンガロールを含め、情報技術、化学、製紙、自動車会社が存在することは

ESCO にとって大きなビジネスチャンスである。 

WRI（2008）の調査により、ESCO が 25 社あるが、総収益が 8 億 6400 万インドルピー

（1770 万ドル）、そのうちに最大の六つ会社が 7 億 2580 万ルピーである。2003 年から 2007

年まで、ESCO 事業の成長率が 2003 年の 5000 万ルピーに対して 95.6％である（WRI の推

計）。特に、ESCO の多国籍企業である Dalkia のインド新規参入に伴って、ESCO 事業がこ

れからさらなる成長するものと見られる。 

 

4. 排熱回収発電設備の導入促進 
電力不足に悩むインドにおいて、産業分野での排熱回収発電の利用に関心が高まってい

る。特に、セメントセクターは有望視されており、Cement Manufacturers’ Association (CMA)

によると、2.6 億ｔの増産を前提に 50-60 万 kW の排熱回収設備のポテンシャルがあるとい

う。MW 当たり 5500 万-6000 万ルピーのコストが発生する。 

セメント生産百万トンにつき、3.5-5MWのキャパシティの増産になると見られている 85。 

 

17.5. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

17.5.1. 産業部門における省エネルギー規制の概要 

 指定エネルギー消費事業者制度および PAT スキーム 

2001 年 10 月に省エネルギー法を制定し、電力省に省エネ政策の策定・推進機関としてエ

ネルギー効率局（Bureau of Energy Efficiency：BEE）、州には州指定機関が設置された。省エ

ネ法で一定規模以上のエネルギーを消費する事業所に対して、年次報告書の提出、エネルギ

ー診断の実施、エネルギー管理者・管理士の設置等を義務付けている。 

エネルギー多消費産業に省エネルギー達成認証取引制度（Perform Achieve and Trade：PAT）

を適用。2012 年 4 月から、第 1 期サイクル（2012 年 4 月～2015 年 3 月：8 業種（アルミニ

ウム・塩素アルカリ・繊維・紙パ・鉄鋼・肥料・セメント・火力発電）478 事業所）の運用

が開始された。第 1 期サイクルの結果は、8 業種合計で 6.69Mtoe の削減目標に対して、

                                                        
85http://www.dnaindia.com/money/report-for-cement-companies-a-600-megawatt-promise-in-wasted-

heat-1383848 
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8.67Mtoe 削減の超過達成となっている。 

その後、石油精製・鉄道・電力供給会社・商用ビル（ホテルなど）・石油化学の 5 業種が

追加され、第 2 期サイクル（2016 年 4 月～2019 年 3 月：11 業種 621 事業所）、第 3 期サイ

クル（2017 年 4 月～2020 年 3 月：6 業種 116 事業所）、第 4 期サイクル（2018 年 4 月～2021

年 3 月：8 業種 109 事業所）の合計 13 業種 846 事業所、19Mtoe が対象となる。 

 

17.5.2. 産業部門におけるエネルギー効率基準 

 PAT スキームの対象業種における省エネ目標設定の詳細は、技術委員会において検討さ

れ（図 2.1-1）、各事業所の省エネ目標が告示（Notification）される（表 17-3）。告示では、

各事業所のベースライン期間のエネルギー消費原単位（SECbaseyear）および生産数量（Pbaseyear）、

目標期間のエネルギー消費原単位（SECtargetyear）が公表される。SECtargetyear に対して超過

達成又は未達成の原単位にベースライン期間の生産数量を掛けたものは取引の対象となる。

一方、企業の省エネルギー量は、目標期間の実績エネルギー消費原単位とベースライン期間

の実績エネルギー消費原単位の差にベースライン期間の生産数量を掛けたものとして定義

されている。 

 

 
図 17-2 PAT スキームの執行体制 

出典：Overview of PAT Scheme: Achievements and prospects86 

 

                                                        
86 

https://beeindia.gov.in/sites/default/files/PAT%20PPT%20%28Overview%29%20Regional%20Workshop
s.pdf 
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表 17-3 各 PAT サイクルの事業所ごとの省エネ目標の告示 

PAT サイクル 告示番号 告示日 

PAT-1(Targets under PAT - I) S. O. 687(E)87 2012.3.30 

PAT-2(Targets under PAT II) S. O. 1264(E)88 2016.3.31 

PAT-3(Target under PAT-III) S.O. 998(E)89 2017.3.30 

PAT-4(Target Notification - P.A.T. Cycle IV) S.O. 1409(E)90 2018.3.28 

 

 PAT 制度では、事業所ごとにエネルギー消費原単位に基づく省エネ目標が設定される。省

エネ目標は、ベースライン期間におけるエネルギー消費原単位が小さい事業所には小さく、

エネルギー消費原単位が大きい事業所には大きく設定されている（図 17-3）。 

 

 

図 17-3 PAT の省エネ目標の例（紙パセクター） 

出典：PAT Overview91 

 

                                                        
87 

https://beeindia.gov.in/sites/default/files/3%20S.O.%20687%20dated%2030.%20Mar%202012-%20Targt

es%20under%20PAT%20-%20I.pdf 
88 https://beeindia.gov.in/sites/default/files/6%20S.O.%201264%28E%29%2C%20Dated%2031-03-

2016%2C%20%20Targets%20under%20PAT%20II.pdf 
89 

https://beeindia.gov.in/sites/default/files/8%20%20S.O.%20998%20dated%2030%20March%202017%20-%

20Target%20under%20PAT-III.pdf 
90 https://beeindia.gov.in/sites/default/files/13%20SO%201409%20Target%20Notification%20-

PAT%20Cycle%20IV.pdf 
91 https://beeindia.gov.in/sites/default/files/PAT%20PPT_0.pdf 
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・PAT 第 1 サイクルの概要 

