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はじめに 

2016年11月、2020年以降の排出削減に向けた新たな国際枠組み「パリ協定」が発効し、協

定の実効性を高めるための詳細ルールに係る交渉が加速する見通しである。 公平かつ実効

的な枠組みを構築する上で、今後も排出増が見込まれる中国・インド・サウジアラビア等

の主要国を抱えるアジア・中東地域の積極的な参加及び排出削減努力は必要不可欠である。

こうした観点から、アジア・中東諸国につき、気候変動及びエネルギー政策に係る最新の

動向を調査するとともに、長期エネルギー需給見通し、温室効果ガス排出経路等の分析・

評価を行い、我が国の交渉指針策定や、公平性・実行性の確保に向けた議論に活用するこ

とは非常に有益である。  

加えて、アジア・中東諸国は、いずれも人口増加や経済成長によるエネルギー需要の増加

等により、エネルギー安全保障を危うくしかねない大きな問題に直面している。エネルギ

ー資源の将来に向けた確保やエネルギー価格の安定化に加え、エネルギーアクセス改善や

経済活動の重要な基盤となる安定的かつ低廉な電源の確保、環境対策など、持続可能な成

長に向けて取り組むべき課題は多く、その多くが共通している。既に両地域共に省エネル

ギーの徹底や再生可能エネルギー・原子力等のクリーンなエネルギー利用の導入促進に向

けた政策に着手しているが、上記課題解決を念頭におけば、改善の余地はまだまだ大きい。

こうしたなか、両地域を対象とした調査・分析を行い、知見を獲得し、共有していくこと

の意義は大きいものと考えられる。  

本研究では、サウジアラビアのアブドラ国王石油調査研究センター(King Abdulla 

Petroleum Studies and Research Center; KAPSARC)と連携して、アジア・中東諸国に焦

点を当てた気候変動及びエネルギー政策に関する調査・国際比較・シナリオ分析を行い、

長期も視野に入れた政策課題の抽出や対応の検討など通じて、我が国の国際戦略及びアジ

ア・中東諸国の気候変動及びエネルギー政策の立案に資することを目的として実施する。
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第1部 アジア・中東の主要国の気候変動政策に関する調査 

第1部では、本事業において作成した、アジア・中東の主要国の気候変動及びそれに関連す

るエネルギー政策に関する動向を分析したレポートを記載する。レポートには、その期間

に起こった記事一覧、主要な出来事、それらの出来事がアジアの主要国の政策や温暖化交

渉の中でどのような意義があるのか、次にどのような変化が予想されるか、シナリオ分析・

評価にどう影響するか、について述べられている。 
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第1章 定期報告書 2018年5月分 

1.1 アジア 

1.1.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2018-3-26

中国電力企業連合会による「2018年経済情勢と電力発展分析予測

会」において23日、中電連の常務理事は、2017年の電力消費量は

大幅な伸びを示したが、新エネの利用拡大により、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ

の占める割合は20.8％に達したと述べた。2018年の電力消費量は

5.5％程度の伸びと予測されており、設備量でみると、新規設備量は

1.2億kWで総発電設備量は19億kW、うち非化石エネ比率は40％と

見込まれる。2018年の新規設備のうち、火力は5000万kW、うち石

炭火力は4000万kW、非化石エネ設備は7000万kWと見込まれる。

URL https://www.china5e.com/news/news-1024458-1.html

2018-3-26

中国北京市は「北京市青空保衛戦行動計画2018」を発表、排気ガス

高排出車や粉塵、揮発性有機物の抑制等の課題に取り組みPM2.5の

平均濃度低下に向けた取り組みを今年も継続して行う。2017年の

PM2.5の年間平均濃度は58μｇで、中国政府の大気目標を達成した

が、2018年は大気汚染源の構造の変化にターゲットを絞り、ＰＭ

２．５汚染の改善を推進するとしている。具体的には、高排出車の

淘汰対象を全市に拡大、裸地や建設での粉塵の管理の徹底、環境汚

染の削減に向けた一般メーカー500社の淘汰、飲食業での排出抑

制、地方の脱石炭・ｸﾘｰﾝｴﾈ転換等を推し進める。

URL http://jp.xinhuanet.com/2018-03/23/c 137060275.htm

2018-4-2

中国の2017年の風力発電の棄風率は12％で、前年比5％改善し、平

均稼働時間も1742hから1948hに上昇した。また棄風率が20％以上

の新規開発中止地域は6省から3省に減少した。第13次5ヵ年計画で

は一次エネルギーに占める非化石ｴﾈ比率を15％にし、風力発電の電

力量を4200億kWｈ、発電電力量に占める比率を6％にすることを目

標としている。2017年の風力発電電力量は3056億kWhで、前年比

26.8％の伸びを記録したが、全発電電力量に占める割合は4.8％に

留まっており、2020年の6％の目標までには大きな差が存在する。

2017年の稼動時間、棄風率で計算すると、2020年に必要となる風

力発電設備量は215ＧＷとなる。2017年の新規運開設備量は15GW

で、累計設備量は164GWであり、2020年の目標値との間の差は大

きい。

URL https://www.china5e.com/news/news-1025183-1.html

2018-4-19

中国の大気汚染改善が進むにつれ、ｸﾘｰﾝ大気技術市場が急成長して

いる。北京の大学や民間の調査会社が取りまとめたレポートによる

と、2030年に全国の都市が大気質目標を達成すれば、20兆元（340

兆円）以上の需要市場が生みだれるという。ﾚﾎﾟｰﾄでは、2030年ま

でに新エネ車の市場規模は１４兆元、移動排出源の排出削減は２兆

元、環境観測は1300億元、屋内大気汚染防止は1.7兆元、石炭燃焼

汚染防止は1兆元以上の市場が形成されるとしている。

URL http://j.people.com.cn/n3/2018/0419/c95952-9451544.html

2 中国
北京市、「青空保衛戦行動計画

2018」を発表
人民網

出所

1 中国
中国の2017年の電力消費量、ク

リーンエネ比率は20％超に
中国能源網

3 中国
2018年の中国の風力発電市場の

見通し
中国能源網

4 中国
中国が将来的に世界最大のｸﾘｰﾝ大

気技術市場に
人民網
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2018-4-23

国家発展改革委員会、他中央６省庁は２０日、「２０１８年、重点

分野での過剰生産能力の削減に関する通知」を発表、２０１８年中

に、３０万kW以下の老朽石炭火力、４００万kWを淘汰させるとし

た。新規石炭火力の開発に関し、停止、建設の遅延化等の対応を進

めているが、各省の状況を加味した上で、２０１７年比で一段の減

少を進めるとした。さらに、２０１８年中に鉄鋼生産能力を３００

０万ﾄﾝ、石炭生産能力を１．５億ﾄﾝ削減する計画を示した。石炭で

は、１３･５計画で２０２０年までに、５億トンの生産能力の削減と

５億トンの生産調整を目標としているが、2016、17年の2年間で

2.9億ﾄﾝの生産能力削減と1.5億ﾄﾝの生産調整を実現し、合計削減量

は4.4億ﾄﾝに達している。2018年の計画では1.5億ﾄﾝの削減を目標

としている。

URL https://www.china5e.com/news/news-1027106-1.htm

2018-5-8

中国石油経済技術研究院、天然ガス市場研究所の発表によると、

2017年の天然ガスの生産量は1476億㎥で前年比9.8％の増、輸入量

は928億㎥で前年比24.7％の増となり、輸入依存度は39.4％であっ

た。2018年は消費量は2600億㎥、伸び率は10.5％と予測されてお

り、生産量は1606億㎥で、輸入量は拡大を続け、輸入依存度は

40％を越えると見込まれている。

URL https://www.china5e.com/news/news-1028376-1.html

2018-5-11

中国南方電網は１０日、２０１７年の南方５省のｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰによる

発電量と設備量が50％を超え、この地域ではｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰが主流と

なったと発表した。2017年の当該地域の非化石ｴﾈﾙｷﾞｰの発電量は

50.8％、設備容量は50.2％となり、全国平均を超えた。

URL https://www.china5e.com/news/news-1028730-1.html

2018-5-15

北京市は14日、PM2.5発生源に関する調査･分析結果を発表した。

これによると、北京市におけるPM2.5の主要発生源は、市内で排出

される汚染物質が2/3、周辺都市からの飛来が1/3を占めている。市

内で排出される汚染物質の内訳は、自動車等の移動発生源が45％、

塵･埃が16％、工業と生活に由来するものが12％、石炭が3％となっ

ている。この分析により、石炭が占める割合は前回の22％から3％

に低下し、主要な汚染ﾘｽﾄからほぼ外れており、北京のｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ化

戦略は目に見える効果をもたらした。一方で移動発生源の割合は急

上昇しており、前回の調査から1.4倍の45％に達した。

URL http://j.people.com.cn/n3/2018/0515/c94475-9460379.html

2018-3-15

インド政府は電気自動車向けの充電施設の整備促進へ向け、電力法

を改正する方針。現行法では認められていない電力の再販売を可能

にすることで、充電インフラに向け様々な企業の参入を促す。

URL https://global.factiva.com/ha/default.aspx?mod=SavedSearch SelectSearch#./!
?& suid=1524015950651010896864063168626

2018-4-19

米の研究機関が公表した報告書によると、中国とインドが大気汚染

が原因による全世界の死者数の半数以上を占めている。PM2.5につ

いて、中国は安定化の方向にあるものの、インドは近年、急速に悪

化している。

URL
https://economictimes.indiatimes.com/news/environment/pollution/india-
china-account-for-over-half-of-global-deaths-due-to-air-pollution-
report/articleshow/63822904.cms

2018-5-12

インド政府は、石油コークスの燃料としての使用を全国一律で禁止

するよう、最高裁判所に提案する方針。提案は1985年から続く大気

汚染に関する公益訴訟の一部。政府は6月末までに対策を提案するよ

う、最高裁判所に求められていた。

URL
https://www.reuters.com/article/us-health-pollution-india-petcoke/india-
govt-plans-to-propose-nationwide-ban-on-petcoke-as-a-fuel-sources-
idUSKCN1ID095?feedType=RSS&feedName=environmentNews

中国能源網

中国、2018年の天然ガス消費量

は2600億㎥、輸入依存度は40％

を越える見通し

中国能源網

5

6

中国

中国

中国政府、２０１８年に４００万

kWの小規模老朽火力を淘汰、1.8

億ﾄﾝの鉄鋼･石炭生産能力の削減

を加速

10 インド
インドの大気汚染による死者数が

急増、米の調査機関が発表

The Economic

Times of India

7 中国
中国南方の５省はｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰが主

流に
中国能源網

9 インド
電気自動車充電で電力法改正へ、

企業の参入促進図る

NNA

ASIA

中国
北京のPM2.5、主な発生源は車の

排ガス
人民網8

11 インド
石油コークスガスの使用禁止、全

国に拡大へ
Reuters
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2018-5-14

インドの新・再生可能エネルギー省は、風力と太陽光を相互に活用

する新たな再生エネの振興策を発表した。それぞれの電力を組み合

わせ、同一の送電網に接続させることで、より安定した電力供給に

つなげる。

URL
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/centre-
proposes-charging-points-for-electric-vehicles-every-3-
km/printarticle/64184003.cms

2018-5-16

インド政府は電気自動車用の充電施設について、人口100万人以上

の大都市やスマートシティでは3ｋｍごとに設置を提案する方針。充

電網の整備はＥＶの普及に向けた取組の一環。充電施設を普及する

企業には補助金が交付され、自治体からの用地取得でも便宜が図ら

れる。

URL
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/centre-
proposes-charging-points-for-electric-vehicles-every-3-
km/printarticle/64184003 cms

2018-5-16

インド政府はバイオ燃料の普及策「バイオ燃料政策」を承認した。

これまではサトウキビ由来のものに限定していたが、第１世代（穀

物由来のバイオエタノールやバイオディーゼル）から第3世代（バイ

オ圧縮天然ガス）までの3種類に分類、開発に向けた資金援助計画な

どが織り込まれている。

URL https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/cabinet-
approves-national-biofuel-policy/articleshowprint/64190684.cms

2018-5-11

九州電力や伊藤忠商事、国際石油開発帝石（INPEX）などが共同出

資する、インドネシア・北スマトラ州のサルーラ地熱発電所の3号機

（出力10万9,000キロワット）が4日、商業運転を開始した。稼働

済みの1、2号機を合わせた総発電容量は33万キロワットとなり、世

界最大規模になる。九州電力などが9日発表した。サルーラ地熱発電

所は、インドネシア第4の都市、北スマトラ州メダンから南へ約350

キロメートルの位置にある。1号機は2017年3月に、2号機は同年10

月に、それぞれ商業運転を開始、国営電力PLNに30年間売電する。

URL https://global.factiva.com/ha/default.aspx?mod=SavedSearch SelectSearch#./!
?& suid=152695470049408097395840858576

2018-5-14

インドネシア政府は国営企業に対して、現在進行中の大型インフラ

事業への資金調達手段として「グリーンボンド」の発行を推奨して

いる。グリーンボンドは、温暖化対策や環境プロジェクトなどの資

金を調達するために発行される債券。国営企業省のアロイシウス次

官（再編成・事業開発担当）は9日、「最近の投資家は、気候変動問

題に関する企業のコンプライアンス（法令順守）や、国連の持続可

能な開発目標（SDGs）達成に向けた企業取り組みなどについて関心

が高い」と述べた。その上で「企業がグリーンボンドを発行すれ

ば、環境問題への意識の高い投資家が関心を示すだろう」と述べ

た。

URL https://global.factiva.com/ha/default.aspx?mod=SavedSearch SelectSearch#./!
?& suid=152695253739409723948536033121

12 インド

インド政府、風力・太陽光ハイブ

リッド発電導入に向けた新政策発

表

The Economic

Times of India

13 インド
ＥＶ用充電施設、大都市では3キ

ロ毎に

The Economic

Times of India

14 インド
インド政府、バイオ燃料普及に向

けた新政策を承認

The Economic

Times of India

15 インドネシア
世界最大規模の地熱発電、3号機

が商業運転

NNA-インドネシ

ア版

16 インドネシア
政府、国営企業にグリーン債発行

を推奨

NNA-インドネシ

ア版

  

1.1.2 主要な出来事 

① 中国 

中国電力企業連合会の発表によると、2017年の電力消費量に占める再生可能エネルギー
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比率は20.8%に達し、再生可能エネルギーは着実に拡大している。風力発電で課題となって

いる送電問題(棄風問題)も改善しつつあり、棄風率が20%を超える地域は2016年の6省から3

省に減少した。しかしながら、2020年の発電電力量に占める非化石エネルギー比率31%、

風力発電比率6%の目標の達成のためには、更なる対策が必要と見込まれている。 

中央政府の環境汚染削減政策に沿って、各地方政府も対策を打ち出している。北京市政

府は「青空保衛戦行動計画2018」を発表し、高排出自動車の削減、環境汚染製造業の淘汰、

脱石炭・クリーンエネルギー転換等、PM2.5の削減に向けた取り組みを発表した。また、

北京市は5月14日にPM2.5の発生源に関する調査･分析結果を発表。これによると、北京市

内で排出される大気汚染物質は、自動車等の移動発生源が45%を占める一方、従来、最大の

汚染源の一つとされた石炭燃焼によるものは3%にまで低下している。北京をはじめ中国北

部地域で進められた石炭から天然ガスへの燃料転換等によるクリーンエネルギー化戦略は

目に見える効果をもたらしたことを証明した。 

 

②インド 

インドの新・再生可能エネルギー省は5月14日、風力と太陽光を相互に活用する新たな再

生可能エネルギー振興策‘National Wind-Solar Hybrid Policy’を発表した。それぞれの

電力を組み合わせ、同一の送電網に接続させることで、送電設備や発電用地の有効活用を

図り、より安定した電力の供給につなげる。インド内閣は5月16日、新たなバイオ燃料普及

策 ’National Policy on Biofuels’を承認した。 

これまでサトウキビ由来のものに限定していたが、第1世代(穀物由来のバイオエタノール

やバイオディーゼル)、第2世代(自治体の固体廃棄物)、第3世代(バイオ圧縮天然ガス)までの

3種類に分類の上、開発に向けた資金援助などを行い、二酸化炭素の排出を抑制する。 

インド政府は電気自動車(EV)の普及に向け、EV用の充電施設について、人口100万人以

上の大都市やスマートシティでは3km毎の設置を提案する方針。充電施設の整備は基本的

に企業が担い、企業には補助金を交付するとともに、自治体からの用地取得でも便宜を図

る。向こう3～5年間の設置数の目標は、普通充電器が3万基、急速充電器が1万5,000基。 
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③ASEAN 

九州電力や伊藤忠商事、国際石油開発帝石(INPEX)などが共同出資する、インドネシア・

北スマトラ州のサルーラ地熱発電所の3号機(出力10万9,000キロワット)が5月4日、商業運転

を開始した。稼働済みの1、2号機を合わせた総発電容量は33万キロワットとなり、世界最

大規模になる。1号機は2017年3月に、2号機は同年10月に、それぞれ商業運転を開始、国

営電力PLNに30年間売電する。 

インドネシア政府は国営企業に対して、現在進行中の大型インフラ事業への資金調達手

段として「グリーンボンド」の発行を推奨している。グリーンボンドは、温暖化対策や環

境プロジェクトなどの資金を調達するために発行される債券。 

 

1.1.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

① 中国 

中国全国ETSの構築に関して、中国とEUの協力の第2段階が5月開始した。EUが資金を

1,000万ユーロ提供するという。第1段階は昨年終了し、中国の地方パイロットETSの構築

を支援したほか、全国ETSの構築のために何百人にも上る政府関係者や業界代表者をトレ

ーニングしたという。第2段階は、中国の気候変動部門が国家発展改革委員会から生態環境

省に移管された直後であり、環境省が従来からETSより炭素税を好んでいるという状況に

あるため、気候変動司の李高司長は「組織の再編でETSが政府の議題から取り下げられな

いことを願っているが、新しいチャレンジとタスクに直面しているため、生態環境省の関

係者をトレーニングする必要がある」と同協力プロジェクトのイベントで語った。 

一方、地方パイロットETSに関しては、6月の履行期を迎えている中、市場の関心が高ま

っているが、4月の取引高は昨年同月比で3分の2に減少したという。全国ETSが実質的に遅

延したため、多くの商社が中国の炭素市場に完全に失望したことが原因だと市場参加者が

指摘している。 

他方、中国のCDM基金は、上海に拠点を置く天然ガスプロジェクトに対して6,500万元(10

百万ドル)の融資を承認したと報道されている。ガスの石炭代替で大気汚染防止措置として
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は初めてのCDM基金の利用であった。 

 

②インド 

 インド政府が2016年から始めたプラダン・マントリ・ウジャワラ政策(PMUY)により、

地方の貧困世帯が煮炊き用燃料としてLPGを使うことへの受容性を高めている。 

 PMUYは貧困世帯の主婦を対象に、LPGボンベを無料で調理器具に接続できるようにす

る政策だ。政府は当初、政策施行から3年で5,000万世帯の(LPGボンベの)接続を目標にした。

これに対し実際には、2017年12月までに5,400万世帯の接続が達成された。 

 一方、接続後の利用段階における補助スキームはなく、今後の効果を確認する必要があ

る。また、こうした政策の効果は民生部門に限定したものという見方がある。インドの現

地調査では、年初におけるCOALインディアによる国内鉱区の開放により、ガス化の進展を

限定的に見る声が多数聞かれ、温暖化対策の見直しにも少なからず影響を与えそうだ。 

 

③ASEAN 

(インドネシア) 

 インドネシア国営石油の地熱子会社プルタミナ・ジオサーマル・エナジー(PGE)は5月1

日、西ジャワ州カラハ地熱発電所(3万kW)の1号機が4月6日から商業運転を開始したことを

明らかにした。これにより、PGEが保有する地熱発電所の合計出力は61万7,000kWとなっ

た。また、国際石油開発帝石(INPEX)は5月9日、北スマトラ州サルーラ地熱発電所3号機(11

万kW)が商業運転を開始したと発表した。1～3号機の合計出力は33万kWであり、単一開発

契約としては世界最大規模の地熱発電IPP事業となった。インドネシアの2018年第1四半期

現在の地熱発電施設の総発電容量は192万4,500kWで、今年の目標は205万8,500kWである。 

 地熱以外の再生可能エネルギーについて、エネルギー・鉱物資源省は、再生可能エネル

ギー発電による電力価格を定める同相令2017年第50号について、現行のまま維持する方針

を示し、当面は電力基本供給コスト(BPP)が高水準な東部地域への投資を促進するとした。

同令は、地熱、廃棄物発電以外の再生エネルギー発電に対し、各地域の電気料金設定の参
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照値であるBPPに基づいて、電力価格の上限価格を設定している。また、国営電力PNLは2

月に、2018～2027年までの電力供給事業計画(RUPTL)で、電気料金が消費者の購買力を超

えた価格になることをおそれて、今後10年間に建設する再生可能エネルギー発電施設を、

2017～2026年の2,156万kWから31%削減し、1,491万kWに設定した(水力発電が55.5%、地

熱発電が30.7%)。 

 エネルギー・鉱物資源省は3月9日、石炭価格の高騰による発電原価の負担を軽減するた

め、石炭の国内供給義務(DMO)において、国営電力PLN向けの特別価格を最高70ドル/トン

に決定したと発表した。 

 

(ベトナム) 

ファム・ビン・ミン副首相は5月、再生可能エネルギー開発とスマートグリッドを促進す

るための法的枠組みを整備するのを目的として、再生可能エネルギーの管理・運用や効率

的なエネルギー使用にITを応用することに焦点を当てた、ドイツ政府の無償援助による「再

生可能エネルギー開発とエネルギーの効率的使用のためのスマートグリッドの応用」事業

を承認した。 

 南部で建設中の1,240MWのビンタン第1火力発電所が、予定より5か月早く7月に商業運

転を開始することが明らかとなった。また、グエン・スアン・フック首相は4月、国営ベト

ナム石油ガスグループ傘下のペトロベトナム電力総公社(PVパワー)が南部で計画している

ニョンチャック第3、第4LNG火力発電所(それぞれ75～80万kW)建設を正式に承認した。さ

らに、南部のバクリエウ省は5月4日、Energy Capital VietnamとLNG発電所(3,200MW)

の建設に関するMOUを締結した。バクリエウ省は3月、エビ養殖業を優先するため、日本

企業の投資を予定していたカイクン火力発電所の建設計画を却下している。 

 

(タイ) 

 シリ・エネルギー相は3月27日、国内の電気料金の値上げを避けるため、小規模発電所と

超小型発電所を対象に、今後5年間は政府による再生可能エネルギーの新規買取を中止する
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と発表した。しかし、4月になって、シリ・エネルギー相は、供給される電力の価格が化石

燃料発電と同額の2.44バーツ/kWhよりも低い場合は電力の買取をやめないと転じた。買取

価格の低下により、投資家の資本が国外に流れることが考えられる。国家エネルギー政策

委員会(NEPC)は2月、2036年までの再生可能エネルギー電源の開発目標を1,968万kWから

1,678万kWに引き下げた。4月末時点での容量は986万kWである。 

 また、南部で予定されていたクラビなど2か所の石炭火力発電所建設が延期となり、中部

から南部への送電線の追加敷設計画も遅れていることなどを背景に、タイ発電公社(EGAT)

は4月、南部地域での700～1,000MW程度の天然ガス発電所新設の可能性調査を進めている

ことを明らかにした。また、民間電力会社Electricity Generating(EGCO)も3月、南部の既

存天然ガス発電所について、500～900MWの増設計画の可能性調査を進めていることを明

らかにしていた。 

 

1.1.4 シナリオ分析・評価への影響 

中国では、2018年において新規発電設備量1.2億kWの追加(火力は5,000万kW、うち石炭

火力は4,000万kW、非化石エネ設備は7,000万kW)が見込まれ、総発電設備量における非化

石エネのシェアは40%に達する。これらの具体的な数値はシナリオ分析において非常に参考

になる。また、2018年における鉄鋼および石炭生産能力の削減目標(1.8億トン)が発表され、

過去2年間の実績(4.4億トン)も考慮すると、第13次5ヵ年計画の削減目標(2020年までに10

億トン)達成に向け順調に進展していると判断できる。 

インドについては、EV向け充電インフラ整備促進に係る動きが活発化している。電力の

再販売が可能となるよう電力法が改正される予定であり、また、大都市やスマートシティ

ーでは3kmごとに充電施設が設置されることが検討される。EV普及に必須となる充電イン

フラの整備に向けたこれらの着実な動きは注目に値する。 
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1.2 中東 

1.2.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2018-5-14

サウジの野心的な国家再生エネプログラム（NREP）の下での2番目

の入札プロジェクトである、400MWのドゥーマット アル ジャ

ンダルでの風力発電所で競合する応札者はいつ入札が開始される

か、依然その情報を待っている。

再生可能エネルギープロジェクト開発室（Repdo）は4月17日に4件

の応札者からの提案を受取った。顧客はインターネットを通じて公

開入札が実施される予定であったが、延期された。

4件の入札は公開までシールが貼られる予定である。応札者は

Repdoが入札を開始するという発表を依然として待っている。4つ

のグループとは、サウジのAcwa Power、フランスのEDF Energies

Nouvelles、イタリアのEnel Green Power、フランスのEngieであ

る。

Repdoはその風力プロジェクトの入札に参加する25社を有資格とし

た。

この風力とサカカでのソーラー発電の二つのプロジェクトはサウジ

が2023年までに9.5GWの再生エネを開発するクリーンエネルギー

プロジェクトの計画の一部である。1月に、Repdoの室長のツル

キ アル シェフリ氏は、2018年末までに4GWの再生エネ プロ

ジェクトの入札を行うことを狙っていると発表した。

４GWのうち、太陽光発電（PV）が3.2GWで、800MWが風力発電

に分けられる。Repdo室長によると、サウジ政府は4GWの第2ラウ

ンドのプロジェクトの約4分の1を2018年末までに発注することを

計画している。

URL https://www meed com/exclusive-developers-wait-saudi-wind-project-bid-
opening/

2018-4-30

アブダビ投資庁（ADIA）は世界第3位のソブリンウェルスファンド

であるが、石油の豊富な中東でさえも地球変動の恐れがファンドマ

ネージャーをして炭化水素以降を睨んで、再生可能エネルギーにさ

らに投資を増やすとしている。

ADIAはその2017年の年次報告において4月30日、「世界のエネル

ギー産業は炭化水素からさらに幅広い再生エネの技術への持続可能

な依存へと基本的にシフトする早期の段階にある」と述べた。

ADIAのコメントは、世界のソブリンウェルスファンドが、政府が気

候変動の問題を取り上げ、将来低炭化水素社会を構築するよう、政

府からの高まる要請にどれだけ目覚めているかを示している。

2年前に、ADIAはインドの再生エネの企業の一つGreenko Energy

HoldingsにシンガポールのGICと共に投資を行った。

URL http://www arabnews com/node/1294266/business-economy

2018-5-1

ムハンマド ビン ラシド アル マクトゥーム ソーラー パー

クの第3フェーズが4月30日、200MWのクリーンエネルギーを生産

開始した。年間6万世帯に電力を供給できる。

ドバイのムハンマド首長がドバイのアル クドラ近郊の単一サイト

での世界最大のソーラーパークの第3フェーズの第一ステージを竣工

させた。

ムハンマド首長ならびに多くの大臣とドバイ政府の局長が竣工に立

ち会った。ソーラーパークの規模により、ドバイ水電力庁

（Dewa）はその建設を4つのフェーズに分けた。第一と第二フェー

ズはそれぞれ13MWと200MWの発電能力を持ち、既にクリーンな

電力を生産している。

800MWの第3フェーズは3つの段階に分けられ、MasdarがEDF

Groupから成るコンソーシアムにより開発されている。

最初のステージは4月30日に竣工になり、それぞれ300MWの能力を

持つ第2と第3のステージは2019年と2020年にそれぞれ完成予定で

ある。

URL https://gulfnews com/news/uae/environment/solar-park-3rd-phase-starts-
generating-clean-energy-1 2214900

ソーラーパークの第3フェーズが

発電を開始
Gulf News

Arab News
アブダビ投資庁は再生エネの分野

への投資を視野に

出所

MEED
開発業者はサウジの風力発電事業

の入札開始を待つ
1 サウジアラビア

3 UAE

UAE2
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2018-5-7

ドバイはムハンマド・ビン・ラシド・アル・マクトゥーム・ソー

ラー・パークの第3フェーズの800MWの事業のうちの第一段階の

200MWの発電所の竣工を終えた。ドバイ水電力庁（DEWA）は独

立型電力事業者（IPP）のモデルを使用して、第3フェーズを進めて

いる。

それはMasdarとフランスのEDFグループのコンソーシアムにより牽

引されている。このフェーズの第2と第3フェーズはそれぞれ

300MWの能力を持つが、2019年と2020年にそれぞれ完成予定で

ある。プラントはエネルギー効率を30%増す単一軸のソーラー追跡

システムを利用する地域初の事業である。

プロジェクトは6万世帯以上にクリーンエネルギーを提供し、年間

27万トンの炭素排出を削減する。

URL http://www arabnews com/node/1297751/business-economy  

2018-5-9

エネルギー省の議長のアウェイドハ・ムルシェド・アル・マラール

氏は5月9日、新しく創設された省はアブダビの利益に沿うよう、

ソーラーやその他のエネルギー源を含む、適切なエネルギーミック

スの発見に焦点を当てると述べた。

アル・マラール氏は、「現在、エネルギーミックスはガス資源に大

きく依存しているが、我々はソーラーの利用を大幅に拡大させてお

り、我々の目標はソーラーミックスに重点を置いている。我々はエ

ネルギー源のその他の代替源に焦点を合わせている」と述べた。

アブダビは現在、よりクリーンなエネルギーを生むべく、世界最大

のソーラー発電所をスウェイハンで建設しており、コストの総額は

8.7億ドルと推計される。アブダビは2020年までに再生可能エネル

ギーの比率を7%とする目標を設定している。

エネルギー省は今年初め、アブダビ水電力庁（ADWEA）と規制統

括庁の機能を移行するかたちで創設された。

URL https://gulfnews com/business/sectors/energy/department-of-energy-to-
focus-expanding-solar-in-energy-mix-1 2219086

2018-5-13

中国のShanghai ElectricはスペインのAbengoaに700MWのドバイ

のシェイク・ムハンマド・ビン・ラシド・ソーラー・パークの第4

フェーズの太陽熱発電（CSP）技術とサブコントラクターとしての

サービスを提供するよう指名した。

Abengoaにより直接実施される作業の価値は約6.5億ドルであると

スペインの企業は声明を通じて発表した。Abengoaは200MWの

CSP発電所で3基の放物トラフの技術を提供する。CSPプロジェクト

は100MWのCSPタワーを含む。

CSPプロジェクトの開発業者のリーダーはAcwa Powerである。開

発業者は昨年9月に38億ドルのCSPプラントの開発をドバイ水電力

庁（Dewa）により指名された。平均の電力料の7.3セント/kWhは

世界で太陽熱発電（CSP）の電力費用としては最小である。Acwa

Powerは4月にShanghai Electricと主要なEPC契約に調印した。

プロジェクトは段階的に竣工される予定で、2020年の第4四半期に

開始される。

700MWのプラントはソーラーパークで最初のCSPプロジェクトで、

Dewaはソーラーパークにおいて2030年までにCSPソーラーの能力

を1GWとする目標を設定している。ソーラーパークの計画は、合計

能力が5GWで、ドバイの2030年までに全体の25%の発電能力を再

生エネとする目標に大きく貢献する。

URL https://www meed com/spanish-firm-appointed-dubai-csp-solar-project/

UAE

5 UAE Gulf News

6

エネルギー省はエネルギーミック

スでソーラーに焦点を当てる

スペインの企業がドバイの太陽熱

発電事業の発注を受けた
MEED

Arab News

ドバイは800MWの第3フェーズ

のソーラーパークの第一段階を完

了

UAE4
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UAE 2018-5-20

UAEのオフグリッド（送電網非連系）の創業会社Pawameは200万

ドルを確保した2カ月後、スウェーデンのフィンテック企業のTrine

から50万ドル以上の借入を行った。

小規模金融ベースでアフリカのサブサハラ地区でオフグリッドの家

庭に購入可能なソーラーキットを供給し、社会的企業は大陸を横断

してその成長を加速させ、装備と在庫の支払いのため、54.3万ドル

のクラウドファンドを利用する計画である。

Pawameは、アブダビを本拠地とするベンチャー企業で、企業名は

「自分にパワーを（パワーミー）」と発音し、2015年にアフリカで

は7憶人以上が電力の無い生活を送っているとアレーグ氏が悟った時

に創業した。

それから同社はケニヤでソーラー発電により4千世帯以上を送電網に

連系し、2万人を支援し、200万ドルを主にGCCの投資家から伝統的

な資金調達により確保した。最大の株主は中東の最大の電力会社の

一つの上級幹部などで、個人的な投資を行っているAcwa Powerの

パディ・パドマナサンCEO等が含まれる。

URL https://www thenational ae/business/energy/uae-solar-start-up-secures-
500-000-in-debt-finance-via-crowdfunding-campaign-1 732065

2018-5-2

Oman Power and Water Procurement Co (OPWP)はイブリでの

オマーン初の大規模な500MWのソーラー発電の独立型発電プロ

ジェクト（IPP）について12社の国際企業とコンソーシアムを有資

格とした。

OPWPは2月に28社からの関心を集めたイブリでのソーラーIPPの開

発についての資格申請へ申し込んだなかから12社を有資格としたと

発表した。

電力発電でクリーンエネルギーの使用を通じて燃料源を分散化する

というオマーンのビジョンに沿って、OPWPは2017年12月にオ

マーンでの大規模なソーラーIPPを開始することを発表した。同社は

推定費用が5億ドルに上ると発表した。

URL http://www muscatdaily com/Archive/Business/OPWP-shortlists-12-bidders-
for-500MW-solar-independent-power-project-58sa

2018-5-13

Petroleum Development Oman（PDO）は南部地域に位置するア

ミンでの100MWの太陽光発電（PV）プラントの応札の期限を延長

した。

開発業者は当初の期限である5月15日から6月24日まで提出の期限

が延長された。

ソーラープラントはPDOの最初の独立型発電事業者（IPP）プロ

ジェクトである。PDOはプロジェクトの単独の発注者で、太陽光発

電所から生産される電力は全て購入する。

契約には電力購入契約（PPA）の終了時期（23年後）まで、発電所

の設計、建設、財務、操業、修繕を担当することが含まれる。

国営電力のOman Power & Water Co.（OPWP）もそのエネルギー

源を分散化すべくオマーンの計画の一部として大規模なソーラーエ

ネルギーの開発を行う計画を進めている。

2月には、OPWPは計画しているイブリでの太陽光発電のIPPについ

て事前資格審査を通じて28グループを有資格とした。イブリはマス

カットから内陸に向けて約300kmのところに位置する。発電所の規

模は500MWである。4月には、来る入札で、12社が有資格とされ

た。

提案されたIPPはオマーンでの計画された再生エネプロジェクトとし

ては2番目にあたる。UAEのMasdarがオマーン南部で地場のRural

Areas Electricity Co.（Raeco）と提携して50MWの風力発電所を

開発している。

URL https://www meed com/exclusive-oman-extends-bid-deadline-solar-project/

ソーラープロジェクトの応札期限

を延長

8 オマーン

9 オマーン MEED

500MWのソーラー発電事業に12

社を事前資格審査で選定
Muscat Daily

UAEのソーラー発電事業の起業で

クラウドファンディングにより

50万ドルを確保

The National7
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2018-5-13

オマーン石油開発会社（PDO）は、南部Aminにおける100MWの太

陽光発電プロジェクト入札に関し、締め切りを延期した。当初締め

切りの5/15から6/24まで締め切りは後ろ倒しとなった。

本プラントはPDO初のIPPプロジェクトで、発電量全量をPDOが購

入する。

URL https://www meed com/exclusive-oman-extends-bid-deadline-solar-project/

2018-5-20

オマーン電気規制庁は、サヒム2における屋根式太陽光発電プログラ

ムに関するリスク・マネジメント・システム導入について、関心表

明を企業に依頼した。

提出期限は6/6（水）で、落札者は20年以上、購買、資金、設置、

試運転、運転、メンテナンスに関して責任を持つ。

URL https://www meed com/oman-invites-interest-second-phase-rooftop-solar-
programme/

2018-5-6

クウェートのバヒート・ラシーディー石油相兼電力水相は5月6日、

再生可能エネルギー技術を利用する計画であると確認した。そうし

たサービスの利用により、2030年までに最大7.5億ドルのコスト削

減が可能となると、ラシーディーはクウェートにおける第4回再生可

能エネルギー・エネルギー効率化フォーラムで語った。ラシー

ディーはまた、2030年までに全発電量に占める再生可能エネルギー

の割合を15％にするという首長が掲げた目標達成のために努力する

とも指摘した。

URL https://www kuna net kw/ArticleDetails aspx?id=2724782&Language=en

2018-5-13

カタルの太陽光エネルギー利用は着実に進捗している。年間平均日

照時間が9.5時間/日、低空に雲ができ、用地には困らないカタル

は、中小のみならず、大型太陽光発電パネルの設置場所としてふさ

わしい。カタルの水平面での放射照度は、1m2当たり年間

2,140kWhで、太陽光発電装置には好都合である。

URL https://www ecomena org/solar-energy-in-qatar/

2018-5-17

バハレーン電力水利庁（EWA）は100MW級の太陽光発電プラント

開発のための入札を計画している。EWAは現在、4月に提出された

プロポーザルを検討している。この計画は、2025年までに電源構成

の5%（250MW）を再生可能エネルギーにする計画の一環。太陽光

発電プラントはバハレーン南部に建設を予定。

URL https://www.meed.com/bahrain-prepares-tender-100mw-solar-project/

MEED

MEED

ECOMENA

MEED屋根式太陽光発電の第2フェーズ

クウェートは再生可能エネル

ギー・サービスの利用を計画する
KUNA

100MW太陽光プロジェクトの入

札を準備

カタルの太陽光エネルギー

12 クウェート

11 オマーン

オマーン

13 カタル

14

10

バハレーン

太陽光発電の入札締め切り延期

 

 

1.2.2 主要な出来事 

①サウジアラビア 

サウジの野心的な国家再生エネプログラム(NREP)の下での2番目の入札プロジェクトで

ある、400MWのドゥーマット・アル・ジャンダルでの風力発電所で競合する応札者はいつ

入札が開始されるか、依然その情報を待っている。 

エネルギー省の再生可能エネルギープロジェクト開発室(Repdo)はその風力プロジェク

トの入札の参加に必要な資格を25社に与えた。Repdoは4月17日に4件の応札者からの提案

を受取った。インターネットを通じて公開入札が実施される予定であったが、延期された。 
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4件の入札は公開までは内容が秘匿される予定である。4つのグループとは、サウジのAcwa 

Power、フランスのEDF Energies Nouvelles、イタリアのEnel Green Power、フランスの

Engieである。 

この風力とサカカでのソーラー発電の二つのプロジェクトはサウジが2023年までに

9.5GWの再生エネを開発するクリーンエネルギープロジェクトの計画の一部である。2018

年1月に、Repdoのツルキ・アル・シェフリ室長は、2018年末までに4GWの再生エネ・プロ

ジェクトの入札を行うことを計画していると発表した。 

4GWのうち、太陽光発電(PV)が3.2GWで、800MWが風力発電である。Repdo室長による

と、サウジ政府は4GWの第2ラウンドのプロジェクトの約4分の1を2018年末までに発注す

ることを計画している。 

 

②UAE 

ドバイのムハンマド・ビン・ラシド・アル・マクトゥーム・ソーラー・パークの第3フェ

ーズ(800MW)の第一段階200MWが4月30日、発電を開始した。場所はドバイのアル・クド

ラ近郊で、単一サイトとしては世界最大のソーラー・パークである。ソーラー・パークの

規模により、ドバイ水電力庁(Dewa)はその建設を4つのフェーズに分けられた。第1と第2

フェーズはそれぞれ13MWと200MWの発電能力を持ち、既にクリーンな電力の生産を開始

している。第3フェーズは3つの段階に分けられ、最初のステージは4月30日に竣工になった

が、第2と第3のステージはそれぞれ300MWの能力を持ち、2019年と2020年に完成予定で

ある。MasdarとEDF Groupから成るコンソーシアムにより開発が進められている。 

アブダビのエネルギー局のアウェイドハ・ムルシェド・アル・マラール局長は5月9日、

新しく創設された省はアブダビの利益に沿うよう、ソーラーやその他のエネルギー源を含

む、適切なエネルギーミックスの発見に焦点を当てると述べた。エネルギー局は今年初め、

アブダビ水電力庁(ADWEA)と規制統括庁の機能を移行するかたちで創設された。アル・マ

ラール氏は、「現在、エネルギーミックスはガス資源に大きく依存しているが、我々はソー

ラーの利用を大幅に拡大させており、我々の目標はソーラーミックスに重点を置いている。
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我々はエネルギー源のその他の代替源に焦点を合わせている」と述べた。 

アブダビは現在、よりクリーンなエネルギーを生むべく、世界最大のソーラー発電所を

スウェイハンで建設しており、コストの総額は8.7億ドルと推計される。アブダビは2020年

までに再生可能エネルギーの比率を7%とする目標を設定している。 

 

③ オマーン 

Petroleum Development Oman(PDO)は南部地域に位置するアミンでの100MWの太陽

光発電(PV)プラントの応札の期限を延長した。開発業者は当初の期限である5月15日から6

月24日まで提出の期限が延長された。ソーラープラントはPDOの最初の独立型発電事業者

(IPP)プロジェクトである。PDOはプロジェクトの単独の発注者で、太陽光発電所から生産

される電力を全て購入する。契約には電力購入契約(PPA)の終了時期(23年後)まで、発電所

の設計、建設、財務、操業、修繕を担当することが含まれる。 

国営電力のOman Power & Water Co.(OPWP)もそのエネルギー源を分散化すべくオマ

ーンの計画の一部として大規模なソーラーエネルギーの開発を行う計画を進めている。2月

には、OPWPは計画しているイブリでの太陽光発電のIPPについて事前資格審査を通じて28

グループを有資格とした。イブリはマスカットから内陸に向けて約300kmのところに位置

する。発電所の規模は500MWである。4月には、きたる入札で、12社が有資格とされた。 

提案されたIPPはオマーンでの計画された再生可能エネルギープロジェクトとしては2番

目にあたる。UAEのMasdarがオマーン南部で地場のRural Areas Electricity Co.(Raeco)と

提携して50MWの風力発電所を開発している。 

 

1.2.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

中東では、再生可能エネルギープロジェクトが、若干遅れつつも、順調に進められてい

る。 

 サウジアラビアでは、第1ラウンドの400MWの風力プロジェクトについて、資格審査が

終わり、入札開始が待たれている。 
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 UAE(ドバイ)では、Mohammed bin Rashid Al Maktoumソーラー・パークの第3フェー

ズ(800MW)の3段階のうち第1段階200MWが4月30日、発電を開始した。 

 オマーンでは、500MWのIbri IIソーラーIPPについて、事前審査で12の申請者を有資格

とした。Oman Power and Water Procurement Co (OPWP) は2017年12月に、事業用規模

の最初の太陽光プロジェクトを発表していた。OPWPは現在、提案要請の完成を目指して

作業を行っており、また、プロジェクト入札の結果は2018年第4四半期に発表される予定で

ある。 

 

1.2.4 シナリオ分析・評価への影響 

UAEでは、単一サイトとして世界最大のソーラー・パークであるムハンマド・ビン・ラ

シド・アル・マクトゥーム・ソーラー・パークの第3フェーズの第一段階200MWが発電を

開始した。ガス資源に大きく依存するエネルギーミックスから脱却すべく、2020年までの

総発電能力に占めるクリーンエネルギー比率目標を7%に掲げ、再生可能エネルギーの導入、

中でも太陽光発電導入に向けた取り組みが活発に行われ、今後の動向が注目される。 
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第2章 定期報告書 2018年6月分 

2.1 アジア 

2.1.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2018-5-19

全国生態環境保護大会が18、19日の両日、北京で開催され、習近平

国家主席が重要演説を行った。習氏は、改革解放の40年間で積み上

げた基礎を利用し、生態環境保護の解決を以前にも増して力強く推

し進め、汚染対策に向け全力で戦い抜き、中国生態文明の建設を新

たな段階へ推し進めなければならない、と語った。

URL http://jp.xinhuanet.com/2018-05/19/c 137191549.htm

2018-5-22

国家能源局は｢2017年、全国再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ発展モニタリング評価

報告」を発表した。これによると、2017年の再生可能ｴﾈ設備量は

6.5億kWで、全発電設備量の36.6％を占め、うち水力発電設備量

（揚水を含む）は3.41億kW、風力1.64億kW、太陽光1.3億kW、

ﾊﾞｲｵﾏｽ1476万kWであった。また2017年の再生可能ｴﾈ発電電力量は

1兆6979億kWhで、全発電電力量の26.5％で、そのうち水力発電電

力量は1兆1945億kWhで全発電量の18.6％、風力は3057億kWh、

4.8％、太陽光1182億kWh、1.8％、ﾊﾞｲｵﾏｽ795億kWh、1.2％で

あった。また再生可能ｴﾈによる消費電力量は、1兆6686億kWhで、

前年比10.8％の増、全電力消費量の26.5％で、前年比1.1％の増と

なった。

URL http://zfxxgk.nea.gov.cn/auto87/201805/t20180522 3179.htm

2018-5-24

中国電力規画設計総院の「中国電力発展報告2017」によると、中国

の非化石ｴﾈﾙｷﾞｰ比率は2015年の12.1％が2017年には13.8％に拡大

し、今後3年の全国のｴﾈﾙｷﾞｰ消費に占める比率は拡大傾向を続ける見

通しだが、原子力発電は開発の遅れが生じており、非化石エネ比率

に0.2％程度の影響を与える見通し。電力発展13次5ヵ年計画では、

2020年のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量に占める非化石ｴﾈﾙｷﾞｰ比率を15％にする目

標が発表されているが、この達成に向けて、水力は送電上の問題、

原子力は建設の遅れが課題となっている。

2017年末の原子力3582万kWだが、2017年は僅か２基、２１８

万kWの運開に留まった。水力も四川、雲南省の棄水量は各々139億

kWhと290億kWhに達した。13･5計画の達成のためには、送電網の

整備を進め、遠隔地送電を拡大することが必要。

URL https://www china5e com/news/news-1029824-1 html

2018-5-28

5月21日に北京で開催された、「水力と未来ｴﾈﾙｷﾞｰﾌｫｰﾗﾑ」におい

て、中国水力発電工程学会の張理事長は、「中国の未来の電力需要

は10兆kWhに達し、そのうち水力は2.5兆kWh、全需要の１／４を

賄う」との予測を発表した。2017年末の中国の水力発電設備量は

3.4億kWで、全世界の水力発電設備の30％を占め、年間発電電力量

は1.2兆kWhで、中国のｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰによる発電電力量の70％をし

め、且つ2017年の全発電電力量の19％を占めた。

世界の発電設備のうち水力発電は１/5で、先進国の包蔵水力に占め

る既開発量はｽｲｽの92％を筆頭に、先進国は70～80％に達するが、

中国は39％に留まり、先進国とは大きな差が存在する。中国の現在

の水力の開発程度は低いが、包蔵水力は6.6億kW、年間発電電力量

は３兆kWhで、その資源の80％は西部地区に存在する。

URL https://www.china5e.com/news/news-1030016-1.html

2 中国

2017年、中国の再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ

による発電電力量は、全発電電力

量の26.5％

国家能源局ﾎｰﾑ

ﾍﾟｰｼﾞ

出所

1 中国

習近平主席、全国環境保護大会で

重要演説、生態環境問題の解決を

推進と強調

新華社

3 中国

原子力と水力による電力量は計画

値に届かず－中国電力発展報告

2017

中国能源網

4 中国
中国の未来の電力需要10兆kWh

のうち、１／４を水力が賄う
中国能源網
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2018-5-29

中国の国有石油大手3社は、天然ｶﾞｽ供給を積極的に拡大していく方

針を表明した。国が進める環境対策で天然ｶﾞｽ需要は拡大しており、

安定供給を維持するためのインフラ投資を強化する。3社がそれぞれ

天然ｶﾞｽ重視の姿勢を鮮明にした背景には、今月18，19日に北京で

開催された「全国生態環境保護大会」での習近平国家主席の指示が

ある。習主席は汚染問題の解決にはエネルギー構造の調整が重要と

の認識を強調していた。

URL https://www.nna.jp/news/show/1768150

2018-5-29

世界ｿｰﾗｰ協議会（GSC)の理事会主席の朱氏によると、2012年に最

高１元/kWhに達していた太陽光発電コストは、2017年には0.6元

/kWhにまで下落、毎年平均0.08元/kWhの下落が進んでいると述べ

た。朱氏によると、太陽光発電はｴﾈﾙｷﾞｰ変換効率の向上やスマート

管理などにより、コストの下落が加速しており、今年4月に内ﾓﾝｺﾞﾙ

のﾀﾞﾗﾄ旗の太陽光電力は0.32元/kWhで、同自治区西部の石炭火力

の標準卸売電力料金の0.2829元/kWhを僅か0.04元上回る抱けだっ

た。同氏は2020年以降は一部の太陽光電力のコストは石炭火力を下

回ると予想している。

URL https://www.nna.jp/news/show/1768160

2018-6-4

中国国家発展改革委員会、財政省、国家能源局は5月31日、「2018

年太陽光発電に関する通知」を発表。今年はﾒｶﾞｿｰﾗｰなど大型太陽光

発電施設を建設せず、政府補助を利用する大型太陽光発電所の新設

を厳しく管理する方針を示した。ただし、電力消費地近くで開発す

る小規模分散型施設については、1000万kW前後の開発を支持する

と表明、貧困地区での太陽光発電事業も後押しするとした。設備の

新設の制限のほか、買取価格を0.05元/kWh引き下げ、また補助金

も0.05元引き下げて、0.32元/kWhとするとした。中国の太陽光発

電は新設規模で5年連続、設備の総量は3年連続で世界一となってい

る。2017年の発電容量は1億3千万kWを超える規模となった。一方

で、消費されない発電能力が無駄になっていることや、補助金支給

額が拡大し、財源を圧迫するといった問題が表面化。中国政府は規

模の拡大から質の向上に方針を転換。発電コストの引下げを進めて

競争力を高めるとともに、補助金に頼らない産業構造の構築を目指

すとしている。

URL http://www.nea.gov.cn/2018-06/01/c 137223460.htm
https://www.nna.jp/news/show/1770643

2018-6-12

中国生態環境省は11日、「青空を守る戦い」と名づけた大気汚染対

策の一環として、北京･天津、河北省などを対象に重点査察を開始し

た。来年4月までの10ヶ月余りに延べ1万8000人の査察官を動員す

る。重点査察の対象エリアは、北京･天津、及び河北省、山西省、山

東省の主要都市28都市に加え、陝西、河南、及び上海周辺の長江ﾃﾞ

ﾙﾀ地域も含まれる。生態環境省は、大気質は改善傾向にあるが、一

部地域では依然として汚染が深刻で、汚染状況が悪化している地域

もあることから、長江ﾃﾞﾙﾀ地域も含めて、重点地域の大気質の改善

のため、今回の重点査察を実施すると説明した。

査察では地方政府に汚染対策の徹底を求めるとともに、違法行為の

取り締まりの強化を指導。石炭からｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰへの転換や企業によ

る環境問題も重要なテーマとなる。

URL https://www.china5e.com/news/news-1031263-1.html
https://www.nna.jp/news/show/1774240

NNA ASIA

中国、太陽光発電コスト下落、昨

年は0.6元/kWｈ
NNA ASIA

5

6

中国

中国

中国、天然ｶﾞｽ供給を拡大へ、石

油大手3社

7 中国

中国、太陽光発電、今年は引き締

め、大型施設を制限、買取価格を

引下げ

国家能源局ﾎｰﾑ

ﾍﾟｰｼﾞ/NNA

ASIA

中国
北京･天津などで、来年4月まで大

気汚染査察に1.8万人を動員

中国能源網

NNA ASIA
8
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2018-6-14

中国政府は大気汚染解消に向け、青空防衛戦3ヵ年計画を策定してい

る。2013年に政府は「大気汚染防止行動計画」即ち、「大気十条」

を公布、2017年には全国の大気汚染の改善を実現した。しかし大気

汚染は楽観できる状況になく、河北、天津、河南、山西、山東の5地

域では優良な天気は全体の6割に届かず、陝西省では大気汚染は悪化

している。この状況を受けて、国務院は13日、北京、天津、河北

省、長江ﾃﾞﾙﾀ地域などの主要地域で、鉄鋼、石炭、アルミ等の新規

生産を禁止し、鉄道輸送比率を高める対策を発表した。国務院は重

点地域での石炭消費量の削減を継続し、基準に満たない石炭火力や

小規模ボイラーの廃止と、汚染物の廃棄事業者に対する排出許可制

度を設け、違反する事業者に対し法的措置を取ることを求めてい

る。

URL https://jp.reuters.com/article/china-pollution-output-idJPKBN1JA1A4
http://www.gov.cn/zhengce/2018-06/13/content 5298560.htm

2018-6-14

中国国家能源局は、太陽光や風力発電等の再生可能ｴﾈに対して支給

する政府補助金について、財源が1200億元（約2兆7000億円）以上

不足していることを明らかにした。特に太陽光向けの補助金不足が

深刻で、能源局は先ごろ公布した太陽光引き締め策の推進に向け、

業界に理解を求めている。能限局によると、昨年から電力消費地近

傍での分散型太陽光がハイペースで増加しており、分散型が1000万

kW新設されれば補助金は年40億元ほど増えるため、買取価格の引

下げ等何らかの形で市場を調整する必要がある、としている。

URL https://www.nna.jp/news/show/1775358

2018-5-30

政府は石炭火力発電所の環境対策にかかる費用について、発電原価

へ転嫁することを承認した。環境省が2015年12月に定めた環境基

準に合致するものが対象になる。

URL
https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/allow-
power-tariff-hike-to-pass-through-environment-norms-cost-
govt/articleshow/64391066.cms

 2018/6/5

RK Singh電力再エネ大臣は、同国が2022年の再生可能エネルギー

目標を達成できると述べた。2022年3月までに227GWを達成でき

るとした。同国は、floating solar, manufacturing-linked solar

（大型ルーフトップ）、洋上風力の新しい制度を導入の後、175GW

の再生可能エネルギー発電容量目標を超過するであろうとしてい

る。同国は、floating solar, manufacturing-linked solar（大型

ルーフトップ）、洋上風力の新しい制度により、2022年の175GW

の容量目標を超過するという。

URL
https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/india-
will-add-225-gw-renewable-energy-project-capacity-by-2022-r-k-
singh/articleshow/64461995.cms

2018-6-5

インドの2022年3月までの再エネ導入目標が、当初の175GWから

227GWへと拡大する見通し。これは水上太陽光発電や洋上風力など

新しい計画を織り込んだもので、追加する52GWについて500億ド

ルの投資が必要になると見込んでいる。

URL
https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/india-
will-add-225-gw-renewable-energy-project-capacity-by-2022-r-k-
singh/articleshow/64461995.cms

インド
エコノミック

タイムス

175GWの導入目標を超えて、

227GWの再エネ導入も可能と

Singh大臣が発言

12

13 インド
2022年の再エネターゲット、

227GWへ拡大

The Economic

Times of India

11 インド
環境対策費用の発電原価への転嫁

を容認へ

The Economic

Times of India

9 中国

大気汚染対策で、北京などで鉄

鋼、石炭やアルミなどの新規生産

を禁止

国務院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

NNA ASIA

10 中国
中国、再生可能ｴﾈ発電の補助金、

不足額1200億元
NNA ASIA
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2018-6-7

インドのシン新・再エネ相は5日、農家による太陽光発電の利用促進

を目的とした新政策「農村部電力保障＆向上促進計画」を7月に始動

すると発表した。事業費は約2兆3,000億円。太陽光を電源とするポ

ンプや太陽光発電所などを整備する。

URL https://www.nna.jp/news/show/1772513

2018-6-8

中国政府の政策変更の影響を受け、インドの太陽発電施設の建設が

遅延する可能性が出てきた。中国政府はこのほど、2018年の自国の

太陽光発電に対する支援策を縮小することを発表。このため、世界

的に太陽光パネルの供給と価格低下がこれまでのように続くか不透

明感が広がっている。インドでは太陽光パネルの一部を輸入に頼っ

ていることから、プロジェクトを延期する可能性が指摘されてい

る。

URL https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-07/china-s-new-
solar-policy-may-delay-india-s-plan-to-make-panels

2018-5-25

インドネシア政府は来年、軽油にバイオディーゼルを25％混合した

「B25」を導入する計画だ。2016年1月以降、バイオディーゼル混

合比率20％の「B20」が導入されている。軽油の輸入量を削減でき

るため、歳出が年間10億米ドル（約1,100億円）抑えられる見込

み。混合比率の引き上げにより、炭素排出量も抑制できる。ジョナ

ン・エネルギー・鉱物資源相は「現在は関連規制などについて準備

を進めている。将来は混合比率を30％に引き上げる」と述べた。

URL https://global.factiva.com/ha/default.aspx?mod=SavedSearch SelectSea
rch#./!?& suid=152929976186305543401851757908

2018-5-23

フィリピンのエネルギー統制委員会（ERC）は、再生可能エネル

ギーの固定料金買取制度（FIT）で、送電事業者がコストを電気料金

に上乗せする加算額（FIT—ALL）の引き上げを承認したと明らかに

した。FITが適用された再生エネ事業者に支払う資金の不足を補うの

が狙い。地元紙マニラブレティンなどが伝えた。送電事業者ナショ

ナル・トランスミッション（トランスコ）が徴収するFIT—ALLを、

6月から現行の1キロワット時（kWh）当たり0.1830ペソ（約0.39

円）から、0.2563ペソに引き上げる。徴収した料金は、再生エネ事

業者への支払いなどに充てる。

URL https://global.factiva.com/ha/default.aspx?mod=SavedSearch SelectSea
rch#./!?& suid=152929968664605662707660884756

2018-6-11

ベトナムのグエン・スアン・フック首相は、再生可能エネルギーに

よる発電量を2030年までに３倍以上に増やし、家庭用太陽エネル

ギー使用割合を６倍にする計画を示した。ロイター通信社が伝え

た。 ベトナム国営通信電子版によると、首相は、パリ協定の公約の

実現に向けた「再生可能エネルギー開発戦略」について、50年まで

を視野に入れて実施していると述べ、すべての社会的資源を投入し

ていく意向を示している。30年までに国際社会の協力のもと温室効

果ガス（ＧＨＧ）削減率25％を目標に掲げている。

URL https://www.ecologyexpress.jp/content/asia/CHI-2018061124002.html

14 インド
農村部の太陽光活用に向け、新政

策を発表
NNA ASIA

16 インドネシア
バイオ燃料の混合比率、25％に

引き上げへ

NNA - インドネ

シア版

15 インド
中国の新しい太陽光発電政策、イ

ンドのパネル生産に影響の恐れ
Bloomberg

17 フィリピン
再生エネの電気料金加算額、6月

に引き上げ

NNA - フィリピ

ン版

18 ベトナム
再エネ発電量を2030年までに3倍

以上に拡大へ
NNA-アジア版
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2.1.2 主要な出来事 

①中国 

2017年の大気汚染は政府の強力な対策によって改善が見られたが、今年3月から4月にか

けては好調な経済成長と電力需要の大幅な伸びによる石炭消費の拡大等を反映して、一部

地域で悪化の兆しが見られた。この状況下、全国生態環境保護大会が5月18、19日の両日、

北京で開催され、習近平国家主席は生態環境の保護と環境汚染の解消に向け、今後も全力

で戦い抜き、優良な生態環境の建設を推し進めなければならないとの決意を示した。 

生態環境省は6月11日、「青空を守る戦い」の一環として、北京･天津･上海等の主要都市

を対象とした環境査察を開始し、来年4月までの10ヵ月余りの間に述べ1万8,000人の査察官

を動員すると発表した。今後、重点地域の大気質改善に向けて、地方政府への指導を含め

て強力に取り組んでいく。 

また国務院は6月13日、北京、天津、河北省、長江デルタ地域などの主要地域で、鉄鋼、

石炭、アルミ等の新規生産を禁止する対策を発表した。石炭消費の削減を継続し、鉄道輸

送の拡大等により、環境対策を強化する。 

 中国の非化石エネルギー比率は2015年の12.1%から2017年には13.8%に拡大しており、

今後もエネルギー消費に占める非化石エネルギー比率は拡大傾向を続けると予想されてい

る。電力規格設計総院の「中国電力発展報告2017」は、原子力発電の開発の遅れと、水力

発電の送電問題から原子力と水力の電力量は政府計画値に届いていないと指摘しており、

第13次5ヵ年計画で示した非化石エネルギー比率15%の達成のためには、今後、原子力の開

発促進と水力発電の遠隔地送電問題の解消が大きな課題となる。 

 拡大を続けてきた中国の太陽光発電に対し、中国政府は「2018年太陽光発電に関する通

知」を発表、2018年のメガソーラーの新規開発を認めず、再生可能エネ補助金と再生可能

エネ電気料金の引下げを通知した。再エネの政府補助金の不足が1,200億元(約2.7兆円)に達

することが明らかとなり、補助金の財源不足と送電問題の解消のため、新規開発量の調整

が必要となったもの。 
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②インド 

インドの2022年3月までの再エネ導入目標が、当初の175GWから227GWへと拡大する見

通し。これは水上太陽光発電や洋上風力など新しい計画を織り込んだもので、追加する

52GWについて500億ドルの新たな投資が必要になると見込んでいる。 

一方、中国政府の政策変更の影響を受け、インドの太陽発電施設の建設が遅延する可能

性が出てきた。中国政府はこのほど自国の太陽光発電に対する支援策の縮小を発表(①中国

で既述)。このため、太陽光パネルの安定供給と価格低下がこれまでのように続くか不透明

感が広がっているもので、太陽光パネルの一部を輸入に頼っているインドでは、太陽光プ

ロジェクトを延期する可能性が指摘されている。 

 

③ASEAN 

インドネシア政府は2019年、軽油にバイオディーゼルを25%混合した「B25」を導入す

る計画。軽油の輸入量を削減できるため、歳出が年間10億米ドル(約1,100億円)抑えられる

見込み。混合比率の引き上げにより、炭素排出量も抑制できる。 

フィリピンのエネルギー統制委員会(ERC)は、再生可能エネルギーの固定料金買取制度

(FIT)で、送電事業者がコストを電気料金に上乗せする加算額(FIT—ALL)の引き上げを承認

した。FITが適用された再生エネ事業者に支払う資金の不足を補うのが狙い。徴収した料金

は、再生エネ事業者への支払いなどに充てる。 

ベトナムは、再生可能エネルギーによる発電量を2030年までに3倍以上に増やし、家庭用

太陽光エネルギー使用割合を6倍にする計画。ベトナム国営通信電子版によると、フック首

相はパリ協定の公約の実現に向けた「再生可能エネルギー開発戦略」について、50年まで

を視野に入れて実施していると述べ、すべての社会的資源を投入していく意向を示した。 

 

2.1.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

①中国 

今月の中国温暖化政策の動きとしては、中国政府の高官が、森林や再生可能エネルギー
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プロジェクトに資金を提供する手段として、国家ETSにオフセット(CCER)を取り入れるこ

とを希望していると発言したことがある。国家ETSの開発を担当する中国の気候変動オフ

ィス(CCO)の李高責任者氏は、北京で開催された会議で、できるだけ早く国家ETSにカーボ

ンクレジットを取り入れることを望んでいると述べた。中国政府は再エネプロジェクトへ

の補助金を引き下げたため、中国の風力や太陽光発電業界が困難な時期に直面しているが、

李氏は、カーボンオフセットが貴重な収益源となる可能性があると述べた。 

一方、全国ETSの実質的2年の遅れにより、大多数の企業が新採用を凍結し、一部のスタ

ッフが雇用を維持するために給料削減を余儀なくされたなど、新興の炭素市場産業が脅か

されていると調査でわかった。中国が2017年に世界最大の炭素取引市場になることを期待

して、過去3、4年の間に中小の企業が急成長を遂げている。しかし、昨年年末に全国ETS

が実質的2年遅れて開始するという発表が行われた。そのため(同調査で回答を得た195件の

うち)60%以上の炭素関連企業が過去12ヶ月間に新規雇用やその需要がほとんどなかった。 

 

② インド 

 RK Singh電力再エネ大臣は、同国が2022年の再生可能エネルギー目標である175GWを

超過達成できると述べた。2022年3月までに227GWの見通しを示した (“will achieve 

175GW renewable target well before 2022”) 。 同 国 は 、 floating solar, 

manufacturing-linked solar(大型ルーフトップ)、洋上風力の新しい制度により、2022年の

175GWの容量目標を超過するという。 

インドのNDCには非化石電源の容量比率を40%にすることが含まれており、その付属説

明書には175GWの再エネ目標が記載されている。3月現在の公式統計で、69GWを導入済み

であり、ここ数ヶ月の間に、大型ルーフトップについての実績を伸ばしている。エネルギ

ー研究所のTERIのアナリストは信じがたいとコメントしている。 
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図 2-1 2022年までの再エネ目標(GW) 

 

出典：エコノミックタイムス 

https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/india-will-add-225-gw-renewable-energy

-project-capacity-by-2022-r-k-singh/articleshow/64461995.cms 

 

③ASEAN 

(ベトナム) 

国営ベトナム電力グループ(EVN)によると、2018年1〜4月の電力消費量は前年同期比で

11.08%増加し、前年同期の9.2%から加速した。年10%の電力需要の伸びに対応するには、

毎年3,000〜4,000MWの追加が必要であるが、EVNの今年の稼働予定は760MW、来年の追

加予定は700MWに過ぎない。 

政府は、商工省から提出される太陽光発電事業の認可リストをもとに、第7次電力開発マ

スタープランへの追加を検討し、首相に提出することとなった。グエン・スアン・フック

首相は、再生可能エネルギーを利用した発電量を2015年の580億kWhから2030年に1,860

億kWhへ拡大する目標を示した。 

政府は、首相決定24号(24/2018/QD-TTg)を公布し、コンパクト蛍光灯、蛍光灯、家庭用

洗濯機などについて、2008〜2010年のエネルギー消費基準を満たさない製品は施行日の7
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月10日から、2013〜2015年の基準を満たさない製品は2020年7月10日から、輸入、生産、

販売が禁止される。また、時代遅れの技術を使用した石炭・ガス火力発電設備は、施行日

の7月1日以降、建設を許可しないこととなった。 

 

(タイ) 

政府は6月5日の定例閣議で、電力会社ガルフ・エネルギー・デベロップメント(GULF)

東部地域で建設する5,000MWの発電所の稼働に対応するため、タイ発電公社(EGAT)による

同地域での送配電網整備事業を承認した。 

シリ・エネルギー相は、2036年までにタイの総出力に占める再生可能エネルギー発電の

比率を現在の10%から30%に引き上げる目標の達成につなげるため、4年以上前に一時凍結

した民間所有のビルと住宅の屋根置き型の太陽光発電プログラムを再開することにし、電

力は、政府の電力当局または企業が買い取る計画を明らかにした。買取価格は、最高で2.44

バーツ/kWhとなる見通し。 

財務省間接税局は、原油高を受けて燃料価格が上昇しているため、炭素税の導入の一環

として検討していた軽油など燃料の増税を見送る方針を明らかにした。 

 

(インドネシア) 

国営電力PLN傘下のジオ・ディバ・エネルギーが、2か所に出力6万kWの地熱発電所を計

4基建設することが明らかとなった。 

シーメンスは6月6日、北京で主催した一帯一路の国際会議で、シーメンス・インドネシ

アと中国3社が、電化率の低いカリマンタン島などでの小中規模の天然ガスや石炭の火力発

電所の建設に向けての協力に関する覚書に調印した。 

 

(フィリピン) 

財閥アヤラ・コーポレーションの発電子会社ACエナジー・ホールディングスは、国内外

の発電設備容量を拡大するための資金に充てるため、保有する石炭火力発電所の資産のう
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ち50%を売却に向け、提携先候補と協議していると明らかにした。現在は、ACエナジーが

保有する設備容量の8割に当たる130万kWが石炭火力、残る30万kWが再生可能エネルギー

となっている。また、ACエナジーは5月23日、再生可能エネルギー事業を展開するUPCリ

ニューアブルのオーストラリア法人の株式50%を取得したと発表した。 

 

2.1.4 シナリオ分析・評価への影響 

中国では、2013年に交付された大気汚染防止行動計画により天然ガス需要が拡大してい

る。BP統計によると2017年は前年比15.1%増と大幅に増加し、中国の増加分だけで世界全

体の増加分の約3分の1を占めることが分かった。安定供給を維持するため、天然ガス供給

を積極的に拡大、インフラ投資が強化される方針が示され、これらの着実な動きは将来の

エネルギー需給構造を評価する上で非常に参考になる。また、13次5カ年計画の非化石エネ

ルギー比率の目標達成にむけて、再生可能エネルギーの導入が急速に進められているが、

中国政府は課題に直面している。太陽光発電向けの補助金の不足が深刻なことから、2018

年においては大型太陽光発電所の新設の制限や買取価格の引き下げが行なわれる方針が示

され、今後の太陽光発電導入の減速が予想される。また、原子力発電は建設の遅れ、水力

発電は送電上の問題から、進展が遅れている。これらの課題に対する政府の対応について、

今後の動向が注目される。 

インドについては、水上太陽光発電や洋上風力等の新しい計画を織り込むことで、2022

年までの再生可能エネルギー導入目標が当初の175GWから227GWへ拡大される見通しが

発表された。この具体的な数値目標はシナリオ分析において非常に参考になる。 
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2.2 中東 

2.2.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2018-6-6

サウジの300MWのサカカでの太陽光発電プロジェクトでの応札価

格はサウジのクリーンエネルギーをその電力部門に統合する動きに

とって大きな転換点になっただけでなく、グローバルな再生可能エ

ネルギー革命にとっても同様であった。

リヤドの9.5GWの再生可能エネルギープログラムについて受取った

8つの料金のうち7つはkWhあたり3セント以下で、うち2つはそれま

での太陽光発電プロジェクトの世界記録を打ち破った。応札したな

かで最低価格の1.785セントは2セントの障壁を打ち破った最初の太

陽光発電の料金であった。

URL https://www meed com/meed-subscriptions/industry-downloads/gulf-breaks-
more-solar-records/

2018-6-14

米国のエンジニアリング大手のGEはハイテクの発電装置の最新のシ

リーズをサウジで製造することを検討している。

もし、それが進展するなら、それはサウジ経済ならびに石油産業へ

の依存からの脱却の戦略を大きく後押しすることになる。その動き

はGEが現在拠点としている東部州のダマームでのサウジ市民にとっ

て100人の新規の技術部門の雇用創出になる。

GEの電力サービス部門の社長兼CEOのスコット・ストラジク氏は

Arab Newsに同社がサウジで最新のガスタービンHシリーズを製造

するための能力を有すると述べた。

ストラジク氏は、「どの国もその燃料ミックスを分散化させたいと

考えており、燃料使用の再生可能要素を育成することは責任あるこ

とである。ガス火力発電は、産業が現在進んでいる道である。国に

とってその他のエネルギー源を利用する選択肢を国に与えることは

良いことだ」と述べた。そして、「GEはムハンマド皇太子の米国訪

問時に発表された2000億ドルのソーラー発電イニシアティブに関与

するかもしれない。公的投資ファンドやSoftBankのビジョンファン

ドはサウジをして世界のソーラーエネルギー産業の中心とする野心

的な計画で提携している」と述べた。

URL http://www arabnews com/node/1321771/business-economy

2018-6-18

サウジの公的投資基金（PIF）とソフトバンクはその野心的な2000

億ドルのソーラー事業の下での最初のプロジェクトへの参加につい

てコントラクターとの協議を開始した。

消息筋によると、EPC契約に関し5月にプログラムの最初のフェーズ

の下でのプロジェクトへの参加の可能性について協議した模様。

URL

https://www meed com/exclusive-softbank-talks-contractors-200bn-saudi-
solar-
venture/?utm source=PANTHEON STRIPPED&utm medium=PANTHEON STRI
PPED

3 サウジアラビア

ソフトバンクは2000億ドルの

ソーラー事業について請負業者と

協議

MEED

Arab News
GEはガスタービン発電装置をサ

ウジで製造することを検討

出所

MEED
湾岸はより多くのソーラーの記録

を打ち破る
1 サウジアラビア

サウジアラビア2

 



31 

 

 

2018-5-21

ドバイ水電力庁（Dewa）はムハンマド・ビン・ラシド・ソーラー

パーク（MBR）の第5フェーズについて提案書を提出するようコン

サルタントに求めた。

コンサルタントは独立型電力生産者（IPP）モデルの下で開発予定の

太陽光発電プロジェクトのアドバイスを行う役割について提案書を

提出するに当たり、7月22日が期限となる。

Dewaは最近ソーラーパークの第3フェーズ（800MW）の最初の

200MWの発電所の竣工を行った。200MWのプロジェクトの完成に

より、ドバイでのソーラー発電能力は413MWに達し、総発電能力

の4%を占める。

13MWの最初のフェーズは、ソーラーパークのEPC契約の下で建設

され、2013年10月に送電を開始した。200MWの第2フェーズは

2017年3月に竣工し、IPPモデルの下で開発が進められた。次の

200MWの第3フェーズは、2019年に送電開始予定であり、2020年

に完了する予定である。

MBRの700MWの第4フェーズ（最初の太陽熱発電（CSP）所の設

置）の祝賀式は今年3月に執り行われた。

ドバイは2030年までに総エネルギー供給の25%、2050年までに

75%をクリーンエネルギーで供給する目標を立てている。

URL https://www meed com/breaking-dubai-seeks-consultant-phase-5-solar-
project/

2018-5-27

発電所のオペレーターのNawah Energy Co.によると、アブダビの

244億ドルのバラカ原子力発電所の竣工は2019年末もしくは2020

年の初めまで遅延する。

最初の1.4GWの原子炉は既に最初の運転開始を2018年に遅らせて

いるが、今や最も早くて2019年末までに遅延する見込みだ。

最初の原子炉の建設作業は昨年完了したが、UAEの原子力規制連邦

当局（FANR）による操業許可証を得てから運転開始となる。

MEEDは2017年7月に、原発の開発の中心の韓国電力公社

（KEPCO）が最初の原子炉の原発システムを韓国水力原子力発電

（KHNP）に商業運転のための準備として発電所の試運転と竣工を

移管したと報じた。

バラカ原子力発電所は全て完成すれば5.6GWの発電能力をもつ。最

初の原子炉の建設は2012年に開始した。

URL https://www meed com/uae-nuclear-power-plant-delayed/

2018-6-5

イブリでのソーラー発電事業（IPP）について事前資格審査を通った

グループに提案書を提出するよう求めた。オマーン水電力調達会社

（OPWP）は提案書を10月22日までに提出するよう開発業者に求め

た。事前資格審査に合格したのは12グループである。日本からは、

丸紅、三井物産、住友商事が参加している。

URL https://www meed com/exclusive-oman-invites-bids-500mw-solar-project/

2018-6-6

デュクムでの1.2GWの石炭火力発電事業（IPP）の事前資格審査の

ため、開発業者は6月21日の期限を前に書類を提出している。

MEEDは昨年11月、OPWPが計画中の石炭プロジェクトについて諮

問チームを指名したと報じた。

もしプロジェクトが進展すれば、それはオマーン初の石炭火力発電

所となる。OPWPは以前にも石炭火力発電所をオマーンで建設する

ことを検討した。

URL https://www meed com/exclusive-developers-submit-prequalification-entries-
coal-power-project/

7 オマーン

開発業者は石炭発電所のプロジェ

クトで事前資格審査への参加を表

明

MEED

MEED6 オマーン

ドバイは第5フェーズのプロジェ

クトでコンサルタントに提案書を

要請

MEED

500MWのソーラー発電事業の応

札を求める

MEEDUAEの原子力発電所の運開は遅延

4 UAE

UAE5
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2018-6-13

オマーン地方電気公社（RAECO）は11地方における太陽光発電プロ

グラムに関する関心表明（EOI）の提出を依頼した。発電容量の合

計は42MWと見られ、IPPモデルで行う。関心表明の締め切りは

7/31。

URL https://www meed com/exclusive-oman-invites-interest-solar-programme/

2018-6-14

オマーン発電・水購買公社（OPWP）は既存、新規発電事業者に対

し2022年の発電需要を満たす購入プロセスの予備審査に入った。審

査書類の提出締め切りは8/26で、今までの購入プロセスとは違った

やり方で行う。

URL https://www meed com/oman-invites-prequalification-2022-power-
generation-programme/

2018-6-4

Moroccan Agency for Solar Energy（Masen）は計画中のヌー

ル・ミデルト・ソーラープロジェクトについて開発業者に商業提案

書の提出を求めた。MEEDは1月に、Masenがこのスキームで3つの

グループの応札者に技術的な照会を要請したと報じた。このヌー

ル・ミデルト・プロジェクトは2つのハイブリッドのソーラープラン

トからなり、それぞれ400MWの能力を有する。

消息筋によると、Masenは現在技術的な照会の段階を終え、7月31

日までに商業提案書の提出を応札者に求めている。

URL https://www meed com/exclusive-morocco-invites-commercial-proposals-
solar-project/

2018-5-29

レバノン省エネセンター（LCEC）は水エネルギー省（MEM）に代

わって、蓄電池付きの3つの太陽光発電所の開発についての関心の表

明（EOI）を提出するよう企業に求めた。

3つの太陽光発電所は合計210-300MWの能力を持つ予定である。各

プラントの最低限の能力は70MWで最高は100MWである。太陽光

発電所の規模に関わらず、最低限の蓄電池の能力は70MWとなる予

定である。開発業者はソーラープロジェクトに対するEOIを7月12日

までに提出する。

EOIと事前資格審査を経て、LCECは有資格の開発業者にソーラー蓄

電池のスキームの設計、金融、開発計画の提案書を提出するよう求

める。

レバノンは再生可能エネルギーの蓄電池の計画をもつ地域ではヨル

ダンに次ぐ2番目の国である。

URL https://www meed com/lebanon-solar-projects-battery-storage/

2018-6-8

イランのエネルギー省は、再生可能エネルギーの発電量が575MW

に達したと発表した。この発表によれば、イランのソーラーおよび

風力発電の発電容量は、2019年3月までの間に、合計1.4GWに達す

る予定。イランで水力を含む再生可能エネルギーの電源に占める割

合は、約6%にとどまっている。

URL http://www tehrantimes com/news/424244/Iran-s-capacity-of-generating-
electricity-from-renewables-hits

2018-6-8

ヨルダンは2015年にRosatomと100億ドルで1GWの原子力発電所2

基を建設する暫定協定に調印した。ヨルダンのプロジェクトへの資

金調達の能力はRosatomによる資金の49.9%保証を基本にしてお

り、残りはヨルダンが見つけるとしていた。

別の主なハードルはヨルダン原子力エネルギー委員会（JAEC）がア

ンマンの北東60kmのクサイル・アムラのサイトを選定したこと

だ。Rosatomはプロジェクトにとって「水の供給が絶対的条件」と

当時指摘していた。

しかしながら、プロジェクトの費用がヨルダンに撤退を決意させた

ようにみえる。匿名の政府当局者が、「現状の財政状況に照らす

と、我々はより小さい原子炉（SMR）に焦点を当てる方が良い」と

述べた。

しかし、依然として小規模原子炉にも障害がある。コストの数字は

提出されていない。

URL

8 オマーン 太陽光発電プログラムの関心表明 MEED

9 オマーン
2022年発電プログラムの予備審

査
MEED

MEED

ソーラー発電事業で商業提案書の

提出を求める
MEED

イランの再生可能エネルギーの発

電量は575MWにのぼる

10 モロッコ

13

11

イラン12

レバノン ソーラー蓄電池への関心を表明

ヨルダン

Tehran Times

ヨルダンは原子力ビジョンを再考 MEES
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2018-6-12

ヨルダンのエネルギー鉱物資源省（MEMR）はその再生可能エネル

ギープログラムの第3ラウンドの下、太陽光発電所の開発を計画して

いる応札者と共に内容照会（clarification）を実施している。

消息筋によると、MEMRは公式に入札を発表し、ソーラー発電所を

開発する企業を選定する前に、全ての応札者に内容照会を行ってい

る。これまでに16グループが提案書を提出している。

うち14のグループが50MWを提案の基礎とし、100MWの追加提案

を行っている。第3ラウンドでは、MEMRは200MWの太陽光発電を

Ma'an地区の指定場所で開発する計画で、ヨルダン南部の開発業者

が選定する場所で100MWの風力発電事業も行う予定。風力プロ

ジェクトの提案書の提出期限は11月1日。

URL https://www meed com/exclusive-jordan-receives-clarifications-solar-
proposals/

2018-6-3

革新的な再生エネ技術を開発する競争において湾岸諸国はソーラー

エネルギーの先を見据えている。

地域全体での経済の分散化の動きに影響され、投資の急増が地域を

して再生エネの革新のグローバルなハブへと転換させている。

ドバイのユーティリティ会社のドバイ水電力庁（DEWA）は今年、

400MWの水力発電所の建設を検討する協定に調印した。これは

ソーラー発電のタービンを使用して、水を汲み上げて水力発電を行

うハッタダムからの水を使用する。

それはドバイ・クリーン・エネルギー戦略2050の一部を形成する

が、これはドバイをしてグリーン経済のグローバルなハブとし、全

部の電力のうち75%をクリーンエネルギーで占めることをその狙い

としている。

地域においてソーラーや沖合風力発電に投資する膨大なプログラム

が、その他の技術に拡張しているので、それは12の主要な再生エネ

プロジェクトのうちの一つにすぎない。

国際再生可能エネルギー機関（IRENA）のアドナン・アミン事務局

長は、「再生エネの費用が低下し、技術の進展と採用が世界中で加

速しており、我々は再エネが経済成長、雇用創出、社会経済発展の

重要なドライバーになり、エネルギー変革の新時代に我々は入りつ

つある」とした。

URL http://www arabnews com/node/1314941/business-economy

2018-6-5

経営コンサルタントのStrategy& Middle Eastの報告書によると、

湾岸諸国は2020年までに再生可能エネルギーへの投資が160億ドル

に到達するという。報告書はまた、正しい決定が下されれば、2016

年から2020年までにGCC諸国に計400億ドルが投資しうるとした。

URL http://www arabianbusiness com/energy/398237-gcc-investment-in-
renewables-could-hit-16bn-by-2020

2018-6-7

エネルギー専門家によると、再生可能エネルギー部門におけるEUと

GCCの協力は「とても良く」進展しているという。EU-GCCクリー

ン・エネルギー技術ネットワークのフランク・ワウテルス理事長

が、ブリュッセルにおけるEU持続可能なエネルギー週間の中で語っ

た。

URL https://www kuna net kw/ArticleDetails aspx?id=2731618&language=en

2018-6-11

アラブと欧州のエネルギーの専門家は、湾岸諸国において再生可能

エネルギーには大きな機会があると見ていることから、この分野に

おけるより密接な欧州・湾岸協力を呼びかけた。「クウェート、サ

ウジアラビア、UAE、バハレーンなどの湾岸諸国は再生可能エネル

ギーへの投資のための大きな操業上の措置を講じている」と、在カ

イロの再生可能エネルギー・エネルギー効率化地域センター

（RCREEE）のアフマド・バドル専務理事が語った。

URL https://www kuna net kw/ArticleDetails aspx?id=2732106&language=en

14 ヨルダン
ソーラー発電の提案書で内容の明

確化の文書を受取る
MEED

17

15 湾岸地域
湾岸諸国は不透明な再生エネのビ

ジョンでソーラー発電を見る
Gulf News

湾岸地域18

16 湾岸地域

湾岸地域

専門家はEU・GCC間のクリー

ン・エネルギーの協力が進展する

と見ている

2020年までにGCC諸国の再生可

能エネルギーへの投資は160億ド

ルに到達する可能性

KUNA

KUNA

arabian business

専門家は湾岸地域におけるクリー

ン・エネルギーの潜在力が大きい

と見る
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2.2.2 主要な出来事 

①サウジアラビア 

 サウジに関しては、この間、再生可能エネルギーに関しての情報はほとんどなかった。

サウジ初の風力プロジェクト(400MW)について4月に4件の応札があったが、6月末に発注先

を決定する可能性が高い。 

電力関連で、米国のエンジニアリング大手のGEが最新のガスタービン発電装置をサウジ

で製造することを検討していることが明らかになった。GEの電力サービス部門の社長兼

CEOのスコット・ストラジク氏は同社がサウジで最新のガスタービンHシリーズを製造す

るための能力を有するとした。同氏は、「どの国もその燃料ミックスを分散化させたいと考

えており、燃料使用の再生可能要素を育てることは責務である。その他のエネルギー源を

利用する選択肢を国に与えることは良いことだ」とし、「GEはムハンマド皇太子の米国訪

問時に発表された2,000億ドルのソーラー発電イニシアティブに関与するかもしれない。公

的投資ファンドやSoftBankのビジョンファンドはサウジをして世界のソーラーエネルギー

産業の中心とする野心的な計画で提携している」と述べた。 

 

②UAE 

ドバイではソーラー・パークの建設が順調に進む一方で、原子力発電については運転開

始が遅れていることが報じられている。ドバイ水電力庁(Dewa)はムハンマド・ビン・ラシ

ド・ソーラー・パーク(MBR)の第5フェーズについて提案書を提出するようコンサルタント

に求めた。コンサルタントは独立型電力生産者(IPP)モデルの下で開発予定の太陽光発電プ

ロジェクトについて提案書を提出するに当たり、7月22日が期限となる。Dewaは最近ソー

ラー・パークの第3フェーズ(800MW)の最初の200MWの発電所の竣工を行った。200MW

のプロジェクトの完成により、ドバイでのソーラー発電能力は413MWに達し、総発電能力

の4%を占める。 

MBRの最初のフェーズ(13MW)は、ソーラー・パークのEPC契約の下で建設され、2013

年10月に送電を開始した。200MWの第2フェーズは2017年3月に竣工し、IPPモデルの下で
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開発が進められた。次の200MWの第3フェーズは、2019年に送電開始予定であり、2020年

に完了する予定である。MBRの700MWの第4フェーズ(最初の太陽熱発電所(CSP)の設置)

の祝賀式は今年3月に執り行われた。ドバイは2030年までに総エネルギー供給の25%、2050

年までに75%をクリーンエネルギーで供給する目標を立てている。 

発電所のオペレーターのNawah Energy Co.によると、アブダビの244億ドルのバラカ原

子力発電所の竣工は2019年末もしくは2020年の初めまで遅延する。最初の1.4GWの原子炉

は既に最初の運転開始を2018年に遅らせているが、今や最も早くて2019年末まで遅延する

見込みだ。最初の原子炉の建設作業は昨年完了したが、UAEの原子力規制連邦当局(FANR)

による操業許可証を得てから運転開始となる。バラカ原子力発電所は全て完成すれば

5.6GWの発電能力をもつ。最初の原子炉の建設は2012年に開始した。 

 

③オマーン 

オマーンではソーラー発電の事業が一定の進展をみるとともに、大型の石炭火力発電事

業を進めようとしている。イブリでのソーラー発電事業(IPP)について事前資格審査を通っ

たグループに提案書を提出するよう求めた。オマーン水電力調達会社(OPWP)は提案書を10

月22日までに提出するよう開発業者に求めた。事前資格審査に合格したのは12グループで

ある。日本からは、丸紅、三井物産、住友商事が参加している。 

デュクムでの1.2GWの石炭火力発電事業(IPP)の事前資格審査のため、開発業者は6月21

日の期限を前に書類を提出している。MEEDは昨年11月、OPWPが計画中の石炭プロジェ

クトについて諮問チームを指名したと報じた。もしプロジェクトが進展すれば、それはオ

マーン初の石炭火力発電所となる。OPWPは以前にも石炭火力発電所をオマーンで建設す

ることを検討した。 

 

④イラン 

イランのエネルギー省は、再生可能エネルギーの発電量が575MWに達したと発表した。

この発表によれば、イランのソーラーおよび風力発電の発電容量は、2019年3月までの間に、
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合計1.4GWに達する予定。イランで水力を含む再生可能エネルギーの電源に占める割合は、

約6%にとどまっている。 

 

2.2.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し  

 サウジアラビアでは、サウジアラビアとソフトバンクグループが2018年3月に覚書を交わ

した2,000億ドル(200GW)規模の太陽光プロジェクトをめぐって、サウジアラビアの公共投

資基金(PIF)やソフトバンク、GEの動きが見られた。 

 UAEの太陽光・原子力、オマーンの太陽光・石炭火力の今後の動向も注目される。 

 イランは、INDCは提出しているが、パリ協定はまだ批准していない。INDCでは、条件

なしの目標としてBAU比4%削減、条件付きの目標としてBAU比12%削減を掲げている。条

件なし目標の達成については、コンバインド・サイクル発電所、再生可能エネルギーおよ

び原子力の推進、フレア排出の削減、高炭素燃料の天然ガスへの代替、経済多様化の強化、

市場メカニズムへの参加等によるとし、いかなる形態の制限・制裁もない状態でという条

件を付けている。再生可能エネルギーや国際政治の動向が、イランの地球温暖化政策にど

のように与えていくかも注目される。 

 

2.2.4 シナリオ分析・評価への影響 

サウジアラビアでは、政府主導で脱石油依存の経済構造改革が推進され、外資への開放

が進む。米国のエンジニアリング大手のGEが最新のガスタービン発電装置をサウジで製造

することを検討しており、これが実現されれば石油産業依存からの脱却に貢献すると期待

でき、注目に値する。 

UAEでは、2020年までに電力需要に占める原子力発電比率25%目標を達成するために、

バラカ原子力発電所プロジェクト(1.4GW級の原子力発電所4基の建設)が進められている。

初の原子力発電所の運転が2018年に開始される予定であったが、早くても2019年末まで遅

延する見込みであることが分かった。2020年までの原子力発電比率目標の達成可能性は非

常に低いと考えられる。 
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第3章 定期報告書 2018年7月分 

3.1 アジア 

3.1.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

NNA ASIA 2018-6-21

中国国家能源局は20日、中央政府による太陽光発電市場の引き締め

策を理由に、一部の電力会社が太陽光発電電力の買取を停止した

り、補助金の立替払いを中止したりする行為があるとして、各社に

是正を求める通知を発表し、各地方政府に対し、電力会社への監視

を強化するよう指示した。

URL https://www.nna.jp/news/show/1778304

2018-6-25

5月31日に発表された、中国政府による太陽光発電引き締め策によ

り、世界的に太陽光ﾊﾟﾈﾙが過剰状態となり、年末にはﾊﾟﾈﾙは35％の

下落が予想されている。報道によると、中国は今年2000万kW相当

のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが減少すると予想されており、これにより世界的にﾊﾟﾈﾙ