PAT の第 1 サイクルは、2012 年 4 月から開始された。省エネ法の指定エネルギー消費事

業者のうち鉄道業を除く 8 業種、478 の DCs が対象となっている。DCs に課せられる目標

は原単位に基づく効率目標であるが、これに活動量を乗じた省エネルギー削減目標は 8 業

種合計で 668.6 万 toe と BEE により試算されている（表 17-4）。 

 

表 17-4 PAT の第 1 サイクルの対象工場数および省エネ目標 

 

出典: BEE PAT booklet 

 

 PAT 第 1 サイクルの結果は、427DCs の評価結果は約 867 万 toe の省エネが達成された

と評価されている。PAT 第 1 サイクルの全体の達成率は約 130%で、その目標達成は容易だ

ったとの意見もある。 

 

表 17-5 PAT の第 1 サイクルの達成状況 

 

出典：Overview of PAT Scheme: Acheivements and Prospects92 

                                                        
92 



 

132 
 

 

17.6. その他省エネルギー政策 

17.6.1. 民生部門 

 ECBC 制度: Energy Conservation Building Code 

省エネ法の中で、業務ビルは指定エネルギー消費事業者として規定されている。また、エ

ネルギー効率局（BEE）による建築物の省エネ規約の制定権限と責務、中央と州政府による

建物のエネルギー効率の制定が規定された。 

省エネ法の規定に基づいて、自主制度として「建物省エネルギー規約」（ECBC : Energy 

Conservation Building Code）が実施され、電力負荷 500kW また契約電力量 600kVA 以上の商

業用建築に対して、設計、施工におけるエネルギー効率基準が規定されている。 

ECBC の達成を通じて、業務ビルの省エネを促進するために、BEE はホテル、学校、医療

施設などの用途別に省エネルギーのガイドガイドを作成し、また専門建築家派遣による

ECBC 基準に適合するための設計支援が実施されている。 

また、ECBC の普及を促進するため、2009 年より、BEE はオフィスビル星等級評価スキ

ーム(Scheme for BEE star rating for office buildings)の実施を始めた。この評価制度は、電力負

荷 100kW 以上のオフィスビルが対象で、建物の Energy Performance Index (EPI)、すなわち単

位面積あたり年間電力消費量に基づいて、1～5 つ星で等級付けられ、星の数が多いほど、

省エネ性能がよいという仕組みとなっている。評価結果に応じて、ラベルの表示が許可され、

ラベルの有効期間は 5 年である。 

この制度の特徴の一つは、評価対象である建物の所有者はチャレンジャーとして、他の建

物の評価結果に対して BEE に申請を提出し、申請費用(10 万ルピー)を支払い、第 3 者によ

る再評価を申請することができる。再評価の結果で、元の評価結果に問題がある場合、再評

価対象の建物の所有者はチャレンジャーの申請費用を負担する。 

評価指標の電力消費量は、購入電力と自家発電が対象となるが、オンサイトの太陽光発電

などの再生可能エネルギーが除外される。また、建物全体の面積に対する空調面積の比率

(50％以上と 50％未満)によって、異なる評価基準が適用される。下表は高温・乾燥（Hot and 

Dry）の例である。 

この制度は、全国を 3 つの気候区すなわち温暖・湿潤（Warm and Humid）、混合（Composite）、

高温・乾燥（Hot and Dry）に分け、オフィスビルだけであった。しかし、現在は全土の 5 つ

の気候区のオフィスビル、ホテル、病院、ショッピングモール、IT パークに適用することが

計画されている。ECBC 制度下では、気候帯によって政策が異なる事もあり、州政府の裁量

のもと政策実施される事もある。 

 

                                                        
https://beeindia.gov.in/sites/default/files/PAT%20PPT%20%28Overview%29%20Regional%20Workshops.

pdf 
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17.6.2. 運輸部門 

省エネ法の中で、鉄道輸送、港湾公社、運輸部門が指定エネルギー消費事業者として規定

されている。また、省エネ法のこの規定に基づいて、2007 年 BEE によって、年間エネルギ

ー消費量が石油換算 3 万トン以上の鉄道輸送企業などの 9 業種の企業は、エネルギー使用

状況の報告の提出、エネルギー管理者の任命などを通じて省エネを推進することが規定さ

れた。 

現在 BEE の運輸部門の省エネ対策では、鉄道輸送が中心で、道路輸送などに関する対策

不足が見られる。一方、石油節約調査協会（PCRA：Petroleum Conservation Research Association）

はエコドライブのための研修、運輸業者のモデル停車場プロジェクト(Model Depot Project)

などを実施している 。 

 

17.6.3. 機器等の効率基準および効率ラベリング制度 

機械設備・技術に関するものとして、照明システム、乾燥機、コージェネレーションプラ

ント、電気モーター、変圧器、流体導管システム（ネットワーク）、断熱空調冷却（HVAC）

などエネルギー効率基準が作成されている。 

 

1. 義務的機器（10 種類） 

 ルームエアコン 

 霜取り不要電気冷蔵庫 

 管型蛍光灯 

 配電変圧器 

 ルームエアコン（カセット型、床置型） 

 冷蔵庫（Direct Cool Refrigerator） 

 カラーテレビ 

 電気給湯器 

 インバータエアコン 

 LED ランプ 

 

2. 自主的機器（11 種類） 
 誘導電動機 

 電動ポンプ 

 シーリングファン 

 LPG ストーブ 

 洗濯機 

 ノート型パソコン 

 蛍光灯安定器（磁気式、電子式） 
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 事務用機器（プリンター、コピー機、スキャナー、複合機） 

 ディーゼルエンジン駆動型農業用ポンプ 

 DC/AC インバーター 

 ディーゼルエンジン発電機 
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第18章 豪州 
 

18.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 

豪州の産業部門のエネルギー消費は 90 年代に急増したが、2001 年をピークに減少し、横

ばいで推移した。2010 年から再び増加傾向にあったが、2013 年以降減少傾向に転じている。

最終エネルギー消費に占める産業の割合は 30％（2016 年）であり、さらに産業部門のエネ

ルギー消費に占める割合の大きい業種は、非鉄金属 32％、鉱業 18％、食品・タバコ 16％、％

となっており、3 者合計で 66％になっている。一方、非鉄金属のエネルギー消費は 2010 年

代に入り減少傾向にあるのに対して、鉱業部門は近年急増しており、2010 年水準より 72％

増加した。 

 

 

図 18.1-1 豪州のエネルギー多消費産業の消費 

 

 

18.2. 省エネルギー関連政策の目標 

豪州はこれまで、国全体の省エネルギーの数値目標を策定していなかったが、気候変動対

策等の観点からも省エネルギーへの関心が高まったことから、2015 年 12 月に国家エネルギ

ー生産性計画（National Energy Productivity Plan、以下 NEPP と略）を策定し、エネルギーの

GDP 原単位を 2030 年までに 2015 年から 40％改善する目標を打ち出している。 

 

表 18.2-1 省エネルギー関連の政策目標 

指標 目標  期限  基準  備考  

GHG 排出量 △26-28%  2030  2005  （*）  

エネルギー原単位 △40%  2030 2015 （**）  
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出所：（*）Intended Nationally Determined Contributions93 
（**）National Energy Productivity Plan （NEPP）94 

 

18.3. 省エネルギー政策の概観 

豪州は省エネルギーをもっとも費用効率的に温室効果ガスを削減する方法の一つとして

捉え、エネルギー効率の向上、エネルギー需要の削減を推進してきた。一方、現政権の規制

緩和及び企業負担緩和の方針の下で、省エネは企業の自主的努力に委ねられることとなっ

ており、産業部門の省エネルギー支援プログラムとして省エネ事例やベストプラクティス

等の情報共有に重点をおいている。以前は一定規模（年間のエネルギー使用量が 0.5 ペタジ

ュール以上）の企業に対するエネルギー診断を義務付けていたいが、同制度は 2014 年に廃

止した。民生部門に対する主な政策には電気製品に対する強制最低エネルギー効率基準

（MEPS）とラベル政策、住宅に対する最低エネルギー効率基準、新築住宅の販売、賃貸の

際のエネルギー情報公開の義務化などがある。運輸部門に関しては、自動車燃費ラベル、消

費者への情報提供を目的とするグリーン自動車ガイドがある。一方、2015 年から 2030 年ま

での 15 年間の省エネルギー政策方針を示した NEPP では 2030 年までにエネルギーの GDP

原単位を 2015 年水準から 40％改善する目標を掲げている。また、同目標達成の進捗を評価

するため、定期的にレビューを行うとしており、2020 年に最初のレビューを実施する予定

である。 

 

表 18.3-1 豪州における省エネルギー政策の概観 

政策 省エネ管理 基準＆ラベリング 経済的助成措置 

全般 

 国家エネルギー生産性計画（National Energy Productivity Plan)：エネルギーの GDP 原単位を

2030 年までに 2015 年水準から 40％改善 

 排出量削減基金：省エネプロジェクト、再生可能エネルギー等の温室効果ガス削減事業による排出

量の買い取り制度   

産業 
 温室効果ガス排出量及びエネルギー使用量

報告制度 
 

 排出削減基金 

 CEFC 融資   

                                                        
93 UNFCCC、Australia’s Intended Nationally Determined Contribution to a new Climate Change 

Agreement、 

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Australia/1/Australias%20Inten

ded%20Nationally%20Determined%20Contribution%20to%20a%20new%20Climate%20Change%20Agreement%20-

%20August%202015.pdf 
94 The Council of Australian Governments (COAG) Energy Council（2015）NATIONAL ENERGY 

PRODUCTIVITY PLAN 015–2030 

https://scer.govspace.gov.au/files/2015/12/National-Energy-Productivity-Plan-release-

version-FINAL.pdf 
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民生 

 機器エネルギー効率プログラム 

 新規住宅に対する強制情報公開規定（2011

年 5 月～） 

 最低エネルギー効

率基準・ラベル 

 建築物性能基準 
 

 排出削減基金 

 CEFC 融資 
 

運輸 
 グリーン自動車ガイド（燃費情報公開） 

 自動車燃費基準・ラベル 

 燃費ラベルに

CO2 排出量を表

記（2009 年～） 
 

 排出削減基金 

 CEFC 融資 

出典：各種資料による。 

 

18.4. 産業部門の取り組み 

主な産業部門の政策としては省エネ事例やベストプラクティス等の情報共有に重点をお

いている。一方、省エネプロジェクト等への資金支援策としては 2014 年に導入された排出

削減基金（国内オフセットクレジット制度）があり、また 2012 年に設立した CEFC（Clean 

Energy Finance Corporation）を通して再エネや省エネプロジェクトへの融資を実施している。 

 

・温室効果ガス排出量及びエネルギー使用量報告制度 

国家温室効果ガスとエネルギーレポートに関する法律（NGER ACT：National Greenhouse 

and Energy Reporting Act 2007）（2008 年より開始）において、企業の温室効果ガス排出、削

減努力、エネルギー消費・生産に関する報告を義務付けており、以下のいずれかに該当する

施設を持つ企業が対象となっている。 

 

 温室効果ガス排出量が 25000t-CO2e 以上、 

 またはエネルギーを 100 テラジュール以上生産･消費 

 グループ企業において、温室効果ガス排出量が 125000t-CO2 以上、また

はエネルギーを 500 テラジュール以上生産･消費 

 