の過剰が生じ、価格が大幅に下落すると見込まれる。

URL https://www.china5e.com/news/news-1032422-1.html

2018-6-25

中国の5月の電力需要は5534億kWhとなり、前年同期比11.4％を記

録し、1月～5月は前年同期比9.8％の伸びとなり、5月の単月の後は

過去7年で最高を記録した。１～5月の産業別の伸び率は、第一次産

業、10.6％、第二次産業7.7％、第三次産業15.1％、民生用13.9％

であった。各電源別の伸び率は、水力6.9％、火力10.3％、原子力

15.1％、風力6.7％で、火力の１～５月の発電利用時間は前年比で

99時間拡大した。石炭火力は今後新規開発量の抑制が続くため、電

力需要の伸びに合わせて稼働時間が伸びると見られている。高止ま

りしていた石炭価格も2018年は改善の傾向が現れており、石炭火力

の収益が改善すると指摘されている。

URL https://www.china5e.com/news/news-1032421-1.html

2018-6-26

中国国家発展改革委員会は26日、今年の夏季ﾋﾟｰｸにあたり、石炭、

石油、天然ｶﾞｽの需要が大きく拡大し、局部的に逼迫の恐れがあると

発表した。1月から4月にかけて、全国の電力、天然ｶﾞｽの消費量は

前年比9.3％、17.7％を記録。特に石炭火力での石炭消費量は前年

比12％の伸びと、過去10年に例を見ない状況となっている。

URL https://www china5e com/news/news-1032543-1 html

中国、太陽光発電の買取拒否、国

家「能源局が是正指導
中国

4 中国
中国は今夏、石炭、石油、天然ｶﾞ

ｽ供給が逼迫の恐れ
中国能源網

中国太陽光発電引き締め策によ

り、太陽光ﾊﾟﾈﾙ価格が年末には

35％下落の見通し

中国能源網

3 中国

中国、5月の電力需要の伸びは

11.4％、過去7年で最高を記録、

石炭火力の稼働率上昇

中国能源網

出所

1

2 中国
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2018-6-26

中国共産党と国務院は24日、「生態環境保護の全面強化と断固とし

て汚染防止の攻略戦を戦うことに関する意見」と題した政策ｶﾞｲﾄﾞﾗｲ

ﾝを公布。2020年までに環境汚染を全面的に改善させるための「攻

略戦」を展開し、大気、水、土壌の汚染対策における数値目標を設

定。環境リスクの高い重点産業を中心に、設備更新や生態環境のク

リーン化に向けた政策的圧力を強めていくとした。数値目標のう

ち、大気汚染については、ＰＭ２．５の平均濃度が基準値（35ﾏｲｸﾛ

ｸﾞﾗﾑ）を上回っている都市を対象に、濃度を15年比で18％以上引き

下げる。その他、水質、土壌についても数値目標を設けるとしてい

る。

URL https://www.nna.jp/news/show/1780187

2018-6-28

中国社会科学院は「中国ｴﾈﾙｷﾞｰの将来、2018～2050」を発表、今

後将来に亘って、中国の電量需要は下降するとの見通しを示した。ｴ

ﾈﾙｷﾞｰ消費量は、は標準炭換算で2020年に44.7億ﾄﾝと見込まれる

が、2030年には41.8億ﾄﾝに、2050年には38.7億ﾄﾝにまで下降する

発表した。また今後30年で工業化、都市化は終了し、ｴﾈﾙｷﾞｰ消費の

大きい商品への需要が減少することから電力消費も下降することと

なり、2017年の6.4兆kWhから2050年には4.47兆kWｈへと下落す

るとしている。この状況下、中国の電力の供給過剰状態はより一段

と進み、現在の中国東北、渤海湾、西南地区で出現している電力過

剰状態は、全国的に発生する状況となると見込まれる。この解決に

向けて、一帯一路構想の下、周辺国との電力ﾈｯﾄﾜｰｸの接続を進め、

電力融通による協力体制を構築することが必要と指摘している。

また政府が進める石炭から天然ｶﾞｽへの燃料転換政策により、エネ

ルギー消費に占める石炭の割合は40％以下となる一方、天然ｶﾞｽは

今後30年に亘って需要増が継続し、2050年には消費量は8000億㎥

に達し、一次エネルギー消費に占める割合は25％を超えると見込ん

でいる。今後30年でｴﾈﾙｷﾞｰ輸入の主体は石油から天然ｶﾞｽへと変化

し、2050年の天然ｶﾞｽ輸入量は6300億㎥で、輸入依存度は78.5％

に達すると予測している。また、天然ｶﾞｽをｴﾈﾙｷﾞｰ源とする発電電力

量も拡大を続け、2020年に3351億kWh、2030年に5822億kWh、

2050年には1億kWhを突破すると予測している。

URL https://www.china5e.com/news/news-1032763-1.html

2018-7-5

中国国務院は3日、「青空を守る戦いに勝つための3年行動計画」

を発表した。同計画は環境保護省が今年初めに構想を明らかにした

もので、13年～17年にかけて実施された「大気汚染防止行動計画」

（通称「大気十条」）に続く総合的な大気汚染対策となる。SO2、

Noｘの排出量を15年比で15％以上削減、PM2.5の平均濃度が基準

値（35ﾏｲｸﾛｸﾞﾗﾑ）を上回っている都市を対象に、15年比で18％以

上低減させる等の数値目標を定めた。重点地域として、北京･天津・

河北省、長江デルタ、山西省･陝西省等を指定した。

また産業構想の調整では、ｴﾈﾙｷﾞｰ消費や大気汚染物質の排出の多

い産業への参入制限を設けるなど、製造業への引き締めの強化を進

めるとした。

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費と供給では、北京周辺の北部地域で天然ｶﾞｽへの燃料転

換により集中暖房と一般家庭での石炭使用をなくす等、ｴﾈﾙｷﾞｰ消費

に占めるガス比率を10％に引き上げるとしている。また石炭消費は

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費全体の58％未満に抑え、運輸では鉄道の活用と新エネ車

の普及するとした。

URL

2018-7-10

2015年中に新規運開した設備は36万kWで、2015年末に総設備容

量は102万kW。2016年中に新規運開設備は59万kW、前年比64％

の伸びを記録、2016年末の設備容量は163万kW。2017年の新規運

開設備は116万kWで、前年比97％の増。17年末の設備総量は279

万kW。単基容量は4MWが153万kW、55％を占め、５MWが20万

kW7％を占めている。

URL https://www.china5e.com/news/news-1033806-1.html

中国 中国の海上風力、3年で3倍に 中国能源網8

7 中国
｢青空を守る戦い」3年計画、数値

目標を徹底、製造引き締めも
NNA ASIA

NNA ASIA

中国社会科学院、2050年までのｴ

ﾈﾙｷﾞｰ見通しを発表、天然ｶﾞｽ需要

は今後30年間で急増と予測

中国能源網

5

6

中国

中国

中国、環境汚染の｢攻略戦」展開

へ、党と政府が指針、数値目標明

確化
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2018-6-22

インド政府は太陽光発電の開発を促進するため、昨年8月に導入され

たガイドラインを改定した。手続きや設備設置の期間について規制

を緩和する。

URL https://www.nna.jp/news/show/1778845

2018-6-25
インドのHarsh Varfhan環境大臣は、パリ協定の目標を期日より早

く達成可能と言及した。

URL https://www.dailypioneer.com/nation/india-to-achieve-targets-of-paris-
agreement-on-climate-change.html

2018-6-25

インドのシン電力相は、エネルギーミックスにおける再エネが比率

が2030年までに53-55%に達すると述べた、パリ協定では非化石燃

料起源による電力比率を40%と公約している。

URL
https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/renewables-to-
account-for-55-of-total-installed-capacity-by-2030-rk-
singh/articleshow/64737298.cms

2018-6-30

インド政府は2028年まで、毎年40GW相当の再エネ事業を入札を実

施する。内訳は太陽光発電が30GW、風力発電が10GW。すでに計

画されている事業の発電容量を踏まえ、今後の入札目標を設定し

た。

URL https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/india-to-
auction-40-gw-renewables-every-year-till-2028/articleshow/64806075.cms

2018-7-4
大気汚染対策として、様々な戦略を織り込んだ国家クリーンエアプ

ログラムが7月末までに発表される見通し。

URL
https://economictimes.indiatimes.com/news/environment/pollution/national-
clean-air-programme-likely-to-be-notified-by-july-end-environment-
ministry/articleshow/64860555.cms

2018-7-7

インド環境省高官は、古い発電所の汚染物質排出規制を強化、2022

年までに国の基準を満たすようにするため、非常に古い発電所は閉

鎖される可能性があると言及した。

URL
https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/india-plans-to-
bring-down-emission-levels-of-old-power-plants-to-national-standards-by-
2022-official/articleshow/64897023.cms

2018-6-27

丸紅は26日、インドネシア南スマトラ州のランタウデダップ地熱発

電事業について、東北電力などと共同出資する事業運営会社のシュ

プリーム・エナジー・ランタウデダップ（SERD）が、今年3月に融

資契約を締結、4月に発電所を着工したと発表した。2020年8月の

運転開始を予定している。

地熱発電所の発電容量は9万8,400キロワット。SERDが30年間、

保守・運転し、国営電力PLNに売電する。

URL https://www.nna.jp/news/show/1780721

9 インド
太陽光発電事業、手続き期間など

の規制を緩和
NNA ASIA

12 インド
再エネ事業、2028年まで毎年

40GWの入札を実施

The Economic

Times of India

インド The pioneer
インド環境大臣、パリ協定の早期

達成見通しについて言及
10

11 インド 再エネ比率、2030年に55%へ
The Economic

Times of India

15
インドネシア 南スマトラの地熱発電所、４月に

着工
NNA ASIA

13 インド
National Clean Air Program, 7

月末までに発表予定

The Economic

Times of India

インド
インド環境省、古い発電所の汚染

物質排出規制を強化する見通し

The Economic

Times of India
14
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2018-7-4

インドネシアの南スラウェシ州シデンレン・ラッパン県に建設され

た国内初の風力発電所、シドラップ発電所（発電機30基、出力計7

万5,000キロワット）の開所式が2日、行われた。ジョコ・ウィドド

大統領も視察に訪れた。発電所は今年3月に商業運転を開始してい

る。

風力発電設備の高さは、軸部分が80メートル、ブレード（羽根）

部分が57メートル。1基当たりの発電容量は2,500キロワット。

URL https://www nna jp/news/show/1783420

2018-6-21

ベトナム・ニントゥアン省は、再生可能エネルギーの国内拠点とな

ることを目指し、２０３０年までに風力発電事業計１４２９メガ

ワット（ＭＷ)、太陽光発電事業計３９１２ＭＷの誘致を計画してい

る。

同省は再生可能エネルギー事業の投資家に対し、（１）プロジェ

クトの全期間にわたる土地賃料の免除（２）法人所得税の４年間免

除およびその後９年間の５０％減額（３）輸入品への関税免除－な

ど、政府が規定する範囲内で最大限の投資優遇条件を提供。省人民

委員会のファム・バン・ハウ副委員長は、先進技術や豊富な経験を

有する有能な投資家を優先するとの考えを示した。

URL https://en.vietnamplus.vn/ninh-thuan-resolved-to-become-renewable-
energy-centre-of-vietnam/133212.vnp

2018-6-25

ベトナム南部タイニン省で23日、国内最大級の太陽光発電施設２カ

所が着工される。総投資額は９兆1,000億ドン（４億米ドル、約

440億円）。

案件はいずれも、ドイツ系財閥Ｂグリム傘下のタイ発電会社Ｂグ

リム・パワーと、不動産、鉱産開発などを手掛ける地場スアンカウ

社が合弁で進め、施設はいずれもザウティエン湖近くの浸水が起き

る土地に建設される。

このうち、ザウティエン第１（ズオンミンチャウ郡）は出力15万

キロワット（ｋＷ）で、今年中に運転開始。ザウティエン第２（タ

ンチャウ郡）は20万ｋＷで、来年の運転開始を予定している。

２施設の年間発電量は計６億4,884万ｋＷ時（ｋＷｈ）を見込

み、20年契約で国営ベトナム電力グループ（ＥＶＮ）に電力を販売

する。

2021年以降にザウティエン第３（15万ｋＷ）も運転を始めるほ

か、引き続き施設を建設し、25年以降の総出力を150万ｋＷとす

る。アジアでも最大級の太陽光発電事業になるという。

URL https://www.nna.jp/news/show/1779465

2018-6-28

タイのシリ・エネルギー相は２７日、バンコク市内のセミナーで講

演し、タイ南部に計画している浮体式貯蔵・再ガス化施設（ＦＳＲ

Ｕ）計画を延期する方針を明らかにした。

タイ南部は電力が慢性的に不足しており、天然ガスや石炭による

大型発電所を計画中。しかし、同大臣によると、タイ南部は天然ゴ

ムやパーム油の主要生産地で、ゴムの木やヤシの廃材を燃料にした

バイオマス発電所を建設することで、電力不足を解消できる見込

み。天然ガスを燃料とする大型発電所は不要で、ＦＳＲＵを設置し

なくて済むとの見方を示した。

URL https://www.bangkokpost.com/business/news/1493658/souths-fsru-
development-plan-shelved

2018-7-5

タイのシリ・エネルギー相は４日、バンコク市内のセミナーで講演

し、電源開発計画（ＰＤＰ）を今年９月までに見直す方針を明らか

にした。太陽光など小規模発電所を促進するほか、ブロックチェー

ン技術を使った電力取引を盛り込む。

URL https://www.bangkokpost.com/business/news/1497566/power-plan-
makeover-to-encourage-small-traders

16 インドネシア
南スラウェシ州に国内初の

風力ファーム
NNA ASIA

17 ベトナム
３０年までに風力１４２９ＭＷ、

太陽光３９１２ＭＷ誘致へ
VietnamPlus

タイ南部のＦＳＲＵ、延期も Bangkok Post

18 ベトナム
国内最大級の太陽光発電、

タイニン省で着工

20 タイ 電源開発計画を９月までに見直し Bangkok Post

NNA ASIA

19 タイ
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2018-6-20

電力・ガスの供給などを手掛けるシンガポール政府系企業ＳＰグ

ループ（旧シンガポール・パワー）は19日、2020年までに電気自

動車（ＥＶ）の充電ステーションを国内500カ所に整備すると発表

した。国内最大規模の充電ステーション網となる見込み。

また同社は現在、充電ステーションの場所検索、空き状況の確

認、充電料金の精算などができるスマートフォン向けアプリを開発

中という。

URL https://www.nna.jp/news/show/1777646

2018-7-9

シンガポール住宅開発庁（ＨＤＢ）は８日、造園会社ＩＳＯランド

スケープと提携し、浮体式洋上太陽光発電システムの研究に乗り出

すと発表した。ＨＤＢのチェオン・クーンヒーン長官は「国土の限

られたシンガポールが太陽光エネルギーをさらに活用する現実的な

方法は洋上を利用することだ」としている。

ＨＤＢとＩＳＯランドスケープは、強風や波などの自然現象があ

る厳しい環境下における浮体式洋上太陽光発電システムの耐性など

を調べる。

URL https://www.businesstimes.com.sg/real-estate/hdb-looking-at-expanding-
use-of-floating-system-for-solar-panels-in-open-sea

22 シンガポール
住宅開発庁、浮体式洋上太陽光発

電システムを研究

THE BUSINESS

TIMES

21 シンガポール
ＳＰグループ、国内500カ所に

ＥＶ充電設備
NNA ASIA

 

 

3.1.2 主要な出来事 

①中国 

中国共産党と国務院は6月24日、「生態系保護の全面強化と断固とした汚染防止の攻略戦

を戦うことに関する意見」と題した政策ガイドラインを公布、2020年までの環境汚染対策、

大気汚染対策の数値目標を設定した。国務院は7月3日、「青空を守る戦いに勝つための3ｶ年

行動計画」を発表した。これは、13年～17年にかけて実施した「大気汚染防止計画」(通称

「大気十条」)に続く総合的な大気汚染対策となる。北京･天津・河北省、長江デルタ、山西

省･陝西省等を重点地域に指定し、PM2.5の基準値の引下げ等の数値目標を定めた。このほ

か、エネルギー多消費産業や大気汚染物質の排出量の多い産業への参入制限を設けるなど、

製造業への引き締め強化を進める。 

一方で、経済の回復と高気温等により、電力消費は拡大を続けている。5月の電力需要は

前年同期比11.4%増、1月～5月では前年同期比9.8%増となった。これに伴う石炭火力の稼

働率の上昇を受け、石炭消費量が拡大している。国家発展改革委員会は6月26日、石炭、石

油、天然ガスの需要が拡大しており、一部で需給逼迫の恐れがあると発表した。特に石炭

消費量は、1月～5月で前年同期比12%の伸びを示すなど、過去10年に例を見ない伸びとな
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っている。 

 

②インド 

政府は太陽光発電の開発を促進するため、昨年8月に導入されたガイドラインを改定、手

続きや設備設置の期間について規制を緩和した。電力購入契約(PPA)の締結から7カ月以内

としていた土地取得と資金調達に関する書類の提出期限を1年以内に延長。また、これまで

13カ月以内としていた大規模な太陽光発電集積地の発電設備の設置期限をPPA締結から21

か月に延ばした。 

新・再エネ省は6月30日、再エネ事業について、2028年まで毎年40GW(太陽光発電30GW、

風力発電10GW)の入札を実施する方針を明らかにした。2030年時点のエネルギーミックス

では、再エネのシェアは55%程度に達する見込みで、インドがパリ協定で公約としていた非

化石燃料由来による電源シェア40%を上回る。 

 

③ASEAN 

 タイのシリ・エネルギー相は7月4日、電源開発計画を今年9月までに見直す方針を明らか

にした。太陽光など小規模発電所を促進するほか、ブロックチェーン技術を使った電力取

引を盛り込む。 

ベトナムのニントゥアン省は、再エネの国内拠点となることを目指し、2030年までに風

力発電を1,429MW、太陽光発電を3,912MW導入することを計画している。導入にあたって

は、先進技術や豊富な経験を有する投資家を優先させる方針。 

 シンガポール住宅開発庁は7月8日、造園会社ISOランドスケープと提携し、浮体式洋上太

陽光発電システムの研究に乗り出すと発表した。強風や波など厳しい自然環境下における

浮体式洋上太陽光発電システムの耐性などを調べる。 
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3.1.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し  

①中国 

今月の中国地球温暖化政策の動きとしては、まず全国ETSに関して、同制度が実質的に2

年遅れで実施されることとなっているため、中国政府の実施・意向を懐疑的に見ている人

が増えている中、中国とEUのETSにおける協力に関する協定が更新された。「中国におけ

るETSの全面的な普及とEU ETSの最終改正を踏まえ、EUと中国は世界の2大排出権取引シ

ステム間の協力強化の必要性に同意している」と同協定で明記された。これは中国が国家

排出量取引スキームを進める意向を改めて示したものと分析している意見が聞かれる。 

一方、パイロット市場に関しては、各パイロットETS市場が履行期を迎えている中、上

海が1ヶ月延期すると発表した。これによって現在の情報で判明したものとして、履行延期

の市場は、上海、天津、湖北省となり、予定通りに履行する市場は、北京、広東、深セン

となっている。 

他方、中国は2020年までの大気汚染防止等の目標を新たに定めた。同防止指針は習近平

思想を具体化した習近平生態文明思想として位置づけられているため、今後様々な具体策

が打ち出される可能性がある。また、その具体的な内容の中では、地球温暖化防止をも含

めているため、関連政策動向が要注意と思われる。    

 

②インド 

パリ協定の目標であるNDC(2030年まで33～35%GDP原単位削減)を、期日より早く達成

可能と、Harsh Vardhan環境大臣が発言した。先月号で触れた再生可能の普及目標である

175GWも達成可能と言及した。                                       

乗用車による汚染対策はバーラト規制が採用されているがその厳格化も期日を早める。

同規制4から6への厳格化について、2023年までの規制目途を2020年まで早める予定であり

混乱も懸念される。 

英メジャー(国際石油資本)BPが公表する「世界エネルギー統計」では、同国の石炭消費

量が4.8%増加した。電力消費の拡大が理由だという。 
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③ASEAN 

(ベトナム) 

電力需給の現状と今後の見通しに関する会議で、増大する需要に供給が追いつかない実

情が示され、これに対しチャン・トゥアン・アイン商工相は、ラオスからの購入電力価格

体系の策定を急ぐ方針を示した。 

商工省は、ベトナム石炭・鉱物工業グループ(ビナコミン)が計画している1,200MWのク

インラップ第1火力発電所について、ビナコミンの資金不足から、中国企業主導のコンソー

シアムに請け負わせることを検討している。同コンソーシアムは、ベトナム電力公社(EVN)

が建設しているクアンチャック第2火力発電所を買い取ることも提案している。商工省も、

中国の銀行が融資することになると現地調達を義務付けられなくなり、中国系企業に譲渡

することはリスクだと認めている。また、ベトナム国営石油会社ペトロベトナム(PVN)は、

投資資金負担を軽減するため、同社が計画している2,000MWのロンフー第3火力発電所を中

国の投資家に移転する方針である。さらに、計画投資省は、ブンアン第2火力発電所につい

て、自己資本や調達融資額が足りないことから、投資ライセンスを発行しないことを決め、

香港の投資企業に通知した。 

米国の法律事務所ベーカー＆マッケンジーの調査によると、アジア太平洋地域で再生可

能エネ分野のグリーンフィールド投資で有望な国・地域として、ベトナムは首位となった。

ベトナム政府は2016年3月、首相決定428号(428/QD-TTg)により第7次国家電力マスタープ

ラン(PDP7)を改定し、再生可能エネが発電量全体に占める割合を2030年までに10.7%に引

き上げる計画である。ベトナム政府は2017年4月、太陽光発電の固定価格買取制度(FIT)を

導入、買取価格を9.35セント/kWhに設定した。しかし、現行のFITの適用対象となるのは、

2019年6月までに商業稼働した太陽光発電所のみとされており、その後の政府の方針は不透

明である。南部タイニン省で6月23日、国内最大級の太陽光発電施設2か所(ザウティエン第

1(15万kW)、ザウティエン第2(20万kW))が着工された。引き続き施設が建設され、2025年

以降は総出力が150万kWになる。 

商工省は7月5日、ドイツ国際協力公社(GIZ)と開催したセミナーで、2019〜2030年の国
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家省エネルギープログラム(VNEEP3)では全国のエネルギー使用量を8〜10%削減すること

を目指すことを明らかにした。VNEEP1(2006〜2010年)ではエネルギー需要が年間10%、

VNEEP2(2011〜2015年)では11%のペースで増加していた。 

 

(インドネシア) 

国家開発計画庁環境局は、2020〜2024年の国家中期開発計画(RJPMN)案に関して、CO2

排出量を削減する「グリーン経済」を主眼に据える方針を明らかにした。 

また、国家電力PLNは7月10日、全国の発電設備容量を3,500万kW追加する政府プログラ

ムについて、同社と民間の独立系発電事業者(IPP)の電力売買契約がほぼ完了したことを明

らかにした。 

エネルギー鉱物資源省は7月2日、商業規模の風力発電所として国内初となるシドラップ

発電所(7万5,000kW)が2018年3月末に稼働したことを発表した。 

 

(タイ) 

シリ・エネルギー相は7月4日、電源開発計画(PDP)を2018年9月までに見直す方針を明ら

かにした。国内で大規模発電所の建設が難しくなっており、電源別の目標を固定せず、今

後も経済条件により柔軟にPDPを見直す考えを明らかにした。 

また、シリ・エネルギー相は6月27日、南部に計画している浮体式・再ガス化施設(FSRU)

について、南部はバイオマス発電所で電力不足を解消できる見込みで、天然ガス大型発電

所は不要であるとして、計画を延期する方針を明らかにした。 

 

(マレーシア) 

 エネルギー・科学・気候変動相のヨー・ビーイン氏は7月12日、前政権が入札を実施せず

発注した契約を見直した結果、4件の契約を中止すると発表し、最大で計8件の契約を中止

する可能性もあると示唆した。 
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3.1.4 シナリオ分析・評価への影響 

中国では、2050年までのエネルギー需給見通しが発表され、今後30年で工業化、都市化

が終了し、エネルギー多消費商品への需要が減少することから電力需要量は2017年の6.4兆

kWhから2050年には4.47兆kWhへと減少、またエネルギー消費に占める石炭の割合は40%

以下となる一方で、天然ガスの割合は2050年には25%超へと拡大、2050年の天然ガス輸入

依存度は78.5%に達する見込みであることが示された。また、「生態環境保護の全面強化と

断固として汚染防止の攻略戦を戦うことに関する意見」と題した政策ガイドラインのもと、

環境汚染対策における具体的な数値目標が発表されたことからも、今後も国の環境汚染対

策への積極的な取り組みが継続していくと分析できる。 

インドではエネルギーミックスにおける再エネ比率が2030年までに53-55%に達する見

通しが発表され、これはパリ協定の公約(非化石燃料由来による電源シェア：40%)を大幅に

上回る。また、パリ協定の目標達成については、期日よりも早い時期に可能であるとの見

通しが発表された。インドが大幅な再エネ導入を目指し、その導入を順調に進展させてい

ることが読み取れ、非常に参考になる。さらに、太陽光発電に関する動きが活発化してい

る。昨年8月に導入されたガイドラインが改定され、手続きや設備設置の期間についての規

制が緩和された。この改定を受け、太陽光発電の開発が今後大きく進展することが期待さ

れ、注目に値する。 
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3.2 中東 

3.2.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2018-7-5

サウジの公的投資基金（PIF）はリヤードを本拠地とする再生可能エ

ネルギーの開発業者Acwa Powerへの出資額を増やしたと声明を通

じて発表。

PIFのAcwa Powerへの出資はその完全子会社のSanabil Direct

Investments Co.を通じた既存の9.7%の出資から、今回の直接投資

の15.2%を加えて、25%近い出資額となると両社は7月5日、声明

を発表した。Acwa Powerのムハンマド・アブナイヤン会長がPIFの

オファーは2017年初めになされていたことを確認した。

Acwa Powerは中東全域でプロジェクトを開発しており、それには

ドバイのソーラーパークの第4フェーズ、ヨルダンの再生可能エネル

ギーのプロジェクトが含まれる。同社はサウジでも発電部門の代替

エネルギーの中心的役割を担っている。

Acwa Powerが率いるコンソーシアムがサカカでの3.02億ドルのサ

ウジ初のソーラー発電所の開発を受注し、それは独立型電力供給

（IPP）モデルのかたちで開発される。

開発業者はサウジ初の風力発電プロジェクトの北部ドゥーマット・

アル・ジャンダルでの400MWのスキームにも応札している。

URL https://www thenational ae/business/economy/saudi-arabia-s-sovereign-
wealth-fund-increases-stake-in-acwa-power-1 747275

2018-7-11

サウジ国内の消費者は先月最新の電力使用の請求書を見てショック

を受けた。サウジ電力会社（SEC）からの重い電力料金と夏の到来

の二重の不運、エアコンの設定を最大にし、費用を急騰させた。

その痛みを和らげるため家庭で何かできることがあるだろうか。地

域での専門家からの回答では、「イエス」であり、沢山ある。そし

て、電力会社は透明性の高い請求、持続可能なプログラムと省エネ

アドバイスをもって重要な役割を果たす。

ドバイ水電力庁（Dewa）は数年前に項目化した請求を導入し、顧

客が水と電力の正確な消費を見ることができ、それには炭カーボ

ン・フットプリントも含まれる。同社のスマートアプリを利用し、

住民は彼らの請求を分析し、月次及び年次使用をグラフやチャート

により見ることができる。

アブダビ水電力庁（ADWEA）も消費者を支援するための新しい技

術と持続可能性プログラムを導入した。UAEの住民は平均で年間2万

kWhと550リットル/日を使用しており、見直しは非常に重要であ

る。

Dewaのグリーン請求は2012年に開始され、環境保護と持続可能性

の推進を目的とするが、消費に関しての直接的な説明と省エネと水

の節約を勧奨する。

URL http://www arabnews com/node/1336851/saudi-arabia

Arab News
夏の暑さが電力使用の請求金額を

急増させる中での救済策

出所

The National

公的投資基金がAcwa Powerへの

出資額を増やす
1 サウジアラビア

サウジアラビア2
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2018-7-11

サウジ電力会社（SEC）はワアド・アル・シャマル発電所の運営を

開始した。それはサウジの経済とプロジェクトの開発、工業地域を

支援する一環として、太陽光発電に一部依存している。

SECのジアド・ビン・ムハンマド・アル・シバCEOは、新しい発電

所が不可欠な燃料として天然ガス火力を運営し、先端の電力プロ

ジェクトについての同社の包括的戦略の範疇にある。

地域の環境条件を考慮に入れ、火力による排気と燃料消費を減ら

し、一方で工業都市のニーズを満たし、再生可能エネルギーの方向

にサウジが進むのを支援している。

アル・シバ氏は、SECは太陽熱を利用して発電する鏡をそない多火

力発電所にSR37.5億以上を投資したと述べた。また、移送の基地を

設置し、空気と地上をベースにした輸送ラインに投資し、ワアド・

アル・シャマルとその工業プロジェクトに電力を供給し、サウジ北

部での電力網を促進し完成させ、サウジでの全部の電力送電網との

連系を完了する。

新しい発電所は国際的な衛星雲気象学プロジェクト、近代的ガス装

置技術に依拠し、それは炭素とNOXの排出を削減し、効率性を向上

させ、太陽熱（CSP）発電を通じて50MWの電力を生産する。同社

はその運営を通じて、400万バレル相当の燃料を節約する。

URL http://www arabnews com/node/1336771/saudi-arabia

2018-7-15

南アのシリル・ラマフォサ大統領の最近のサウジアラビアへの訪問

の際、南アの中央エネルギーファンドと発電・淡水化プラントの所

有者兼操業者のAcwa Powerとの間で協力協定が締結された。

協定は両者間の再生可能エネルギープロジェクトへの共同出資の枠

組を設定するが、南アの北部ケープ地方での100MWのレッドス

トーン太陽熱発電プラントがその最初のプロジェクトとなる。

CSPプラントは今年末に建設が開始され、太陽エネルギー蓄電技術

を特徴とし、太陽が照っている昼間だけでなく、夜間を通じて、電

力供給に利用される。

URL http://www arabnews com/node/1339021/corporate-news

2018-6-27

ソーラー発電は一段と再生可能エネルギーとして成功している。こ

れから何年も、我々はエネルギーの持続可能性や炭素排出の削減の

ように、ソーラー発電の世界に生きることで優位性や恩恵について

知ることになる。我々の世界はその応用をより理解することを遂に

示すようになっている。

この新しい発見の受容の例はカリフォルニア州でみられ、そこでは3

月の晴天の日の一定の時間の州の需要の約5割はソーラー発電が賄

う。改善された費用効果がソーラー発電の急増につながった。米エ

ネルギー省によると、太陽光システムの価格は2010年水準の3分の

1である。IRENAはソーラー発電は平均の電力費用（LCOE）ベース

で2年以内に化石燃料とコスト競争を持つようになると予想する。

それがソーラーをしてネットの発電能力の最大の電源に導き、2017

年には98GWを追加したが、これは年間のグローバルの総合計の

38%を占めた（Bloomberg調べ）。それは全ての化石燃料の技術の

追加70GWを上回った。

MENA地域はソーラー発電の導入の急増に加わった。地域での多く

のプロジェクトはエネルギー源の優先度を示している。HISは中東

は現在から2035年までの間、ソーラー発電能力を約60GW追加する

と推定する。

URL https://gulfnews com/business/renewables/solar-power-finally-gets-its-
tipping-point-1 2243055

ソーラー発電がついにその転換点

に達する
Gulf News5 MENA

サウジの電力産業の再度の定着に

つながるワアド・アル・シャマル

発電所

Arab News

Acwa Powerは南アのCSPプラン

トに投資
Arab News

3 サウジアラビア

4 サウジアラビア
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2018-6-24

エジプト北部のコム・オムボでの200MWの太陽光発電事業につい

ての応札期限をさらに延長した。プロジェクトを監督するEgypt

Electricity Transmission Co.（EETC）は前回までの提出期限の5月

1日を8月1日二円超した。

コム・オムボのプロジェクトの入札は何度も遅延し、最初に提出を

求めたのは2016年6月であった。

2016年の入札開始前に、コム・オムボプロジェクトは20MWで10

プロジェクトに小分けして計画され、エジプトの新エネ・再エネ庁

（NREA)が2014年に事前に資格審査を終えていた。コム・オムボは

NREAが独立型電力生産者（IPP)モデルの下で、開発を計画してい

た太陽光プロジェクトの一つであった。

MEEDは最近、EETCが600MWのソーラープラントについて18の有

望な応札者からの事前資格審査応募を受け取ったと報じた。エジプ

トは2022年と2035年に再生可能エネルギーの寄与度をそれぞれ

20%と35%としている。

URL https://www meed com/exclusive-egypt-extends-bid-deadline-200mw-solar-
project-2/

2018-6-25

Bahrain Petroleum Co.（Bapco）はその実証のソーラー流通エネ

ルギープロジェクトに関する運営と保全サービスの提案書を受領し

ている。

地場のBahrain Services & Maintenance Co.により、最低応札額の

BD253,352（約68万ドル）が提出された。やはり地場のKartec

Servicesが二番目に低いBD283500を提出した。3番目に低かった

のは国内のGreen InnovaのBD527,827であった。

エジプトは2035年までに、エネルギー総需要の35%を達成する目

標を有する。

URL https://www meed com/bahrain-receives-offers-solar-operations-
maintenance-deal/

2018-7-3

サウジアラビアのAcwa Powerがモロッコのタンジールでの120MW

の風力発電プロジェクトを竣工させた。プロジェクトは合計1.7億ド

ルの投資費用で、Acwaが国内のArif投資ファンドと共に完成させ

た。

プロジェクトはAcwaとArifの出資並びに欧州復興開発銀行

（EBRD）、クリーン技術ファンド、モロッコのBMCE Bank of

Africaからの借入により資金が賄われた。

URL https://www meed com/acwa-power-inaugurates-morocco-wind-farm/

2018-7-4

ヨルダンの国営電力会社（Nepco）はその再生可能エネルギープロ

グラムの第3ラウンドで、太陽光発電所の開発に応札者からの提案の

技術的な明確化を継続している。

消息筋によると、Nepcoは第3ラウンドの下での太陽発電所の開発

に、商業的な入札を行い企業を選定する前に、応札者の提案の技術

的な明確化作業を完了しつつある。現在、16グループが提案書を提

出している。なお、日本からの応札はない。

URL https://www meed com/exclusive-jordan-continues-clarifications-solar-
proposals/

2018-7-8

Petroleum Development Oman（PDO）は南部地域のアミンでの

100MWの太陽光発電事業の開発に5グループからの提案を受け取っ

た。それらは、Acwa Power、EDF、Engie、丸紅、Masdarであ

る。

ソーラー発電所はPDOの最初の独立型発電（IPP）プロジェクトで

ある。PDOが単独の電力引取者で、発電所からの全ての電力を購入

する。

契約は発電所の設計、建設、融資、運営、補修が含まれ、23年の電

力購入協定が設定される。

国営電力のOman Power 6Water Co.（OPWP）もそのエネルギー

源の分散化の計画の一環として、大規模にソーラーエネルギーの開

発の計画を進めている。

URL https://www meed com/exclusive-five-groups-submit-bids-oman-solar-
project/

7 バハレーン

10

8 モロッコ
Acwa Powerがモロッコの風力発

電を竣工
MEED

9 ヨルダン

5グループがオマーンのソーラー

発電事業に応札
MEED

バハレーンはソーラー事業と補修

について提案を受ける

MEED
200MWのソーラープロジェクト

の応札期限をさらに延長

MEED

ヨルダンは引続きソーラー発電の

提案の明確化を行う
MEED

オマーン

エジプト6
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2018-7-9

中国のSinosteel Corpは、イタリアのDenikonとの間で、イラン国

内に1,000MWのソーラー・パークを建設する合意を締結した。ソー

ラー・パークの建設地としてはイラン中部のヤズド州を想定してい

る。イラン政府は化石燃料への依存を低下させるため、再生可能エ

ネルギーの発電容量を2020年までに5,000MW、2030年までにさ

らに2,500MW増加させる計画を立てている。

URL https://renewablesnow com/news/italian-chinese-partnership-eyes-1-gw-of-
solar-projects-in-iran-report-619325/

2018-7-12

気候変動に影響を受けているクウェートは、その悪影響に対処する

ためのすべてのレベルにおける努力を惜しまない。この姿勢は駐国

連クウェート大使のマンスール・オタイビーの気候変動に関する安

保理のセッションにおける演説の中で明らかにされた。また、安保

理における努力は肝要であると協調した。そうした努力は、国連気

候変動枠組み条約、京都議定書、パリ合意などに依拠しており、気

候変動が干ばつ、砂漠化、飢饉、政情不安、天然資源をめぐる紛

争、集団移民、ハリケーン、洪水、熱波、海面上昇、食料供給の不

安定化を引き起こしている点を思い起こさせた。

URL https://www kuna net kw/ArticleDetails aspx?id=2736784&language=en

2018-7-6

湾岸諸国を含む6つのソブリンウェルスファンドが7月6日、フラン

スのマクロン大統領が招待した会議で、気候変動に対処することを

誓った。クウェート、ノルウェー、ニュージーランド、カタル、サ

ウジアラビア、UAEは地球温暖化の脅威に対処に投資する会社を奨

励することを約束した。ファンドの首脳たち（それらをすべて合わ

せると3兆ドル以上の価値がある）はエリゼ宮殿で憲章に署名した。

そこで彼らは、気候変動のリスクをビジネス計画に組み入れ、炭素

の使用を減らす戦略に関する情報を開示する企業を後押しすること

に同意した。憲章は、「低炭素経済は新たな投資機会を創出する」

とうたっている。

URL https://www arabianbusiness com/banking-finance/400147-gulf-sovereign-
wealth-funds-pledge-to-fight-climate-change

2018-7-13

湾岸のアラブ諸国は再生可能エネルギーのプロジェクトの開発に数

十憶ドルを費やしているが、これらの投資のメリットは国内の電力

市場の大改革なしでは限定的である。

欧州では、再生可能エネルギーから生産される電力のシェアは2030

年までに全体のエネルギー需要の3分の1になると期待される。

家庭及び工業用の消費家にとってのメリットは長期的にはより安価

なエネルギーで提供者を変更できる柔軟性があげられる。

一方で、国がコントロールする中東の電力供給者は依然として供給

と流通を厳しくコントロールする。

もちろん、高価なガスコンバインドサイクル設備から淡水化水を生

産する必要性が構造的な市場改革を恒久的により複雑化する。しか

し、地域で再生可能エネルギーの投資を自由化する多くの理由が存

在する。

URL https://www thenational ae/business/energy/gulf-renewable-energy-markets-
look-for-reform-1 749572

Renewables Now
イタリアと中国がイランで1GW

のソーラー発電事業を計画

12

11 イラン

14 湾岸諸国

13 湾岸諸国

クウェート

湾岸の再生可能エネルギー市場は

改革を求める
The National

湾岸のソブリンウェルスファンド

が気候変動への対処を誓約

Arabian

Business

クウェートは気候変動上の挑戦に

関する国連の努力への支援を再度

表明

KUNA

 

 

3.2.2 主要な出来事 

①サウジアラビア 

サウジの公的投資基金(PIF)はリヤードを本拠地とする再生可能エネルギーの開発業者
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Acwa Powerへの出資額を増やしたと発表した。PIFのAcwa Powerへの出資はその完全子

会社を通じて、25%近い出資額となる。これは国の関与を増やすことで、再生可能エネルギ

ーの開発に、サウジが積極的に取り組む意思を示したものと捉えられる。 

Acwa Powerは中東全域で再生可能プロジェクトを開発しており、それにはドバイのソー

ラー・パークの第4フェーズ、ヨルダンの再生可能エネルギーのプロジェクトが含まれる。

また、南アでの太陽熱発電所の開発にも取組むことで合意した。同社はサウジでも発電部

門の代替エネルギーの中心的役割を担っている。Acwa Powerが率いるコンソーシアムがサ

ウジ初のソーラー発電所の開発を受注し、サウジ初の風力発電プロジェクトの北部ドゥー

マット・アル・ジャンダルでの400MWのスキームにも応札している。 

一方、サウジでは、電力の消費者は6月に電力料の請求書を見てショックを受けた。夏が

到来し、エアコンの設定を最大にするなかで、サウジ電力会社(SEC)からの電力料は急増し

ている。民生用の電力料は今年1月から約3倍に引上げられた。 

 

②UAE 

UAEの水電力庁における電力や水消費の効率化への取組が紹介されている。ドバイ水電

力庁(Dewa)は数年前に項目化した請求を導入し、顧客が水と電力の正確な消費を見ること

ができ、それにはカーボン・フットプリントも含まれる。同庁のスマートアプリを利用し、

住民は彼らの請求を分析し、月次及び年次使用をグラフやチャートにより見ることが可能。 

アブダビ水電力庁(ADWEA)も消費者を支援するための新しい技術と持続可能性プログ

ラムを導入した。UAEの住民は平均で年間2万kWhの電力と550リットル/日の水を消費して

おり、効率化は喫緊の課題である。 

Dewaのグリーン請求は2012年に開始され、環境保護と持続可能性の推進を目的とするが、

消費に関しての直接的な説明と省エネと水の節約を勧奨する。 

 

③オマーン 

Petroleum Development Oman(PDO)は南部地域のアミンでの100MWの太陽光発電事
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業の開発に5グループからの提案を受け取った。それらは、Acwa Power、EDF、Engie、

丸紅、Masdarである。ソーラー発電所はPDOの最初の独立型発電(IPP)プロジェクトであ

る。PDOが単独の電力引取者で、発電所からの全ての電力を購入する。契約は発電所の設

計、建設、融資、運営、補修が含まれ、23年の電力購入協定が設定される。 

国営電力のOman Power 6Water Co.(OPWP)もそのエネルギー源の分散化の計画の一環

として、大規模にソーラーエネルギーの開発の計画を進めている。 

 

④イラン 

中国のSinosteel Corpは、イタリアのDenikonとの間で、イラン国内に1,000MWのソー

ラー・パークを建設する合意を締結した。ソーラー・パークの建設地としてはイラン中部

のヤズド州を想定している。イラン政府は化石燃料への依存を低下させるため、再生可能

エネルギーの発電容量を2020年までに5,000MW、2030年までにさらに2,500MW増加させ

る計画を立てている。 

 

3.2.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

いずれも主に化石燃料からの収入により資金が供給されている、ノルウェー(世界最大の

資産運用規模)、クウェート、カタル、サウジアラビア、UAEおよびデンマークの6つの政

府系ファンドは7月6日、仏マクロン大統領が主催する会議で、気候リスクを戦略に採り入

れる企業に投資するとともに、カーボン・フットプリントの減少に関するデータを公開す

ることを約束した。気候関係財務情報開示の動きとともに注目される。 

サウジアラビアの政府系ファンドPublic Investment Fundは7月5日、Acwa Powerへの

出資を増やしたと発表した。Acwa Powerは、南アフリカのCentral Energy Fundとの間で、

再生可能エネルギープロジェクトへの共同投資の枠組みに合意するとともに(その最初のも

のは100MWのCSPプラント)、モロッコでの120MWの風力発電プロジェクトを竣工したな

ど、各地に展開している。また、サウジ電力公社(SEC)は、天然ガスを主としCSPを一部用

いるWaad Al-Shamalプラント (1,390MW、CSPは50MW)の運転を開始した。Waad 
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Al-Shamal発電所ではGEによって初めて現地生産されたタービンが用いられている。 

オマーンでは、Petroleum Development Oman (PDO) が100MWの太陽光発電事業に5

グループからの提案を受け取ったことを明らかにした。イランでは、Sinosteelとイタリア

のDenikonが1,000MWのソーラー・パークを建設することに合意した。 

 

3.2.4 シナリオ分析・評価への影響 

 サウジアラビアでは、公的投資基金が再生可能エネルギー開発業者Acwa Powerの株式

15.2%を取得、政府関与の度合いを深めた。同国は石油依存度の低下、エネルギー源の分散

化を目的とし、再生可能エネルギーを推進している中、その実現に向けたこの具体的な動

きは注目に値する。 
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第4章 定期報告書 2018年8月分 