・排出量削減基金（Emission Reduction Fund） 

排出量削減基金は 2014 年に導入された総額 25.5 億豪ドル規模の基金であり、逆オークシ

ョンにより、省エネ、低炭素プロジェクトを公募し、資金支援するものである。プロジェク

ト実施者は承認方法論に従って、予測排出量を試算の上、担当局（Clean Energy Regulator）

に登録する。担当局の事前審査後、事業者はオークションに参加するが、オークションでは

価格の安い順に採択され、採択された事業者は政府との契約に基づき事業を実施する。担当

局は排出量を検証後、クレジットを発行し、事業者には当初契約で定められたトン当たりの

価格で発行クレジット分が政府から支払われる仕組みとなっている。 
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・CEFC（Clean Energy Finance Corporation） 

クリーンエネルギーへの投資のために 2012 年に設立された公社であり、太陽光、風力な

どの再エネや省エネプロジェクトに融資を行っている。2018 年 6 月までの投資金額は再エ

ネが 36 億豪ドル、省エネ・低排出技術への投資は 30 億豪ドルに上る。95 

 

18.5. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

18.5.1. 産業部門における省エネルギー規制の概要 

なし。 

 

18.5.2. 産業部門におけるエネルギー効率基準 

なし。 

 

18.6. その他省エネルギー政策 

 

18.6.1. 民生部門 

民生部門に対する主な政策には電気製品に対する強制最低エネルギー効率基準（MEPS）

とラベル政策、住宅に対する最低エネルギー効率基準、新築住宅の販売・賃貸の際のエネル

ギー情報公開の義務化などがある。 

 

・機器エネルギー効率プログラム（Equipment Energy Efficiency (E3) Program） 

家電のエネルギー効率向上のための政策として、強制最低エネルギー効率基準（MEPS）

とラベル政策を実施している。（詳細は後術） 

 

・エネルギー効率規定（Energy efficiency requirements） 

2006 年に住宅に対する最低エネルギー効率基準に 5 スターが加えられていたが、2009 年

には 6 スターへの改定、温水と照明は 2011 年から規制対象となっている。商業用ビルに対

しては、2010 年から省エネルギー基準が強化（建築基準法）された。 

 

・強制情報公開規定（Mandatory disclosure requirements） 

2011 年 5 月から新築住宅の販売、賃貸の際にはエネルギー、温室効果ガス、水消費量等

の情報を公開することが義務付けられた。 

商業用ビルに対しては、2000 平方メートル以上の大型ビルを対象に 2010 年から購入者や

賃貸者へのエネルギー効率に関する情報の公開が義務付けられている（Commercial Building 

Disclosure（CBD プログラム））。 

                                                        
95 CEFC Annual Report 2017-2018 

https://annualreport2018.cefc.com.au/media/1154/cefc-annual-report-2017-18.pdf 
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18.6.2. 運輸部門 

運輸部門に関しては、自動車燃費ラベル、消費者への情報提供を目的とするグリーン自動

車ガイドがある。 

 

・グリーン自動車ガイド（Green Vehicle Guide） 

環境にやさしい自動車の購入を促進するため、インフラ・地域開発省は「Green Vehicle 

Guide」という専用サイトを設置し、主要車種の排ガス性能・環境評価等について情報提示

している。オーストラリアで販売されるすべての車に関しては決められてテスト方法で燃

料消費量と温室効果ガス排出量を測定する。なお、新車販売時にフロントガラスへ燃費ラベ

ル（100 キロ走行時の消費燃料、1 キロ走行時の温室効果ガス排出量を記載）の添付を義務

付けている。 

 

・自動車燃費基準・ラベル 

2001 年から燃費情報に関するラベル表示制度を実施している。ラベルは改正され、2009

年 7 月からは燃料消費量と CO2 排出量の情報が表示される。 

 

18.6.3. 機器等の効率基準 

＜MEPS 対象機器＞96 
エアコン・ヒートポンプ、蛍光灯安定器、クローズドコントロールエアコン、洗濯乾燥機、

業務用冷蔵設備、CFL、コンピュータ、コンピュータモニター、配電変圧器、三相電気モー

ター、電気給湯器 、外付け電源、ガス給湯器、白熱灯、蛍光灯、家庭用冷蔵庫、冷蔵展示

用キャビネット、セット･トップ･ボックス、街灯、TV、ハロゲンコンバータなど 

 

・自動車基準（The Australian Design Rules） 

インフラ・地域開発省（Department of Infrastructure and Regional development）が管轄して

おり、自動車の安全基準等を定める ADR（The Australian Design Rules）に排ガス基準が含ま

れている。現在は EURO4 が適用されている。 

 

18.6.4. 効率ラベリング制度 

・機器ラベル 

ラベリング制度は、1986 年にニューサウスウェールズ州とヴィクトリア州で始められ、

現在は強制エネルギーラベルと任意ラベルなどがある。消費者はこの情報からエネルギー

                                                        
96 効率基準とラベル対象製品リスト

http://www.energyrating.gov.au/suppliers/registration/regulated-products 
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消費量とランニングコストを簡単に比較できるようになっている。なお、ラベリング制度は

MEPS 基準値に基づいて格付けされている。 

 

＜強制ラベル対象製品＞ 

エアコン、乾燥機、洗濯機、食器洗浄機、コンピュータモニター、冷蔵庫、冷凍庫、TV 

 

・自動車ラベル 97 

自動車の燃費ラベルはインフラ・地域開発省が担当している。総重量 3.5 トンまでの新規

自動車はフロントガラスへの貼付が要求される。燃費（リトル/100km）及び CO2 排出量（g/km）

を表示する。

 

                                                        
97 https://infrastructure.gov.au/vehicles/environment/fuel_consumption_label.aspx 
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第19章 南アフリカ 
 

19.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 

南アフリカは、国内で産出される石炭によって国内のエネルギー需要を賄っており、これ

を利用した低廉な価格の電力が供給されている。一方で、アパルトヘイト撤廃後の民主化に

よる政治的な混乱、2000 年代以降の急激な経済成長によって、エネルギー需要が急速に増

加しており、特に電力需給が逼迫した状態にあった。そのため、電力を中心に省エネルギー

を促進するための政策が整備されつつある。 

産業部門のエネルギー消費について、最終エネルギー消費に占める産業部門の割合は

39％（2016 年）であり、さらに産業部門のエネルギー消費に占めるエネルギー多消費産業

の割合として、鉄鋼 13％、化学 11％、窯業 3％、紙パルプ 1％となっており、4 業種合計で

28％になっている。一方、南アフリカで最大のエネルギー消費産業は鉱業であり、産業部門

のエネルギー消費に占める割合は 17%となっている。これは、南アフリカの産業構造、すな

わち鉱業が最大の産業であることを示している。また、最終エネルギー消費の特徴として、

産業部門が約 35％を占めているが、そのシェアは緩やかではあるが減少傾向にあり、運輸、

業務、家庭のシェアがその分増加している。その背景には、経済発展による収入の増加によ

る、個人消費の増加が一つの要因と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19.1-1 南アフリカのエネルギー多消費産業の消費 

出所：Energy Balance & Statistics, 2018 IEA 

 

19.2. 省エネルギー関連政策の目標 

南アフリカ政府は、経済のさまざまな分野でエネルギー効率を促進することを目的とし

たいくつかの政策を導入している。基本となる戦略は、2005 年に策定した国家エネルギー

効率化戦略（National Energy Efficiency Strategy ：2005）であり、南アフリカでのエネルギー

効率化対策の実施を支援するための重要な戦略となっている。本戦略はは、南アフリカのエ

ネルギー効率に明確に焦点を当てた最初の戦略であり、さまざまな実現可能な手段と政策
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を通じて達成される国家のエネルギー効率目標（2015 年までに 12％のエネルギー効率改善）

を設定している。この戦略の実施により、実績として 2000 年から 2012 年の間に累積的な

全国的なエネルギー効率が 23％以上を達成した。 

国家エネルギー効率化戦略(2005)における目標と実績は、以下の通りとなっている。 

 

表 19.2-1 省エネルギー関連の目標と実績 

 
出所：Post-2015 National Energy Efficiency Strategy, 2016 DoE S.A. 

 

さらに、2016 年に提案された 2030 年の目標を設定した改定国家エネルギー効率化戦略

（Post-2015 National Energy Efficiency Strategy）の最終エネルギー消費の削減目標は、以下と

なっている。 

・ 全体：▲29% 

・ 産業部門：▲15% 

・ 公共部門および商業部門：▲37% 

・ 家庭部門：▲33% 

・ 農業部門：▲30% 

・ 交通部門：▲39% 

 

19.3. 省エネルギー政策の概観 

南アフリカの省エネルギー政策は、国家エネルギー効率化戦略に基づいて展開されてい

る。特に電力の需給が逼迫しているため、Energy Efficiency Demand Side Management (EEDSM)

プログラムにより、電力需要の抑制を推進している。また電力消費の大きい家電等には、エ

ネルギー効率ラベリング制度を導入し、消費者がエネルギー効率機器を購入するように促

している。一方、経済発展に伴い自動車の燃料消費量が増加しており、CO2 税により燃費の

良い自動車の普及を図っている。 

 

 

表 19.3-1 南アフリカにおける省エネルギー政策の概観 
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政策 省エネ管理 基準＆ラベリング 経済的助成措置 

部門  A：規制 B：自主 A：基準 B：ラベリング 
A:補助金 B：税制  

C：融資 

全般 

Post-2015 国家エネルギー効率化戦略（Post-2015 Energy Efficiency Strategy of 

the Republic of South Africa） 

 2030 年までに最終エネルギー需要量を削減 

 全体：▲29% 

 産業部門：▲15% 

 公共部門および商業部門：▲37% 

 家庭部門：▲33% 

 農業部門：▲30% 

 交通部門：▲39% 

産業 

A 1) エネルギー管理計

画の提出義務化 

 年間エネルギー消

費量が 180TJ 以上

の企業はエネルギ

ー管理計画の提出

が義務化。 

B 1) UNIDO によるエネ

ルギー管理の支援 

 産業エネルギー効

率化プログラムの

人材育成、政策立

案および実証プロ

ジェクトを通して

エネルギー管理の

導入を支援 

Ａ 1) エネルギー管理の

ための国際規格 ISO50001

を国内規格 SANS50001 と

して策定。 

A 2)エネルギー計測・検

証のための国際規格

ISO50010 を国内規格

SANS50010 として策定。 

B 1) 産業用電動モーター

の MEPS 制度 

 電動モーター、ポン

プ、圧縮機、ファン

等が対象。  

B 1) 税制 12i 

 大規模省エネルギ

ープロジェクトに

対する優遇税制 

  2) 税制 12L 

 省エネルギーに特

化した優遇税制 

C 1) Green Energy 

Efficiency Fund 

 産業開発協会およ

び製造業競争強化

プログラムによる

支援 

民生 

 
A 1) SANS 204 

 物の外壁、壁、屋根

／天井、床の断熱等

の基準。 

A 2) 強制ラベリング制度 

Ａ 1) Energy Efficiency 

Demand Side 

Management (EEDSM) 

 地方自治体が提供

する省エネプログ

ラムの利用促進。 
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 冷蔵庫、エアコン、

暖房、調理器、食洗

器等を対象として実

施。 

A 3) エネルギー性能証書

（EPC）制度 

 新築建物の性能達成

の制度。 

運輸 

 