4.1 アジア 

4.1.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2018-7-12

中国国務院は11日、北京･天津・河北省と周辺地域を対象に大気汚

染の防止を推進する指導部会を設置すると発表した。同地区では昨

年より積極的な大気汚染対策を推進してきたが、ｶﾞｽ化等の燃料転換

で問題が発生するなど、課題も明らかとなっていた。今回の指導部

会では韓副首相をリーダーに、北京市長、天津市長河北省長を副ﾘｰ

ﾀﾞｰに指名し、同地区での大気汚染防止に関する政策の立案や大気汚

染改善目標の設定等の作業に取り組む。

URL https://www.china5e.com/news/news-1034076-1.html

2018-7-13

上海電力は、江蘇省塩城市で建設を進めていた浜海北洋上風力発電

(40万kW）が運開したと発表。これにより江蘇省の洋上風力発電が

合計で200万kWに達した。これは全国の洋上風力発電の7割に相当

する。

URL https://www.nna.jp/news/show/1787797

2018-7-16

中国国家統計局は16日、上半期のｴﾈﾙｷﾞｰ生産統計を発表。原炭生産

量は前年同期比3.9％増の17億ﾄﾝ、原油生産量は2％減の9409万ﾄ

ﾝ、天然ガスは4.6％増の775億㎥だった。発電量は3兆1945億kWh

で前年比8.3％の増と大幅な伸びを記録。うち、火力は23887億

kWhで8％の増、水力は4618億kWhで2.9％の増、原子力は1300億

kWhで12.7％の増、風力は1713億kWhで22.9％の増、太陽ｴﾈは

427億kWhで24.5％の増となり、全発電量に占める新エネ比率は

10.8％となった。また消費電力量は前年比9.4%の増となり、2012

年以来最高を記録した。

URL
https://www.nna.jp/news/show/1789268
https://www.china5e.com/news/news-1034431-1.html

2018-7-17

公安部は16日、2018年上半期の全国の「機動車両」（自動車や二

輪車などエンジン付車両）保有台数が3.19億台に達したと発表し

た。このうち、自動車の保有台数は2.29億台で2018年の上半期の

新車登録台数は1381万台だった。自家用車は1.8億台で、自動車保

有分の78.6％を占めた。また新エネ車の保有台数は199万台で、

EV162万台で81.4％を占めた。

URL https://www.china5e.com/news/news-1034514-1.html

2018-7-24

中国生態環境省は22日、大気汚染状況測定の重点対象都市につい

て、現在の74都市から169都市に拡大すると明らかにした。169都

市中、比較的良好だった都市は、海南省海口市、チベットラサ市、

深ｾﾝ市等、大気汚染が深刻だった都市は、山西省臨汾市、河北省石

家荘市、陝西省咸陽市等。

URL https://www nna jp/news/show/1791594

3 中国

中国、2018年上半期の発電量は

8.3％と大幅な伸びを記録、石

炭、天然ガス生産量も増加

中国、新エネ車の保有台数が199

万台

NNA ASIA5 中国
中国、大気汚染の重点観測対象、

169都市に拡大

4 中国

中国能源網

中国能源網

中国、江蘇省の洋上風力発電、

200万kWに
NNA ASIA

中国国務院、大気汚染防止に向け

た指導部会設置、北京･天津・河

北省地区が対象

中国

中国能源網

NNA  ASIA

出所

1

2 中国
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2018-7-27

中国工業情報省は25日、工業と通信業の汚染防止に向けた「攻略

戦」の3年計画を発表した。2020年までに鉱工業生産の単位当たり

のｴﾈﾙｷﾞｰ消費と用水量を15年比でそれぞれ18％、23％減らし、重

点地区と重点地域での重化学工業の割合を大幅に引き下げる目標を

掲げた。同法は国務院が6月に打ち出した政策ガイドライン、「生態

環境保護の全面強化と断固として汚染防止の攻略戦を戦うことに関

する意見」に沿って纏められた。重点地区には北京・天津･河北省地

区、長江デルタ地域、山西･陝西省地区などが含まれる。鉄鋼、ｾﾒﾝ

ﾄ、板ガラス、コークス、ｱﾙﾐﾆｳﾑ、鋳造等の産業に対する制約が強化

される。

URL https://www.nna.jp/news/show/1793284

2018-7-31

国家能源局は30日、2018年上期の電力状況を発表。再生可能ｴﾈ設

備量は6.8億kWで、前年比13％の増、うち水力は3.4億kW（うち揚

水発電は2919万kW）、風力1.7億kW、太陽光1.5億kW、ﾊﾞｲｵﾏｽ

1634万kWだった。太陽光の新規設備量は2430万kWで、うちﾒｶﾞｿｰ

ﾗｰは1206万kWで前年比30％の減となったが、分散式太陽光は

1224万kWで前年比72％の増を記録した。

一方、棄風電力量は182億kWhで前年比53億kWh減少し、棄風率

は8.7％であった。また棄光電力量は30億kWhで、前年比7億kW減

少し、棄光率は3.6％と、棄風、棄光ともに改善した。

URL https://www.china5e.com/news/news-1035824-1.html

2018-8-2

ｲﾝﾄﾞ政府が7月末、中国から輸入される太陽光発電製品に対してｾｰﾌ

ｶﾞｰﾄﾞを発動したことを受け中国内の太陽光産業への影響を懸念され

ている。中国では5月末にﾒｶﾞｿｰﾗｰの新設制限、買取価格や補助金の

引下げ等、太陽光発電産業に対する引き締め策が打ち出されてお

り、主要輸出先の今回の措置により、苦境に立っている中国ﾒｰｶｰに

追い討ちをかけることになっている。

2017年の中国からｲﾝﾄﾞへの太陽光発電製品の輸出は9.46GWで、

輸出量の25％を占めており、ｲﾝﾄﾞは中国にとって最大の輸出先で、

ｲﾝﾄﾞから見ても中国は最大の供給元となっている。

URL https://www.nna.jp/news/show/1795465

2018-8-2

中国財務省、国家税務総局、工業情報省、交通運輸省は7月31日、

省エネ及びエコ燃料の車両・船舶に対する新たな車船税の減免規定

を発表した。省エネ車両及び船舶は車船税を半額に減税し、エコ

カー（新エネ車）とエコ船舶は免税とする。

URL https://www.nna.jp/news/show/1795481

2018-8-1

インド政府は７月30日、中国とマレーシアから輸入される太陽電池

セルに対して、２年間の緊急輸入制限（セーフガード）関税を導入

した。財務省の通達によると、税率は１年目が25％、２年目は前半

６カ月が20％、後半６カ月は15％と段階的に引き下げられる予定。

URL https://www.nna.jp/news/show/1794917

2018-8-1

太陽電池への輸入制限の発動によって、インドの太陽光発電の普及

促進の足かせになるのではとの声が出ている。太陽光パネルとモ

ジュールの90%以上を中国とマレーシアからの輸入に依存している

ことから、調達コストの上昇によって、太陽光発電の開発促進に悪

影響を与える懸念が指摘されている。

URL
https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/safeguard-
duty-could-jeopardize-growth-of-solar-power-in-india-
teri/articleshow/65233985.cms

インド
The Economic

Times of India

太陽電池への輸入制限発動、太陽

光発電の成長阻害の懸念

10 インド
中国とマレーシア製の太陽電池、

輸入制限を発動
NNA ASIA

中国
省エネ・環境車の車船減税、適用

基準を改定
NNA ASIA9

6 中国
中国、工業の汚染防止「攻略

戦」、3年計画を策定
NNA ASIA

8

中国、2018年上半期の再生可能

エネ設備量は前年比13％の増

11

中国能源網

ｲﾝﾄﾞの太陽電池輸入制限、中国政

府の引き締め策に苦しむ中国業者

を追い討ち

NNA ASIA中国

7 中国
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2018-8-3

インド環境省は大気汚染問題の解決に向けた「クリーン・エア・プ

ログラム（NCAP)」の策定を進めている。大気汚染の防止・監視を

織り込んだ包括的なプログラムで、インド全土で大気モニタリング

を強化する。大気汚染が基準値以下の約100都市について、向こう5

年間に汚染レベルを50%削減する。

URL https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/govt-likely-
to-come-out-with-ncap-around-august-15/printarticle/65263145.cms

2018-8-10

Modi首相は8月10日、バイオ燃料の利用促進を図ることで、2022年

までにINR1,200億の原油輸入コストを削減するとともに、炭素排出

を抑制する方針を示した。バイオ燃料を製造する精製所を12カ所整

備し、ガソリンに混合するエタノールの割合を2022年までに

10%、2030年までに20%にまで高める。

URL https://in.reuters.com/article/india-oil/india-to-step-up-use-of-biofuels-to-
cut-oil-import-bill-idINKBN1KV0F3

2018-7-17

グエン・スアン・フック首相はこのほど中南部ニントゥアン省で風

力発電15案件を認可した。うち12案件の認可総額は27兆5,000億ド

ン（12億米ドル、約1,340億円）に上る。

またニントゥアン省の既存のマスタープランには太陽光発電25案

件が追加され、うち18案件の認可額は27兆8,000億ドンを超える。

同省は2030年までにさらに再生可能エネルギーの誘致を続け、風力

発電は総出力1,429メガワット（ＭＷ）、太陽光は3,912ＭＷを目

指している。

URL https://www.nna.jp/news/show/1788665

2018-7-18

インドネシアのエネルギー・鉱物資源省は、軽油にバイオディーゼ

ルを30％混合した「Ｂ30」の導入目標時期を、当初の2020年から

19年に前倒しする方向で調整を進めている。早ければ８月にも試験

的に導入する。

URL https://www.nna.jp/news/show/1789261

2018-8-1

インドネシアのアイルランガ産業相は７月30日、軽油にバイオ

ディーゼルを20％混合した「Ｂ20」の使用を公共交通機関以外の自

家用車などにも義務付ける政策について、８月初旬に関連する大統

領令が公布される見通しだと述べた。B20の利用が拡大すれば、国

がこれまで石油燃料の輸入などで使っていた外貨を１日当たり

2,100万米ドル（約23億円）節減できるとみている。

URL https://www.nna.jp/news/show/1794915

2018-7-23

タイのシリ・エネルギー相は、再生可能エネルギーの電源構成比率

を2030年までに30％とし、現行の15％から倍増させる計画を明ら

かにした。代替エネルギー開発計画（ＡＥＤＰ）では36年までに達

成すると設定しているが、前倒しで実行する考え。

URL https://www.nna.jp/news/show/1790895

NNAアジア版

ベトナム
ベトナム ニントゥアン省、風力

15案件を誘致
NNAアジア版

Reuters

The Economic

Times of India

NNAアジア版16 インドネシア
インドネシア、バイオ燃料の利用

義務拡大、８月に導入も

17 タイ
タイ、再生可能エネの電源比率、

30年までに３割に
NNAアジア版

15 インドネシア
インドネシア、バイオ燃料「Ｂ

30」導入目標、19年に前倒し

13 インド
バイオ燃料の利用拡大へ、原油輸

入と炭素排出を削減

14

12 インド

大気汚染問題の解決に向けたク

リーン・エア・プログラム、近く

制定予定
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4.1.2 主要な出来事 

①中国 

中国政府は大気汚染の改善に向け対応を強化している。国務院は7月11日、かねてより大

気汚染が問題となっていた北京･天津･河北省と周辺地域を対象に、地方政府主体となって

進めていたこれまでの対応を一段引き上げて、大気汚染防止推進に向けた指導部会の設置

を発表した。指導部会では韓副首相をリーダーに、北京市長、天津市長、河北省長を副リ

ーダーに指名し、当該地区での大気汚染防止に関する政策立案や大気汚染改善目標の設定

等の作業に取り組む。 

また生態環境省は7月22日、大気汚染状況測定の重点対象都市を従来の74都市から169都

市に拡大すると発表。さらに工業情報省は、国務院による環境政策ガイドラインに沿って、

工業の汚染防止攻略戦、3ヵ年計画を策定。2020年までに鉱工業生産の単位当たりのエネル

ギー消費量の削減目標等を定め、汚染防止に向け産業に対する制約の強化を進める方針を

示した。 

国家統計局は2018年上半期(1～6月)の各種統計を発表。同期のエネルギー需要は好調な

経済を反映して大幅な伸びを記録し、特に石炭は前年同期比3.9%増の17億ﾄﾝと4年ぶりに上

昇に転じた。また発電電力量は高温の影響も加わり、前年同期比8.3%の増と大幅な伸びを

示した。 

 

②インド 

インド政府は7月30日、中国とマレーシアから輸入される太陽電池セルに対して、2年間

の緊急輸入制限(セーフガード)関税を導入した。財務省の通達によると、税率は1年目が25%、

2年目は前半6カ月が20%、後半6カ月は15%と段階的に引き下げられる予定。 

これに対して、産業界等から太陽光発電普及拡大の阻害要因になるのではとの声が上がっ

ている。地場格付け大手CAREレーティングスは、関税の導入により太陽光発電による電力

料金は1kWh当たり50パイサ(約0.8円、1ルピー＝100パイサ)値上がりすると予測。財政難

に悩む各州の州配電公社(DISCOM)が購入を縮小する可能性があると指摘している。 
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Modi首相は8月10日、バイオ燃料の利用拡大を進めることにより、炭素排出を抑制する

とともに、2022年までに1,200億ルピーの原油輸入コストを削減する方針を示した。バイオ

燃料を製造する製油所を国内で12カ所整備し、ガソリンに混合するエタノールの割合を

2022年までに10%、2030年には20%にまで高める。 

インド環境省は大気汚染問題の解決に向けた「クリーン・エア・プログラム(NCAP)」の

策定を進めている。NCAPは大気汚染の防止・監視を織り込んだ包括的なプログラムで、イ

ンド全土で大気モニタリングを強化する。 

 

③ASEAN 

 ベトナムのタイグエン・スアン・フック首相は中南部ニントゥアン省で風力発電15案件

を認可した。うち12案件の認可総額は27兆5,000億ドン(12億米ドル、約1,340億円)に上る。

また、ニントゥアン省の既存のマスタープランには太陽光発電25案件が追加され、うち18

案件の認可額は27兆8,000億ドンを超える。同省は2030年までにさらに再生可能エネルギー

の誘致を続け、風力発電は総出力1,429MW、太陽光発電は3,912MWを目指す。 

 インドネシアのアイルランガ産業相は7月30日、軽油にバイオディーゼルを20%混合した

「B20」の使用を公共交通機関以外の自家用車などにも義務付ける政策について、関連する

大統領令が今後、公布される見通しだと述べた。 

 タイのシリ・エネルギー相は、再生可能エネルギーの電源構成比率を2030年までに30%

とし、現行の15%から倍増させる計画を明らかにした。代替エネルギー開発計画(AEDP)で

は36年までに達成すると設定していたが、前倒しで実行する考え。 

 

4.1.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

①中国 

今月の中国地球温暖化政策の動きとしては、まず全国ETSに関して、この数カ月で停滞

感が強まっている中、中国気候変動政策担当の李高司長氏が、電力会社が参加する全国ETS

のシミュレーションに関する技術的ガイダンスを間もなく発表すると発言した。李氏は今
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年の「天壇フォーラム」において、「電力業界はETS運営を開始するにあたって先行してい

くだろう」と述べたが、具体的な開始時期には触れていなかった。中国の全国ETSの先陣

として約3,000社の発電企業が参加する予定となっている。 

一方、パイロット市場に関して、中国最大の地方パイロットETSとしての広東省は、2018

年の割当計画を発表した。中央政府が地方ETS市場の安定を促したため、広東省は昨年度

のCO2の排出キャップを維持した。背景にあるのは、統一全国ETSの構築が遅れているため、

地方パイロットETSを現状維持せよという政府の命令があったと報道されている。ただし、

この命令は正式に確認されていない。 

 

②インド 

エネルギー効率局(BEE)とエネルギー効率的な経済のための同盟(AEEE)は、各部門のエ

ネルギー効率を改善することを目的とした州の政策とプログラムを評価する国家エネルギ

ー効率準備指標を発表した。指数には、建物、産業、地方自治体、交通、農業、配電会社

(DISCOM)の4つの横断的指標や個別の63の指標がある。州の政策や規制、資金調達メカニ

ズム、制度的能力、エネルギー効率対策の採択、達成された省エネルギーを検討している。 

 必要なデータは、BEEによって指名された州指定代行機関(SDA)の助けを借りて、

DISCOM、都市開発部門などの関連する州の部門から収集された。  

ほとんどの州ではBEEとEESLによって設計された国家計画が実施されているが、上位評

価者である‘Front Runner’と‘Achiever’州にはいくつかの個別イニシアチブもある。

エネルギー効率の向上に向けた取り組みと成果に基づいて‘Front Runner’, ‘Achiever’, 

‘Contender’ and ‘Aspirant’に分類。アンドラ・プラデシュ、ケララ州、マハラシュ

トラ州、パンジャブ州、ラージャスターン州が、フロントランナーであった。 

政府の事業者別の省エネ効率達成認証制度Perform Achieve and Trade(PAT)プログラム

の対象となるエネルギー集約型産業のガイドラインもBEEによって開発され、発表された。

これらは、エネルギー集約型産業の標準参考資料として役立ち、エネルギー使用効率の高

い運用を達成し、エネルギー効率を向上させる。 
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以下のとおり、「日印エネルギーダイアログ」に基づくエネルギー集約産業や中小企業に

かかる省エネセンタ(ECCJ)の取り組みガイドラインにも言及し、日本の協力事例として、

インド政府の認識が高いことがわかる。 

“As a part of Indo-Japan Energy Dialogue, Energy Conservation Centre of Japan 

(ECCJ) and Bureau of Energy Efficiency (BEE) have developed Energy Conservation 

Guidelines for energy intensive industries covering both large as well as MSMEs”. 

 

③ASEAN 

(インドネシア) 

ルフット・パンジャイタン海事調整相は7月27日、石炭生産量の25%を1トン当たり70ド

ルでPLNに石炭を供給することを義務付けた国内供給義務(DMO)制度を廃止するかわりに、

今後、輸出にトン当たり2～3ドルの課徴金を課し、エネルギー基金として積み立て、PLN

に石炭1トン当たり2～3ドルの補助金を支給する方針を明らかにした。また、国営プラン

ト・産業機械メーカーのバラタ・インドネシアは、シーメンスの現地法人シーメンス・イ

ンドネシアのガスタービン工場を買収した。 

エネルギー鉱物資源省のリダ・ムルヤナ再生可能エネルギー・新エネルギー総局長が8月

4日明らかにしたところによると、屋根に太陽光パネルを設置した国営電力PLNの顧客が、

自家発電した電力をPLNへ売電できるよう、同省が現在、規定の公布に向けた準備を進め

ている。 

産業省のプトゥ・ジュリ・アルディカ海事・輸送機器・防衛機器産業局長は7月30日、2040

年にガソリン車とディーゼル車の販売を禁止する目標の一環として実施される「低炭素排

出車(LCEV)プログラム」に関する規定を今年末に公布できるとの見通しを明らかにした。

規定ではLCEVに対し、優遇措置としてぜいたく税の減税を盛り込む方針である。また、ア

イルランガ産業相は7月31日、国内でEV製造に関係する企業を対象にした税優遇策を財務

省に提案したと明らかにした。対象企業に対して法人税一次免税措置を付与するとともに、

EVの輸入関税について、完全組み立て車については現行の5～10%を最大で5%とし、不完
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全組み立て車については7.5%の輸入関税を0%に引き下げる。 

アイルランガ・ハルタルト産業相は7月30日、軽油に20%のバイオディーゼル混合を義務

付ける政府規定について、8月から対象とする軽油の種類を拡大し、国内で流通するすべて

の軽油をB20にする方針を明らかにした。パーム粗油由来のバイオディーゼルの混合度を高

めることで、軽油の輸入依存を減らすことが狙いである。 

 

(ベトナム) 

ホアン・クオック・ブオン商工次官は8月9日、電力消費の拡大が予測を上回る、ガス田

の開発遅延、水力発電ダムの水不足といった事態により、2020年以降、電力危機が再来す

る可能性を指摘した。 

グエン・スアン・フック首相は7月27日、バクリエウ省でLNG火力発電所(3,200MW)の

建設を検討している投資家と意見交換を行った。また、国営石油・ガス大手ペトロベトナ

ムの傘下企業や東京ガスアジアなどが出資する「LNGベトナム」は、同国初のLNG受け入

れ基地を、ホーチミン市に近い南部に建設する計画であると報じられた。さらに、国営ベ

トナム石油ガスグループ(ペトロベトナム)傘下ペトロベトナム電力総公社(PVパワー)のグ

エン・スアン・ホアCEOは8月、LNGを使ったニョンチャック第3・第4発電所が2022年末

～2023年初頭に稼動し、ベトナムで輸入LNGを使った初の発電所になると述べた。 

南部ビントゥアン省人民委員会は、ビンタン第1火力発電所に対し、数十メートルの黒煙が

立ち上るようになったことから、試運転の一時停止を要請した。 

ニントゥアン省の太陽光発電事業へのFIT導入をめぐり、適用対象となる商業運転開始期

限(2019年6月30日)の延期を求めていた計画投資省・商工省の提案について、政府官房はこ

れを退ける決定を下した。今年6月には、副首相が商工省との会談で、商業運転開始の期限

を2020年末まで延期することで合意したと報じられていた。 

ベトナム鉄鋼協会は、鉄スクラップの輸入を引き続き認めるよう天然資源・環境省に書

簡で要請した。中国が昨年、廃棄物の輸入規制を強化した影響で、廃棄物が大量にベトナ

ムに搬入されたため、首相が廃棄物の輸入を制限する考えを明らかにしていた。 
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(タイ) 

代替エネルギー開発計画(AEDP)では再生可能エネルギーの電源構成比率30%を2036年

までに達成すると設定しているが、シリ・エネルギー相は7月、それを2030年に前倒しで実

行する計画を明らかにした(現在は14.5%) 

 

4.1.4 シナリオ分析・評価への影響 

中国では大気汚染の防止に向けた取り組みが活発化している。北京、天津、河北省地区

を対象とした指導部会の設置や、大気汚染状況測定の重点対象都市の拡大が発表された。

さらに工業の汚染防止「攻略戦」の3年計画が策定され、鉱工業生産単位あたりのエネルギ

ー消費量の削減目標や重化学工業シェアの引き下げ目標を掲げる。今後大気汚染防止にむ

けた取り組みが加速化し、脱石炭化や低公害車普及が推進されるなどエネルギー消費構造

が変化することが予想できる。また、省エネ車両及び船舶は車船税を半額に減税、エコカ

ー(新エネ車)とエコ船舶は免税となるなど新たな車船税の減免規定が発表された。この改定

を受け、省エネ・環境車の普及が今後大きく進展することが期待され、注目に値する。 

インドでは、太陽光発電を2022年までに100GW導入することが目標とされ、太陽光発電

の導入容量が急速に拡大している。しかし、インド政府は自国産業保護のため、中国とマ

レーシアから輸入される太陽電池セルに対して2年間の緊急輸入制限関税を導入。これによ

って、入札価格や電力価格の上昇を招くなど、インドの太陽光発電の開発が阻害されると

危惧され、今後の動向に注目する。 
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4.2 中東 

4.2.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2018-7-22

サウジアラビアを本拠地とするAcwa Powerは発電事業の開発・所

有・操業及び淡水化事業で世界をリードするが、7月22日、中国の

Silk Road基金がUAEのドバイ水電力庁（Dewa）の700MWのCSP

（太陽熱発電）事業の24.01%を取得すると発表した。

DewaのCSPプロジェクトは2017年にAcwa Powerが率いるコン

ソーシアムに授与され、それは単一サイトでは世界最大のソーラー

エネルギーのプラントであるムハンマド・ビン・ラシド・ソーラー

パークの第4フェーズの事業である。プロジェクトは中央のタワーと

パラボラ・トロフ技術の最先端の集積で、太陽からのエネルギーを

集約し、モルテン塩に蓄積し、昼間及び夜間を通じて、発電に必要

な蒸気を生産する。

プロジェクトは電力を平均7.30セント/kWhで一日24時間配電する

が、これは信頼できる発送可能なソーラーエネルギーが24時間体制

で補助金なしで化石燃料により発電された電力と競合するコスト水

準である。プラントは2030年までにドバイでのクリーンエネルギー

の比率を25%に引上げる「ドバイクリーンエネルギー戦略2050」

を支えるもので、CO2を年間240万トン削減することが期待され

る。

URL http://saudigazette com sa/article/539551/BUSINESS/ACWA-Power-
secures-significant-investment-from-Silk-Road-Fund

URL https://www thenational ae/business/energy/saudi-arabia-to-award-first-
500m-wind-farm-project-in-december-2018-1 753412

2 サウジアラビア
サウジは5億ドルの風力発電プロ

ジェクトの発注先を12月に決定
The National

2018-7-24

サウジの再生可能エネルギープロジェクト開発室（Repdo）は

400MWの風力発電事業について4件の応札があったと発表した。

Repdoの7月24日の発表によると、計画中の5億ドルの北部アル・

ジュウーフ地域のデュマット・アル・ジャンダルでのスキームは、

応札の評価手続きが完了した後、サウジ電力調達会社（SPPC）との

20年間の電力購入協定の下、12月18日に発注される。

ハリッド・アル・ファリーフ・エネルギー相は、「サウジの最初の

風力発電プロジェクトは分散化したエネルギーミックスに向けた旅

の新しい章をひらく。風力エネルギー産業のサウジでの開発は我々

の幅広い産業分散化戦略の重要な構成部分である｣と述べた。

また、プロジェクトは、「北部の電力網と連結し、7万の世帯に供給

するのに十分な電力を生産する」と述べた。

Acwa Power、フランスのEDF Energies Nouvelles、イタリアの

Enel Green Power,フランスのEngieが事前資格審査を通過した4社

で、今年初めに応札を行い、7月23日の文書の開封まで閉じられた

ままであった。

Repdoは、応札価格は1kwあたり、7.99ハラルから12.71ハラル

（kWhあたり2.13~3.39セント）であったとした。

サウジは2023年までに再生可能エネルギーを9.5GWに引上げる野

心的な目標を設定し、輸出市場でより多くの原油販売を目標として

いる。サウジのエネルギー相の再生可能エネルギー室は今年だけ

で、3.25GWのソーラー、800MWの風力発電を入札にかけることを

想定している。風力発電所からの年間の平均発電量は約1.4TWhを

計画している。その計画との対比では、スコットランドは人口が

500万人で、毎年電力量25TWhを必要とする。

出所

Saudi Gazette
Acwa PowerはSilk Road基金か

ら多大な投資を確保
1

サウジアラビア

/UAE
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2018-7-25

サウジの再生可能エネルギープロジェクト開発室（Repdo）はサウ

ジの国家再生可能エネルギープログラム（NREP）の下での2番目の

プロジェクトである400MWのドゥーマット・アル・ジャンダルの

風力発電事業への4件の応札を開封した。

Repdoはこれから提案書を評価し、契約は2018年12月18日に発注

される予定である。

提案書を提出した4つのグループならびに応札した電力コスト（ハラ

ル/kWh）は以下の通りである。

Acwa Power：10.1132（2.70セント）

EDF Energies Nouvelles（仏）：7.99689（2.13セント）

Enel Green Power（伊）：12.71369（3.39セント）

Engie（仏）：8.870（2.37セント）

契約はサウジ電力調達会社（SPPC）との間で20年の電力購入協定

の調印をもたらす。

2018年2月、RepdoはNREPの下で最初のプロジェクト300MWのサ

カカでの太陽光発電プロジェクトの契約をAcwa Powerが率いるコ

ンソーシアムに発注した。Repdoは今年4月17日に風力発電事業へ

の4件の提案書を受取った。

最初の二つのプロジェクトはサウジが2023年までに開発を計画して

いる9.5GWのクリーンエネルギープロジェクトの一部である。

2018年1月、Repdoのツルキ・アル・シェフリ室長は2018年末ま

でに4GWの再生可能エネルギープロジェクトを入札にかけると発表

した。

URL https://www meed com/saudi-arabia-opens-bids-for-second-wind-power-
project/

2018-7-26

サウジは他の多くの国と同様伝統的なエネルギー源、主に石油に依

存している。しかし、サウジの国内のエネルギー消費は2030年まで

に3倍になると予想され、エネルギーの高い需要の伸びに対応し、代

替エネルギーの開発やよりエネルギー効率の向上を必要とする。

これがサウジをしてその地理的な場所の優位性を梃子に、豊富な再

生可能エネルギー源（ソーラー発電）の探求に走らせた。サウジは

膨大な土地を抱え、それらは年中太陽光にさらされている。多くの

国や経済分野は、LG Electronicsを含め、この有望な市場にその視

線を向け始めている。LG Neonは信頼でき、適用でき、耐性のある

パネルとして、さまざまな場所で設置可能で、数多くの称賛を獲得

してきた。Neonは最新のLGの技術の第二世代で、新しいCello技術

に基づいており、初代に比べ、より良いパフォーマンスとより高い

信頼性を有する。Neonシステムは高度な効率性をもち、少ない努力

でより良いパフォーマンスを発揮し、LGをしてソーラーパネルの生

産の業界の標準を引上げるのに最大の貢献をしている。

URL http://www arabnews com/node/1345571/corporate-news

2018-8-1

サウジ国営通信（SPA）は7月31日、炭化水素上級委員会を組織

し、ムハンマド皇太子が議長を務めると報じた。

その決定はタブーク州のNEOMでサルマーン国王を議長とした閣議

において承認された。炭化水素上級委員会には、エネルギー相のほ

か貿易、財務、経済の各大臣がメンバーとなる。

SPAは、「委員会は全ての炭化水素に関する事項とそれにつながる

国家の権利の代表について関与する」と指摘した。

URL http://www arabnews com/node/1348826/saudi-arabia

3 サウジアラビア
サウジは2番目の風力発電事業の

応札を開封
MEED

4 サウジアラビア
LG Neon：信頼でき、適用できる

ソーラーパネル
Arab News

5 サウジアラビア
閣議で炭化水素上級委員会の設置

を承認
Arab News
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URL https://www meed com/french-firm-wins-saudi-nuclear-deal/

2018-8-12

サウジ電力会社（SEC）は8月12日、7月分からの電力料の請求書発

行を開始したと発表した。電力代請求書の発行は数日続けられると

した。

請求書のスケジュール変更は電力消費には影響しない。8月に発行さ

れた請求書は前月分の電力消費に対する請求である。

SECは8月9日、SR300（80ドル）からSR3000（800ドル）の間の

範囲の月次請求の民間部門の対象者を平均の月次の電力消費を支払

わせることで支援するプログラム「Tayseer（円滑化）」を発表し

た。

SR300からSR3000の間の範囲の月次請求の対象者は約300万人い

る。彼らは今月、Tayseerプログラムに自動的に登録される。

Tayseerプログラムは7月から12月の間の期間をカバーする。

電力需要家はTayseerプログラムにおいて継続し、月次消費の平均

を支払うかもしくはプログラムから退出するか選択肢をもつ。

請求書の価値がSR300以下もしくはSR3000の場合は、電力需要家

は固定の請求書サービスを直接受けることができる。

先月、電力コージェネ規制庁はそのデータベースを更新し、より効

率的なサービスのためにそのシステムを改善していると発表した。

URL http://saudigazette com sa/article/541041/SAUDI-ARABIA/SEC-starts-
issuing-electricity-bills

フランスのAssystemがサウジの最初の原発（NPP）についてのコン

サル業務を受注した。

18か月の契約はアブダッラー国王原子力再生可能エネルギー都市

（KA-Care）から授与され、地理的調査と地震分析、環境への影響

調査、サウジの送電網に関するプロジェクトの影響に関する作業な

どサイトの特徴の調査をカバーする。

調査はサウジに最も建設に適したサイトを選択させ、プロジェクト

の設計についての重要な技術的詳細を提供する。

サウジ初の原子力プロジェクトは2つの原子炉の2.8GWの能力の発

電所となる計画である。MEEDは1月、サウジはNPPについての二つ

の潜在的な場所を評価していると報じた。サウジは適したサイトの

選定を支援するため、サイトの特徴化の調査、環境影響評価

（EIA）、暫定の安全分析報告（PSRA）を実施する契約のための提

案書を提出するよう求めた。

二つの候補地はウンム・フワイドとコール・ドゥウェイヒンで、両

方ともUAEとカタルの国境近くの海岸に位置している。

二つのサイトは国際的な規制機関（国際原子力エネルギー機関

（IAEA）と米国原子力規制委員会（NRC））により発行されたガイ

ダンスに沿って、2011年と2012年に実施された調査に従って候補

に選定された。

企業は最初の原発の建設のための契約に向けて態勢を整えつつあ

る。今年7月、国内の報道によると、ロシアの国営の原子力

Rosatomがサウジ初の原発の入札に参加する候補に選定されたと発

表した。

Saudi Gazetteの報告によると、Rosatomはサウジの原子力エネル

ギープログラムを監督する機関のアブダッラー国王原子力再生可能

エネルギー都市（KA-Care）による入札に参加するよう招待され

る。

2018-8-1
6 サウジアラビア

フランスの企業がサウジの原発の

コンサル業務を勝ち取る
MEED

7 サウジアラビア
サウジ電力は電力料の請求書を発

行開始
Saudi Gazette
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2018-7-24

ロンドンを本拠地とするEYは太陽光発電の独立型電力供給者

（IPP）事業についての諮問サービス契約につきAED550万（136万

ドル）の低価格での応札を行った。この事業はドバイのムハンマ

ド・ビン・ラシド・ソーラー・パークの第5フェーズを対象とする。

その他の応札会社と金額は以下の通りである。

Synergy Consulting、AED586万

PwC、AED830万

Idom Consulting、AED1283万

スペインのVector Cuatro RenewablesはAED473万を提示した

が、銀行保証をつけることができなかった。

7月に、ドバイ水電力庁（Dewa）は豪州のエンジニアリング・コン

サルタントのWorley Parsonsのコンサル部門のAdvisianをドバイの

38億ドルの太陽熱発電（CSP）事業の所有者のエンジニアとして採

用した。

Advisianは700MWのCSPプラントを開発するために設立された

Noor Energy 1により指名された。Noor Energy 1はプラントを開

発するよう選択された開発業者のサウジのAcwa Powerと国営の電

力の間の合弁事業である。

URL https://www meed com/uk-consultancy-bids-low-for-dewa-solar-project/

2018-7-26

地域最大のソーラーエネルギー展示会のドバイ・ソーラー・ショー

が10月に開催され、大会関係者はその部門の事業会社に参加を呼び

掛けている。

ドバイ水電力庁（Dewa）のサイード・ムハンマド・アル・タイエ

ルCEOは7月26日、太陽光発電（EV）技術に関係する企業に展示会

に参加するよう求めた。同展示会は第20回水・エネルギー技術環境

展示会（WETEX2018）と同時開催される。

ドバイ・ソーラー・ショーはドバイの国際会議展示センターで10月

23日から25日まで開催予定である。

第3回ソーラー・ショーは約14000平方メートル広さで、世界中か

ら125の展示者、10以上のスポンサーが参加する予定である。

アル・タイエルCEOはドバイ・ソーラー・ショーがソーラーエネル

ギー、蓄電システム、IPPソーラー発電開発業者、R&D、エンジニ

アリング、コンサルティングの分野で、サービス会社、官庁、大

学、教育機関、製造会社、サプライヤー、配送業者、スペシャリス

トにとってこの有望な産業での最新の技術やトレンドについて学ぶ

上で、理想的なプラットフォームであるとした。

URL https://gulfnews com/news/uae/government/third-dubai-solar-show-on-
october-23-25-1 2257526

2018-7-31

ドバイは2050年までにクリーンエネルギーによる電力生産を75%

とする狙いで、中東ソーラー10種競技を開催し、13カ国から18大

学が参加。

ドバイはその再生可能エネルギーの推進が追加の追い風となって、

「ネットでエネルギー消費ゼロのビル」を推進するために再生可能

エネルギーに関与するトップの大学のなかでグローバルな競争ラウ

ンドをホストする。

ドバイ水電力庁（Dewa）はEmirates Green Building Council

（EmiratesGBC）との協働で、7月31日に中東ソーラー10種競技セ

ミナーを組織した。

セミナーはエネルギー消費ゼロビルディングとして知られるネット

でエネルギー消費ゼロ（NZEV）のビルディングの重要性を強調し

た。

URL https://gulfnews com/news/uae/environment/dubai-pushes-zero-carbon-
buildings-through-solar-decathlon-1 2259618

8 UAE

Gulf News

ドバイは「ソーラー十種競技」を

通じて炭化水素排出ゼロのビルを

推奨

英国のコンサルタントがDewa

ソーラー事業で低価格応札
MEED

10

ドバイの第3回ソーラー・ショー

が10月に開催
Gulf News9 UAE

UAE
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2018-8-15

アブダビ・エネルギー局（DOE）は、次の主要なソーラープロジェ

クトのための場所の確保に現在着手している。

MEEDは2月、アブダビは次の主要な再生可能エネルギープロジェク

トのために1.5GWの発電所の開発を計画していると報じたが、DOE

は現在プロジェクトのための土地の取得のためのプロセスを進めて

いる。

プロジェクトはアル・ダフラ地区に位置する可能性が高いが、その

スキームに近い消息筋によると、顧客は依然としてその計画中のメ

ガプロジェクトについての政府の承認を求めている。

DOEがその土地を取得するなら、次のプロセスでは独立型電力供給

者（IPP）プロジェクトの計画にアドバイザーを選択し始める。

2017年2月、アブダビ水電力庁（Adwea）は丸紅と中国のJinko

Solarにスウェイハンで1,177MWのIPP太陽光発電所の開発を発注

した。これは単一場所のソーラープロジェクトとしては、世界最大

である。

スウェイハン・ソーラーIPP事業は350MWの能力で入札にかけられ

たが、開発業者の多くがもっと大型の能力のプラントの代替案を提

出した。丸紅とJinkoのソーラーコンソーシアムは2016年9月、

350MWのスウェイハン太陽光発電事業（IPP）について、最も低い

コストで提案書を提出した。

プロジェクトはUAEの2050年までの目標、エネルギーの50%をク

リーンエネルギー源とする目標の一部で、再生可能エネルギーはそ

のうち44%を占める。

URL
https://www meed com/exclusive-abu-dhabi-securing-site-next-major-solar-
project/?utm source=PANTHEON STRIPPED&utm medium=PANTHEON STRIP
PED

2018-7-31

イランの再生可能エネルギー連盟は、2018年10月9・10日の日程

で、イランの首都テヘランで「第3回再生可能エネルギー国際会議・

展示会」を開催することを発表した。2016年に開催された第1回会

議には世界23カ国から300名以上が、2017年の第2回会議には500

名以上が参加した。2017年の会議ではノルウェーのDNV-GL社およ

びIRENAが個別にワークショップも行った。イランは風力とソー

ラー発電の高いポテンシャルを有し、一連の国際会議はそのポテン

シャルに関する知識を深める絶好の機会となっている。

URL http://www satba gov ir/en/news/1191/3rd-Iran-Renewable-Energy-
Conference-and-Exhibition-IRAN-REC-2018

2018-8-14

英国の再生可能エネルギー投資のQuercusは米国によるイラン制裁

でイランでの5億ユーロの太陽光発電所の建設を中止すると発表し

た。

イランでのソーラー発電所はQuercusによる欧州外では最初の再生

可能エネルギー投資となるはずであった。能力は600MWを予定し

ていた。

イランは再生可能エネルギーによる発電のシェアを増やそうとして

おり、一つには大気汚染を理由とし、国際的な公約に合致する意図

もあり、2022年までに再生可能エネルギーを約5GWにすることを

希望している。

6月には、米国の制裁開始前の時点で、250社以上がイランでの新規

の再生可能エネルギー4GWを追加し販売する協定に調印していた。

イランでは602MWのみ導入が完了している（イランの統計によ

る）。

URL http://www arabnews com/node/1356226/business-economy

12 イラン Ministry of Energy of Iran

アブダビは次のソーラープロジェ

クトの場所を確保
MEED

第3回再生可能エネルギー国際会

議・展示会の開催を発表

13 イラン
英国のQuercusはイラン制裁で太

陽光発電所の建設から撤退
Arab News

11 UAE
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2018-7-22

ソーラーエネルギー開発を担当するMasen（Moroccan Agency for

Solar Energy)は計画中のNoor Mideltソーラープロジェクトについ

て、新しい締め切りを9月21日とした。同プロジェクトは二つのハ

イブリッド・ソーラー発電所からなり、それぞれ400MWの能力を

有する。Masenは今年1月、応札した3者に技術的な詳細を求めてい

た。Masenは当初締め切りを7月31日にセットしていたが、今やそ

れを9月に延期し、応札者により多くの時間を与えるよう配慮した。

3者はAcwa Power、EDF、Engieである。

Noor Mideltプラントはモロッコ北部のミデルトの北20kmに位置

し、3150ヘクタールの面積を有す。ハイブリッドのスキームはIPP

として開発され、BOOTを活用し、長期電力購入協定（PPA）の下、

Masenとプロジェクト会社との間で進められる。

URL https://www meed com/exclusive-morocco-sets-new-deadline-solar-bids/

2018-8-6

エジプトの送電会社（EETC）はエジプトの北部コム・オムボでの

200MWのソーラー発電所の開発を担う5つのグループからの応札を

開始した。太陽光発電スキームについて、8月1日に5つの開発業者

からの応札を受取った。最低価格の提案書はサウジのAcwa Power

で、2つの価格を提案しており、2.752セント/kWhと2.7499セント

/kWhは両方とも他の応札価格よりも低い。

2番目に低い提案書はスペインのFRVにより提出され、同社はサウジ

のAbdul Latif Jameelが完全所有する企業である。

ノルウェイのScatec、フランスのEDF、フランスのEngieとエジプ

トのOrascomのコンソーシアムがそれぞれ高水準の価格で応札し

た。英国のActois Powerは最も高い3.51736セント/kWhで応札し

た。

コム・オムボ・プロジェクトの入札は何度も遅延し、最初にその提

出依頼があったのは2016年6月であった。

URL
https://www meed com/egypt-opens-bids-kom-ombo-solar-
project/?utm source=PANTHEON STRIPPED&utm medium=PANTHEON STRIP
PED

2018-8-14

Petroleum Development Oman（PDO）は計画中の南部アミンで

の100MWの太陽光発電所の開発のための契約の詳細説明を完了。

7月8日にPDOは以下の応札者から提案書を受領した。Acwa

Power、EDF、Engie、丸紅、Masdar/Total。消息筋は、PDOは現

在技術及び商業面の詳細説明を完了し、近く候補者を選択する予定

である。

ソーラー発電所は、PDOの最初の独立型電力供給者（IPP）プロ

ジェクトになる。PDOは唯一の電力の引き取り手となり、ソーラー

企業により生産された電力全てを買い取る。

契約はソーラープラントの設計、建設、財務、操業、補修を含み、

電力購入協定は23年を満期とする。

国営の電力Oman Power & Water Co.（OPWP）もオマーンのエネ

ルギー源分散化の一部として、大規模にソーラーエネルギーの開発

の計画を進めている。計画中のプロジェクトはマスカットから

300kmのイブリで、能力は500MWを予定している。

URL https://www meed com/exclusive-oman-completes-clarifications-solar-
project/?utm source=email&utm medium=newsletter

MEED

モロッコはソーラー事業の応札の

締め切りを延期
MEED

ソーラープロジェクトの詳細説明

を完了

コム・オムボのソーラー発電の入

札を開始
MEED

14

16 オマーン

15 エジプト

モロッコ
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アブドゥルフサイン・ミルザー・エネルギー水利相は、（同省の）

持続可能エネルギー局は商業・産業セクターに加えて個人や家庭に

ついても、再生可能エネルギーの利用を促していると説明した。消

費電力の合理化や環境目標を達成するためと理由を述べている。な

お、個人が太陽エネルギーを利用するために必要な手続きについて

は、同省ウェブサイトを訪問する必要がある。

URL http://www bna bh/portal/en/news/853011

2018-8-18

クウェートのバヒート・ラシーディー石油相兼電力水相は、今年中

に石油部門が1500MWの太陽電池を生産すると語った。クウェート

のアンバー紙が報じた。記者会見でラシーディーは、電力水省がこ

の目標達成に向けて意欲的であると語った。彼の主宰でクウェート

科学発展財団（KFAS）、クウェート大学、石油部門、その他の政府

機関が召集され、同省内で委員会が形成された。さらに大臣は、ク

ウェート科学研究所（KISR）がShaqaya地区においてこのプロジェ

クトを実施していると加えた。プロジェクトは10MWの風力、

10MWのソーラーで開始し、今年中に第三のプロジェクトの操業が

開始される。

URL http://www arabtimesonline com/news/oil-sector-to-produce-1500-mw-of-
solar-cells-says-al-rasheedi/

18 クウェート
石油部門は1500MWの太陽電池

を生産する：ラシーディー石油相
Arab Times

BNAバハレーン
エネルギー大臣が再生可能エネル

ギーの利用促進を訴える
17

 

 

4.2.2 主要な出来事 

①サウジアラビア 

＜風力発電＞ 

サウジの再生可能エネルギープロジェクト開発室(Repdo)は400MWの風力発電事業につ

いて4件の応札があったと発表した。Repdoの7月24日の発表によると、計画中の5億ドルの

北部アル・ジュウーフ地域のデューマット・アル・ジャンダルでのスキームは、応札の評

価手続きが完了した後、サウジ電力調達会社(SPPC)との20年間の電力購入協定の下、12月

18日に発注される。Acwa Power、フランスのEDF Energies Nouvelles、イタリアのEnel 

Green Power、フランスのEngieが事前資格審査を通過した4社で、今年初めに応札を行い、

7月23日に文書は開封された。Repdoは、応札価格は1kWhあたり、7.99ハラルから12.71ハ

ラル(kWhあたり2.13～3.39セント)であったとした。 

サウジは2023年までに再生可能エネルギーを9.5GWに引上げる野心的な目標を設定し、

輸出市場でより多くの原油販売を目標としている。サウジのエネルギー相の再生可能エネ

ルギー室は今年だけで、3.25GWのソーラー、800MWの風力発電を入札にかけることを想
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定している。 