B 1) 燃費ラベル 

 SANS20101 に基づく

試験によって測定し

た燃費を表示 

A 1) CO2 排出税 

 新車販売される自

動車の CO2 排出量

が 120g/km を超え

る場合、超過分に

ついて 1g/km 当り

75 ランド課税され

る。 

出典：各種資料による。 

 

19.4. 産業部門の取り組み 

産業部門の省エネルギー政策を以下に示す。 

 

1. エネルギー管理の義務化 

エネルギー管理システム（EnMS）の広範な導入を促進する制度が義務化されている。 年

間エネルギー消費量が 180 TJ を超える企業には、エネルギー管理計画の作成と提出が義務

化されている。また本制度と並行して、これまで実績を上げてきた UNIDO 産業エネルギー

効率化プログラムの第 2 段階として、能力開発、政策立案および実証プロジェクトを通して

EnMS の導入を促進している。本プログラムは、特に義務的なエネルギー管理計画および産

業エネルギー効率（IEE）の対象となっていない企業において、EnMS および ISO 50001 認

証の導入を奨励する適切なスキームの開発が進められている。  

 

2. 税制優遇 

省エネルギーに特化した優遇税制である 12L が導入されている。この 12L は、企業が省

エネルギープロジェクトを実施し、その結果に基づいて 15 セント／kWh の税控除を受ける

ことが出来る仕組みである。具体的には企業が税控除の対象となるプロジェクト計画を策

定し、SANAS による認証を受けた M&V 機関が SANS50001 および SANS50010 基づいてプ
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ロジェクト計画を審査、SANEDI がプロジェクトを承認する。そして、企業がプロジェクト

を実施し、M&V 機関が SANS50010 に基づき省エネルギー量を計測、SANEDI に報告し税

控除額を決定し企業に通知する。最後に、企業はSANEDIから受け取った通知をSARS（South 

Africa Revenue Service）へ提出し、税控除を受ける仕組みとなっている。 

 

3. 産業用電動機および電動機システムの最低効率基準 

産業用電動機および電動駆動システムの最低エネルギー効率基準（MEPS）が導入されて

おり、産業用電動機の市場を変革するためのアプローチの一部として導入されている。対象

は、ポンプ、圧縮機、ファン等となっている。 

 

19.5. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

19.5.1. 産業部門における省エネルギー規制の概要 

南アフリカでは、前述のエネルギー管理の義務化が導入されている。 

 

19.5.2. 産業部門におけるエネルギー効率基準 

南アフリカでは、特に産業部門の生産性のエネルギー効率基準は導入されておらず、基準

値も設定されていない。 

前述の産業用電動機の MEPS が導入されているのみである。 

 

19.6. その他省エネルギー政策 

19.6.1. 民生部門 

南アフリカの民生部門の現状を踏まえつつ、Post-2015 エネルギー効率戦略では、商業・

公共建築物の最終エネルギー需要量を 2030 年までに 37%削減、家庭部門は 33%削減する

ことが目標として挙げられている。また、この目標を達成のために、機器や建築物のエネル

ギー効率基準の設定とラベリング制度の導入、建築物に対するエネルギー監査制度の導入、

高効率機器の普及などの政策が挙げられる。 

 

19.6.2. 運輸部門 

Post-2015 エネルギー効率戦略では、運輸部門の最終エネルギー需要量を 2030 年までに

39%削減する目標が設定されており、そのために公共交通部門の整備とモーダルシフトの促

進や、自動車の燃費基準とラベリング制度の導入などが予定されている。 

 

19.6.3. 機器等の効率基準 

南アフリカで販売される電化製品は、最低エネルギー効率基準（MEPS）を満たすことが

義務化されている。無駄な電力を使用する電気製品を消費者が購入することから守るため

に MEPS 規則が制定されている。   
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MEPS は電化製品のエネルギー効率を改善するために導入されており、エネルギー効率の

悪い電化製品が市場に参入して消費者に販売されることは防止する。 さらに MEPS は、機

器のエネルギー効率を向上させるために製造元に意図を伝えている。  

MEPS の基準値は継続的に見直され、技術の進歩によって機器のさらなるエネルギー効率

の改善が可能になると上方修正される。 

対象機器は、以下の通り。 

 エアコン 

 音響機器 

 食器洗浄機 

 電気オーブン 

 冷凍庫 

 冷蔵庫 

 冷凍冷蔵庫 

 給湯器 

 衣類乾燥機 

 洗濯乾燥機 

 洗濯機 

 

19.6.4. 効率ラベリング制度 

電化製品規格および表示規則が制定されており、エネルギー効率ラベルでラベルを貼る

ことが多くの機器に義務化されている。エネルギー効率ラベルの目的は、消費者が購入を決

定する前に、電気器具の相対的なエネルギー効率について知らされるようにするためであ

り、エネルギー効率ラベルは、実際の店舗とオンラインの店舗の両方でラベルが必要である。 

ラベリング制度を理解するため、詳細なガイドが作成されている。 

対象機器は、以下の通りである。 

 エアコン 

 食器洗浄機 

 電気オーブン 

 冷蔵庫および冷凍庫 

 給湯器 

 衣類乾燥機 

 洗濯乾燥機 

 洗濯機 

 電球（オプション：自主ラベリング） 

 

ラベリングのデザインおよび情報について、以下に示す。 
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図 19.6-1 南アフリカのラベリング 

出所：Department of Energy, South Africa 
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第20章 サウジアラビア 
 