＜原発＞ 

フランスのAssystemがサウジの最初の原発(NPP)についてのコンサル業務を受注した。 

18か月の契約はアブダッラー国王原子力再生可能エネルギー都市(KA-Care)が発注し、調査

は地理的調査と地震分析、環境への影響調査、サウジの送電網に関するプロジェクトの影

響に関する作業などサイトの特徴の調査をカバーする。調査はサウジに最も建設に適した

サイトを選択させ、プロジェクトの設計についての重要な技術的詳細を提供する。 

サウジ初の原子力プロジェクトは2つの原子炉の2.8GWの能力の発電所となる計画であ

る。MEED誌は今年1月、サウジはNPPについての二つの潜在的な場所を評価していると報

じた。サウジは適したサイトの選定を支援するため、サイトの特徴化の調査、環境影響評

価(EIA)、暫定の安全分析報告(PSRA)を実施する契約のための提案書を提出するよう求めた。

二つの候補地はウンム・フワイドとコール・ドゥウェイヒンで、両方ともUAEとカタルの

国境近くの海岸に位置している。二つのサイトは国際的な規制機関(国際原子力エネルギー

機関(IAEA)と米国原子力規制委員会(NRC))により発行されたガイダンスに沿って、2011年

と2012年に実施された調査に従って候補に選定された。 

企業は最初の原発の建設のための契約に向けて態勢を整えつつある。今年7月、国内の報

道によると、ロシアの国営の原子力Rosatomがサウジ初の原発の入札に参加する候補に選

定されたと発表した。 

 

②UAE 

アブダビ・エネルギー局(DOE)は、次の主要なソーラープロジェクトのための場所の確保

に現在着手している。MEED誌は2月、アブダビは次の主要な再生可能エネルギープロジェ

クトのために1.5GWの発電所の開発を計画していると報じたが、DOEは現在プロジェクト

のための土地の取得のためのプロセスを進めている。プロジェクトはアル・ダフラ地区に

位置する可能性が高いが、そのスキームに近い消息筋によると、顧客は依然としてその計

画中のメガプロジェクトについての政府の承認を求めている。DOEがその土地を取得する
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なら、次のプロセスでは独立型電力供給者(IPP)プロジェクトの計画にアドバイザーを選択

し始める。 

プロジェクトはUAEの2050年までの目標、エネルギーの50%をクリーンエネルギー源と

する目標の一部で、再生可能エネルギーはそのうち44%を占める。 

 

③イラン 

英国の再生可能エネルギー投資のQuercusは米国によるイラン制裁でイランでの5億ユー

ロの太陽光発電所の建設を中止すると発表した。イランでのソーラー発電所はQuercusによ

る欧州外では最初の再生可能エネルギー投資となるはずであった。能力は600MWを予定し

ていた。 

イランは再生可能エネルギーによる発電のシェアを増やそうとしており、一つには大気

汚染を理由とし、国際的な公約に合致する意図もあり、2022年までに再生可能エネルギー

を5GWにすることを狙っている。6月には、米国の制裁開始前の時点で、250社以上がイラ

ンでの新規の再生可能エネルギー4GWを追加し販売する協定に調印していた。イランでは

602MWのみ導入が完了している(イランの統計)。 

 

4.2.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

中東では、イランを除き、風力・太陽光、原子力で着実な進展が見られた。その中で、

中国の動きが注目される。 

サウジアラビアでは、同国の最初のユーティリティ規模である400MWの風力発電プロジ

ェクトについて4件の入札が開封された。また、原子力発電所についてフランスの企業が調

査業務を受注した。 

UAEのドバイでは、ムハンマド・ビン・ラシド・ソーラー・パークの第5フェーズのアド

バイザー契約について、4社の応札があった。また、DEWA(ドバイ水電力庁)の世界最大

700MWのCSPプロジェクトの24.01%を中国のシルクロード基金が取得した。アブダビでは、

次の1.5GWの太陽光プロジェクトの土地の取得のためのプロセスが進められている。 
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イランでは、英国の投資会社が、米国の制裁のため600MWの太陽光発電プロジェクトの

建設を中止すると発表した。米国の制裁前、全体で4GWの再生可能エネルギープロジェク

トの契約が署名されていた。 

 

4.2.4 シナリオ分析・評価への影響 

サウジアラビアでは、サウジ国家再生可能エネルギープログラム下での2番目のプロジェ

クトである400MWの風力発電事業への応札を開封、契約は2018年12月18日に発注される

予定である。サウジアラビア政府は、石油依存度の低下、エネルギー源の分散化を目的と

し、再生可能エネルギーを推進しているが、その実現に向けたこれらの具体的な動きは注

目に値する。 
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第5章 定期報告書 2018年9月分 

5.1 アジア 

5.1.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2018-8-7

PV Infolinkによると、2018年上半期の中国の太陽光設備の輸出量

は18GW。貿易障壁の影響で米国、ｲﾝﾄﾞ向け輸出が影響を受けた

が、豪州、日本向けが各々2GW、ﾒｷｼｺ向けが1.8GW。その他、ﾌﾞﾗ

ｼﾞﾙ、UAE、ﾊﾟｷｽﾀﾝ等への輸出は500MWを超えた。ｲﾝﾄﾞ向けは、

2017年上半期の実績は3.6GWだったが、今年は輸入関税25％付加

の影響により、大きく減少する見通し。

URL https://www.china5e.com/news/news-1036484-1.html

2018-8-7

2017年の中国の太陽光発電の新設量は５３GW 、前年比53.6％の

増を記録したが、新規開発抑制政策と政府補助金のカット政策によ

り、2018年の新設量は大幅に減少し、2018年通年の新設量は

25GW、前年の半分に満たないと予想されている。今回の政策によ

り、政府補助金頼みで技術力の劣る企業は淘汰され、コスト低減を

実現でき、技術力を有する企業が生き残ることとなる。

URL https://www.china5e.com/news/news-1036454-1.html

2018-8-7

2017年の上海の炭素取引量が過去最多を記録し、現物取引量と取引

価格が共に上昇、前年比54.39％増の3596万9800トンに達した。

上海の炭素市場で取引されている商品は、現物と先物の2種類で、現

物取引では上海の炭素の排出枠、中国認証排出削減量（CCER)が取

引されている。

URL http://j.people.com.cn/n3/2018/0807/c94476-9488507.html

2018-8-13

国家発展改革委員会の説明によると、今年上半期の石炭火力による

石炭消費量は10.3億ﾄﾝで、前年比1.1億ﾄﾝの増で、伸び率は11.3％

に達し、過去10年来最高を記録した。今年は石炭価格が急上昇した

ため、石炭火力は発電コスト削減のため、コストの安い低品質炭を

多量に消費したことから、石炭火力の発電電力量は下降する中、石

炭消費量は拡大したもの。

URL https://www.china5e.com/news/news-1036964-1.html

2018-8-14

中国政府は、北京･天津･河北省地区における2018～19年の秋冬季

大気汚染防止策を策定した。対策では9月以降、化学工業等の企業生

産を制限し、大気汚染を削減するもの。具体的には、鉄鋼、建材産

業等の冬季稼動率を50％以下に抑制すること、違法排出企業を摘発

すること、石炭火力、鉄鋼、石化、化工、有色金属、ｾﾒﾝﾄ産業に対

する排出規制を厳格に適用することを定めている。

URL https://www.china5e.com/news/news-1037029-1.html

3 中国
上海炭素市場の現物取引量が過去

最多に

2018年上半期、石炭火力発電所

の石炭消費が拡大

中国能源網5 中国
中国、北京・天津・河北省地区の

今冬の大気汚染防止対策を策定

4 中国

中国能源網

中国能源網

太陽光抑制政策により、今年度の

新規設備量に影響
中国能源網

中国、2018年上半期の太陽光設

備の輸出量は18GW
中国

人民網

出所

1

2 中国

 



74 

 

 

2018-8-28

1月～7月の新規風力発電の設備量は946万kW、風力の平均稼動時

間は1292時間で、前年同期比174時間の増となり、棄風率は8.7％

で、前年同期比5％低下し、ここ数年では最低を記録した。

URL https://www.china5e.com/news/news-1038067-1.html

2018-9-4

中国、全人代常務委員会で8月31日、「土壌汚染防止法」が成立し

た。中国で初めて土壌汚染防止について専門に定める法律で、2019

年1月1日から施行する。同法は、各地方政府に対し、それぞれの地

域での土壌汚染物質の排出状況を重点的に監視すべき企業などのリ

ストを作成、公表するよう義務化。汚染のリスク管理と修復を行う

必要がある土地もリスト化し、住宅や公共サービスでの利用を制限

することなどを定めた。

URL https://www.nna.jp/news/show/1808236

2018-9-6

国務院は5日、天然ｶﾞｽの生産、供給、販売のシステムの構築を加速

し、天然ｶﾞｽの安定的発展を促進するために、「天然ｶﾞｽの協調的、

安定的な発展に向けた若干の意見」を発表した。

生産･供給体制の整備として、国内生産量の拡大に向けて資金を投入

し、2020年までに国内天然ｶﾞｽ生産量を2000億㎥以上とするとの目

標を示した。また地下ｶﾞｽ貯蔵施設とLNG受入ｽﾃｰｼｮﾝの整備により、

供給会社は2020年までに販売量の10％相当の貯蔵能力を整備する

とした。

次に天然ｶﾞｽ改革の推進として、天然ｶﾞｽ需給予測の精度を向上さ

せ、国内需給と輸入ﾘｽｸを把握し必要の都度警報を発する。また天然

ｶﾞｽへの燃料転換「煤改気」を推進し、北方地域でのｶﾞｽ供給を保証

する。天然ｶﾞｽ価格制度を整備し、価格の平準化を進め、各地域で低

所得層に向けた補助金の整備を行うとしている。

URL https://www.china5e.com/news/news-1038928-1.html
https://www.china5e.com/news/news-1038917-1.html

2018-9-12

北京市は10日、ゴミの分別収集を水深するモデル地区を今年中に８

４ヶ所増設する方針を明らかにした。同市は既に分別に従事する職

員を２万７８００人余り採用。分別事業を請負う企業も延べ217社

募集した。昨年は19ヶ所のモデル地区を設置しており、今年上半期

に分別された生ゴミは前年同期比3割増の6万8200トンだった。北

京市政府は政策指針で、20年をめどに市内のゴミ分別制度のカバー

率を90％に高める目標を設定している。

URL https://www.nna.jp/news/show/1811559

2018-8-27

インド環境・森林省は、25の業種に共通の環境基準を設定する方

針。事業の始動や拡張に必要な環境認可（EC）の取得に関する基準

を統一化する狙い。共通の基準が導入される業種は鉄鋼、セメン

ト、石炭、石油精製、紙パルプ、水力発電、工業団地の開発など。

同省は「ECの取得に必要な基準や条件を統一化するため、25業種を

対象に準備を進めている」と明らかにした。設定後は、同省傘下の

専門家評価委員会（EAC）が、統一化された基準に基づいて必要な

調査を行い、事業に固有の要件などを考慮した上で事業計画の修

正、提言、条件の追加などを実施。その結果を判断し、同省が最終

的にECを交付する流れになる。

URL https://global.factiva.com/hp/printsavews.aspx?pp=Print&hc=Publication

中国能源網中国

NNA ASIA

10 インド
共通の環境基準設定、水力発電な

ど25業種が対象
NNA ASIA

中国 北京市、ゴミ分別収集強化 NNA ASIA9

6 中国
風力発電の棄風率は8.7％と過去

最低を記録
中国能源網

8

土壌汚染防止法が成立、来年１月

から施行

中国国務院、天然ｶﾞｽ改革と発展

に向けた施策を発表

7 中国
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2018-8-28

インド政府が推進するエコカー購入支援制度「電気自動車（ＥＶ）

生産・普及促進（ＦＡＭＥ）インディア」の第２期が、9月７日に始

動する見通しだ。近く閣議で承認される見通し。モビリティーを

テーマにした国際会議「ムーブ」の開幕に合わせ、モディ首相が発

表するという。ＦＡＭＥは2015年に導入されたエコカー購入の補助

金支給制度で、第２期の実施期間は５年間、事業費は550億ルピー

（約870億円）となる。関係者らによると、二輪車と三輪車、公共

交通機関を含めた全てのＥＶの購入と充電インフラの整備が補助金

の支給対象になる。ただ第１期と異なり、ハイブリッド車（ＨＶ）

は除外される見通し。

URL https://www.nna.jp/news/show/1805557

2018-9-6

インドのガドカリ道路交通・高速道路相は、5年後に電気自動車の普

及率を15%以上とする新たな目標を打ち出した。達成に向けて、商

用車を運行する際に求めている許可取得の義務や完成車メーカーが

車両をテスト販売するために必要な要件を撤廃する。

URL https://www.reuters.com/article/india-auto-electric-vehicle/india-wants-evs-
to-be-15-percent-of-all-vehicle-sales-5-yrs-idUSL3N1VS4IW

2018-9-14

9月14日、電力省は、業務部門 商業ビルのエネルギーの40％以上

を消費するといわれるチラーのエネルギー効率に関する野心的なプ

ログラムを開始した。温室効果ガス排出量の削減とともに2019年に

5億台以上の電力を節約する。産業プロセスで広く使用されているエ

ネルギー効率の高いチラーシステムの導入を奨励する予定である。

このプログラムを通じて、CO2排出量を350万トン削減、2030年に

は40億台以上の電力を節約することも期待されている。チラース

ターラベリングプログラムは、エネルギー効率局（BEE）によって

策定されている。当初、プログラムは自主的に開始され、2020年

12月31日から義務化される見込み（当該BEEサイトがアクセスでき

ず未確認）。

URL https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/power-ministry-
launches-energy-efficiency-labelling-of-chillers/articleshow/65812943.cms

2018-9-14

世界銀行グループからEESL（Energy Efficiency Services Limited

(EESL)）への220百万ドルの融資（5年間の猶予付き、19年満

期）。80百万ドルのIBRDによる保証は、EESLが実施するプログラ

ムのコマーシャルリスクを部分的にカバーする。

LED照明とエネルギー効率の良い天井ファンのための持続可能な

市場の創造。公共街路灯への十分に構造化された拡張性のある投資

を促進する。

超効率的な空調や農業用水ポンプシステムなどの新興市場向けの持

続可能なビジネスモデルを開発する。EESLの制度的能力を強。

このプログラムに基づく投資は、1億7千万トンのCO2の温室効果ガ

スの排出を回避し、推定10 GWの追加発電能力の回避に貢献すると

期待される。これは、19.6 GWの目標であるエネルギー効率向上の

ための国家ミッション（National Mission for Enhanced Energy

Efficiency）、パリ協定に基づくインドの削減目標であるNDCsに

50％以上貢献すると見られている。

URL

https://www.esi-africa.com/india-secures-ample-financing-to-scale-up-
energy-efficiency-programme/ https://www.worldbank.org/en/news/press-
release/2018/05/17/usd300-million-world-bank-operation-help-scale-up-
india-energy-efficiency-program

世銀グループによるエネルギー改

善効率プログラムのファイナンス

締結 インドのNDCsに50％以

上貢献 （1億7千万トンの削減

効果）

times of india

times of india

インド電力省 チラーのエネル

ギー効率表示を開始 2030年まで

に350万ｔCO2削減に寄与

13 インド

インド14

インド NNA ASIA
エコカー補助金制度、第２期は9

月7日始動

Reuters

11

12 インド EV新目標、5年で普及率15%
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2018-9-7

米国がベトナムでのエネルギー貯蔵システムの研究開発に技術協力

する。米国貿易開発局（ＵＳＴＤＡ）は５日、ベトナム電力グルー

プ（ＥＶＮ）との技術協力に75万5,160米ドル（約8,400万円）を

無償援助する協定に調印した。

再生可能エネルギーの電力の比率が高くなった場合の電力システ

ムの安定的な運転に関する問題やエネルギー貯蔵設備の性能などを

分析・評価し、電力システムの最適化につなげる。

URL https://www.nna.jp/news/show/1809837

2018-9-13

ベトナムの風力発電の電力買い取り価格が、11月１日から引き上げ

られる。10日に公布された首相決定39号によると、１キロワット時

（ｋＷｈ）当たりの電力買い取り価格は、陸上の風力発電施設が現

行の7.8米セント（約8.7円）から8.5米セントに引き上げられる。

海上施設は現行の9.8米セントが維持される。

新買い取り価格は、2021年11月１日より前に商業運転を開始

し、国家電力網に接続される風力発電所に適用される。期間は商業

運転の開始日から20年間。首相決定の公布前に運転を開始している

風力発電所には、18年11月１日から締結済み電力売買契約の完了日

まで新価格が適用される。

URL https://www.nna.jp/news/show/1812049

2018-9-5

シンガポール建築建設庁は５日、エネルギー効率の高い非住宅用ビ

ルを対象とした新たな認証制度「スーパー・ロー・エナジー（ＳＬ

Ｅ）プログラム」を開始すると発表した。

同制度の認証を受けるには、２００５年に設けられた環境配慮型

ビルの基準からエネルギー効率を少なくとも６０％向上させる必要

があり、面積１平方メートル当たりの年間電力消費量を１００キロ

ワット時以下に抑えなければならない。

URL https://www.bca.gov.sg/newsroom/others/PR SGBW2018.pdf

2018-8-16

インドネシアのエネルギー・鉱物資源省は、家電の省エネ認証ラベ

ル制度に冷蔵庫、炊飯器、扇風機、家電用電気モーターの四つを加

える方針を明らかにした。省エネ認証は現在、蛍光灯電球とエアコ

ンにのみ付与。

URL https://www.nna.jp/news/show/1801050

2018-8-30

インドネシア政府は、軽油にバイオディーゼルを20％混合した「Ｂ

20」の使用を義務付ける範囲を拡大させる政策を、当初予定通り９

月１日から実施する。エネルギー・鉱物資源省が関連規定を公布し

た。

Ｂ20はこれまで、補助金付きの低価格ディーゼル燃料として、ガ

ソリンスタンドで対象を低所得者と想定し販売していたが、９月１

日以降は、ガソリンスタンドで販売する補助金付きＢ20は存続させ

ながら、補助金なしのＢ20についても列車や船舶、重機、軍用車両

などあらゆるディーゼル車両に使用を義務付ける。

URL https://www.nna.jp/news/show/1806711

NNA ASIA

シンガポール建

築建設庁

ベトナム
米国、ベトナムのエネルギー貯蔵

システム開発を支援
NNA ASIA

NNA ASIA18 インドネシア
インドネシア 家電の省エネ認証

ラベル制度の拡大の方針

19 インドネシア
インドネシア バイオ燃料の使用

義務拡大、関連規定を公布
NNA ASIA

シンガポール 省エネビルに新た

な認証制度

15

17 シンガポール

16 ベトナム
ベトナム、11月から陸上風力発

電の買取価格引き上げ

 



77 

 

 

2018-9-6

インドネシアのジョナン・エネルギー・鉱物資源相は4日、政府が進

める3,500万キロワット（kW）の電力開発計画のうち、1,520万

kW分の事業について延期する方針を発表した。事業者がまだ資金調

達できていない発電所について、当初2019年に設定していた稼働目

標時期を、21～26年に先送りする。不要な建設資材の輸入を減らす

ことで、外貨準備高の減少を食い止め、通貨ルピアの安定化を図る

狙い。

URL https://www.nna.jp/news/show/1809287

2018-8-20

サラワク州政府傘下の電力会社サラワク・エナジー（ＳＥＢ）は、

列車やバス向けに電力を供給する水素製造プラントと水素ステー

ションを試験的に設置、運営するプロジェクトに１５００万リンギ

を投資する。

プロジェクトはサラワク州のグリーンエネルギー政策に沿って、

２０１９年第１四半期に完了予定。将来、列車やバスなどに使われ

る燃料電池として実用可能性を探る狙い。輸送用の燃料電池車向け

に水素ステーションが設置されるのは東南アジアで初。

URL https://www.thestar.com.my/business/business-news/2018/08/20/seb-
investing-in-pilot-hydrogen-production-plant-refuelling-station/

21

インドネシア
インドネシア 1520万ｋｗの発

電事業を延期
NNA ASIA

マレーシア
マレーシア 水素製造プラント試

験事業を実施
The Star Online

20

 

 

5.1.2 主要な出来事 

①中国 

中国の太陽光発電の新設量は2017年には53GWを記録したが、2018年5月に出された新規

開発抑制政策と政府補助金削減政策により、2018年の新設量は25GWへと大幅に減少する

と見込まれている。国内市場の縮小により中国の太陽光設備の輸出は拡大すると予想され

ているが、主要輸出先であるインドで輸入を制限する動きもあり、競争力のない中国設備

メーカーは淘汰されると見込まれている。 

中国政府は「青空防衛戦」と銘打った大気汚染防止対策を展開している。中国生態環境

省は2018年秋から2019年にかけて、北京･天津･河北省エリアの主要都市で大気汚染防止対

策を実施する。汚染物質の排出量の多い鉄鋼業、建材業等の冬季営業を禁止するなど、産

業界に対する排出規制を厳格に運用する。 

中国国務院は9月5日、天然ガス改革と発展に向けた施策を発表した。昨年強力に推進し

た石炭からガスへの燃料転換により全国でガスの供給不足が発生し、社会に混乱をもたら

した反省を踏まえ、ガス供給の安定化施策を打ち出すとともに、民生用のガス供給を優先

しつつ、今後も石炭からガスへの燃料転換を進める方針を示した。 
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②インド 

インドのガドカリ道路交通・高速道路相は9月6日、5年後に電気自動車の普及率を15%以

上とする新たな目標を打ち出した。達成に向けて、商用車に求めている運行許可取得の義

務を撤廃するなど規制を緩和する。近くエコカー支援制度「電気自動車生産・普及促進

(FAME)インディア」の第2期が始動する予定で、第2期ではすべてのEVの購入と充電イン

フラ整備のみが補助金の支援対象になる見通し。 

インド環境・森林省は、水力発電を含む25の業種に共通の環境基準を設定する方針。事

業の始動や拡張に必要な環境認可(EC)の取得に関する基準を統一化する。設定後は、同省

傘下の専門家評価委員会(EAC)が、統一化された基準に基づいて必要な調査を行い、事業に

固有の要件などを考慮した上で事業計画の修正、提言、条件の追加などを実施する。 

 

③ASEAN 

 ベトナムの陸上風力発電の買取価格が1kWh当たり現行の7.8米セント(約8.7円)から8.5

米セントに引き上げられる。新買取価格は、2021年11月1日より前に商業運転を開始し、電

力網に接続される風力発電所に適用され、期間は商業運転の開始日から20年間。 

 ベトナム電力公社は9月5日、米国貿易開発局が技術協力として75万5,160米ドル(約8,400

万円)を無償援助する協定に調印した。再生可能エネルギーの電力の比率が高くなった場合

の電力システムの安定的な運転に関する問題やエネルギー貯蔵設備の性能などを分析・評

価し、電力システムの最適化につなげる。 

 インドネシア政府は、軽油にバイオディーゼルを20%混合した「B20」の使用を義務付け

る範囲を拡大させる関連規定を公布した。B20はこれまで、補助金付きの低価格ディーゼル

燃料として、ガソリンスタンドで対象を低所得者と想定し販売していたが、9月1日以降は

補助金なしのB20についても列車や船舶、重機、軍用車両などあらゆるディーゼル車両に使

用を義務付ける。 

 シンガポールの建築・建設業管理局は9月5日、エネルギー効率の高い非住宅用ビルを対

象とした新たな認証制度「スーパー・ロー・エナジー(SLE)プログラム」を開始すると発表
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した。2005年に設けられた環境配慮型ビルの基準からエネルギー効率を少なくとも60%向

上させる必要があり、面積1平方メートル当たりの年間電力消費量を100kWh以下に抑える。

既存技術や技術革新に関連する60以上のソリューションは、下図のとおり4つのカテゴリー

に分類される。 

図 5-1 スーパー・ロー・エナジー(SLE)プログラム 

Figure：Super Low Energy Building Technology Roadmap in Singapore 

 

Source: Building and Construction Authority, Singapore 

 

5.1.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

①中国 

今月の中国地球温暖化政策の動きとしては、まず全国ETSに関して、この数カ月で停滞

感が強まっている中、全国ETSの行方に関する懸念がさらに増幅したもようである。中国

が、国家排出量取引スキーム(ETS)を気候変動司の責任の一部として言及することなく、生

態環境省の組織構造を公表したためである。生態環境省は、国家発展改革委員会(NDRC)

から気候変動対策に関する役割などを従来の環境省と合体して新組織として創設したもの

である。環境省はETSより環境税を重要視していると以前から噂されている。生態環境省

の発表によれば、気候変動部門の責任が、気候変動の影響分析、UNFCCCの義務の履行、

CDMプログラムの実施となっている。また、省エネルギーや排出削減への取り組みも内容
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となっている。一方で、温室効果ガスモニタリング等は、生態環境省の他の部門に配置さ

れた。 

一方、パイロット市場に関して、中国最大の地方パイロットETSである広東省について

は、前月、現状維持との政府の命令があったと報道されているのに加えて、広東省政府は

CCER制度を改善するため、同制度の実施を停止すると発表した。ただし、改善の内容やプ

ログラムの再開時期に関する詳細は示されなかった。 

 

③ インド 

インド電力省 チラーのエネルギー効率表示を開始 2030年までに350万tCO2削減に寄与 

9月14日、電力省は、業務部門商業ビルのエネルギーの40%以上を消費するといわれるチ

ラーのエネルギー効率に関する野心的なプログラムを開始した。温室効果ガス排出量の削

減とともに2019年に5億台以上の電力を節約する。産業プロセスで広く使用されているエネ

ルギー効率の高いチラーシステムの導入を奨励する予定である。 

このプログラムを通じて、CO2排出量を350万トン削減、2030年には40億台以上の電力を

節約することも期待されている。チラースターラベリングプログラムは、エネルギー効率

局(BEE)によって策定されている。当初、プログラムは自主的に開始され、2020年12月31

日から義務化される見込み(当該BEEサイトがアクセスできず未確認)。 

 

世銀グループによるエネルギー改善効率プログラムのファイナンス締結 

世界銀行グループからEESL(Energy Efficiency Services Limited (EESL))へのファイナ

ンスの締結が8月末に実施された。220百万ドルの融資(5年間の猶予付き、19年満期)。80百

万ドルのIBRDによる保証は、EESLが実施するプログラムのコマーシャルリスクを部分的

にカバーする。  

このプログラムに基づく投資は、1億7,000万トンのCO2の温室効果ガスの排出を回避し、

推定10GWの追加発電能力の回避に貢献すると期待される。これは、19.6GWの目標である

エネルギー効率向上のための国家ミッション(National Mission for Enhanced Energy 
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Efficiency)、パリ協定に基づくインドの削減目標であるNDCsに50%以上貢献すると見られ

ている。 

[プログラム内容] 

 LED照明とエネルギー効率の良い天井ファンのための持続可能な市場の創造。公共

街路灯への十分に構造化された拡張性のある投資を促進。 

超効率的な空調や農業用水ポンプシステムなどの新興市場向けの持続可能なビジネ

スモデルを開発。EESLの能力を強化。 

 

② ASEAN 

(インドネシア) 

急速なルピア安ドル高の進行を受けて、外貨をコントロールする取り組みが行われた。 

エネルギー・鉱物資源省のバンバン・ガトット鉱物石炭総局長は9月8日、鉱物石炭分野

の企業に対し、輸出で獲得した外貨をインドネシア国内の銀行の口座に預金するよう義務

付けたと発表した。 

イグナシウス・ジョナン・エネルギー・鉱物資源相は9月4日、経常赤字の縮小を目的と

した政府の輸入抑制策の一環として、全国の発電設備容量を3500万kW追加する政府プログ

ラムについて、まだ着工していない1,520万kW分の建設を2019年以降に延期する方針を明

らかにした。 

ジョナン・エネルギー・鉱物資源相は9月6日、地熱発電事業は発電の原料を輸入する必

要がなく、為替変動の影響が少ないことから、最大限に活用すべきとして、投資を訴えた。 

エネルギー・鉱物資源省再生可能エネルギー・新エネルギー総局のアンドリアア・フェ

ビー・バイオエネルギー局長は8月28日、軽油に20%のバイオディーゼルを混合する義務を

拡大する計画について、法的根拠となるエネルギー・鉱物資源大臣決定2本を交付したこと

を明らかにした。9月1日から実施された。ダルミン・ナスティオン経済調整相は8月31日、

義務の拡大はインドネシアの経常赤字を縮小させる取組の一環だと説明した。年末までの4

か月にパーム原油の消費量が100万トン増加する見通しである。 
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民間研究機関エネルギー・鉱業法研究センターのビスマル・バクティアル理事長は8月22

日、政府が石炭価格の上昇を背景に2018年尾石炭輸出枠を当初よりも1億トン拡大する方針

を出したことに対し、環境に与える影響や国内供給の確保に対する不安が大きいとして懸

念を表明した。 

 

(ベトナム) 

南部ロンアン省は、火力発電所の整備に当たって、石炭以外の燃料の利用促進を要請す

る文書を商工省に送った。 

ベトナム政府は、ニントゥアン省の太陽光発電事業へFIT導入をめぐり、事業者の商業運

転開始期限を2019年6月30日から2020年末に延期することを承認する決議を公布した。新

決議を受け、他の地方でも延期が認められるとの期待が出ている。9月10日に公布された首

相決定39号によると、11月1日から、1kWh当たりの電力買取価格は、陸上の風力発電施設

が現行の7.8セントから8.5セントに引き上げられる。商工省とABBベトナムが9月7日開催

したセミナーで、再生可能エネルギーの電源開発が急速に進んでいる一方で、送電網の未

整備が問題となっていることが指摘された。 

グエン・フー・チョン書記長がロシアに訪問したのにあわせ、政府間や企業間で幅広い

協力協定が締結された。ベトナム教育・訓練省とロシア国営原子力企業ロスアトムによる

原子力エネルギーの人材訓練に関する協力が調印された。また、国営ベトナム石油ガスグ

ループ(ペトロベトナム)とロシアの国営ガスプロムグループは、ベトナムの大陸棚にある鉱

区の開発協力で合意し、ベトナム商工省とロシアエネルギー省は、LNGの供給と火力発電

所の開発で提携を結んだ。 

 

(タイ) 

タイ発電公社(EGAT)のアヌチャート総裁補佐は、タイ湾に設置する浮体式貯蔵・再ガス

化施設(FSRU)の建造計画の是非を2019年初めに判断すると述べた。また、EGATは9月4日、

年間150万トンのLNGを輸入するため入札を実施し、2019年3月までに契約調印すると発表
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した。 

IPPガルフ・エナジー・デベロップメントは9月6日、オマーン政府の天然ガス火力発電所

建設計画に参画すると発表した。 

 

(マレーシア) 

第一次産業省が出した声明によると、北京を公式訪問中のマハティール首相は8月21日、

李克強首相との会談の中で、パーム油由来のバイオ燃料の共同開発を推進していくことで

一致した。 

 

5.1.4 シナリオ分析・評価への影響 

中国では大気汚染の防止に向けた取り組みが活発化している。PM2.5平均濃度を前年比

5%前後削減する目標の達成に向け、2018年、2019年における秋冬季大気汚染防止策(北京･

天津･河北省地区)が策定された。これによって、9月以降化学工業などの企業生産を制限、

エネルギー消費量に大きな影響を与えると予想される。また、天然ガス改革と発展に向け

た施策も発表、国内生産量拡大に向けた資金の投入や貯蔵能力の整備が計画されており、

今後の動向が注目される。 

インドでは共通の環境基準が設定(統一化)される見通しである。エネルギー多消費産業で

ある鉄鋼、セメント、石炭などを含めた25業種が対象となり、今後の企業の生産構造、エ

ネルギー消費構造に大きな影響を与えると考えられる。また、EVの購入と充電インフラの

整備が補助金の支給対象となる「エコカー購入支援制度第2期」の始動や、EV普及率を5年

で15%とする新目標が打ち出されるなど、EV普及に向けた動きが活発化しており、シナリ

オ分析・評価において注目に値する。 
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5.2 中東 

5.2.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2018-9-12

米国のエネルギー省のリック・ペリー長官とサウジのハリッド・ア

ル・ファーリフ・エネルギー相は9月10日、米サ民事原子力協定の

締結の可能性を含めて、幅広い事項について協議した。

昨年、同長官のリヤードへの訪問時に、大臣達はクリーン化石燃料

と炭素管理の分野で相互に利益をもたらす協力の枠組みを設定する

MOUを締結した。MOUは単に批判の多い二酸化炭素だけでなく、ク

リーンな化石燃料や炭素管理について、環境に優しい方法でエネル

ギー生産を増やす方向での同盟が含まれている。

URL http://saudigazette com sa/article/543251/SAUDI-ARABIA/Saudi-Arabia-
US-discuss-nuclear-partnership

2018-9-17

ハリッド ル ファ リフ

原子力エネルギープログラムは持続可能なエネルギー部門の開発の

ために必須であると述べた。

サウジは今年その最初の二つの原子炉の建設を開始し、今後25年間

に16基を800億ドル以上の費用をかけて建設する計画である。それ

は2032年までに原子力エネルギーから総電力の15%を供給する計

画である。

ウィーンでの国際原子力機関（IAEA）の年次総会において、ファー

リフ大臣は、原子力プロジェクトは、そのエネルギー源を原子力や

再生可能エネルギーに分散化することを目指す、サウジビジョン

2030の一部であると述べた。

さらに、プログラムは「全ての国際的な条約及び協定及びベストプ

ラクティスに合致し、安全、治安、透明性の最高の基準に基づいて

いる」と述べた。

同相は、サウジは核兵器不拡散の条約にコミットしていると述べ

た。同条約は、核兵器をなくし、原子力の平和的技術への利用をメ

ンバー国と共に追求することを要請する。

さらに、サウジは中東を核兵器のない地域とするよう国際共同体と

協力することを要請した。

URL http://www arabnews com/node/1373701/saudi-arabia

URL http://www arabnews com/node/1373441/business-economy

3 サウジアラビア

PIFは米国の電気自動車製造の

Lucid Motorsに10億ドル以上投

資

Arab News
2018-9-17

サウジの公的投資基金（PIF）は9月17日、電気自動車を生産するた

めにLucid Motorsに10億ドル以上を投資することで合意したと発表

した。そのディールは2020年にLucidの最初の電気自動車Lucid Air

の商業生産の開始を可能とするための資金を提供する。

その投資はTesla Inc.のイーロン・マスクCEOが彼の電気自動車製

造会社を非上場とするために彼に720億ドルの基金を支援すると述

べた後で発表になった。そのディールについては多くの銀行家が大

規模な投資を行うか疑問を投げかけていた。

Teslaの株はPIFによるLucidへの投資のニュースが流れた後2.2%低

下した。

そのディールはサウジの環境上好ましい経済を建設しようとする努

力、サウジを石油への依存から分散化させるビジョン2030に概要が

示された目標の達成を支援する。

Lucidはカリフォルニア州のニューアークに本拠を置き、2007年

に、前Tesla副社長で取締役のバーナード・ツェ氏、Oracle Corp.の

前エグゼクティブのサム・ウェン氏、Redback Networksにより設

立された。

資金はPIFにより完全所有の特別目的資金を通じて提供され、Lucid

はLucid Airの開発と試験にそれを使用し、アリゾナ州で電気自動車

の生産開始のための工場を建設する。なお、このディールが成立す

るには政府の許可を必要とする

出所

Arab News
原子力プログラムはサウジのエネ

ルギー部門の基礎
2 サウジアラビア

1 サウジアラビア
サウジは米国と原子力協定につい

て協議
Saudi Gazette
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2018-8-31

ドバイを本拠地とするエネルギー効率の規制を担当するEtihad Esco

は2030年までに設備改造や屋上ソーラーなどの設置によりAED5憶

の省エネを生む数十億ドルのプロジェクトを実施しようとしてい

る。

Etibad EscoのCEOのアリ・アル・ジャーシム氏は、「我々が計画し

ているプロジェクトはAED4億にのぼる。そのため、我々は来年そ

して再来年にAED4億から4.5億のプロジェクトについて顧客に話を

している」とし、「ドバイ水電力庁によるエネルギー効率性事業は

累計70件のプロジェクトに増え、それはドバイだけでなく、アブダ

ビでの産業及び民生用などの新規の事業を含む」と述べた。

2013年に開始され、Etihad Escoはその認定者及び規制者としての

役割から、一般的にはSuper Escoとして知られ、省エネを2021年

までに20%、2030年までに30%実施する目標を立てている。当初

の目標は既に超えており、これは新しい目標を開発するために行っ

た内部のレビューで明らかになったとアル・ジャーシム氏は指摘す

る。

URL https://www thenational ae/business/energy/exclusive-dubai-s-super-esco-
eyes-dh500m-worth-of-energy-savings-by-2030-1 765291

2018-9-2

ドバイ水電力庁（Dewa）は約1,145の建物のソーラー発電施設が

シャムス・ドバイ屋根ソーラー・イニシアティブの下で、国の送電

網に連結されたことを明らかにした。これはほぼ50MW近い発電能

力の追加である。

Dewaはそのグリーン・ドバイ計画の開始の一部として、9月2日、

屋根式ソーラー発電の送電網への連結の最新の数字を発表した。グ

リーン・ドバイ計画はドバイの電力部門のためのスマートで持続可

能な技術を開発するよう意図された3つのイニシアティブからなる。

シャムス・ドバイ・ソーラー計画に加えて、グリーン・ドバイ計画

にはドバイ全体での電気自動車の充電ステーションの設置のための

グリーン・チャージャー・イニシアティブも含まれる。Dewaは

2018年末までに200件の充電ステーションの設置を狙っている。

3番目のイニシアティブは「水の大量使用」注意報で、それは顧客が

水道管における水漏れを探知するのを助ける。システムは消費の異

常な増加があるか顧客に注意を促すもので、顧客は水道管を確認

し、水漏れを補修するのを許容する。

URL https://www meed com/dubai-reaches-50mw-rooftop-solar-installations/

4 UAE

5 UAE

ドバイは2030年までに5億ディル

ハムの省エネを狙う
The National

ドバイは屋根式ソーラー発電が

50MWに到達する
MEED
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URL https://www thenational ae/business/technology/hydrogen-could-play-bigger-
role-in-middle-east-energy-transition-1 769602

URL https://www presstv com/Detail/2018/08/28/572485/Iran-renewable-energy-
wind-farm-solar-sanctions

2018-9-3

ResearchAndMarkets.comは9月3日、報告書"GCC Renewable

Energy Industry Forecast 2018-2022"を発表した。本報告書で

は、豊富で適切な資源と、技術コストの急速な低下がGCC諸国にお

ける再生可能エネルギービジネスの主要な成長要因であると指摘し

た。またGCC諸国の市場規模を、2018年には21億米ドルとなり、

2022年までに250億ドルにまで成長すると見通している。現在、

GCC諸国において再生可能エネルギープロジェクトの71%を太陽光

プロジェクトが占めている。

URL
https://newsok com/article/feed/5459987/the-renewable-energy-market-in-
the-gcc-reached-21-billion-in-2018-and-is-expected-to-be-valued-at-25-
billion-by-2022-researchandmarketscom

ドイツの工業エンジニアリング会社のSiemensによると、水素はグ

ローバルに経済を非核化する上で移行期の燃料として最適化されて

おり、中東は潜在的により多くの産業及び商業用の水素を導入でき

る。

ドイツ最大の水素電解施設のEnergiepark MainzのSiemensプロ

ジェクトリーダーのクロース・シェファー氏は、「地域からの関心

の点では、それは変化している。我々は西欧からスタートし、我々

は豪州に大きい需要があることを知り、中東でも大きな関心がある

ことを認識した」と述べた。

さらに、「中東は太陽から非常に安価に電力を生産でき特定の優位

性をもつが、それは西欧とは違っている」とした。

UAEでは既に水素への関心が示されている。昨年、最初の水素自動

車の燃料供給ステーションが200万ドルかけてドバイで開所した。

ドイツの工業会社は中東で水素経済を発展させる計画をもち、この

技術について地域での事業機会を探している。

Siemensは2月には、ドバイ水電力庁（Dewa）との間で、ムハンマ

ド・ビン・ラシド・ソーラーパークでのソーラー発電による水素電

解設備について協定に調印した。

プロジェクトは太陽光発電技術を使用して水素を生産する狙いであ

る。ガスはそれから貯蔵され、輸送用に使用されるかその他の産業

用のニーズを満たす。水素は地域の再生可能エネルギーの導入を加

速させるのに役立つ可能性があるとDewaは今年初めに指摘した。

水素燃料のトヨタの未来は昨年UAEでデビューしたが、これはAl-

Futtaim、アブダビのMasdar City、フランスの燃料多国籍のAir

Liquideとの協働で実現した。

水素の自動車用利用はゲームチェンジャーとなり得る。燃料の90%

は産業部門で使用され、石油やガス及び精製部門でより多く使用さ

れる。金属の精錬及び肥料の生産はさらに多くの水素燃料の応用の

可能性がある。

2018-9-12

The National
水素は中東のエネルギー移行でよ

り大きい役割を果たせる
UAE6

イラン北部のタロームにおいて、18タービンの風力発電プラントが

稼動した。本プラントの総工費は8600万ユーロであり、工期は1年

であった。この記事によれば、本風力発電プラントの稼動により、

イランは11万トンの温暖化ガスの排出を削減できる見通し。

欧州の再生可能エネルギー企業はイランに積極的に参入しており、

オランダのGlobal Renewable Investments（GRI）やノルウェー

のSaga EnergyおよびScatec Solarなどがその中に含まれる。

エネルギー省のハーエリ次官によれば、イランの再生可能エネル

ギーの要領は、2019年３月末までに1,000MWに達する予定。

2018-8-28

7 イラン

8 GCC
GCC諸国の再生エネルギー市場は

2018年に21億米ドル規模に到達
AP/News OK

国内最大の風力発電所が稼動 PressTV



87 

 

 

2018-9-16

クウェート国営石油会社（KNPC）は1GWのAl-Dibdahの太陽光プ

ロジェクトの入札書類を交付した。設計・調達・建設・融資契約の

もとで入札される同プロジェクトに、国際的な開発業者やコントラ

クターが関心を持っていた。12月16日が提出日と定められた。事前

承認された企業グループは10増加し、28グループとなった。その中

にはスペイン、サウジアラビア、クウェート、中国、ドイツ、ルク

センブルク、インド、米国、韓国、エジプト、カナダの企業が含ま

れている。

URL https://www meed com/kuwait-issues-tenders-1gw-solar-project/

2018-8-19

オマーンの水電力調達会社（OPWP)は10月末までに石炭火力独立型

発電プロジェクト（IPP）の入札書類を発行する計画である。顧客は

6月にオマーン最初の石炭火力発電所の事前資格審査書類を開発主体

から受け取った。そして、現在提案書の評価がなされている。消息

筋によると、入札書類は事前資格審査への合格者に今後3カ月以内に

送付される予定である。

URL https://www meed com/exclusive-oman-sets-target-issue-tender-coal-
project/

2018-9-4

ソーラー研究、エネルギーの革新と持続性を対象とした、PDO

（Petroleum Development Oman）と提携した、新しい技術セン

ターの設置が9月3日に発表された。

SolaRISE技術センターは油田の環境において次世代のソーラー技術

を開発し実験する。

URL http://saudigazette com sa/article/542623/BUSINESS/New-center-for-solar-
research-innovation-and-sustainability-in-energy-created-in-Oman

2018-9-9

ヨルダンの国営電力公社（Nepco）はその再生可能エネルギープロ

グラムの第3ラウンドの商業入札を9月9日に開札する。第3ラウンド

には応札した16社のうち、14社が有資格となった。消息筋による

と、Nepcoは4カ月かけて16の応札者の技術的な照会を実施し、提

案書のうち14件を有資格とした。

第3ラウンドの下で、エネルギー鉱物資源省（MEMR）はMaan地区

での特定のサイトで200MWの太陽光発電事業の開発を目標とし、

100MWの風力発電についてはヨルダン南部の開発業者選定のサイ

トで開発が進められる。風力発電プロジェクトについては11月1日

が期限となっている。

URL https://www meed com/exclusive-jordan-sets-time-opening-solar-bids/

2018-9-10

中国のJinko Solarはヨルダンの再生可能エネルギープログラムの第

3ラウンドにおいて50MWの太陽光発電のプロジェクトについて最

も低い価格で応札した。

中国企業はkWh当り17.65ヨルダン・フィルス（Jdfils、2.48セン

ト）で応札した。地場のAlrai Energyが2番目に低いJdfils17.78で

応札した。その他12社がそれより高い価格で応札した。

14の応札者のうち、13社が50MWの基本提案に加えて、100MWの

規模の事業提案書を提出した。

第3ラウンドの下で、ヨルダンのエネルギー鉱物資源省（MEMR）は

Maan地区での指定サイトで200MWの太陽光発電、サイトは開発業

者に任せて、ヨルダン南部で100MWの風力発電プロジェクトの開

発を行う目標を設定している。

第3ラウンドで勝利した応札者はMEMRとMOUを締結し、FSを進

め、国の送電網とつなぐ技術的な統合計画へと進むことを可能とす

る。

URL https://www meed com/exclusive-jinko-solar-submits-lowest-bid-jordan-
solar-programme/

12 ヨルダン
ヨルダンはソーラー発電の入札の

開札日を設定
MEED

11 オマーン
ソーラー研究、エネルギーの革新

と持続性の新しい研究所が設立
Saudi Gazette

13 ヨルダン MEED

石炭プロジェクトの入札の目標を

設定
MEED

Jinkoがヨルダンのソーラープロ

グラムで最小コストの応札

10 オマーン

クウェートは1GWのソーラー・

プロジェクトの入札資料交付へ
MEED9 クウェート
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5.2.2 主要な出来事 

①サウジアラビア 

ハリッド・アル・ファーリフ・エネルギー相は9月17日、ウィーンでの国際原子力機関

(IAEA)の年次総会において、サウジの原子力エネルギープログラムは持続可能なエネルギ

ー部門の開発のために必須であると述べた。サウジは今年その最初の二つの原子炉の建設

を開始し、今後25年間に16基を800億ドル以上の費用をかけて建設する計画である。それは

2032年までに原子力エネルギーから総電力の15%を供給する計画である。 

ファーリフ・エネルギー相は、原子力プロジェクトは、そのエネルギー源を原子力や再

生可能エネルギーに分散化することを目指す、サウジビジョン2030の一部であると述べた。

同相は、サウジは核兵器不拡散の条約にコミットしていると述べた。同条約は、核兵器を

なくし、原子力の平和的技術への利用をメンバー国と共に追求することを要請する。さら

に、サウジは中東を核兵器のない地域とするよう国際共同体と協力することを要請した。

アル・ファーリフ・エネルギー相は国際社会に地域及び国際的な安全保障への全ての脅威、

特にイランに対してより厳しいスタンスをとるよう求めた。 

 

②UAE 

ドイツの工業エンジニアリング会社Siemensによると、水素はグローバルに経済を非核化

する上で移行期の燃料として最適化されており、中東は潜在的により多くの産業及び商業

用の水素を導入できる。ドイツ最大の水素電解施設のEnergiepark MainzのSiemensプロジ

ェクトリーダーのクロース・シェファー氏は、「地域からの関心の点では、それは変化して

いる。我々は西欧からスタートし、豪州に大きい需要があることを知り、中東でも大きな

関心があることを認識した」と述べた。さらに、「中東は太陽から非常に安価に電力を生産

でき特定の優位性をもつが、それは西欧とは違っている」とした。 

UAEでは既に水素への関心が示されている。昨年、最初の水素自動車の燃料供給ステー

ションが200万ドルかけてドバイで開所した。UAEはその必要とする電力の98%をガス火力

に依存するが、2050年までにクリーンなソースからのエネルギーで75%を賄い、そうした
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プロジェクトに500億ディルハム(136億ドル)程度を投資する計画である。 

Siemensは既により多くのクリーン燃料のハイブリッドのソースを推進している。2月に

は、同社はドバイ水電力庁(Dewa)との間で、ムハンマド・ビン・ラシド・ソーラー・パー

クでのソーラー発電による水素電解設備について協定に調印した。プロジェクトは太陽光

発電技術を使用して水素を生産する狙いである。ガスはそれから貯蔵され、輸送用に使用

されるかその他の産業用のニーズを満たす。水素は地域の再生可能エネルギーの導入を加

速させるのに役立つ可能性があるとDewaは今年初めに指摘した。 

ドバイは2020年万博の間、実験のスキームで生産された環境に優しい水素で走る燃料電

池車を使用することで水素燃料輸送を主流に位置付ける計画である。トヨタの水素燃料車

「ミライ」は昨年UAEでデビューしたが、これはAl-Futtaim、アブダビのMasdar City、

フランスの燃料多国籍のAir Liquideとの協働で実現した。水素の自動車用利用はゲームチ

ェンジャーとなり得る。燃料の90%は産業部門で使用され、石油やガス及び精製部門でより

多く使用される。金属の精錬及び肥料の生産はさらに多くの水素燃料の応用の可能性があ

る。 

＜省エネ＞ 

ドバイを本拠地とするエネルギー効率の規制を担当するEtihad Escoは2030年までに設

備改造や屋上ソーラーなどの設置により5憶ディルハム(AED、1.4億ドル)の省エネを生む数

十億ドルのプロジェクトを実施しようとしている。2013年に開始され、Etihad Escoはその

認定者及び規制者としての役割から、一般的にはSuper Escoとして知られ、省エネを2021

年までに20%、2030年までに30%実施する目標を立てている。 

 

③イラン 

イラン北部のタロームにおいて、18タービンの風力発電プラントが稼動した。本プラン

トの総工費は8,600万ユーロであり、工期は1年であった。本風力発電プラントの稼動によ

り、イランは11万トンの温暖化ガスの排出を削減できる見通し。欧州の再生可能エネルギ

ー企業はイランに積極的に参入しており、オランダのGlobal Renewable Investments(GRI)
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やノルウェーのSaga EnergyおよびScatec Solarなどがその中に含まれる。エネルギー省の

ハーエリ次官によれば、イランの再生可能エネルギーの要領は、2019年3月末までに

1,000MWに達する予定。 

 

5.2.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

サウジアラビアでは、技術に対する投資の動きがいくつか見られた。サウジアラビアの

公的投資基金(PIF)は9月17日、米国Lucid MotorsのEV Lucid Airの生産に10億ドルを投資

することに合意した。また、Aramcoが、エネルギー以外を含む国際技術企業に投資する10

億ドルのベンチャーキャピタル基金を米国シリコンバレーに置くことを検討していること

が明らかになった。Aramcoはすでに、5億ドルのSaudi Aramco Ventures fundを通じてエ

ネルギー分野の起業に投資するとともに、2億ドルのAramco Entrepreneurship Centreを

通じて現地サウジ企業の初期資金を提供している。 

サウジアラビアのKhalid Al-Falihエネルギー・産業・鉱物資源大臣と米国のRich Perry

エネルギー省長官は9月10日、米サウジ原子力協定の可能性、小型モジュール炉、クリーン

化石燃料などについて議論を行った。また、Khalid Al-Falihエネルギー大臣は9月17日、ウ

ィーンのIAEAの年次総会で、サウジアラビアの原子力プロジェクトはエネルギー源の多様

化に重要であると述べた。 

ドバイ電力・水当局(Dewa)とジーメンスは2018年2月、Mohammed bin Rashid Solar 

Parkに太陽光による水素電気分解パイロット施設を建設する協定に署名している。2017年

には、中東で最初の水素ステーションがドバイのトヨタショールームに開設された。 

イランでは、61MWの風力発電所が開設された。 

オマーンでは、石炭火力プロジェクトの入札書類が10月末までに発行されることとなり、

クウェートでは、1GWの太陽光プロジェクトの入札書類が交付された。 

 

5.2.4 シナリオ分析・評価への影響 

サウジアラビアと米国間で民事原子力協定締結の可能性を含めた幅広い事項に関する協
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議が行われた。サウジアラビア政府がエネルギー源の分散化を目的として原子力発電導入

に積極的に取り組む姿勢が伺える。 

UAEでは設備改造や屋上ソーラーなどの設置によりAED5億の省エネを可能とするプロ

ジェクトが実施される。省エネを2021年に20%、2030年までに30% 実現する目標達成に向

けた着実な取り組みであり、注目に値する。 
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第6章 定期報告書 2018年10月分 

6.1 アジア 

6.1.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2018-9-14

中国の気候変動事務特別代表の解振華特別代表は13日、ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺで

開催された「気候変動ｻﾐｯﾄ」の開幕式で、中国は地球温暖化防止に

向けて着実に行動し、国際社会への公約を100％実行し、気候変動

問題で大きな貢献を果たすと宣言した。また解代表は、「気候変動

に対する地球環境の挑戦は益々逼迫しており、世界の如何なる国も

独善的行動は許されない。各国は協力して目標の達成を実現しなけ

ればならない」と述べた。

中国は2017年のGDP単位当たりのCO2排出量は2005年比で46％

削減しており、2020年までに45％削減するとの目標を前倒しで実

現している。また2017年の非化石ｴﾈの一次ｴﾈ比率は13.8％。再生

可能エネ発電設備容量は6.5億kW、うち、風力は2020年目標の

76％、太陽光は2020年目標を既に達成しており、2020年の非化石

ｴﾈ比率15％目標の達成は可能としている。

URL https://www.china5e.com/news/news-1039606-1.html

2018-9-18

中国税関は14日、海外から不法に輸入された廃棄物の一斉取締りを

行い、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸやｽﾗｸﾞ、金属ｽｸﾗｯﾌﾟなど59万9700ﾄﾝを摘発した。

これまで立件した違法な廃棄物輸入は387件、摘発した輸入廃棄物

は145万ﾄﾝに上る。

URL https://www.nna.jp/news/show/1813580

2018-9-18

「北京市青空を間持つ戦いに勝利する3年行動計画」が発表された。

2020年までに第13次5ヵ年計画の計画目標をさらに引き上げ、No

ｘ及びVOCの排出量を2015年比30％以上削減し、「重汚染」天気

日数を同25％以上削減すると言う目標を打ち出した。北京のPM2.5

汚染源は、大型トラック等の移動源発生源と粉塵による汚染比率が

高まっており、石炭燃焼と工業による汚染比率は低下している。こ

のため、的を絞った汚染対策が必要と分析されている。北京市政府

は道路輸送から鉄道輸送への転換を強力に推し進め、2020年までに

全市貨物輸送の鉄道の利用比率を10％にまで引き上げる方針。VOC

汚染では、石油化学業界に対し、年間10％の排出削減を促し、

2020年末までに1千社以上の一般製造業者及び汚染企業を淘汰す

る。

URL http://j.people com.cn/n3/2018/0918/c94475-9501546.html

2018-9-25

今年上半期の再ｴﾈ設備容量は合計で6.8億kWで、前年同期比13％の

伸びを記録。うち、水力は3.4億kW、風力は1.7億kW、太陽光は

1.5億kW、ﾊﾞｲｵﾏｽは1634万kWだった。上半期の送電不能の電力

量、棄風電力量は182億kWhで前年比53億kWhの減、棄風率は

8.7％だった。棄光電力量は30億kWhで前年比7億kWの減、棄光率

は3.6％だった。（2017年実績は、棄水550億kWh、棄風419億

kWh、棄光73億kWh） 今後の再ｴﾈの開発量は理性的な開発が進め

られ、風力は年15GW程度、海上風力が1GW程度となり、2020年

の棄風、棄光率は5％前後に抑えられる見通し。

今後2020年にかけて、海上風力が大きな発展を遂げるとみられ、

各地方の計画では、江蘇省は3.5GWが新規運転を開始し、福建省で

は13.3GWの新規開発が進められ、2020年までに２GWが運転を開

始。広東省では１２GWの建設が進められ、2020年までに２GW以

上の運転開始が見通されている。2020年末の中国の海上風力の設備

量は５GWを超える規模となっている見通し。

URL https://www.china5e.com/news/news-1040346-1.html

2

4 中国

中国

中国、再ｴﾈは規模の拡大を続け、

2020年までには送電問題は解決

する見通し

北京市、「2020年大気汚染改善

目標」を発表

中国能源網

中国能源網

海外ｺﾞﾐ取締り、1日で60万ﾄﾝ摘

発
NNA ASIA

中国政府代表、気候変動ｻﾐｯﾄで温

暖化防止に向け、国際公約の

100％実行を宣言

人民網中国

出所

1

3

中国
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2018-9-29

国家能源局が発表した「中国天然ｶﾞｽ発展報告2018」によると、

2018年の天然ｶﾞｽ消費量は2710億㎥前後に達し、前年比13.5％の

増となり、冬季の暖房需要から天然ｶﾞｽの需要量は増加の勢いを増し

ている。

URL https://www.china5e.com/news/news-1040869-1.html

2018-10-9

北京･天津及び周辺主要都市26都市で大気汚染対策として、低品位

炭利用の削減が進む。2018年10月までにこれら主要都市でのガス

への燃料転換は362万戸、低品位炭の削減量は1000万ﾄﾝ以上となっ

た。内訳は北京15万戸、天津１９万戸、河北省174万戸、山西省28

万戸、山東省45万戸、河南省81万戸。各地方政府は石炭からガスへ

の転換を促すが、冬季暖房用設備としての石炭利用設備は未だ残っ

ており、短期的には石炭は庶民の重要な暖房設備である点は変わら

ない。

URL https://www.china5e.com/news/news-1041231-1.html

2018-10-

10

中国国務院は「輸送構造調整推進3ヵ年行動計画(2018～2020）」

を発表した。行動計画は、交通輸送の供給側構造改革の深化に軸を

置き、大量輸送の「陸上から鉄道へ、道路から水路へ」と言う転換

を主要点に、3年間で鉄道輸送量を2017年比で11億ﾄﾝ、水路貨物輸

送量を同5億トン増加し、沿海港湾の道路による輸送量を4.4億ﾄﾝ削

減する。7月に発表した大気汚染対策。「青空を守る戦い」3年計画

で示した運輸･物流目標の達成に向けた措置の一つ。

URL http://jp.xinhuanet.com/2018-10/10/c 137521915.htm

2018-10-

15

北京･天津･河北省地区は14日、重度の大気汚染に見舞われた。北京

市のPM2.5 の濃度は218ﾏｲｸﾛｸﾞﾗﾑ/㎥に達し、地区によっては260ﾏｲ

ｸﾛｸﾞﾗﾑを記録するなど、周辺地区は重度の汚染となった。

16日から解消に向かう見込みだが、19日～21日には再び大気汚

染に見舞われる見通し。北京市環境保護局は15日、大気汚染対策と

して環境基準を満たしていない大型ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車を摘発すると発表し

た。

URL https://www.china5e.com/news/news-1041719-1.html

2018-10-18

ﾉﾙｳｴｰに本部を置く独立財団、DNV GLは、最新の報告書の中で、

中国の風力、太陽光発電は今後も拡大を続け、2034年には太陽光発

電による電力供給量は石炭火力を上回り、2050年には全電力需要の

52％を太陽光発電が賄うとの予想を発表した。中国は現在、全ｴﾈﾙ

ｷﾞｰ消費の82％を石油、石炭等の化石ｴﾈﾙｷﾞｰに拠っているが、2023

年より石炭消費量が減少に転じ、2050年には石炭は全ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量

に占める比率は11％にまで低下する。また風力と太陽光は2050年

にはｴﾈﾙｷﾞｰ消費量の39％を占め、太陽光の総設備容量は7TWと予想

している。

URL https://www.china5e.com/news/news-1042099-1.html

北京･天津･河北地区は重度の大気

汚染に見舞われた
8 中国能源網中国

5 中国能源網中国

中国国務院、「輸送構造調整推進

3ヵ年行動計画」を発表
新華社

中国、2018年の天然ｶﾞｽ消費量は

2710億㎥の見通し

中国

中国の太陽光、2050年には電力

需要の50％を賄う見通し－DNV

GL

中国能源網9

7 中国

6 中国
北京･天津周辺地区の低品位炭の

利用削減、今年は1000万ﾄﾝ以上
中国能源網
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2018-10-1

インド政府は、農業廃棄物や都市ごみ、牛ふんなどを原料とするバ

イオガス工場を向こう５年間で5,000カ所整備する計画。民間企業

を担い手として、総額１兆7,500億ルピー（約２兆7,000億円）の

投資を見込む。

URL
https://www.bloombergquint.com/business/india-plans-to-start-

5000-compressed-biogas-plants-in-four-years#gs.WTF6Ehw

2018-10-2

インドのモディ首相は2日、「国際太陽光連盟」（ISA）の第1回全

体会議で、2030年までに国内のエネルギー需要の4割を非化石燃料

によるエネルギーで賄うことを目指すと明らかにした。モディ首相

は会議で、これまでは化石燃料に頼ってエネルギー需要に応えてい

たが、今後はより持続可能な太陽光や風力、水力を活用する必要が

あると指摘。再生可能エネルギーの利用拡大に向けたインドの取り

組みについて、太陽光・風力発電に加え、バイオマス発電やバイオ

燃料の開発も進めていると説明した。ISAは太陽光発電の普及を推

進するため、モディ首相と当時の仏オランド大統領が15年11月30

日に共同で発足させた。インドに本部を置き、121カ国・地域が参

加している。

URL

https://economictimes.indiatimes com/industry/energy/power/india

-targeting-40-of-power-generation-from-non-fossil-fuel-by-2030-

pm-modi/articleshow/66043374.cms

2018-10-10
インド南部ケララ州政府は、「電気自動車（ＥＶ）政策」を策定し

た。2030年までに全ての車両の電動化を目指す。

URL https://www.nna.jp/news/show/1821825

2018-10-12

国連（Disaster Risk Reduction report）によると、過去20年間の

自然災害により、インドは7950億ドルの経済的損失を被っている

(1998年-2017年)。

 深刻な干ばつが3億人に及んだ2002年、インドや周辺国を襲った干

ばつが襲った2015年による被害が甚大である。 過去20年間、気

候関連の災害による直接経済損失が151パーセント増加。

この間、経済的損失の2.9兆ドルの77％は気候関連の災害によるも

のとした。

URL
https://www.ndtv.com/india-news/india-lost-79-5-billion-due-to-

natural-disasters-in-20-years-says-united-nations-1930867

2018-10-17

インド政府は15日、首都ニューデリーで大気汚染の早期警告システ

ム「エア・クオリティー・アーリー・ワーニング・システム」を稼

働させた。 バルダン地球科学相によると、新たな警告システムはリ

アルタイムで大気質の状況を観測し、深刻な大気汚染の発生を最速

で４日前に予測する。

URL https://www.nna.jp/news/show/1824637

2018-10-17

インドの2018年上半期（1?6月）の太陽光発電の導入量は4.9GWと

中国に次いで世界で2番目に多かった。1～6月の導入量のうち、屋

上設置型は前年同期比55％増の80万5,000kW、累計導入量は6月末

時点で241万kWとなっている。

URL
https://global.factiva.com/ha/default.aspx?mod=SavedSearch Sele

ctSearch#./!?& suid=15398279371850528856631029776

11

12

15

14 インド

インド

インド
Economic

Times of India

30年までに再エネ比率4割目標、

首相が表明

NNA ASIAインド
ケララ州、30年までに全車両の

電動化を目指す

NNA ASIA

NNA ASIA
大気汚染の早期警告システム、デ

リーで稼働開始

太陽光発電、1～6月の導入量は

4.9GW

10 インド
バイオガス工場5千カ所、政府主

導で整備へ
Bloomberg

13 インド

国連によると、過去20年間の

自然災害でインドは7950億ドル

の経済的損失

NDTV
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2018-10-22

インドの首都ニューデリーの大気汚染が深刻化している。中央汚染

管理局（ＣＰＣＢ）は20日、ニューデリーの汚染度が悪い方から２

番目の「極めて悪い」に悪化したと報告した。最悪の指標である

「深刻な状況」と判断された場合は、首都へのトラックの乗り入れ

規制などに乗り出す方針

URL https://www.nna.jp/news/show/1826454

2018-9-21

シンガポールのエネルギー市場監督庁（ＥＭＡ）は20日、シンガ

ポール企業庁（エンタープライズ・シンガポール）と共同で、中小

企業を対象にした太陽光発電事業の入札を実施すると発表した。２

者が共同で同様の入札を行うのは初めて。

同事業は、太陽光発電システムの導入や、需要家のエネルギー消

費の最適化に関する技術ソリューションを開発するもの。中小企業

の技術力向上や国際競争力強化を支援する取り組みの一環。

URL https://www.nna.jp/news/show/1815183

2018-10-1

インドネシア政府は、7日からガソリン自動車に適用する欧州排ガス

規制を現行の「ユーロ2」より規制の厳しい「ユーロ4」に移行す

る。これに対応するため省庁、メーカー、燃油販売の各業界とも準

備を着々と進めている。

ユーロ4導入義務化は、昨年4月に公布した環境・林業相令『2017

年第20号』で定められた。公布から18カ月後の今年10月7日からガ

ソリン車を、同4年後の21年4月までにディーゼル車を、それぞれ

ユーロ4に適合させる。

URL https://www.nna.jp/news/show/1818797

2018-10-10

インドネシア政府は、軽油にバイオディーゼルを20％混合した

「B20」を9月からあらゆるディーゼル車両や船舶に使用義務化した

のに続いて、同25％混合の「B25」、30％混合の「B30」の導入を

早急に進め、2020年までにB30の使用を義務化する方針を明らかに

した。産業省林業・農園製品局のエディ局長は「B25やB30の導入

を推進することで主原料であるパーム原油（CPO）の国内消費を拡

大し、CPO価格を高値で安定化させられる。輸出が伸び悩んでお

り、このままではCPO価格はさらに下落する」と述べ、早期の導入

が望ましいとの考えを示した。

URL https://www.nna.jp/news/show/1821807

2018-10-11

インドネシアの国営石油プルタミナは、イタリアの石油大手エニと

協力し、スマトラ島にある既存の二つの製油所をバイオディーゼル

燃料の精製プラントに改修する。12日からバリ島で開催される国際

通貨基金（ＩＭＦ）・世界銀行年次総会に合わせ、両社は11日に協

業契約を締結する。

リニ国営企業相によると、エニがイタリアで老朽化した製油所を改

修した実績を持つことから、プルタミナと協業させることを決め

た。改修対象の二つの製油所をスマトラ島内に決めた理由は、バイ

オディーゼル燃料の原料となるアブラヤシが豊富にあるためと説明

した。

URL https://www.nna.jp/news/show/1822327

NNA Asia

バイオ燃料B30、20年までに使

用義務化へ
19 インドネシア

18 インドネシア
ユーロ４、ガソリン車へ導入義務

化

NNA Asia

NNA Asia

20 インドネシア
国営石油、バイオ燃料精製で製油

所改修へ

NNA Asia

インド
デリーの大気汚染、極めて「悪

い」に悪化
NNA ASIA

17 シンガポール

16

エネルギー庁、中小対象に太陽発

電事業入札
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2018-9-24

ベトナムの国会常務委員会は20日、石油製品に対する環境保護税の

引き上げ案を承認する決議を採択した。2019年1月1日から適用さ

れる。ガソリンは1リットル当たり1,000ドン（4.3米セント、約

4.8円）引き上げて4,000ドンに、軽油は500ドン引き上げて2,000

ドンに、灯油は700ドン引き上げて1,000ドンに、低質燃料油や潤

滑油類は1,100ドン引き上げて2,000ドンになる。

URL https://www.nna.jp/news/show/1815740

2018-9-26

ミャンマー電力・エネルギー省が、「再生可能エネルギー法」の策

定を進めている。法案では、2021年までに国内電力供給量の８％、

25年までに同12％を再生可能エネルギーで調達する目標を盛り込む

方向で検討している。

ミャンマーの電源構成は現在、水力とガス火力発電で全体の9割以上

を占め、残りはディーゼル、石炭火力でほとんどが占められる。乾

期に水不足となる水力発電の割合を減らし、ガス発電を増やす一方

で、再生可能エネルギーの導入を進める。

ミャンマーは発電が行えるレベルの太陽光や風力に恵まれている

が、再生可能エネルギー開発に関する法律が整っていない。投資家

の保護や民間企業への優遇策も整備されておらず、新たな法律をつ

くることで、開発を後押ししたい考え。

URL https://www.nna.jp/news/show/1815309

22 ミャンマー
再生可能エネ導入促進に向けて法

案策定へ

21 ベトナム
石油製品の環境保護税、19年１

月に引き上げ

NNA Asia

NNA Asia

 

 

6.1.2 主要な出来事 

①中国 

気候変動に係る中国政府代表の解振華特別代表は9月13日、サンフランシスコで開催され

た「気候変動サミット」開幕式で、中国は地球温暖化防止に向けた国際社会への公約を100%

実行すると宣言した。中国はCO2排出量を2005年比で45%削減するとの目標を、既に前倒

しで2017年に実現しているほか、2020年の非化石エネルギー比率15%目標の達成も可能と

している。 

石炭からガス化、再エネ利用拡大というエネルギーの構造転換も着実に進行している。

今年上半期の再エネ設備量は6.8億kWで、前年同期比13%の伸びを記録した。再エネは送電

網への接続が大きなネックとなっていたが、送電網の整備が進んでおり、送電不能な再エ

ネ電力量比率(棄水、棄風、棄光率)は2020年には5%前後にまで低下する見通し。石炭利用

から天然ガス利用への転換も進んでおり、今年度の北京･天津・河北省エリアでの低品位炭

利用は1,000万ﾄﾝ以上削減される予定。国家能源局が発表した「中国天然ガス発展報告2018」

によると、2018年の天然ガス消費量は2,710億㎥で、前年同期比13.5%増を見込んでいる。 
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②インド 

インドのモディ首相は10月2日、「国際太陽光連盟」(ISA)の第1回全体会議で、2030年ま

でに国内のエネルギー需要の4割を非化石燃料によるエネルギーで賄うことを目指すと明

らかにした。モディ首相は会議で、これまでは化石燃料に頼ってエネルギー需要に応えて

いたが、今後はより持続可能な太陽光や風力、水力を活用する必要があると指摘。再生可

能エネルギーの利用拡大に向けたインドの取り組みについて、太陽光・風力発電に加え、

バイオマス発電やバイオ燃料の開発も進めていると説明した。バイオ燃料に開発に向けて、

インド政府は農業廃棄物や都市ごみ、牛糞などを原料とするバイオガス工場を向こう5年間

で5,000カ所整備する。民間企業を担い手として、総額1兆7,500億ルピーの投資を見込んで

いる。 

 

③ASEAN 

ミャンマーの電力・エネルギー省は「再生可能エネルギー法」の策定を進めている。法

案では、2021年までに国内電力供給量の8%、25年までに同12%を再生可能エネルギーで調

達する。ミャンマーは太陽光や風力に恵まれているものの、再生可能エネルギー開発に関

する法律が整っていない。投資家の保護や民間企業への優遇策も整備されておらず、新た

な法律をつくることで、開発を後押ししたい考え。 

インドネシア政府は、軽油にバイオディーゼルを20%混合した「B20」を9月からあらゆ

るディーゼル車両や船舶に使用義務化したのに続いて、同25%混合の「B25」、30%混合の

「B30」の導入を早急に進め、2020年までに「B30」の使用を義務化する方針。 

 ベトナムの国会常務委員会は9月20日、石油製品に対する環境保護税の引き上げ案を承認

する決議を採択した。2019年1月1日から適用される。ガソリンは1リットル当たり1,000ド

ン(4.3米セント、約4.8円)引き上げて4,000ドンに、軽油は500ドン引き上げて2,000ドンに、

灯油は700ドン引き上げて1,000ドンに、低質燃料油や潤滑油類は1,100ドン引き上げて

2,000ドンになる。 
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6.1.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

①中国 

今月の中国地球温暖化政策の動きとしては、まず全国ETS制度に関して、先月の発表内

容では、国家排出量取引スキーム(ETS)が気候変動司の役割から欠落していたが、それが追

加されたのが今月の最大の動きである。気候変動関連の省庁改編はこれで終了したため、

全国ETSの動きは今後加速する可能性がある。 

一方、地方のパイロットETSに関しては、河北省が新たにカーボンオフセット市場を創

設すると発表した。河北省は年末までに5都市を対象に自主的パイロットカーボンオフセッ

ト市場を開始し、2020年までに全国ETSを開始したときに地元の企業がカーボンオフセッ

トを利用できるようにすることを目標としているようである。 

 

②インド 

 国連(Disaster Risk Reduction report)によると、過去20年間の自然災害により、インド

は795億ドルの経済的損失を被っている(1998年-2017年)。  

  インドの深刻な干ばつ被害が3億人に及んだ2002年、インドや周辺国を襲った干ばつが襲

った2015年による被害が甚大である。過去20年間、世界全体で気候関連の災害による直接

経済損失が151パーセント増加。経済的損失の2.9兆ドルの77%は気候関連の災害によるも

のと結論づけた。 

 

③ASEAN 

(インドネシア) 

エネルギー・鉱物資源省は10月1日、2018〜2027年の国内天然ガス需給バランス予測を

発表し、3つのシナリオのうち2つで、2025年から需給バランスがマイナスに転じると予測

した。また、国営電力PLNのカイラニ・ラフマトゥラ石油燃料局長は、同社が国内5か所で

LNGの受け入れ基地となる浮体式貯蔵・再ガス化施設(FSRU)を建設する計画を明らかにし

た。 
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エネルギー・鉱物資源省のアンディ・ヌルサマン・ソメン電力総局長は、発電設備容量

を3,500万kW追加するプログラムに関して、2019年以降に延期するものを当初予定の1,520

万kWから450万kWに縮小する方針を決めたことを発表した。また、エネルギー・鉱物資源

省再生可能エネルギー・省エネルギー局のリダ局長は、屋上に設置した太陽光発電パネル

で発電した電力について、産業顧客も売電が可能とする方針を示した。 

経常赤字の縮小策として9月1日から開始した経由のバイオディーゼル20%混合義務の拡

大について、国営石油プルタミナのニッケ・ウィディヤワティ社長は9月21日、B20の生産

についてバイオディーゼルの生産業者からまだ十分な供給を得られていないと説明した。

また、産業省のエディ・ストボ林産物・園芸作物局長は10月8日、軽油へのバイオディーゼ

ル混合比率を2020年に30%と引き上げる予定を、2019年中に30%の達成を目指したいと説

明した。プルタミナのシャリアル・ムフタル総務秘書は10月10日、既存の2つの製油所をバ

イオディーゼル燃料の精製プラントに改修することを明らかにした。なお、インドネシア

政府は9月19日、アブラヤシ農園の新規開発の3年間停止などを定めた大統領指示を公布し

た。 

 

(ベトナム) 

南部ロンアン省は石炭火力発電所(2か所で2,800MW)の建設計画に反対を示した。 

ベトナム複合企業タインタインコン(TTC)グループは10月5日、中部テュアティエンフエ省

で国家電力網に接続する初の太陽光発電所を稼働した(35MW、シャープが建設)。また、ベ

トナム電力公社(EVN)は2018年1月〜9月に、EVN系列外の太陽光発電事業者と35件・

2,271MWの電力購入契約を締結した。しかし、EVNと締結する電力販売契約が事業者に不

利とみられていることから、海外の銀行からは融資可能でないとみられている。 

商工省によると、大気汚染への懸念を背景に、エタノールを5%配合したオクタン価92の

ガソリンの今年上半期の販売量は前年同期比31%増となり、全ガソリン販売に占める比率も

昨年の10%未満から40%になった。また、国営ベトナム石油ガスグループ(ペトロベトナム)

傘下の中部バイオ燃料社は10月14日、3年間操業を停止していた中部クアンガイ省のバイオ
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エタノール工場を再稼働した(キャッサバが原料)。 

 

(タイ) 

タイ発電公社(EGAT)のパタナ副総裁は9月24日、同社が実施したLNG輸入に関する入札

に43社が関連書類を提出したとあきらかにした。 

EGATは、メーモ・リプレースメント・ユニット2(MMRP2)として、北部の石炭火力発電

所2基をリプレースする計画をエネルギー省に申請する予定(それぞれ300MW)。なお、

MMRP1は、EGATが2015年に決めているもので、655MWの設備が年内に完成する予定(ア

ルストムと丸紅が建設)。 

エネルギー省のクリット次官は、パーム油の消費量を引き上げ、アブラヤシの価格回復

につなげるため、軽油の標準品をパーム油7%混合のB7から7.2〜7.3%混合のB7プラスに変

更する計画を明らかにした。 

 

(シンガポール・マレーシア) 

シンガポールのラム・ピンミン上級国務相(運輸・保健担当)は10月3日、海事港湾庁がバ

イオ燃料やメタノールなどの船舶燃料の研究開発を行う企業に500万シンガポールドルを

拠出すると明らかにした。 

マレーシア国営石油会社ペトロナス傘下海運大手MISCの子会社AETタンカー・ホールデ

ィングスは、韓国・サムソン重工業の造船所で、同社初のLNGでも航行できる二重燃料型

タンカーの進水式を行った。 

 

6.1.4 シナリオ分析・評価への影響 

中国・北京では大気汚染対策が強化されている。「北京市青空を保つ戦いに勝利する3年

行動計画」が発表され、2020年までにNOxとVOCの排出量を2015年比30%以上削減する目

標が打ち出された。これを受け、中国国務院は「輸送構造調整推進3か年行動計画」を発表、

大量輸送の「陸上から鉄道へ、道路から水路へ」という転換を主要点に、3年間で鉄道輸送
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量を2017年比で11億トン、水路貨物輸送量を同5億トン増加し、沿海港湾の道路による輸送

量を4.4億トン削減させる計画が明らかになった。これが実現されれば、今後の運輸部門に

おけるエネルギー構造が大きく変化すると予想され、今後の動向に注意を要する。 

インドではモディ首相が、2030年までにエネルギー需要の4割を非化石燃料で賄う目標を

発表。太陽光や風力発電のほかに、バイオマス発電やバイオ燃料の開発も進められており、

再エネの利用拡大に向け積極的な取り組みが進む。この具体的な数値目標は分析・評価を

行う上で非常に参考になる。 
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6.2 中東 

6.2.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2018-9-25

400MWのデューマット・アル・ジャンダルの風力発電プロジェク

トへ応札した4つのグループは入札結果の発表を待っている。

サウジの再生可能エネルギープロジェクト開発室（Repdo）は8月

に4つの商業提案書を開封した。今年4月に風力の独立型発電事業

（IPP）プロジェクトに対して技術及び商業面の入札を行った。プロ

ジェクトに近い消息筋は、応札者は依然として選定に関する情報を

待っているとされる。

4つのグループならびに応札額は以下の通りである。

Acwa Power :10.1132ハララ（2.7セント）、EDF Energies

Nouvelles：7.99689ハララ（2.13セント）、Enel Green Power：

12.71369ハララ（3.4セント）、Engie：8.870ハララ（2.37セン

ト）

契約はサウジ電力調達会社（SPPC）との20年間の電力購入契約

（PPA）となる。

2月には、Repdoはサカカでの300MWのソーラー発電事業を地場の

Acwa Powerに発注した。

最初の二つのプロジェクトはサウジが2023年までに開発を計画して

いる9.5GWのクリーンエネルギー事業の一部である。

URL

https://www.meed.com/exclusive-bidders-wait-news-saudi-wind-

ipp-

project/?utm source=PANTHEON STRIPPED&utm medium=PANT

HEON STRIPPED

2018-10-2

サウジの公的投資基金（PIF）はサウジが世界最大のソーラー発電事

業を進める計画を中止したというレポートは「不正確」と指摘し

た。

ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）は9月29日、SoftBankと

の2000億ドルのプロジェクトはサウジによって棚上げされたと報じ

た。基金の報道官はサウジ通信局（Saudi Press Agency）で、

「PIFはSoftBankのビジョンファンド及びその他のグループと共に

ソーラー産業に関連する多くの大規模で数十憶ドルのプロジェクト

に関して、作業を継続する。その発表はいずれなされるであろう」

とした。

報道官は、「2018年3月の発表はこれにはソーラー発電のため、サ

ウジで大規模なソーラーパネルの製造装置を開発するソーラー発電

事業及び協働計画を含むことを明言した。これはR&Dや研修の構成

要素により補完される。この規模のプロジェクトと野心のために産

業のリーダーを開発する、これらの計画は依然として軌道に乗って

おり、スケジュールに沿っている」とした。

PIFの会長のサウジのムハンマド皇太子は、SoftBankの会長の孫正

義氏と1億4000万世帯に電力を供給するのに十分な能力をもつ世界

で最大のソーラー発電所を設置することで今年初めに合意した。

URL http://www.arabnews.com/node/1380986/saudi-arabia

出所

1 サウジアラビア
風力発電入札に関する情報を待つ

応札者
MEED

サウジアラビア
サウジのPIFはWSJの2000億ドル

のソーラー事業中止報道を否定
Arab News2
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エネルギー産業鉱物資源省はサウジの電力部門をビジョン2030に

沿って、より分散化し、持続可能で、競争的で、効率的な部門に転

換する計画を再確認した。

最近のメディアによる報道とは逆に、同省は公的投資ファンド

（PIF）、SoftBankやその他のサウジのステークホルダーと共に、

ソーラー産業に関連する、多くの大規模な数十憶ドルのプロジェク

トに関して作業を継続している。

これらの投資の長期的な目標は2030年までに太陽光発電の能力を

200GWに引上げることである。投資家、技術アドバイザー及び契約

会社はこのプログラムに参加するよう招待される。より短期の実験

的プロジェクトを開発する計画も現在進められている。同省の役割

は、第11回年次アラブエネルギーフォーラムがマラケシュで開催さ

れ、その際に詳細が述べられた。エネルギー相へのアドバイザーの

アブドゥルラフマン・アブドゥルカリーム氏が、サウジがソーラー

エネルギーの分野でグローバルなリーダーになり、有望な分野での

2000億ドルの投資機会を開発するサウジの計画について概要を示し

た。

同省は電力部門の移行計画についても概要を紹介しており、それは

以下のような主要な構成部分からなる。第一に、消費者にとっての

競争力を増し、民間部門の投資にとって魅力的となるよう、電力市

場を再編する。次に、サウジの燃料と技術のミックスを特にソー

ラーや風力などの再生可能エネルギーの大幅な能力増強に移行させ

る。

URL http://www.arabnews.com/node/1381536/saudi-arabia

2018-10-5

主要な投資の計画の規模を縮小させる。ただし、プログラムの規模

は現在導入されたソーラーの能力に比べると依然として巨大な計画

である。

公的サウジ通信局（SPA）は10月1日に9月30日のウォールストリー

トジャーナル紙（WSJ）の記事を明確に否定した。WSJは、サウジ

の当局者やサウジ政府アドバイザーが、そのプロジェクトに関して

誰も作業を行っていないとした。そして、WSJは代わりに、サウジ

はより幅広く現実的な戦略を進めており、それは10月末に発表され

る予定であるとした。

しかし、SPAのレポートはPIFの報道官がファンドは引き続き

SoftBankビジョンファンドやその他の関係先と巨大な規模の数十憶

ドルのプロジェクトに関して作業中で、そのうち発表されると反論

した。

PIFは3月28日にSoftBankとMOUを締結した。それは2030年までに

サウジでソーラー発電の能力を200GWに引上げる2000億ドルの

ソーラープログラムである。

プログラムの最初のフェーズ50億ドルの事業は7.2GWのソーラー発

電の能力を2019年に整備する予定であった。これは何も契約が発注

されておらず、実現は難しい。

2000億ドルのソーラー発電投資計画は依然として野心的だがより現

実的な計画である、2020年までに3.45GW、2023年までに9.5GW

という計画に影を投げかけた。これは政府の原子力と再エネを担当

するKacareの2013年の計画、2030年までに再生可能エネルギーを

54GWとする計画の規模縮小を意味する。

URL

Arab News

サウジアラビアはグローバルな

ソーラーのリーダーになる軌道に

乗る

3 サウジアラビア

サウジアラビア
サウジのソーラー計画：イカルス

のように崩壊
MEES4
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サウジは10月22日、「世界エネルギーの日」をある達成で記録し

た。サウジは過去2年にアラブ・エネルギー効率指標の一つの地点に

到達した。国連開発プログラム（UNDP）及び再生可能エネル

ギー・エネルギー効率の地域センターと提携して開発され、指標は

地域において持続可能なエネルギー競争力をモニターするための最

初の国内発のアラブの指標である。指標は地域でのエネルギー効率

性活動の実施を加速させるのを支援する。地域でアラブ諸国のため

のUNDPの地域の摩擦でディレクターを務めるハリッド・アブデル

シャフィ氏は、「気候変動に関するパリ協定及び持続可能な目標へ

の参加が政策アジェンダで気候変動と持続可能なエネルギーの問題

を提起するのを支えた」と述べた。

同氏は、「一連の新しい持続可能なエネルギー戦略は最近生じてお

り、成長のエネルギー集約を削減し、開発のレジリエンスを増すこ

とを意味した。アラブ地域では、低炭素で持続可能なエネルギーが

危機からの回復、貧困を減らし、教育を拡大し、健康を改善する上

で重要な部分を演じることができる」と述べた。

カイロに本拠地を置き、再生可能エネルギー及びエネルギー効率の

ための政府間の地域センターはサウジ及びUAEを含む17のメンバー

国と共に地域内で活動する。

URL https://eow.alc co jp/search?q=rub&ref=sa

2018-9-30

ラスアルハイマの警察は全ての電気自動車の登録、更新、所有権移

転の手数料を無料にすると発表した。

その声明は、ラスアルハイマの首長で最高審議会メンバーのサウ

ド・ビン・サクル・アル・カシム氏の発令後に発表された。

その決定は、ラスアルハイマ首長国でのエネルギー及び再生可能エ

ネルギー局と協働して、2018年10月1日から2021年12月31日まで

施行される。

ラスアルハイマ警察庁の長官のアリ・アブドゥッラー・ビン・アル

ワン・アル・ヌアイミ氏がその動きはエネルギー消費を合理化氏、

2040年までにクリーンエネルギーを志向する首長国の戦略に沿って

いる。同氏は、「計画されたように、電力消費は2040年までに

30%低下すると予想される」と述べた。また、「この戦略を促進す

るために、電気自動車の使用は燃料消費を削減するために増える」

とした。

URL
https://gulfnews.com/news/uae/transport/no-registration-fees-for-

electrical-vehicles-in-rak-1 2284605

2018-10-9

UAEでは、気候変動及び環境省（MOCCAE）が若者にグリーンな起

業家精神をもつよう奨励することでこのトレンドを促進しようとし

ている。2017年に、同省は持続可能な気候変動のソリューションを

実施するため、若者の起業家を投資家と結びつける気候革新取引所

（CLIX）の設置を開始した。潜在的に、CLIXはグリーンなプロジェ

クトに数百万ドルの価値ある直接資金の提供を可能にする。

UAEは世界最大級の石油埋蔵量をもつが、そのリーダーシップは同

国のエネルギー資源を分散化し、再生可能エネルギーやクリーンエ

ネルギーの使用を増やす計画や戦略の設定に非常に重きを置いてい

る。

UAEは連邦もしくは国内レベルで、複数の注目すべきイニシアティ

ブを開始した。それには、UAEの「ビジョン2021」、100年ごとの

UAE「センテニアル2071」、2050年までにクリーンエネルギーを

総エネルギー供給の50%に増やす野心的な目標を設定したUAEの

「エネルギー戦略2050」が含まれる。

URL
https://gulfnews.com/opinion/thinkers/how-youth-and-

government-will-drive-sustainability-1.2288199

6 UAE
ラスアルハイマ：電気自動車の登

録料を無料化
Gulf News

7 UAE
若者と政府がどのように持続可能

性を牽引するか
Gulf News

サウジアラビア
サウジのグリーンエネルギーへの

道
Arab News5
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アブダビにおける廃棄物管理センター（Tadweer）は10月16日、ア

ブダビの年間推定70万トンに及ぶ都市ゴミはジェット燃料あるいは

その他のエネルギー源に転換できる可能性があると発表した。

Etihad AirwaysとTadweerはどのように都市ゴミがジェット燃料に

転換されるか検討するための大規模な研究プロジェクトで協働する

予定である。

環境面でのメリットに加え、プロジェクトは経済的な優位性をも

つ。すなわち、生産コストは平均的な国際原油価格の50%位低くな

る可能性がある。

EtihadとTadweerは10月16日、MOUを締結した。MOUは両社がア

ブダビで廃棄物を燃料にする設備の開発に向けて最初の実施可能性

調査（FS）を行うことを義務付ける。

廃棄物からエネルギーへの転換設備の導入は、航空産業が現在グ

ローバルな排出量の2%を占めるカーボンフットプリントを削減する

ことができる一つの分野である。

URL
https://gulfnews.com/news/uae/environment/abu-dhabi-explores-

possibilities-to-convert-waste-into-jet-fuel-1.2290451

URL
https://gulfnews.com/business/renewables/masdar-s-shams-1-

solar-plant-now-powers-20-000-homes-1.2291257

URL

https://www.meed.com/developers-prequalified-major-solar-

project/?utm source=PANTHEON STRIPPED&utm medium=PANT

HEON STRIPPED

2018-10-8

オマーンの電力調達会社OPWPは廃棄物から発電する独立型発電事

業IPPの開発についてコンサル業務を行うサービスの二つの入札案件

を発表した。

オマーンの最初の廃棄物発電IPP事業は同国の電源の分散化のビジョ

ンに沿っており、廃棄物の量を減らし埋立を削減することで廃棄物

部門を支援するとOPWPはウェブサイト上で声明を発表した。

同社は廃棄物発電IPPを約140万トン/年の能力で実施する技術的経

済的実行可能性に関する調査を最終化する過程にいると発表した。

URL
https://www.muscatdaily.com/Archive/Business/OPWP-plans-

Oman-s-first-waste-to-energy-project-5bbv

11 オマーン

Gulf News
MasdarのShams 1ソーラー発電

所は現在２万世帯に電力供給
UAE9

MEED

国営電力のKahramaaはカタル初の主要な太陽光発電事業について

入札に参加できる16の開発業者を選定したことを発表した。

プロジェクトは当初発電能力を500MWとしていたが、Kahramaaが

最低でも700MWに変更したと発表した。10月8日には、シラージ・

ソーラー事業の最初のフェーズ350MWについては2020年に発電を

開始する計画で、2020年の再生可能エネルギー目標に到達すると発

表した。

Kahramaaの総裁によると、アル・カルサーフ（ドーハ西）の10平

方キロメートルの場所がプラント建設に選定された。事前資格審査

に合格したのは、Jinko Solar, Power Construction Corp（中

国）、Engie(仏）など16の開発業者。

2018-10-10

10 カタール

8 UAE

主要なソーラープロジェクトで開

発業者が事前審査で資格を取得

アブダビは廃棄物をジェット燃料

に転換する可能性を検討 Gulf News

MasdarとフランスのTotalとの合弁事業のShams 1ソーラー発電所

は現在２万世帯に電力を供給し、UAEのエネルギー需要を満たす上

で重要な役割を果たしていると当局者は述べた。

Shams Power Co.のゼネラル・マネージャーのマジド・アル・アワ

ディ氏は、「Shamsは株主にとってだけでなくUAEにとっても非常

に重要なプロジェクトである」とし、「それはドバイのムハンマ

ド・ビン・ラシド・ソーラーパークのようなプロジェクトの導入へ

の道を開いた。その成功が人々にソーラープロジェクトへの投資へ

の懸念を失くさせた」と述べた。

Shams 1はアブダビのアル・ダフラ地区のマディナット・ザイード

で2013年に竣工した。それは世界最大の太陽熱発電（CSP）のプラ

ントの一つであり、100MWの能力を有する。Shams 1は6億ドルで

建設された。

2018-10-18

最初の廃棄物発電事業を計画 Muscat Daily
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オマーン水電力調達会社（OPWP）はその第2のソーラープラント