20.1. エネルギー多消費産業のエネルギー消費推移 

サウジアラビアのエネルギー消費は、経済発展とともに拡大してきた。サウジアラビアの

一次エネルギー供給は、1990 年の 58.0 Mtoe から 2016 年には 214.4 Mtoe と 3.6 倍もの水準

に達している。なお、一人当たり一次エネルギー供給では、1990 年の 3.6 toe から 2016 年に

は約 2 倍の 6.5 toe（同年の日本の一人当たりエネルギー供給は 3.4 toe）に達している。 

1990 年から 2016 年の間に、サウジアラビアの最終エネルギー消費は、39.5 Mtoe から 139.6 

Mtoe へと 3.5 倍の水準にまで増加した。部門別では産業部門が最終エネルギー消費の増加

を牽引（同期間の増分に対して 31％の寄与）しており、これに運輸部門（同 29%の寄与）、

民生その他部門（同 18%の寄与）が続く。 

産業部門のエネルギー消費は、IEA (2018)によれば、1990 年から 2016 年までの間に年率

5.4%で増加し、2017 年には 1990 年と比べ約 3.9 倍の水準である 42.3 Mtoe に達した。エネ

ルギー多消費産業の部門割合では、化学・石油化学の割合が 2%、そして鉄鋼の割合が 1%、

窯業の割合は 0.1%である。他方、データの未整備を反映して、IEA(2018)ではその他産業の

割合は 97.1%と大きい点には注意が必要である。 

最終エネルギー消費量の内訳       産業部門エネルギー消費量の推移 

 

図 20.1-1 サウジアラビアの最終エネルギー消費量の概要 

 

20.2. 省エネルギー関連政策の目標 

サウジアラビアにおいて、2020 年までに GDP あたりのエネルギー原単位として国際平

均水準まで改善する目標を掲げているものの、達成に向けた道筋を規定した政策等は策定

されていない。 
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表 20.2-1 省エネルギー関連の政策目標 
指標 内容 

GDPあたりのエネルギー原単

位 
2020 年までに国際平均水準まで改善する目標を掲げる。 

 

20.3. 省エネルギー政策の概観 

サウジアラビアは石油資源が豊富であるため、国内では安価なエネルギー価格を享受す

る国民と産業がエネルギー多消費経済を形成してきた。しかし、原油安によって国庫収入が

減少しているが、国内の燃料や電力価格への補助金がサウジアラビア政府の財政赤字が拡

大させている。段階的にエネルギー補助金が削減されているが、依然として拡大傾向のエネ

ルギー需要による財政への影響が顕在化しつつある。また、急速に増加する国内需要の拡大

が継続した場合、2030 年代に国内石油需要と国内生産水準が均衡し、輸出余力を失う可能

性がある。 

国内石油資源の有効活用を目途として、サウジアラビアでは産業部門のベンチマーク制

度やエネルギー管理士認証制度、民生部門の MEPS, 機器のラベリングならびに建築物及び

健在のエネルギー効率基準を形成するとともに、運輸部門でも燃費ラベリングや燃費基準、

輸入中古車の最低燃費基準やタイヤの転がり抵抗基準を設ける等、幅広い省エネルギー政

策を実施している。 

 

表 20.3-1 サウジアラビアにおける省エネルギー政策の概観出典：各種資料による。 

政策 省エネ管理 基準＆ラベリング 経済的助成措
置 

部門  A：規制、B：自主 A：基準、B：ラベリング A:補助金、B：
税制、C：融資 

全般 

A  1）省庁横断型組織であるサウジ省エネルギーセンター（SEEC）とそれをもとに
組織されたサウジ省エネルギープログラム（SEEP）の下需要サイドの省エネが進め
られている。 
A  1）2015 年末、急激に下落する原油価格とそれによる国家財政の悪化を受け、エ
ネルギー補助金の削減を行うことが発表された。  

産業 

A 1) エネルギー効率ベンチマ
ーク（鉄鋼、セメント、石油化学）：
2017 年～ 
    2) エネルギー管理士認証制
度（CEM 資格）：2016 年～ 
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民生 

A 1）地方省（MOMRA）とサウ
ジアラビア標準化機構（SASO）が
建物の断熱に関する規則を策定・
施行。 
  2）建物設計のエネルギー効
率向上のための基準と性能に関
する規則を含むビルディングコ
ードの、公共の建物、教育、ビジ
ネス、商業、倉庫、住宅用途の建
物および工場内でこれらの用途
に使われる部分の新築、増築およ
び改装への適用。 

A 1)最低エネルギー効率基
準（エアコン、冷蔵庫、洗濯機、
照明）：2013 年～ 順次導入 
      2) 建築物・建材のエネ
ルギー効率基準：2014 年～ 
B 1）エネルギー効率ラベル
制度（エアコン、冷蔵庫、洗濯
機） ：２０12 年～ 順次導入 
 

 

運輸 

A 1) 混雑解消ならびに都市交
通のエネルギー効率改善を目的
として、リヤド等での公共交通整
備を計画している。 
 

A 1）燃費基準（乗用車及び商
用車を対象に車両のフットプ
リントに基づく CAFE 基準）：
2016 年～ 
  2) 輸入中古車の最低燃費
基準：2015 年～ 
  3) タイヤの転がり抵抗基
準：2014 年～ 
Ｂ  1) 同上。 

 

 

20.4. 産業部門における省エネルギー規制とベンチマーク政策 

20.4.1. 産業部門における省エネルギー規制の概要 

サウジアラビアの産業部門における省エネルギー政策は、①エネルギー管理士認証制度

（準備段階）、②鉄鋼・セメント・石油化学を対象としたベンチマーク制度、③モーターの

最低エネルギー効率基準の導入がある。 

 

表 20.4-1 サウジアラビアにおける産業部門の省エネルギー政策の概観 

項目 概要 

① エネルギー管理士
認証制度（CEM 資
格） 

AEE（Association of Energy Engineers）とサウジアラビア国内で CEM
（Certified Energy Manager）の資格制度の導入及び資格取得のため
のセミナーを開催。 

② エネルギー効率ベ
ンチマーク（鉄鋼、
セメント、石油化
学） 

 