（500MWから1GWの能力）に技術的なサービス提供についての入

札手続きを開始した。

プラントはソーラー2022独立型発電事業（IPP）として知られ、マ

スカットの西方300kmのダリラ地方のイブリで建設予定であり、イ

ブリ２の

ソーラーIPP（３月に応札済）と共に建設される。

2017年末時点でオマーンは再生可能エネルギーによる発電能力が

8MWにすぎない（Irena調べ）が、OPWPは2025年までに再生可能

エネルギーのIPPを2.6GW以上に増やす計画であり、その時点で電

力の10%を占める計画である。

なお、OPWPの現在の燃料分散化計画では、3GWまで石炭火力発電

を2030年までに開発することとなっているが、これはさらに

1.8GWを追加することを意味する。

URL

2018-10-7

イランの再生可能エネルギー・省エネルギー庁（Satba）の長官を

務めるMohammad Sadeghzadeh氏は、インドのグレーター・ノイ

ダで開催された、第2回環インド洋地域協力連合（IORA）再生エネ

ルギー閣僚級会合において、イランはエネルギーミックスにおける

クリーンエネルギーのシェア増大とクリーンエネルギーの輸出拡大

に真剣に取り組んでおり、再生可能エネルギー部門への外国投資を

歓迎する、と語った。

この記事によればイランの発電量は現在80GWに上る一方、再生可

能エネルギーの発電量は612MWにとどまっている。

URL
https://www.albawaba.com/business/us-sanctions-approach-iran-

promotes-investments-renewable-energy-1195926

2018-10-10

制裁の再開を受けて欧州諸国の大企業はイランからの撤退を次々表

明したが、これに代わりアジア諸国の企業がイランの再エネ部門へ

の参入に意欲を示している。具体的には韓国、インド、パキスタ

ン、UAE、中国、およびトルコの中小企業がすでにイランの再エネ

部門に進出しており、プロジェクトを進めている。

ただしイランの通貨リアルの暴落が、これらの企業にも影を投げか

けている。リアルの対ドル為替レートが大幅に悪化したことによ

り、これらの企業の利益は目減りし、また、外貨の高騰を受けて、

再エネ・プロジェクトに必要な設備や部品の輸入も困難になってい

る。

URL https://www.azernews.az/region/139010.html

2018-9-25

クウェート石油相のタラール・ナーセル事務局長代理は9月25日、

発電における石油依存を軽減するため、国内需要の15％を2030年

までに再生可能エネルギーにすると語った。「ソーラー発電は石油

の代わりになるだけではなく、エネルギー生産コストを下げる世界

的な潮流でもある」と語った。現在開発中のプロジェクトの中に

は、ソーラーによって1500メガワット発電するというものもある。

クウェート科学研究院（KISR）の研究員によると、ディブディバの

巨大な再生可能エネルギー工場プロジェクトが2020年から21年に

操業し、それによって一酸化炭素の排出が約130万トン削減される

とフィージビリティ調査の結果は示唆している。

URL
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2748072&languag

e=en

2018-10-16

クウェート科学研究院（KISR）は10月16日、ディブディバのソー

ラー発電所の建設費用は15億ドルになる見込みであると語った。1

つの太陽光発電ユニットが年間63万メガワットの電力を生産し、

8070世帯の需要を賄えるという。同発電所はクウェート市西方

100kmに位置し、約130万トンの二酸化炭素の排出を削減できると

いう。

URL
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2753261&languag

e=en

16 クウェート

再エネ部門への投資促進に取り組

む
Albawaba13 イラン

KUNA
ソーラー発電所の建設費は15億

ドルに

オマーン
ガス火力発電への依存度を減ら

し、ソーラー発電の拡充を視野に
MEES

15 クウェート
クウェートは2030年までにソー

ラーの電源構成率を15％に
KUNA

14 イラン
アジアの国々がイランの再エネ部

門に投資の意向
Azernews

12
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2018-10-21

モロッコでソーラー事業の開発を担当するMasen（Moroccan

Agency for Solar Energy）は各400MWの能力をもつ二つのハイブ

リッドのソーラープラントからなるNoor Mideltソーラープロジェク

トについて、2件の商業提案書を受け取った。

UAEのMasdarとフランスのEDF Renewablesにより率いられるコン

ソーシアムが最低の価格7.35セント/kWhで応札した。サウジの

Acwa Powerと中国のPowerChinaが率いるコンソーシアムは9.90

セント/kWhで応札した。

Masenは当初商業提案について7月31日を提出期限としていたが、

応札者に提出の作業の時間的余裕を与えるべく9月に繰り延べられ

た。

URL

https://www.meed.com/exclusive-morocco-evaluating-two-

proposals-solar-

project/?utm source=PANTHEON STRIPPED&utm medium=PANT

HEON STRIPPED

2018-10-03

オマーン水電力調達会社（OPWP）はごみ発電プロジェクトに関す

る財務、商業、法務アドバイザーの入札を行う。応札期限は

11/14。IPP方式で行われるプロジェクトで、オマーンの電源構成多

様化を目的として年間140万トンのゴミから発電が行われる。

URL
https://www.meed.com/oman-seeks-consultants-waste-energy-

project-2/

2018-10-04

オマーン水電力調達会社（OPWP）は同国Ibriでの500MW太陽光発

電の入札期限を10/22まで延期した。事前審査に通過した入札者は

日本を含む12社と報じられた。

URL
https://www.meed.com/exclusive-oman-extends-bid-deadline-

500mw-solar-project/

2018-10-07

オマーン水電力調達会社（OPWP）は同国2番目となるIPP方式によ

る太陽光発電に関する入札を行う。期限は11/13で、“太陽光発電

2022”と銘打たれた本プロジェクトの発電容量は500～1000MWと

される。これは、同国Ibriに建設予定のIPP方式による太陽光発電プ

ロジェクトに続くものである。

URL https://www.meed.com/oman-plans-second-major-solar-ipp/

2018-10-08

オマーン石油開発公社（PDO）は2018年7月に行われた同国南部

Aminにおける100MW太陽光発電の入札について、依然、検討中。

8月に技術的、商業的照会をPDOと入札者が行ったが、その後、

PDOから連絡はない。丸紅を含む5者が入札した。

URL
https://www.meed.com/exclusive-oman-oil-firm-evaluating-solar-

proposals/

2018-10-14

オマーン地方電力公社（RAECO）はオマーンの地方11都市における

太陽光発電に関して、財務、商業、法務コンサルタントの入札を

行った。入札は10/4に行われ、数週間後に結果が公表される。11都

市における総発電量は42MWと予測され、IPP方式で行われる。

URL
https://www.meed.com/oman-reviews-solar-consultancy-

proposals/

2018-10-22

オマーン水電力調達会社（OPWP）は同国Barkaと北Batinahにおけ

る独立造水事業に関し、9グループから入札を得た。最初に事前審査

が行われ、それを通過した入札者が海水淡水化プロジェクトに関す

る入札書類を提出する。このプロジェクトでの造水能力はそれぞれ

日量10万m3、15万m3である。

URL
https://www.meed.com/oman-receives-nine-prequalification-

entries-independent-water-projects/

22 オマーン
地方11都市における再生可能エ

ネルギー開発
MEED

19 オマーン 500MW太陽光発電の入札延期 MEED

21 オマーン PDOによる太陽光発電の入札検討 MEED

20 オマーン
オマーン第2のIPP方式による太

陽光発電
MEED

17 モロッコ
モロッコはソーラープロジェクト

で2つの提案書を評価している
MEED

18 オマーン
ごみ発電に関するコンサルタント

入札
MEED

IWPに9事業者が応札 MEED23 オマーン
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6.2.2 主要な出来事 

①サウジアラビア 

400MWのデューマット・アル・ジャンダルの風力発電プロジェクトへ応札した4つのグ

ループは入札結果の発表を待っている。サウジの再生可能エネルギープロジェクト開発室

(Repdo)は8月に4つの商業提案書を開封した。今年4月に風力の独立型発電事業(IPP)プロジ

ェクトに対して技術及び商業面の入札を行った。プロジェクトに近い消息筋は、応札者は

依然として選定に関する情報を待っているとされる。 

最初の二つのプロジェクトはサウジが2023年までに開発を計画している9.5GWのクリー

ンエネルギー事業の一部である。 

サウジの公的投資基金(PIF)はサウジが世界最大のソーラー発電事業を進める計画を中止

したというレポートは「不正確」と指摘した。ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)は9

月29日、SoftBankとの2,000億ドルのプロジェクトはサウジによって棚上げされたと報じた。 

PIFの報道官はサウジ通信局(Saudi Press Agency)を通じて、「PIFはSoftBankのビジョ

ンファンド及びその他のグループと共にソーラー産業に関連する多くの大規模で数十憶ド

ルのプロジェクトに関して、作業を継続する。その発表はいずれなされるであろう」とし、

「2018年3月の発表はこれにはソーラー発電のため、サウジで大規模なソーラーパネルの製

造装置を開発するソーラー発電事業及び協働計画を含む。これはR&Dや研修の構成要素に

より補完される。この規模のプロジェクトと野心のために産業のリーダーを開発する、こ

れらの計画は依然として軌道に乗っており、スケジュールに沿っている」とした。 

PIFの会長のサウジのムハンマド皇太子は、SoftBankの会長の孫正義氏と1億4,000万世

帯に電力を供給するのに十分な能力をもつ世界で最大のソーラー発電所を設置することで

今年初めに合意した。 

 

②UAE 

UAEでは、気候変動及び環境省(MOCCAE)が若者にグリーンな起業家精神をもつよう奨

励することでこのトレンドを促進しようとしている。2017年に、同省は持続可能な気候変
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動のソリューションを実施するため、若者の起業家を投資家と結びつける気候革新取引所

(CLIX)の設置を開始した。潜在的に、CLIXはグリーンなプロジェクトに数百万ドルの価値

ある直接資金の提供を可能にする。 

UAEは世界最大級の石油埋蔵量をもつが、そのリーダーシップは同国のエネルギー資源

を分散化し、再生可能エネルギーやクリーンエネルギーの使用を増やす計画や戦略の設定

に重きを置いている。 

UAEは連邦もしくは国内レベルで、複数の注目すべきイニシアティブを開始した。それ

には、UAEの「ビジョン2021」、100年ごとのUAE「センテニアル2071」、2050年までにク

リーンエネルギーを総エネルギー供給の50%に増やす野心的な目標を設定したUAEの「エ

ネルギー戦略2050」が含まれる。 

 

③カタル 

国営電力のKahramaaはカタル初の主要な太陽光発電事業について入札に参加できる16

の開発業者を選定したことを発表した。プロジェクトは当初発電能力を500MWとしていた

が、Kahramaaが最低でも700MWに変更したと発表した。10月8日には、シラージ・ソー

ラー事業の最初のフェーズ350MWについては2020年に発電を開始する計画で、2020年の

再生可能エネルギー目標に到達すると発表した。Kahramaaの総裁によると、アル・カルサ

ーフ(ドーハ西)の10平方キロメートルの場所がプラント建設に選定された。事前資格審査に

合格したのは、Jinko Solar, Power Construction Corp(中国)、Engie(仏)など16の開発業者。 

 

④イラン 

制裁の再開を受けて欧州諸国の大企業はイランからの撤退を次々表明したが、これに代

わりアジア諸国の企業がイランの再エネ部門への参入に意欲を示している。具体的には韓

国、インド、パキスタン、UAE、中国、およびトルコの中小企業がすでにイランの再エネ

部門に進出しており、プロジェクトを進めている。ただし、イランの通貨リアルの暴落が、

これらの企業にも影を投げかけている。リアルの対ドル為替レートが大幅に悪化したこと
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により、これらの企業の利益は目減りし、また、外貨の高騰を受けて、再エネ・プロジェ

クトに必要な設備や部品の輸入も困難になっている。 

 

6.2.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

中東では、引き続き太陽光発電プロジェクトが進んでいる。上述のとおり、サウジアラ

ビアに関しては、Wall Street Journalが9月28日、ソフトバンクとの2,000億ドルプロジェ

クトがサウジアラビアにより停止されたと報道したのに対して、公共投資基金(PIF)の報道

官は、PIFはSoftBank Vision Fundなどと太陽光に関する200GW・2,000億ドルのプロジェ

クトの作業を継続していると述べた。イランでは、制裁再開によるヨーロッパ企業の撤退

の後、アジア企業が再エネ市場に参入しているが、外貨市場の不安定化が追い討ちをかけ

ている。 

オマーン水電力調達会社(OPWP)は、500MWのIbri 2太陽光発電所の入札期限を10月22

日まで延期した。また、同国2番目で同じくIbriに建設予定のソーラー2022太陽光発電所

(500MW～1GW)について、技術的サービス提供に関する入札が開始された。オマーン石油

開発公社(PDO)の100MW太陽光発電所の入札については、依然、検討中である。 

クウェートのAl-Debdeba太陽光発電所は、現在開発中であり、最大1,500MWの電力を供

給する。この太陽光発電所は、クウェート国営石油精製会社(KNPC)のフラッグシッププロ

ジェクトの一つであり、その第1段階は、風力、集光型太陽光および太陽光の組合せからな

る。 

 

6.2.4 シナリオ分析・評価への影響 

UAEではラスアルハイマにおいて2018年から約3年間電気自動車の登録、更新、所有権

移転の手数料を無料化することが発表された。電気自動車の普及が加速すると予想され、

注目に値する。 
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第7章 定期報告書 2018年11月分 

7.1 アジア 

7.1.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2018-10-

23

中国国家電網傘下のｲﾝﾌﾗ企業ｼﾞｪﾒﾅ(Jemena)が豪州、ｼﾄﾞﾆｰで国内

最大規模となる水素発電・利用の試験プロジェクトを実施する。試

験プロジェクト「H2GO」はｳｴｽﾀﾝｼﾄﾞﾆｰ大学の敷地内に電解槽を設

置し、約250世帯に電力を供給できるだけの水素を発生させる。プ

ロジェクトコストは1500万豪ドルでこのうち半分は連邦政府の再生

可能ｴﾈﾙｷﾞｰ庁が提供する見通し。

URL https://www.nna.jp/news/show/1826622

2018-10-

25

国家発展改革委員会は24日、今冬の天然ｶﾞｽの需給状況を発表、

2018年の天然ｶﾞｽ供給量は2635億㎥で昨年比249億㎥の増となり、

伸び率は10.44％。全国でのガス供給契約は完了した。天然ｶﾞｽ設備

では、新たに100ヶ所のガス貯蔵施設を建設し、貯蔵能力は160億

となり、前年比35億㎥拡大した。現在、ガス貯蔵庫にガスの注入を

行っている。今年度は民生用のガス供給を優先すること、契約に

従ってガス供給を行うこと、石炭のガス転換を計画的に実施するこ

と等の措置により、今年度の民生用ガス需要は支障は発生しない。

URL https://www.china5e.com/news/news-1042709-1.html

2018-10-

25

国家統計局の発表によると、第3四半期までの発電電力量は前年比

7.4％の増、でｸﾘｰﾝｴﾈによる発電量は8.9％で、全発電量に占めるｸ

ﾘｰﾝｴﾈ比率は26.7％となった。

URL https://www china5e com/news/news-1042692 1 html

2018-10-

30

安倍首相の訪中に合わせて開催された第三国

52件の協力覚書が締結され、金額は180億米ドルに達する。このう

ち、中国の太陽光企業と日本の著名な商社が協力協定を締結した。

中国太陽光協会と丸紅は第三国での太陽光事業の協力に向けた覚書

を締結。また、協鑫集団は三井物産と第三国での事業協力協定を締

結した。今回の協定の他、天合光能は三井物産とﾒｷｼｺで104GWの太

陽光発電事業を進めており、2020年には商業運転を開始する計画。

その他、晶科聨手は丸紅とｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞで1177GWの太陽光発電事業を

受注している。

2019年の世界の太陽光発電市場は40～50％拡大し、発電規模

80GWを突破し、90GWに到達する可能性も指摘されている。日本

企業との協力は、世界市場進出上の選択肢を増やすことに加え、日

本市場への足がかりともなり得る。

URL https://www china5e com/news/news-1043105-1 html

2018-11-1

中国で環境対策の取締りが厳しくなる中、一部の地方当局が関連企

業に一律で生産停止を求めるｹｰｽが相次いでいる問題で、こうした地

方の無差別的な手法を厳しく禁止する規定を新たに設けることを表

明した。一部地方では上級政府の査察に合わせ、地域内の関連企業

を環境基準を満たしているかどうかに関わらず、一律で生産活動を

停止させて、査察をやり過ごすなどの問題が起きていた。生態環境

相はこうした地方政府の手法に対し、減額に禁止すると述べた。

URL https://www.nna.jp/news/show/1830212

1

3

中国

中国

中国、環境対策の取締りで、画一

的な生産停止を求めず－生態環境

相

2

出所

NNA ASIA

中国、第3四半期までの発電電力

量は前年比7.4％の増、ｸﾘｰﾝｴﾈ発

電量は8.9％の増

NNA ASIA

中国能源網

中国政府、今冬の民生用天然ｶﾞｽ

供給に支障なし
中国能源網

中国系ｼﾞｪﾒﾅ、ｼﾄﾞﾆｰで

大規模水素発電

中国能源網

中国

2019年の太陽光市場は80GWを

突破の見通し、中国企業と日系企

業との協力が進む

中国5

4 中国
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2018-11-1

棄水、棄風、棄光の解消に向けた、再生可能エネ向けの800KV特別

高圧直流送電線工事の建設が始まった。このﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは、青海省海

南蔵自治区から河南省駐馬店市を結ぶ距離1587ｋｍの特別高圧直流

送電線で、途中に甘粛、陝西を通る。青海省、甘粛省は水力、風

力、太陽光等の再生可能エネ資源が豊富な地域。当該送電線の送電

能力は800万ｋＷ、年間送電量は400億kWhを計画している。

URL https://www.china5e.com/news/news-1043363-1.html

2018-11-

14

国家統計局の発表によると、第1～第3四半期の石炭、電力、石油、

ｶﾞｽの需要は安定して増加しており、ﾏｸﾛ経済は安定した運営を維持

するという傾向が示された。石炭消費量は28.75億ﾄﾝで前年同期比

3％の増であった。電力使用量は前年同期比8.9％の増で6年ぶりの

高水準となった。また石油は3.4％の増、天然ｶﾞｽは16.7％の増とな

り、ガスは都市ガス、工業燃料、発電用、の何れも二桁の伸びを維

持した。

URL https://t21.nikkei.co.jp/g3/CMN0F12.do;jsessionid=051BF722983263814
9C79457F9BBD567

2018-11-

19

北京で開催されたﾌｫｰﾗﾑで、北京の路線バスが2020年までに全車両

が新ｴﾈﾙｷﾞｰ･ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰの車両がしようされる見込みであることが明

らかになった。そのうち、EVは全体の50％以上（約1.1万台）とな

る。

URL http://j.people.com.cn/n3/2018/1119/c94475-9520030.html

2018-11-

19

中国科学技術部が発表した「世界生態環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ2018

報告書」によると、中国の昨年の単位GDP当たりCO2排出量は2005

年比46％減少した。中国のCO2排出量の増加率は年々低下し、

2013年より伸び率は零となっている。

URL http://j.people.com.cn/n3/2018/1119/c95952-9519937.html

2018-11-9

インド政府は深刻化する大気汚染に対処するため、このほど4つの国

際機関、世界銀行、German development agency(GIZ), アジア開

発銀行（ADB), Bloomberg Philanthropiesと提携を結んだ。4機関

はインド国内102都市を対象に環境改善に向けた技術支援等を実施

していく。

URL
https://economictimes indiatimes com/news/environment/pollution/four-
international-agencies-to-join-govts-effort-to-tackle-air-pollution-in-102-
cities/printarticle/66548971 cms

2018-11-12

インド電力省は、電気自動車（ＥＶ）用の充電施設の整備に関する

政策を近日中に公表する見通し。個人による営利目的の整備も認め

られる。エネルギーの効率的な利用に関する国際シンポジウムに伴

い、シン電力相が記者団に明らかにした。電力省は、政策の原案を

関連省庁に配布し、意見を求めている。シン氏によると、充電施設

は誰でも自由に設置でき、個人が営利目的で整備する場合も事業免

許は必要ない。給油所での整備については、電力省と石油・天然ガ

ス省が調整中。

URL

https://economictimes.indiatimes.com/industry/auto/auto-

news/ev-infra-policy-soon-individual-can-set-up-charging-station-

for-commercial-use-rk-singh/printarticle/66579859.cms

2018-11-13

アジア開発銀行（ＡＤＢ）は11日、インド政府系エナジー・エフィ

シェンシー・サービシズ（ＥＥＳＬ）と提携し、エネルギーの効率

化を進めるための基金を設立することで合意した。ＡＤＢは1,300

万米ドル（約14億8,200万円）を無償支援する。

URL
https://www.financialexpress.com/industry/adb-to-grant-eesl-13-

million-for-energy-efficiency-revolving-fund/1378837/

8 人民網中国

11 インド
EV充電インフラ、個人の整備も

対象に

Economic

Times of India

7 中国

世界初、再生可能エネ向け、

800KV特別高圧直流送電線工事

の建設が始まる

中国能源網

Financial Times
ADB、省エネ基金設立に1300万

ドル拠出
12 インド

新華社

2018年第1～第3四半期のｴﾈﾙｷﾞｰ

消費は増加、安定的な経済成長を

示す

北京、2020年をめどに路線バス

の半数以上をEVに

10 インド
４つの国際機関が大気汚染対策に

協力

Economic

Times of India

中国
中国のCO2排出量、増加率が徐々

に低下
人民網9

6 中国
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2018-11-8

インド国内の火力発電所の新規開発が、向こう5年で大きく減速する

見通しだ。地場格付け会社クリシルは、5年間で新たに開発される発

電所の容量が、再生可能エネギーを除くと35ギガワット（GW、

1GW＝100万キロワット）となり、過去5年と比べて6割減少すると

予測。開発企業の財政難や不安定な石炭供給、長期の電力購入契約

（PPA）が敬遠される現状などが足かせになるとみる。国内では昨

年度に初めて、新規導入量で再生エネが従来型発電を上回ってお

り、今後この傾向にさらに拍車がかかりそうだ。

URL https://global factiva com/hp/printsavews aspx?pp=Print&hc=Publication

2018-10-31

インドネシアのエネルギー・鉱物資源省は、地熱鉱区５カ所の開発

事業に参画する事業者の選定入札を来年実施する。５鉱区の地熱資

源量は合計78万4,000キロワット（ｋＷ）で、総発電容量は16万

5,000ｋＷを見込んでいる。エネ鉱省新再生可能エネルギー・省エ

ネルギー総局（ＥＢＴＫＥ）のイダ地熱部長は「地熱開発では探査

後に判明した地熱資源量と探査前の予測量に開きがあった場合、国

営電力ＰＬＮと開発事業者間で電力売買契約の価格交渉が難航す

る」と説明。エネ鉱省はＰＬＮに対し、実際の地熱資源量に応じて

契約価格を変動させるスライド制を採用した指標価格を設定するよ

う指示しており、年内にも完了する見通し。

URL https://www nna jp/news/show/1830166

2018-11-16

インドネシア政府は、来年に環境問題対策を所管する公共サービス

機関（ＢＬＵ）を設置する方針を示した。

スリ・ムルヤニ財務相によると、ＢＬＵは環境・林業省との提携

で新設する。国や企業同士の二酸化炭素の排出量取引や、環境問題

対策で海外から調達した資金の運営などを手掛ける。現在は、ＢＬ

Ｕの設置を定める財務相令が年内に公布できるよう手続きを進めて

いる。

URL https://www nna jp/news/show/1836369

2018-10-23

エネルギー・科学・気候変動相は22日、個人を対象とした太陽光電

力買い取り制度「ネット・エネルギー・メータリング（ＮＥＭ）プ

ログラム」の修正により、2019年1月1日以降、政府系電力会社テ

ナガ・ナショナルへの余剰電力の販売価格がより有利となる見通し

を明らかにした。

ＮＥＭでは、太陽光発電の余剰電力をテナガに販売し、テナガに

払う電気代の一部を相殺することができる。現在、テナガへの余剰

電力の販売価格は１キロワット時当たり３１センで、テナガの電気

料金の同５０セン以上を下回っているが、１９年１月１日以降はこ

れが同額となる。

同相はまた、太陽光発電の導入に関心のある人向けに、新たに太

陽光パネルのリースプログラムが導入されると述べた。初期費用な

しで装置を設置でき、リース代は毎月の電気料金の支払いと同時に

請求される。

URL http://digital theedgemalaysia com/theedgemediagroup/books/theedgefinancial
daily/2018/20181023theedgefinancialdaily/#/1/

2018-10-23

タイ・エネルギー省のクリット次官は、軽油の標準品をパーム油

７％混合のバイオディーゼル燃料「Ｂ７」から7.2～7.5％混合の

「Ｂ７プラス」に変更する計画を明らかにした。パーム油の消費量

を引き上げ、値下がりが続いているアブラヤシの価格回復につなげ

る。

URL https://www nna jp/news/show/1826156
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2018-11-2

タイのエネルギー省エネルギー事業局は、軽油の標準品「Ｂ７」に

含まれるバイオディーゼル燃料「Ｂ100」の実質的な混合比率を１

日付で6.6％から6.8％へ引き上げたと発表した。

URL https://www nna jp/news/show/1831303

2018-10-30

電力・ガスの供給などを手掛ける政府系企業ＳＰグループは29日、

ブロックチェーン技術を用いた再生可能エネルギー証書（ＲＥＣ）

の取引プラットフォームを始動すると発表した。ＲＥＣは、再生可

能エネルギーによって得られた環境的な付加価値を取引可能な証書

にしたもの。企業などはＲＥＣを購入することで、電力消費量の一

部を再生可能エネルギーで賄ったと認められる。ＲＥＣの取引自体

はシンガポールですでに行われていたが、煩雑な手続きが必要だっ

た。ブロックチェーン技術を用いたＳＰグループのプラットフォー

ムでは、買い手が設定した条件に応じて世界中の売り手とのマッチ

ングが自動的に行われることから、利便性が格段に高まる。現在、

プラットフォームの利用は企業に限られるが、来年半ばには一般家

庭にも開放される見通し。

同社はまた、効率に優れた次世代電力網の構築度を示す世界初の

「スマートグリッド指数」を公表。世界の主要電力会社を対象とし

たもので、業界全体の環境への取り組みを後押しする。

URL https://www nna jp/news/show/1829567

2018-10-31

シンガポールのエネルギー市場監督庁（ＥＭＡ）が、国内での電力

貯蔵システム（ＥＳＳ）導入促進に向けた官民連携のプログラムを

始動する。チャン・チュンシン通産相が30日、同国で開催中のシン

ガポール国際エネルギー週間（ＳＩＥＷ）で明らかにした。

プログラムの名称は「ＡＣＣＥＳＳ」で、港湾管理大手のＰＳＡ

コーポレーションと政府系コングロマリット（複合企業）セムコー

プ・インダストリーズが参加する。同プログラムでは◇活用事例の

想定◇ビジネスモデルの構築◇規制環境の検討などを進めていく。

URL https://www nna jp/news/show/1830179

2018-11-12

シンガポールを拠点に太陽電池の製造・販売などを手掛ける独系サ

ンシープ・グループは９日、同国北部の洋上で世界最大級の浮体式

太陽光発電施設を開発中だと発表した。シンガポール経済開発庁

（ＥＤＢ）から支援を受けており、来年初めにも商業運転を始める

予定。

同社によると、北部ウッドランズの自然公園「ウッドランズ・ウ

オーターフロントパーク」の海岸沿いに、新たな太陽光発電所を建

設。出力は５メガワットピーク（ＭＷｐ）。今回開発されるのは、

洋上の施設としては世界でも最大規模の一つになる。

URL https://www nna jp/news/show/1834745
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7.1.2 主要な出来事 

①中国 

中国科学技術部は、政府による大気汚染対策、環境対策により、中国のCO2排出量の伸び

は年々低下、2013年から排出量の伸びはゼロとなったと発表した。2018年の第3四半期ま

でのエネルギー消費は増加し、発電電力量も前年比7.4%の増を記録したが、クリーンエネ
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の比率の上昇により環境への負荷軽減が進んでいる。2017年冬季に石炭から天然ガスへの

急激な燃料転換によって、ガスの供給不安を引き起こした反省を踏まえ、中国政府は今冬

のガス需要期を前に安定的なガス供給に向けた対策を進めている。国家発展改革委員会は

民生用へのガス供給を優先するとの方針を示し、今冬のガス供給には支障は発生しないと

発表している。また、一部の地方政府が大気汚染対策として、強制的に企業の生産停止を

求めるなど企業の経済活動を制限するケースが相次いだことから、生態環境部はこうした

無差別の停止措置を厳しく禁止する通達を出して、経済への悪影響を抑える措置を取って

いる。 

 

②インド 

 インド政府は近く、電気自動車用充電施設の整備に関する政策を発表する。Singh電力相

が明らかにしたもので、電力省は現在、政策の原案を関連省庁に配布し、意見を求めてい

る。Singh氏によると、充電施設は誰でも自由に設置でき、個人が営利目的で整備する場合

も事業免許は不必要とする方針。給油所での整備については、電力省と石油・天然ガス省

が調整している。 

 アジア開発銀行(ADB)は11月11日、インド政府系エネジー・エフィシェンシー・サービ

シズ(EESL)とエネルギーの効率化を進めるための基金を設立することで合意した。ADBは

1,300万米ドルを無償支援する。 

地場格付け会社クリシル(CRISIL)によると、インド国内の火力発電所の新規開発が向こ

う5年で大きく減速、過去5年と比べて6割減少する。開発企業の財政難や不安定な石炭供給、

長期電力購入契約(PPA)が敬遠される現状などが足かせになるとみている。国内では昨年度

に初めて、新規導入量で再エネが従来型発電を上回っており、今後この傾向にさらに拍車

がかかる見通し。 

 

③ ASEAN 

シンガポール政府系企業SPグループは10月29日、ブロックチェーン技術を用いた再生可
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能エネルギー証書(REC)の取引プラットフォームを始動すると発表した。ブロックチェーン

技術を用いたSPグループのプラットフォームでは、買い手が設定した条件に応じて世界中

の売り手とのマッチングが自動的に行われる。現在、プラットフォームの利用は企業に限

られるが、来年半ばには一般家庭にも開放される見通し。 

シンガポールのチャン・チュンシン通産相は10月30日、エネルギー市場監督庁(EMA)が、

国内での電力貯蔵システム(ESS)導入促進に向けた官民連携のプログラムを始動すること

を明らかにした。 プログラムの名称は「ACCESS」で、活用事例の想定、ビジネスモデル

の構築、規制環境の検討などを進めていく。  

マレーシアのヨー・ビンイン・エネルギー・科学技術・気候変動・環境相は10月22日、

個人を対象とした太陽光電力買取り制度「ネット・エネルギー・メータリング(NEM)プロ

グラム」を修正し、2019年1月1日以降、政府系電力会社テナガ・ナショナルへの余剰電力

の販売価格を引き上げることを明らかにした。現在、テナガへの余剰電力の販売価格は31

セン/kWhで、テナガの電気料金を同50セン以上下回っているが、これを同額にする。 

 

7.1.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

①中国 

今月の中国地球温暖化政策の動きとしては、全国ETS制度に関して、生態環境省の組織

改編が一段落したことが原因か、議論が再び前向きな兆候を見せていることがある。兆候

の1つは全国ETSを予定通りに実施するという政府の発言で、もう1つは電力産業以外も主

要な産業をカバーしていくという方針であり、その準備作業が進められているという。 

最近北京で開催された会議の情報によると、生態環境省気候変動司の王鉄氏は、同会議

で、セメント、鉄鋼、アルミニウム、石油化学などの排出量の多い分野についてできるだ

け早く実施すると述べた。これらのセクターに対して2016年と2017年の排出量データを提

出するよう求めたと王氏が述べた。 

同会議では、多くの業界団体もETSの導入に先立ち、準備の状況について述べたという。

中国建築材料連合会の代表者は、ETSを利用して過剰な生産能力を段階的に廃止すること
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を支援すると語った。中国非鉄金属工業会の代表者は電解アルミニウムがETS制度に対象

として含まれることを危惧していると認めながらもETSが排出削減を推進するための有益

なツールになるとも付け加えた。 

一方、11月15日、中国国家発展改革委員と国家能源局が共同で「再生エネルギー発電に

関する割当制度」に関する通知を公表した。同制度は2016年から設計され始め、2018年3

月と9月にそれぞれ1回「意見徴収」を行い、今回の通知は第3回目の意見徴収となる。主な

制度の仕組みとしては、2018年以降、電力グリッド企業、自家発電の企業を含めた各電力

消費事業者が一定割合の再生エネルギー電力を消費する義務が課せられるようになる。

2018年は自主確認として行われ、2019年からは検査を受ける義務が生じる。一定の割合の

再生エネルギーの電力を消費するには、1)自社による消費、2)他社超過分の購入、3)自主認

定の再生エネルギー電力の緑の証書の購入という3つの方法がある。同通知には、省政府ご

との割合が公表されている。同制度は2019年1月1日より実施される予定である。 

中国政府は非化石エネルギー消費量の比率を2020年に15%、2030年に20%という目標を

掲げている。この通知は同目標の実現に向けていよいよ本格的に動き出していることを示

している。 

 

②インド 

インドは今後30年間に気候変動の深刻な影響を受けそうだ。世界銀行が「南アジアのホ

ットスポット」と題するリポートを発表し、「2050年までに平均気温が1～2%上昇すること

で、インドの国内総生産(GDP)は年2.8%抑えられ、インド国民の約半数で生活水準が低下

する」との見通しを示した。 

世銀は、インドの中部、北部、北西部の地域が気温と降雨量の変化による影響をもっと

も受けやすいとしている。2050年までにホットスポットとなる州の上位2州は中部チャッテ

ィスガル州と同マディヤプラデシュ州で、生活水準が9%余り低下すると予想した。3位以下

には西部ラジャスタン州、北部ウッタルプラデシュ州、中央部マハラシュトラ州が続いた。

また、ホットスポットとなる地区では、上位10地区のうち7地区がマハラシュトラ州の貧困
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地域ビダルバに集中した。 

世銀のシニアエコノミスト、ムトゥクマラ・マニ氏は「気候変動は個人消費の減少にも

つながり、世界有数の貧困地域でますます貧困が進み、格差が広がる」と分析している。 

また、「生活水準を脅かすリスクに対応するため、政策当局者はホットスポットを特定する

ことで資源を振り向けるべき地域や世帯の特徴を把握できる」との見解を示した。 

連邦電力省は、国営公社であるNTPCと、Damodar Valley Corporationが保有する57の

火力発電所だけが大気汚染と水消費基準に従っていると、最高裁に伝えている。  

火力発電所に対する大気および水基準は2017年12月までに達成するように求められていた。

既存の約160GW、発電所500基以上の発電所を対象とした規制が執行されていたが、これ

らは2021年まで延期された。「基準の希釈dilution」として現地では報道されている。 

 

③ASEAN 

(インドネシア) 

英国のカーボン・トラッカー・イニシアティブは、インドネシアでは、太陽光発電コス

トは現在、12セント/kWhと、石炭火力の4.3セント/kWhより高水準にあるものの、この差

は2028年までに逆転するとの見方を示した。政府が発電用の石炭価格を現行の70ドル/トン

で維持した場合、コストの逆転は2030年に先送りになると付け加えた。また、エネルギー・

鉱物資源省のリダ・ムルヤナ再生可能エネルギー・新エネルギー総局長は10月26日、2018

年の再生可能エネルギー部門への投資額が、9月末時点で約8億400万ドルと、通年目標20

億1000万ドルの40%にとどまっていることを明らかにした。いくつかの地熱事業で地熱井

の掘削が延期されていることを要因として挙げた。 

経済調整省のディダ環境保護次官補佐は、低価格グリーンカー(LCGC)政策適合車および

低炭素排出車(LCEV)への優遇付与や、燃料税の導入、車両登録証更新時の排ガス検査の実

施などの案を検討していることと述べた。また、産業省は、自動車の売り上げにかかるぜ

いたく税の税率区分をCO2排出量とシリンダーの寸法をベースとした区分に変更すること

を検討している。CO2排出量は150〜250g/kmに制限され、この範囲内で税率が0〜50%に
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区分される。EVやPHVを含むLCEVと、LCGCについては、税率を0〜30%にすることも検

討している。 

 

(ベトナム) 

電力公社(EVN)のゴー・ソン・ハイ副社長は、発電用の石炭輸入は今後増加するとの見通

しを示した。2017年末時点でのベトナムの石炭を燃料とする火力発電能力は17.1GWで、第

7次国家電力マスタープランでは、2020年までに26GW、2030年までに55.3GWに増強する

計画である。ズエンハイ第3発電所やクアンチャック第1発電所などの火力発電所の新規稼

働に伴い、輸入石炭の需要も拡大する見込みである。また、国有石油会社ペトロベトナム

は、ロンフー第1石炭火力発電所に関する報告書を商工省に提出し、発電所の完成が3年程

度遅れる可能性があると報告した。請負業社であるロシア企業のパワーマシン(PM)社が、

ウクライナ危機をめぐり米国の制裁対象となったことから、タービンと発電機を供給する

GEがPMとの契約解除を通達した。 

大気汚染の緩和を目的に、政府はエタノール混合ガソリンE5の普及を図っているが、首

相直属の作業チームと石油販売大手ペトロリメックス(国内のE5販売で市場シェアの約

60%を握る)との合同会議で、計画通り進んでいないことが報告された。エタノールを生産

している企業は現在トゥンラム社1社だけであり、国有企業のグループがエタノール生産に

着手したが、生産は停止されたままになっている。また、エタノール原料のキャッサバに

ついて、今年の年初から中国のアルコール、エタノール工場向けの需要が強いこともエタ

ノール不足の要因となっている。 

 

(タイ) 

シリ・エネルギー相は、パーム原油の供給過剰の解消を目的に、発電公団(EGAT)および

EGAT出資企業の2か所の発電所で、パーム原油を3か月間、発電燃料にする計画を明らかに

した。 

エネルギー省エネルギー事業局は10月1日付けで、軽油の標準品B7のバイオディーゼル燃
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料の実質的な混合比率を6.6%から6.8%へ引き上げたと発表した。2か月後にはさらに6.9%

へ引き上げられる。これによりパーム原油(CPO)の消費拡大につなげる予定である。また、

工業省工業経済事務局(OIE)ナポタン事務局長によると、物品税を、HVとPHVは25%から

5%に、蓄電池式EVは10%から2%に引き下げ、CO2排出量が100g/km以下のエコカーは12

〜14%、120g/km以下は17%とすることが検討されている。 

 

7.1.4 シナリオ分析・評価への影響 

中国では第3四半期までのクリーンエネルギーによる発電量が前年比8.9%増で、総発電量

に占める比率が26.7%となり、クリーンエネルギーを用いた発電が進展していることが明ら

かとなった。また、路線バスにおいて全車両に新エネルギー・クリーンエネルギー車両を

使用する計画であることが発表された。EVは路線バス全体の半数以上となる見通しである。

省エネ・環境車の普及に関わる動きが活発化しており、注目に値する。 

インドではモディ首相が、2030年までにエネルギー需要の4割を非化石燃料で賄う目標を

発表。太陽光や風力発電のほかに、バイオマス発電やバイオ燃料の開発も進められており、

再エネの利用拡大に向け積極的な取り組みが進む。この具体的な数値目標は分析・評価を

行う上で非常に参考になる。 
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7.2 中東 

7.2.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2018-10-23

サウジは10月22日、「世界エネルギーの日」をある達成で記録し

た。サウジは過去2年にアラブ・エネルギー効率指標の一つの地点に

到達した。国連開発プログラム（UNDP）及び再生可能エネル

ギー・エネルギー効率の地域センターと提携して開発され、指標は

地域において持続可能なエネルギー競争力をモニターするための最

初の国内発のアラブの指標である。指標は地域でのエネルギー効率

性活動の実施を加速させるのを支援する。地域でアラブ諸国のため

のUNDPの地域の摩擦でディレクターを務めるハリッド・アブデル

シャフィ氏は、「気候変動に関するパリ協定及び持続可能な目標へ

の参加が政策アジェンダで気候変動と持続可能なエネルギーの問題

を提起するのを支えた」と述べた。

同氏は、「一連の新しい持続可能なエネルギー戦略は最近生じてお

り、成長のエネルギー集約を削減し、開発のレジリエンスを増すこ

とを意味した。アラブ地域では、低炭素で持続可能なエネルギーが

危機からの回復、貧困を減らし、教育を拡大し、健康を改善する上

で重要な部分を演じることができる」と述べた。

カイロに本拠地を置き、再生可能エネルギー及びエネルギー効率の

ための政府間の地域センターはサウジ及びUAEを含む17のメンバー

国と共に地域内で活動する。

URL http://www arabnews com/node/1392256/saudi-arabia

2018-10-27

未来投資イニシアティブ（FII）会議の3日目はNEOMの新しい総裁

のナディム・アル・ナスル氏の講演を聞く最高の機会が提供され

た。ムハンマド皇太子により昨年のFIIでベールを脱いだこのメガシ

ティは完全に再生エネにより運営され、原油への依存を削減するた

め、それを実現する世界最大の都市となる。アイスランドやノル

ウェイは彼らの都市の一部において再生エネ100%の系統をほぼ達

成しているとされるが、その規模でNEOMと比較することはできな

い。

サウジは世界最大の原油生産国であるが、気候変動に関するパリ協

定の一部として温室効果ガス排出を削減する方向で、再生可能エネ

ルギー源からより多くのエネルギーをひきだすことを狙っている。

しかし、かなり強く補助を受けている国内で使用するよりも国際基

準の海外で石油を販売することもその狙いである。再生エネ産業を

開発することは石油とガスへの依存から経済を分散化させるビジョ

ン2030の一部である。

ビジョン2030の重要な構成要素は、国に長期の経済の安定をもたら

すよう国内の電源ミックスを均衡させるよう設計された、長期の多

目的の戦略である国家再生可能エネルギープログラムである。この

プログラムは合計のエネルギーミックスにおける再生エネのシェア

を大幅に引上げることを狙っており、2020年までに再生エネを

3.45GWに引上げる目標をもち、これはサウジの総エネルギー生産

の4%に等しく、2023年までに9.5GWに引上げる目標はサウジの総

エネルギー生産の10%に等しい。

URL http://www arabnews com/node/1394976

出所

1 サウジアラビア
サウジのグリーンエネルギーへの

道
Arab News

サウジアラビア
ソーラーはサウジの再生エネ戦略

の鍵
Arab News2
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ムハンマド皇太子は11月5日、サウジ初の原子力発電の調査原子炉

の建設のためのプロジェクトを立ち上げた。

プロジェクトはムハンマド皇太子が立ち上げた再生可能エネル

ギー、原子力エネルギー、淡水化、ジェネリック薬、航空機設計な

どの7つの先端のベンチャーの一つであるとサウジ通信社が報じた。

プロジェクトは彼のアブドゥルアジーズ国王科学技術都市

（KACST）訪問の際に議論された。

新しい原子炉はサウジの原子力産業のための技術を開発する研究を

実施するのを手助けする。サウジはエネルギー用の原子力発電原子

炉2基を建設する計画であり、今後25年間に16基まで増やす計画で

ある。

原子炉の設計はKACSTの科学者が国際的な専門家の協力を得て開発

している。原子炉の建設は既に進んでおり、来年末までに完了する

予定である。

それは国際原子力エネルギー機関の安全基準に全て従っている。原

子炉はウラニウム酸化物燃料を使用するよう設計され濃縮度は2.1%

である。

その他のプロジェクトでムハンマド皇太子により検討されたのは、

ハリッド国王国際空港に本拠地を置く航空機構造開発のためのセン

ターである。センターは中東で航空機を開発するための最大のビル

の一つであり、面積は27000平方メートルで、将来92000平方メー

トルにする計画である。センターは、民間あるいは軍用のどちらで

あろうと、ほとんどの航空機の構造を製造する能力をもっている。

KACSTの本部への訪問の間、ムハンマド皇太子はソーラー発電によ

る二つの淡水化プラントを視察した。アル・カフジでのプラントは6

万立方メートル/日の能力を持つが、ヤンブーのプラントは5200立

方メートル/日に留まる。

URL http://www arabnews com/node/1399806/saudi-arabia

2018-11-8

地場の電力事業開発Acwa Powerはサウジ初の主要な再生エネル

ギープロジェクトの財務条項の合意が予想されている。

スキームに近い筋によると、Acwa Powerのコンソーシアムは

300MWのサカカ太陽光発電事業の財務条項に近く合意する予定で

ある。

MEEDは2月にサウジの再生可能エネルギープロジェクト開発室

（Repdo）は300MWの太陽光発電プラントの開発に2.34セント

/kWhの電力料で開発する契約をAcwa Powerに発注すると報じた。

300MWのソーラー発電プラントは合計約3.02億ドルの投資を必要

とする。

特定目的のプロジェクト会社がプロジェクトの開発のためにAcwa

Powerコンソーシアムにより形成され、開発業者により100%所有

される。

サカカのソーラー発電所はサウジの野心的な国家再生可能エネル

ギープログラム（NREP）の下で授与される最初のプロジェクトであ

る。Repdoは現在プログラムの下で2番目の提案、デューマット・

アル・ジャンダルで開発される400MWの風力発電事業の提案書を

評価している。

NREPは国家変革計画の下で、2020年までに開発される3.45GWの

再生エネならびに、2023年までに創設される9.5GWの再生エネに

ついて目標を設定している。

URL https://www meed com/exclusive-financial-close-imminent-saudi-solar-
project/

2018-11-5

サウジアラビア
ソーラープロジェクトの金融条項

の締結に近づく
4

Arab News
ムハンマド皇太子はサウジ初の調

査原子炉建設のプロジェクト開始
3 サウジアラビア

MEED
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2018-11-13

サウジの再生可能エネルギー事業開発室（Repdo）はその計画中の

400MWのドゥーマット・アル・ジャンダルの風力発電事業につい

ての優先応札者にフランスのEDFとUAEのMasdarのコンソーシアム

を選定した。

消息筋によると、EDF/Masdarコンソーシアムが第1位候補、Acwa

Powerがリザーブに選ばれた。

MEEDは8月にRepdoが風力発電事業の商業提案を受領したと報じ

た。EDF/Masdarコンソーシアムは発電コストについて7.996ハラ

ル（2.13セント）/kWhの最も低い額で応札し、次にAcwa Power

が2番目に低い10.1132ハラル（2.70セント）/kWhで応札した。

契約の発注を受けた開発業者がサウジ電力調達会社（SPPC）との

20年間の電力購入協定（PPA）の下に開発を進める。

今年2月、Repdoは国家再生可能エネルギープログラム（NREP）の

下での最初のプロジェクトであるサカカ・ソーラー事業

（300MW）をAcwa Powerが率いるコンソーシアムに発注した。

最初の二つのプロジェクトはサウジが2023年までに開発を計画して

いる9.5GWのクリーンエネルギープロジェクトの一部である。

URL https://www meed com/exclusive-saudi-arabia-shortlists-bidders-wind-
project/?utm source=email&utm medium=newsletter

2018-11-15

Acwa Powerが率いるコンソーシアムはサカカの太陽光発電事業

（300MW）の財務条項で合意した。

Acwa Powerがプロジェクト会社のSakaka Solar Energy Co.