• 2012 年～2014 年 
サウジ国内の 180 か所以上のプラント（61 プロセス）を調査、ベー
スラインの開発やベンチマークを実施。 
産業界との議論を通じて、エネルギー効率改善水準について合意。 
11 の政府機関とエネルギー効率改善を補助するための制度を実施
することで合意。 
• 2015 年～2016 年 
調査したプラントの年間エネルギー消費量等を基にギャップ分析
を実施。 
データのレビューを通じてエネルギー効率の改善状況を把握。 

③ 電気モーターのエ
ネルギー効率基準
の導入 

2013 年に SASO IEC 60034-30 として電気モーターの国際規格を導
入。 
2015 年からエネルギー効率基準を導入。 
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エネルギー管理士認証制度については、サウジアラビアでは、Certified Energy Manager 

(CEM)の資格制度を 2016 年から導入しており、取得のためのセミナー等を開催し啓発活動

を行っている。現在は石油化学など、サウジ国内の大規模企業でエネルギー管理士認証制度

を導入し、その後に各部門に展開していくことになる。 

 

20.4.2. 産業部門のベンチマーク政策 

サウジアラビアのベンチマーク政策は、鉄鋼、セメントそして石油化学の 3 セクターを対

象としており、それぞれ既存プラントと新規プラントにエネルギー原単位の目標値を 2013

年第 2 四半期に設定、2014 年の第 1 四半期以降実施されている。 

なお、ベンチマーク制度における目標水準は、鉄鋼、セメント、そして石油化学の 3 セク

ターにおいて、それぞれの世界のプラントにおけるエネルギー原単位のデータを収集し、そ

のうち、上位 25%（第 1 四分位）を新規プラントの目標としており、既存プラントの目標は

上位 50%（第 2 四分位）の水準としている。 

 

 

注： EI: Energy Intensity (エネルギー原単位) 

図 20.4-1 サウジアラビアのベンチマーク制度における目標 

 

既存プラントのエネルギー現単位改善については、2019 年までの達成が必要とされてお

り、事業者は、毎年対象となるプラントまたは製造プロセスのエネルギー消費データを収集

し、サウジアラビアでの省エネルギー政策や規制を立案する組織である SEEC（Saudi Energy 

Efficiency Center）に提出することが求められる。また、これらの事業者は、2019 年の目標

達成に向けた手順と手法にかかわるエネルギー効率改善計画の提出が求められる。 

新規プラントについては、建設時に基準を満たすことが義務付けられ、基準の遵守が各種

新プラントの
目標

既存プラント
の目標

世界のプラントにおけるエネルギ 原単位
（MMBTU/トン, 2011年）
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の許認可取得の条件とされる。同様に、運用段階でも四半期ごとに SEEC にたいして事業者

はエネルギー消費データの提出が求められる。 

 

20.5. その他省エネルギー政策 

20.5.1. 運輸部門 

2014 年にサウジアラビア政府が、2020 年までの新車と中古輸入車の燃費基準案を発表し

た。基準は、いずれも乗用車と小型トラックを対象とし、2015 年 7 月 1 日施行となる。 

サウジアラビアの新車燃費基準は企業平均燃費（Corporate Average Fuel Economy: CAFE）

での基準値を採用し、2015 年から 2020 年まで段階的に引き上げていくことが予定されてい

る。また、日本の自動車重量別の基準値と異なり、車両のフットプリント（自動車のホイー

ルベースと平均車幅を掛け合わせた面積）毎の基準設定となっている。 

目標達成において、特定のフットプリント階級で基準を上回る目標を達成した場合、超過

分を他のフットプリント階級に移すことができる。また、目標は年度ごとに達成を目指すが、

特定の年度で基準を上回る目標達成をした場合、翌年度以降超過分を繰り越すことができ

る。また、目標達成できなかった場合は翌年度以降の超過分で未達成分と相殺することもで

きる。このように、目標達成には柔軟性措置が導入されている。 

 

20.5.2. 機器等の効率基準 

サウジアラビアは、2013 年に冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機の最低エネルギー効率基準を設定

した。その後、対象機器は拡大し、現在のところエアコン、給湯器、照明機器にも最低エネ

ルギー効率基準が導入されている。 

サウジアラビアの家電製品の中で、最もエネルギー消費量が大きいのはエアコンであり、

2001 年に窓設置タイプの家庭用エアコンに最低エネルギー効率基準が導入された。さらに、

2012 年にスプリット型家庭用エアコンに最低エネルギー効率基準が SASO 基準 2663 号と

して発表された。この基準は 2 段階に分けて施行され、第一フェーズは 2013 年 9 月から施

行されている。そして、さらに厳しい第二フェーズは 2015 年 1 月から施行されている。 
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表 20.5-1 エアコンのエネルギー効率基準 

 

出典：SASO 基準から日本エネルギー経済研究所作成 

エアコン以外には、2007 年に洗濯機と冷凍冷蔵庫に対してエネルギー効率基準とラベリ

ング制度が導入され、いずれも 2013 年に厳格化された。この結果として、これまでの６段

階の星印における一つ星から三つ星が販売禁止となった。 

 

20.5.3. 効率ラベリング制度家電製品に対するエネルギー消費ラベル（Energy Label） 

エアコンのラベリングについても 2013 年に更新され、6 段階の星印による等級の表示が

実施されている。 

 
出典：SASO 及び Saudi Labeling and Standards 

図 20.5-1 サウジアラビアのエアコンの省エネラベリング 

 

20.5.4. 断熱基準 

サウジアラビアでは、屋根や壁面などの断熱性能について、三種類の気候帯ごとに設定し

ている。同基準は、2014 年開始の第一フェーズと 2014 年開始の第二フェーズに区分されて

いる。基準の遵守状況は、サウジアラビア電力会社（SEC）の立ち入り検査によってチェッ
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クされ、3 回不遵守が確認された場合は、電力供給を拒否するという形で実効性を担保して

いる。 
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