（SSEC）の70%の権益をもち、地場のAl-Gihaz Holding Co.が残

りの30%を所有する。SSECは3.2億ドルの事業について電力の引き

取り手との間で25年間の電力購買協定を締結した。

URL https://www meed com/developer-reaches-financial-close-saudi-solar-
project/?utm source=email&utm medium=newsletter

2018-10-30

UAEのエネルギー産業相のスヘイル・ムハンマド・アル・ファラー

ジ・アル・マズルーイ氏は、アブダビで開催された国際会議におい

て10月29日、「2021年までにUAEの電力の25%は原子力により賄

われる」と述べた。

国際原子力エネルギー機関（IAEA）により4年毎に開催される21世

紀の原子力に関する国際閣僚会議はIAEAのメンバー国と共にクリー

ンで持続可能なエネルギー源（恐らく原子力エネルギー）により気

候変動を緩和させることの重要性を議論した。

アル・マズルーイ・エネルギー産業相は、「我々は審査過程が進行

中の初の原子力発電所のための最終建設段階に到達した。4基の原子

炉全ての建設は引き続き進展するが、現在の全体の完成率は84%で

ある」と述べた。また、「全ての原子炉が完全に稼働すれば、それ

らはUAEが必要とする電力の25%を2021年までに生産する」と述

べた。

同エネルギー産業相は、「UAEは2050年までにクリーンエネルギー

計画を達成することを約束しており、それはUAEのCO2排出量を

70%削減するという目標である」と述べた。

URL https://gulfnews com/going-out/society/nuclear-energy-to-provide-25-of-
uaes-needs-by-2021-1 2115750

サウジアラビア
風力発電事業について有資格グ

ループを発表
5

7 UAE
原子力エネルギーは2021年まで

にUAEの必要電力の25%を賄う

6 サウジアラビア
ソーラー発電事業の財務条項で合

意に達する

MEED

MEED

Gulf News
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2018-11-4

ドバイ水電力庁は世界最大の太陽熱（CSP）発電設備の一つである

ムハンマド・ビン・ラシド・アル・マクトゥーム・ソーラー・パー

クの第4フェーズをさらに250MW追加する協定に調印した。

サウジのAcwa Powerとの電力購入契約への修正で、ソーラープロ

ジェクトの第4フェーズの実施をリードしているAcwa Powerは合計

の発電能力を950MWに引上げる。

開発業者は全部で250MWの能力をもつソーラーパネルをkWh当り

2.4セントの費用で設置する。これは世界でも最も低いとドバイ政府

のメディア室は指摘した。

Acwaと中国のShanghai Powerのコンソーシアムがそのフェーズの

CSP発電事業についてKWh当り7.3セントの最も低い発電費用で応

札を行った。

ムハンマド・ビン・ラシド・アル・マクツーム・ソーラー・パーク

は地域でもっとも野心的な再生可能エネルギープロジェクトで、

2030年までに5000MWの設置能力を保有する予定である。発電所

は独立型電力供給者IPPモデルをベースにして建設される世界で単一

のソーラーパークとしては最大となることが予想されている。

IPPは公共の電力会社に販売するために電力を生産する組織である。

ドバイは現在ソーラーから必要とする電力の4%を賄い、残りは天然

ガス火力で電力を供給している。ドバイは2020年までにその必要と

するエネルギーの25%をクリーンエネルギー源から供給し、2050

年までにはそれを75%に引上げる。

URL https://www thenational ae/business/energy/dubai-adds-250mw-capacity-to-
fourth-phase-of-solar-park-1 787748

2018-11-4

国営のドバイ水電力庁（Dewa）はサウジの開発業者Acwa Powerと

の間でドバイ発の太陽熱発電（CSP）事業の能力を700MWから

950MWに引上げることで合意した。

追加の能力は250MWの太陽光発電パネルからもたらされ、これは

2.4セント/kWhの電力料で開発され、世界でも最も低い料金の一つ

となる。11月3日に発表された声明において、Dewaは必要な投資額

について、これまで想定された38億ドルから44億ドルの投資に引上

げる。

Acwa Powerはその計画されたCSPプロジェクトの主要な開発契約

を昨年9月に発注されている。MEEDは4月、中国のShanghai

ElectricがEPC契約をそのCSPプロジェクトについて38億ドルで受注

した。

コンソーシアムは世界のCSP発電の電力料としては世界最小の7.3セ

ント/kWhで契約を受注した。

URL https://www meed com/dubai-increases-capacity-4-4bn-csp-solar-project/

2018-11-7

ソーラー発電の家の建設で国際的な競争に参加するため、世界中か

ら設計の学生がドバイに到着した。

ソーラー十種競技として知られ、コンテストは2002年に米国政府に

より創設された。今年は、中東が初めて開催国となり、11月14日か

ら29日までドバイのムハンマド・ビン・ラシド・ソーラー・パーク

において開催される。

15の大学の学部生がAED1000万（272万ドル）以上の賞金を巡り

彼らのプロジェクトを競うため2週間が与えられる。

チームはエネルギー効率、コスト効果、持続可能性、革新性を含む

10のカテゴリーで判定される。

ドバイ・アメリカン大学のチームリーダーのオメール・ヌワラフ氏

は、「我々は完全に単独で持続可能な家の建設で作業を行ってい

る」とした。また、「誰もが石油や化石燃料などのエネルギー源は

終焉し、母なる地球を救うために将来探さなければならないことを

知っている」とした。

URL https://www thenational ae/uae/students-compete-for-dh10m-solar-prize-in-
dubai-1 788812

ドバイでソーラーハウスの設計を

学生が競う

8 UAE
ドバイはソーラーパークの第4

フェーズで250MWの能力を追加

9 UAE
ドバイは44億ドルの太陽熱発電

事業の能力を増強

10 UAE

The National

The National

MEED
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URL http://www arabnews com/node/1408296/business-economy

URL
https://www meed com/marubeni-consortium-wins-oman-solar-
project/?utm source=PANTHEON STRIPPED&utm medium=PANTHEON STRIP
PED

2018-11-1

オマーンのソハール港及び自由特区はその施設及びテナント用に電

力を提供すべく、1GWのソーラーエネルギーの開発を計画してい

る。

ソハール港開発で上級職の人たちによると、土地は独立型電力供給

者（IPP）モデルの下、太陽光（PV）プロジェクトに供すべく民間

の開発業者に授与される。

ソハール港・自由特区はオマーン政府とオランダのPort of

Rotterdamとの間の50:50の合弁事業であり、経済分散化戦略の重

要な構成要素である。

URL https://www meed com/oman-plans-1gw-solar-energy-capacity-sohar-port/

2018-11-12

オマーン水電力調達会社（OPWP）はイブリでの独立型発電事業

（IPP）の500MWの太陽光発電事業に対する応札を受取った。

MEEDは計画中の太陽光IPPについて12グループを有資格としたこと

を4月に報じた。12グループには、Acwa Power、丸紅、三井物

産、住友商事、Engie（仏）などが含まれる。MEEDは11月初め、

OPWPはドイツのFichtnerと英国のDLA Piperを技術および法律アド

バイザーに選任したと報じた。

URL
https://www meed com/exclusive-oman-receives-bids-500mw-solar-
project/?utm source=PANTHEON STRIPPED&utm medium=PANTHEON STRIP
PED

グローバルな港湾のオペレーターDP WorldはUAEを本拠地とする

SirajPowerとジェベルアリの自由特区（Jafza）と国家産業パークの

施設で屋根のソーラーパネルの設置を行う契約に調印した。これは

DP Worldのエネルギー消費と費用を減らす努力の一環である。

11月20日に発表された22年のリース協定では、Jafzaに15MWの能

力のパネルをSirajPowerが当初配備することになる。

その取引はその施設を通じて持続可能で環境に優しいエネルギー源

の使用を増加する狙いのDP Worldのソーラープログラムの一部を構

成する。それに続いてJafzaでのUAEの最初のグリーン貯蔵・倉庫設

備が今年6月に開始される。一部の保冷の貯蔵設備はその他の倉庫が

よりエネルギー効率を高めるなかでソーラーエネルギーで運営され

る。2016年末には、DP Worldは中東最大のソーラー屋根プロジェ

クトの建設の開始を発表し、そのドバイの設備において88,000件の

屋根のソーラーパネルの設置を進めた。

2018-11-22

ソハール港で1GWのソーラーエ

ネルギープラントの建設計画

Petroleum Development Oman（PDO）はオマーン南部のアミン

での100MWの太陽光発電事業を丸紅が率いるコンソーシアムに発

注した。

MEEDは8月に、PDOが5つの応札者と技術及び商業面での照会を完

了したと報告した。応札のレビューを完了した後、PDOは契約を丸

紅のコンソーシアムに授与した。コンソーシアムには、Oman Gas

Co.、Bahwan Renewable Energy Co.、Modern Channels

Servicesが含まれる。

ソーラー発電所はPDOの最初のIPP事業である。PDOが単独のオフ

テイカーとなり、23年間の電力購入契約の下にソーラー発電所によ

り生産された全ての電力を購入する。

2018-10-30

14

丸紅のグループが太陽光発電事業

を受注

オマーン
500MWのソーラープロジェクト

への応札を受ける
MEED

13 オマーン

MEED

DP Worldは環境保護で突出した

SirajPowerとのソーラーの取引

に調印

UAE11

12 オマーン

Arab News

MEED
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2018-11-13

11月12日、オマーンのイブリでの500MWのIPP発電事業について3

つのグループが提案書を提出した。消息筋によると、Acwa

Power、丸紅、Masdar/Total/Jinko Solarの3つのグループから提

案書を受取った。500MWの太陽光発電プロジェクトはオマーンの

発電用電源の分散化の計画の一部である。

URL https://www meed com/exclusive-three-groups-submit-bids-oman-500mw-
solar-project/?utm source=email&utm medium=newsletter

2018-11-13

GlassPoint SolarとOccidental of Omanはソーラーサーマルプロセ

ス導入による原油増産について、MOU（覚書）を締結した。

Mukhaizna油田にて太陽光による日量10万バレルの蒸気注入により

EOR（原油増進回収法）が行われる一方、二酸化炭素排出量が削減

される。

URL https://www glasspoint com/glasspoint-and-occidental-of-oman-sign-
agreement-to-cooperate-on-project-to-facilitate-oil-production-in-oman/

2018-11-18

11月18日付RFE/RLによれば、ザリーフ外務大臣とザンギャネ石油

大臣は個別に、イランの体制指導部に対し、パリ協定の批准を呼び

かけた。2016年4月22日、パリ協定の署名開放日に、ザリーフ外相

は国連本部において、この協定に署名した。その後イランの国会も

イランのパリ協定への参加を承認したものの、国会の決定を承認す

る憲法擁護評議会が判断を留保し、まだ批准は実現していない。ザ

リーフ外相とザンギャネ石油はともに、「批准を遅らせることで、

イランに対するさらなる非難の口実を作り出すべきではない」と主

張した。

URL https://en radiofarda com/a/iran-ministers-urge-rouhani-join-paris-climate-
accord/29606769 html

2018-11-18

GCCは過去2-3年の油価の下落から学んだレッスンを受けて、ソー

ラーエネルギーへの転換を加速させる可能性が高い。

トルコのソーラー発電設備供給者のTekom-Pukのジェネラルマネー

ジャーのムラッド・サイギン氏は、GCCのソーラー部門は「非常に

可能性がある」と幅広く見られているとする。

そして、「高度に石油依存型の経済であり、GCC諸国は最近の油価

の下落により非常な影響を受けた。これに対抗するには、今後これ

まで以上に再生可能エネルギー産業への投資に焦点を当てるだろう

と考える。非常に有望な可能性を持つ発展する部門である。特に

UAEは政府から民間部門まで成長に焦点を当てた行動を取ってお

り、再生エネの投資家、開発業者及び供給者は時間のかかる手続き

なしに彼らのプロジェクトを進める」と述べた。

GCC全ての国が再生エネに高い優先順位を置き、特にUAEはドバイ

でのムハンマド・ビン・ラシド・アル・マクトゥーム・ソーラー・

パーク等のメガプロジェクトのおかげで地域をリードしている。

ソーラー・パークは費用が推定9.68億ドルで、アブダビのAdweaの

スウェイハン発電所は1.2GWで世界最大のソーラー発電所である。

エネルギー戦略2050の一部として、UAEは2050年までに再生エネ

の発電に占める比率を44%とすることを狙っている。

URL http://saudigazette com sa/article/548264/BUSINESS/GCC-to-speed-
upsolar-conversion

17 イラン
外務大臣と石油大臣がパリ協定の

批准を呼びかけ
RFE/RL

16 オマーン
ソーラーサーマルプロセス導入に

よる原油増産
GlassPoint

18 GCC

500MWのソーラープロジェクト

で3グループが応札
15 オマーン

GCCはソーラーへの転換を加速 Saudi Gazette

MEED
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2018-11-16

モロッコの現在の再生可能エネルギーによる発電能力は3GW（水力

が1.77GW、風力が1.05GW、ソーラーが0.2GW）強であり、現在

のピーク時発電の約半分を占める。今年8月にはピーク時の負荷が

6.31GWに達した（国営電力のONEE調べ）。

モロッコはアルジェリアからのガスの輸入に依存し、石油も通常の

発電能力を構成する。総発電能力のうち33%を占めるのが4基の石

炭火力発電所で合計2.87GWの能力を有する。石炭がモロッコの電

力の約58%を占める。

IEAはモロッコが再生可能エネルギーを推進し続けると予想し、そ

の能力は2023年には7GWに達する。追加される能力の内訳は、

ソーラー（PV）が1.7GW、太陽熱（CSP）が0.7GW、風力が

1.4GWである。

URL NA

2018-10-24

クウェートの環境総合委員会の高官は、環境の持続性と気候変動の

縮小のため、冷却・エアコン・システムの効率性を測るプログラム

をGCC諸国内で統一するよう呼びかけた。同委員会のYaqoub Al-

Ma'touqは、非典型エアコンと冷蔵システムに着目する必要を強調

し、消費者と政策決定者への啓蒙プログラムを通じて、伝統的な冷

却システムへの依存を減らしていくと強調した。

URL https://www kuna net kw/ArticleDetails aspx?id=2754510

2018-11-11

11月上旬にUmm al-Haymanの廃水官民パートナーシップが署名さ

れたことで、クウェートの次に計画された独立造水発電プロジェク

ト（IWPP）への2019年の入札への弾みがついた。規模の大きい

ユーティリティ・プロジェクトが、PPP官庁・法制の改編によって

足踏みとなるなか、Umm al-Haymanプロジェクトの最終承認は次

なるプロジェクトの進捗を刺激するだろう。

URL https://www meed com/kuwait-to-kick-start-power-projects-in-2019/

2018-11-17

不安定な天気と最近のクウェートにおける大雨は、世界各国でここ

数年見られた気候変動が原因であると2人の専門家が指摘した。ク

ウェート環境保護協会事務局長のJanan Behzadは11月17日、記者

会見で、気候変動に対する認知度が不足しているなどと語った。ク

ウェートの環境総合委員会（EPA）のSherif Al-Khayatは、地球温

暖化と世界的な気候変動には緊密な相関関係があると語った。

URL https://www kuna net kw/ArticleDetails aspx?id=2759884&language=en

再生可能エネルギーを推進し、ク

リーンな燃料としてLNG輸入を視

野に

21 クウェート
クウェートは2019年に電力プロ

ジェクトを推進する

22 クウェート
専門家：気候変動が不安定な天気

とクウェートの大雨の原因

19

20 クウェート

クウェートの環境担当者はエネル

ギー効率化プログラムのGCC内の

統合を呼びかけ

モロッコ MEES

KUNA

MEED

KUNA

 

 

7.2.2 主要な出来事 

①サウジアラビア 

ムハンマド皇太子は11月5日、サウジ初の原子力発電の調査原子炉の建設のためのプロジ

ェクトを立ち上げた。プロジェクトはムハンマド皇太子が立ち上げた再生可能エネルギー、

原子力エネルギーなど7つの先端のベンチャーの一つであるとサウジ通信社が報じた。 

プロジェクトは皇太子のアブドゥルアジーズ国王科学技術都市(KACST)訪問の際に議論
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された。 

新しい原子炉はサウジの原子力産業のための技術を開発する研究を実施するのを手助け

する。サウジはエネルギー用の原子力発電原子炉2基を建設する計画であり、今後25年間に

16基まで増やす計画である。 

サウジの再生可能エネルギー事業開発室(Repdo)はその計画中の400MWのドゥーマッ

ト・アル・ジャンダルの風力発電事業についての優先応札者にフランスのEDFとUAEの

Masdarのコンソーシアムを選定した。消息筋によると、EDF/Masdarコンソーシアムが第

1位候補、Acwa Powerがリザーブに選ばれた。 

今年8月にRepdoは風力発電事業の商業提案を受領した。EDF/Masdarコンソーシアムは

発電コストについて7.996ハラル(2.13セント)/kWhの最も低い額で応札し、次にAcwa 

Powerが2番目に低い10.1132ハラル(2.70セント)/kWhで応札した。 

契約の発注を受けた開発業者がサウジ電力調達会社(SPPC)との20年間の電力購入協定

(PPA)の下に開発を進める。 

Acwa Powerが率いるコンソーシアムはサカカの太陽光発電事業(300MW)の財務条項で

合意した。Acwa Powerがプロジェクト会社のSakaka Solar Energy Co.(SSEC)の70%の権

益をもち、地場のAl-Gihaz Holding Co.が残りの30%を所有する。SSECは3.2億ドルの事業

について電力の引き取り手との間で25年間の電力購買協定を締結した。 

 

②UAE 

ドバイ水電力庁は世界最大の太陽熱(CSP)発電設備の一つであるムハンマド・ビン・ラシ

ド・アル・マクトゥーム・ソーラー・パークの第4フェーズで発電能力をさらに250MW追

加する協定に調印した。サウジのAcwa Powerとの電力購入契約への修正で、ソーラープロ

ジェクトの第4フェーズの実施をリードしているAcwa Powerは合計の発電能力を950MW

に引上げる。開発業者は全部で250MWの能力をもつソーラーパネルをkWh当り2.4セント

の費用で設置する。これは世界でも最も低いとドバイ政府のメディア室は指摘した。 

Acwaと中国のShanghai Powerのコンソーシアムが、第4フェーズCSP事業について
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KWh当り7.3セントの最も低い発電費用で応札を行った。同ソーラー・パークは地域でもっ

とも野心的な再生可能エネルギープロジェクトで、2030年までに5000MWの設置能力を保

有する予定である。発電所は独立型電力供給者IPPモデルをベースにして建設される世界で

単一のソーラー・パークとしては最大となることが予想されている。 

ドバイは現在ソーラーから必要とする電力の4%を賄い、残りは天然ガス火力で電力を供

給している。ドバイは2020年までにその必要とするエネルギーの25%をクリーンエネルギ

ー源から供給し、2050年までにはそれを75%に引上げる。 

 

③オマーン 

Petroleum Development Oman(PDO)はオマーン南部のアミンでの100MWの太陽光発

電事業を丸紅が率いるコンソーシアムに発注した。今年8月に、PDOは5つの応札者と技術

及び商業面での照会を完了した。応札のレビューを完了した後、PDOは契約を丸紅のコン

ソーシアムに授与した。コンソーシアムには、Oman Gas Co.、Bahwan Renewable Energy 

Co.、Modern Channels Servicesが含まれる。ソーラー発電所はPDOの最初のIPP事業であ

る。PDOが単独のオフテイカー(電力引取手)となり、23年間の電力購入契約の下にソーラ

ー発電所により生産された全ての電力を購入する。 

オマーンのソハール港及び自由特区はその施設及びテナント用に電力を提供すべく、

1GWのソーラーエネルギーの開発を計画している。 

ソハール港開発で上級職の人たちによると、土地は独立型電力供給者(IPP)モデルの下、

太陽光(PV)プロジェクトに供すべく民間の開発業者に授与される。ソハール港・自由特区

はオマーン政府とオランダのPort of Rotterdamとの間の50:50の合弁事業であり、経済分散

化戦略の重要な構成要素である。 

11月12日、オマーンのイブリでの500MWのIPP発電事業について3つのグループが提案

書を提出した。消息筋によると、Acwa Power、丸紅、Masdar/Total/Jinko Solarの3つのグ

ループから提案書を受取った。500MWの太陽光発電プロジェクトはオマーンの発電用電源

の分散化の計画の一部である。 
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④イラン 

11月18日付RFE/RLによれば、ザリーフ外務大臣とザンギャネ石油大臣は個別に、イラン

の体制指導部に対し、パリ協定の批准を呼びかけた。2016年4月22日、パリ協定の署名開放

日に、ザリーフ外相は国連本部において、この協定に署名した。その後イランの国会もイ

ランのパリ協定への参加を承認したものの、国会の決定を承認する憲法擁護評議会が判断

を留保し、まだ批准は実現していない。ザリーフ外相とザンギャネ石油はともに、「批准を

遅らせることで、イランに対するさらなる非難の口実を作り出すべきではない」と主張し

た。 

 

⑤クウェート 

不安定な天気と最近のクウェートにおける大雨は、世界各国でここ数年見られた気候変

動が原因であると2人の専門家が指摘した。クウェート環境保護協会事務局長のジャナン・

ベフザード氏は11月17日、記者会見で、気候変動に対する認知度が不足しているなどと語

った。クウェートの環境総合委員会(EPA)のシェリフ・アル・ハヤット氏は、地球温暖化と

世界的な気候変動には緊密な相関関係があると語った。 

 

7.2.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

原子力について、サウジアラビアのMohammed bin Salman皇太子は11月5日、サウジア

ラビア初の原子力研究炉を建設するプロジェクトを開始した。原子炉の建設はすでに行わ

れており、2019年末には完成する予定である。また、UAEのSuhail Mohammad Al Faraj Al 

Mazrouiエネルギー・産業大臣は10月29日、4つの原子炉の建設は84%まで進んでいると述

べた。UAEは、今年の初め、2050年国家エネルギー戦略を開始し、CO2排出量を70%削減

し、クリーンエネルギーの使用を50%増加することを目標にしている。 

再生可能エネルギーに関しては、サウジアラビアでは、サカカの300MW太陽光発電プロ

ジェクトについて出資合意が締結された。また、ドゥーマット・アル・ジャンの400MW風

力発電プロジェクトについて、EDF/Masdarのコンソーシアムが第1候補、Acwa Powerが
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リザーブに選ばれた。 

UAEでは、Mohammed bin Rashid Al Maktoumソーラー・パークの第4期について、ド

バイ電力・水局(DEWA)とサウジアラビアのAcwa Powerとの間で、250MWの設備容量を

追加し、合計の発電容量を950MWに変更する契約が結ばれた。第4期は、600MWのパラボ

ラ型集光器と100MWのソーラータワーからなり、今回、250MWの太陽光パネルが追加さ

れる。 

オマーンでは、イブリの500MW太陽光発電プロジェクトについて、Acwa Power、丸紅

およびMasdar/Total/Jinko Solarの3つのグループから提案書が提出された。 

 

7.2.4 シナリオ分析・評価への影響 

ムハンマド皇太子はサウジ初の原子力発電の原子炉建設プロジェクトを立ち上げた。サ

ウジは原子炉2基を建設する計画であり、今後25年間に16基まで増やす計画である。原子炉

の建設は既に進んでおり、来年末までに完了する予定である。サウジアラビア政府は、石

油依存度の低下、エネルギー源の分散化を目的とし、再生可能エネルギーと原子力発電の

導入を推進しているが、その実現に向けたこれらの具体的な動きは注目に値する。 

UAEのエネルギー産業相のスヘイル・ムハンマド・アル・ファラージ・アル・マズルー

イ氏は、アブダビで開催された国際会議において10月29日、「2021年までにUAEの電力の

25%は原子力により賄われる」と述べた。4基の原子炉全ての建設は引き続き進展する見込

みで、UAEのCO2排出量の70%削減に寄与するという。UAEでは、ガス資源に大きく依存

するエネルギーミックスから脱却すべく、2020年までの総発電能力に占めるクリーンエネ

ルギー比率目標を7%に掲げている。達成に向けた取り組みが活発に行われており、今後の

動向が注目される。 
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第8章 定期報告書 2018年12月分 

8.1 アジア 

8.1.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2018-11-19

2018年第3四半期までの中国の新規太陽光発電設備量は3454.4万kWで、

前年同期比19.7％の減少となった。そのうち、大規模ｿｰﾗｰは1740.1万kW

で37.2％の減少、分散式太陽光は1714.3万kWで12％の増加となった。こ

れにより全国の太陽光発電設備量は16474.3万kWで、大規模ソーラーが

11794.1万kW、分散式が4680 2万kWとなった。

URL https://www china5e com/news/news-1045059-1 html

2018-11-25

日本と中国が官民で省エネや環境分野で協力を話し合う「日中省エネ･環

境総合フォーラム」が25日、北京で開催された。水素で住友商事が中国の

安泰科技などと協力覚書と締結するなど、水素エネの活用やﾌﾟﾗｽﾁｯｸｺﾞﾐの

海洋汚染など２４の協力案件を進めることで一致した。

URL https://www nikkei com/article/DGXMZO38161530V21C18A1NN1000/

ﾛｲﾀｰ 2018-11-26

中国の解振華･気候変動事務特別代表は26日、既存の温室効果ガス削減目

標の達成に向けて取り組み、目標を上回る成果をあげるために全力を尽く

すと表明した。中国はﾊﾟﾘ協定で、CO2排出量を2030年前後までに減少に

転じさせると約束している。ただ、海外の研究報告によると、中国のCO2

排出量は既に2013年に9 53ｷﾞｶﾞﾄﾝでﾋﾟｰｸに達した後、その後3年間は減少

しており、中国の目標が低すぎるとの見方も出ている。

URL https://jp reuters com/article/china-co2-idJPKCN1NV08C

中国
2018年の石炭火力による石炭消費量

は前年比7000万ﾄﾝ増の見通し
中国能源網 2018-11-27

発改委・能源研究所は、2018年は電力消費の伸びから石炭火力による石

炭消費量は前年比7000万ﾄﾝの増加となる可能性が高いとの見通しを発表し

た。現状から分析をすると、石炭消費量は拡大を続ける見通しで、ｴﾈﾙｷﾞｰ

消費に占める石炭比率は低下するものの、13次5ヵ年計画で示した2020年

の石炭消費量を35億ﾄﾝ以内とするとの目標の達成は難しくなった。石炭工

業会の発表によると、１～9月までの石炭消費量は28.85億ﾄﾝで、前年同期

比3％の増となり、2年連続で増加している。中国電力企業連合会の発表で

は、１～9月の全国の電力消費量は5.11兆kWhで前年同期比8.9％増と高い

伸びを示しており、電力需要増に合わせて石炭消費量も伸びることとなっ

た。

電力発展13･5計画では、2020年の電力需要を6.8～7 2兆kWhと予測し

たが、現時点の分析では7.5兆kWｈにまで拡大すると見込まれている。ｴﾈ

ﾙｷﾞｰ発展13･5計画では、2020年のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量を標準炭換算50億ﾄﾝと

し、石炭消費量を41億ﾄﾝ以内に抑え、ｴﾈﾙｷﾞｰ消費に占める石炭比率を58％

以内とするとの目標を掲げているが、現在の状況が続けば電力需要の伸び

から石炭消費量が拡大する可能性がある。

URL https://www china5e com/news/news-1045656-1 html

2018-11-28

中国生態環境省によると、2013年から全国7省・直轄市で試験的に実施さ

れてきた、温室効果ガスの排出権取引制度による累計取引規模が、二酸化

炭素にして2億7000万ﾄﾝ、取引額は約60億元（約980億円）となっている

ことが分かった。中国は2013年6月より、北京市、上海市、天津市、重慶

市、湖北省、広東省、深セン市の7省･市で試験的に排出権取引を実施して

きた。

URL https://www nna jp/news/show/1841106

中国
中国、CO2排出量削減で目標上回る

成果目指す－中国 特別代表

中国
第3四半期までの中国の新規太陽光

発電設備量は3454.4万kW
中国能源網

中国
日中省エネ･環境ﾌｫｰﾗﾑ開催、水素エ

ネ活用などで協力
日経

5

4

出所

NNA ASIA

1

3

中国、排出権取引制度によるCO2取

引規模は、累計2.7億ﾄﾝ

2

中国
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2018-12-3

中国政府は秋以降、北京･天津・河北省エリア、及び長江流域や陝西省･山

西省エリアを含めた大気汚染防止策や査察計画を取り纏めるとともに、

「一刀両断」と呼ばれる一律の生産停止措置の禁止を打ち出した。これに

より企業活動の重荷になっている環境規制を緩和し、冬季の休業も大幅に

減らして、景気回復を優先する姿勢を打ち出した。

URL https://www nikkei com/article/DGXMZO38474010T01C18A2FF2000/

2018-12-11

中国科学技術大学の専門ﾁｰﾑは、高性能で低コストの新型三元ﾅﾉﾌﾟﾚｰﾄ電気

触媒を開発し、水の電解で水素を製造する研究成果を発表した。研究は安

価な三元遷移金属リン化物を電極として開発し、中世の水電解による水素

製造に使うための新しい道筋が提供され、商業応用の見通しが示された。

URL https://www nna jp/news/show/1841106

2018-12-12

中国国家発展改革委員会、国家能源局、工業部、財政部は「新ｴﾈﾙｷﾞｰ車充

電保障能力行動計画」を制定した。計画は3年をめどに、充電に関する重

点技術レベルと充電施設の品質の向上を図り、充電施設の配置の最適化を

進める。また充電施設ﾈｯﾄﾜｰｸを整備し、充電に関する運営ｻｰﾋﾞｽの向上を

進める。

URL https://t21 nikkei co jp/g3/CMN0F14 do

2018-12-13

中国の石炭消費は、経済成長の減速、ｻｰﾋﾞｽ業へのｼﾌﾄ、環境と健康に対

する疑念が生じたことなどが原因となって2014～16年は減少に転じた。

しかしこの傾向は2017年、経済活性化に向けて政府が支援や融資を拡大し

たことから逆転した。中国は温室効果ｶﾞｽ排出削減を約束しているにもか

かわらず、石炭火力発電を拡大している。ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ支持団体「ｺｰﾙｽｳｵｰ

ﾑ」によると、中国の石炭火力増設計画の規模は米国の全石炭火力にほぼ

匹敵する量とみられる。この結果、中国の石炭火力は政府目標の1100GW

を超過する可能性がある。既に中国の石炭火力発電量は全世界の半分に匹

敵し、米国の4倍に達している。

気候温暖化抑制に向けた取り組みを追跡する「ｸﾗｲﾒｰﾄ･ｱｸｼｮﾝ・ﾄﾗｯｶｰ

（CAT)」の調査によると、中国のCO2 排出量は13～14年は横ばいで推移

した後、15年に再び増え始めた。2017年は中国が世界のCO2排出量の１/

４を占めている。

URL https://jp wsj com/articles/SB1253322758426790417140458465145155746092

2

2018-12-13

中国広東省内で深刻な大気汚染が発生した場合の対応策を盛り込んだ「広

東省大気汚染条例」が2019年3月に試行される。条例は警報発令ｼｽﾃﾑの構

築や汚染レベルに応じた取り組みを明記。車両の通行規制や企業の操業、

学校の授業停止等の各措置の基準を示した。

URL https://www nna jp/news/show/1847459

2018-11-12

12月に第二期BURが提出される模様。33-35%目標のところ23％まで達成

とのリーク記事（2014年）（X-4）。

インドは、2015年に最初のBiennial Update Report（BUR）を提出し

た。インドのGHG排出量（土地利用の変化と林業を含む）は、2000年の

1,301 2 Mt CO2eqから2010年には1,884 3 Mt CO2eqに増加した。同国

のGDPはほぼ倍増し、この期間中に人口は約18％増加したと報告してい

る。

BURが認識しているように（120ページ）、「インドには、現在、国内の

測定、報告、検証の取り決めはない」と述べている。様々な政府計画、プ

ロジェクト、およびプログラム（多くの場合、GHGへの直接的な影響があ

る）のモニタリングとレビューは、プロジェクト設計に組み込まれた財務

的および物理的パラメータに限定されている。温室効果ガスの排出と削減

の達成度は評価されていない。経済セクター内では、複数の機関および部

門がGHGインベントリに関連する異なるデータセグメントを収集していて

構図は複雑になっている。

URL https://thewire.in/environment/india-paris-climate-agreement-targets

2018-11-12
インド政府、Mission Innovation、Rocky Mountain InstituteがGlobal

Cooling Prizeを創設。

URL
http://www.sankeibiz.jp/business/news/181112/prl1811121452102-

n1.htm

11 インド
温暖化目標を23％達成をリーク 条

約事務局にBURを提出へ

中国

The Wire

12 インド

Mission Innovation、Rocky

Mountain Instituteとインドが

Global Cooling Prizeを創設。

AsiaNet

8 新華社中国

新華社
中国、水電解による水素製造で、高

性能低コストの触媒開発

中国発改委、新エネ車の充電保障へ

行動計画

中国、青空より景気、工場の一斉休

業見直し
日経

10 中国
中国広東省、大気汚染防止条例を来

年3月に施行
NNA ASIA

中国
温暖化抑制目標に対する中国の壁

ｳｵｰﾙ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｼﾞｬｰﾅﾙ9

6 中国

7
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2018-11-22

インドでエアコン需要拡大、省エネ戦略の行方が注目される。

世界的難問の電力対策、LED電球の普及の成功体験を生かせるか。

2030年にはピーク需要の半分を占める可能性もある。

URL https://jpwsj com/articles/SB11242898087634084224504584609702505420002

2018-11-29

インド火力発電公社（NTPC）は、太陽光および風力で発電した合計出力

100万キロワット（kW）相当の電力の調達に向けて入札を実施する計画。

入札の対象となるのは、既存の太陽光、風力発電所。発電容量が5万kW以

上で、州間送電が可能なことが条件となっている。契約期間は1年で、契

約額の上限は1ユニット（キロワット時＝kWh）当たり2.67ルピー（約4.3

円）。今回の入札は、政府が今年4月、火力発電事業者に対して契約発電

量を確保するために再生可能エネルギーの活用を認めたことを受けたも

の。

URL
https://global factiva com/ha/defau t aspx?mod=SavedSearch SelectSearch# /!?& sui

d=154448822705401944898457469726

2018-11-30

インド石油公社（IOC）とバーラト・ペトロリアム（BPCL）、ヒンドゥス

タン・ペトロリアム（HPCL）のインドの国営石油3社が、傘下に置く給油

所の運営業者に太陽光発電設備の導入を働き掛けている。環境への配慮に

加え、給油所向けの電力を安定的に調達する狙い。インド国内、特に農村

部では送電網による電力供給が途絶えがちで、電圧も一定しないため、給

油所にはディーゼル発電機に頼っている所が多い。太陽光発電設備を導入

すれば、電力が継続的、かつ安定的に確保されるため、営業の中断による

販売の逸失がなくなるとみている。

URL https://global factiva com/ha/defau t aspx?mod=SavedSearch SelectSearch# /!?& sui

d=154448822705401944898457469726

2018-12-10

インド政府系の全国農業農村開発銀行（NABARD）は、民間部門が主導す

る屋根設置型太陽光発電事業の拡大に1億米ドル（約110億円）の資金を注

入するため、緑の気候基金（GCF）と協定を結んだと発表した。GCFは、

発展途上国の温室効果ガスの削減と気候変動の影響への対応を支援するた

め、国連気候変動枠組み条約（UNFCCC）に基づく資金供与の制度運営を

委託された基金。協定への調印は、ポーランドで開かれている同条約の第

24回締約国会議（COP24）に合わせて8日に実施された。資金は地場タ

タ・グループと世界銀行グループの国際金融公社（IFC）が合弁で設置

し、再生可能エネルギー分野での融資を手掛けるタタ・クリーンテック・

キャピタル（TCCL）の支援に充てられる。

URL https://global factiva com/hp/printsavews aspx?pp=Print&hc=Pub ication

2018-12-14

年内に予定されていたインドのエコカー購入支援制度「電気自動車（Ｅ

Ｖ）生産・普及促進（ＦＡＭＥ）インディア」の第２期の始動が、来年４

月まで延期される見通し。インド重工業・公営企業省が12日、現在実施し

ている第１期を来年３月末または第２期の開始発表まで延長することを明

らかにした。

URL https://www nna jp/news/show/1848266

2018-12-19

電気自動車（ＥＶ）の普及を目指すインド政府は14日、バッテリーの急速

充電方式に日本と欧州の規格を採用すると発表した。インドでは完成車

メーカーが来年から相次ぎＥＶモデルを投入する予定。

URL https://www nna jp/news/list/india

2018-12-17

インドのモデイ内閣は17日、インド太陽エネルギー公社（ＳＥＣＩ）がフ

ランスの原子力・代替エネルギー庁（ＣＥＡ）および蓄電設備メーカーの

ブルーストレージと、再生可能エネルギー分野での協力に向けた覚書（Ｍ

ＯＵ）に調印したと発表した。

URL http://www pmindia gov in/en/news updates/cabinet-approves-mou-between-india-

and-france-in-the-field-of-new-and-renewable-energy/?comment=disable

14 インド
火力発電公社、再エネ100万ｋWの

調達に向けた入札を計画
NNA ASIA

13 インド 世界有数のエアコン市場へ WSJ

NNA ASIA
国営石油3社、給油所での太陽光発

電を推進

NNA ASIA
農村開発銀、屋根型太陽光事業に1

億ドル

エコカー補助金、第2期は来年4月に

実施の見通し
NNA ASIA

電気自動車の充電規格、日本式も採

用
NNA ASIA

太陽光をEVに充電、印仏がMoUに調

印
PMINDIA

15

17

16 インド

インド

インド

18 インド

19 インド
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2018-11-30

インドネシアのエネルギー・鉱物資源省は、太陽光発電についての同相令

『2018年第49号』を公布した。

政府は、新たな規定によって今後3年間に約1GWのPV設備容量が新規に導

入されると予想している。また、PVシステムの所有者は電気代を最大

30%節約できるとしている。政府によると、新たな規定は自家消費率が高

いPVシステムに有利になるように設計されており、電力会社の

PLN(Perusahaan Listrik Negara）に販売される電力量は最小限に抑えら

れるとしている。

URL https://www pv-magazine com/2018/11/30/indonesia-introduces-net-metering/

2018-12-10

インドネシアのエネルギー・鉱物資源省は、パーム原油（ＣＰＯ）の国内

消費を拡大するため、国営石油プルタミナの３カ所の製油所をバイオ燃料

の精製プラントに改修する。エネルギーミックス（電源構成）に占める化

石燃料の割合を縮小させ、ＣＰＯ国際価格の安定化を図る狙いがある。

プラジュではバイオマスエタノール、ドゥマイではバイオディーゼル、

バロンガンでは航空機用のバイオジェット燃料を精製する。「バイオ燃料

精製のパイロットプロジェクトとして、2022年の商業化を目指す」と述べ

た。

URL https://www nna jp/news/show/1845673

2018-12-13

インドネシアのエネルギー・鉱物資源省は、軽油にバイオディーゼルを

30％混合した「Ｂ30」の使用義務化を推進するとともに、バイオディーゼ

ル100％の「Ｂ100」の使用についても研究を行っていると明らかにし

た。

エネ鉱省は、パーム原油（ＣＰＯ）の国内消費を拡大するため、バイオ

燃料の導入を急いでいる。９月には、自家用車や鉱業用重機などあらゆる

ディーゼル車両でＢ20の使用を義務化したばかり。

URL https://www nna jp/news/show/1846993

2018-12-12

マハティール首相は１２月１１日、通常のディーゼル油を８０％、パーム

油由来メチルエステルを２０％の割合で混合したバイオ燃料「Ｂ２０」を

２０２０年までに導入し、世界最大のバイオディーゼル油生産国になるこ

とを目指す考えを明らかにした。

マハティール氏はこの日、パーム油由来メチルエステル１０％混合の

「Ｂ１０」を輸送燃料として導入すると正式発表した。１２月１日から同

７％混合の「Ｂ７」から段階的に切り替え、来年２月には全面導入する。

URL
https://www thesunda ly my/local/mahathir-wants-m-sia-to-adopt-b20-biodiesel-

by-2020-YX246203

2018-12-13

フィリピンの国家経済開発庁（ＮＥＤＡ）は11日、環境保護に率先して取

り組むとの宣言を発表した。

同宣言は、ペルニア長官らが６日付で署名した。宣言に基づき「気候変

動に関する啓発映像とＮＥＤＡ宣言の周知」、「節水、節電、ごみ削減、

リサイクル、緑化の促進」、「公共交通機関の改善による温暖化ガス排出

量の削減」、「各施策の評価と好例への優遇付与」の４本柱で構成する気

候変動対策戦略を実行していく。

URL https://www nna jp/news/show/1846954

インドネシアのエネルギー・鉱物資

源省、バイオ燃料精製でCPO消費拡

大へ

NNA Asia

インドネシアのエネルギー・鉱物資

源省、太陽光発電の新規定公布
pv magazine

22 インドネシア

21 インドネシア

20 インドネシア

24 フィリピン

23 マレーシア

バイオ燃料「Ｂ２０」、２０年まで

に導入を＝マハティール首相 - マ

レーシア

NNA Asia

The Sun daily

フィリピンの国家経済開発庁、気候

変動対策の強化を宣言

インドネシアのエネルギー・鉱物資

源省、バイオ燃料「Ｂ100」導入を

検討

NNA Asia

 

 

8.1.2 主要な出来事 

①中国 

中国気候変動事務特別代表の解振華氏は11月26日、「中国の気候変動対策及び行動2018

年度報告」発表会で、「中国は温室効果ガスの削減目標について、当初の目標を上回る成果
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を目指す」と表明した。パリ協定では、GDP単位当たりのCO2排出量を2020年までに2005

年比で40～45%低下させるとしているが、既にこの目標を2017年に達成している。 

 国家発展改革委員会･能源研究所は、2018年第3四半期までの電力消費量は前年比8.9%の

増と著しい伸びを示しており、これに伴い石炭火力による石炭消費量は前年比7,000万ﾄﾝの

増加となる可能性が高く、第13次5ヵ年計画で示した2020年の石炭消費量を35億ﾄﾝ以内と

するとの目標は難しくなったと分析。現在の電力需要の伸びが続く場合は石炭消費量がさ

らに拡大する可能性があると指摘している。 

中国政府は経済情勢について、比較的良好な水準で推移しているものの、下振れ圧力は

強まっているとの警戒感を示した。今秋以降、北京･天津･河北省エリアや長江流域等での

大気汚染防止策や査察を取りやめるとともに、「一刀両断」と呼ばれる地方政府による大気

汚染対策のための地元工場等の生産停止措置を禁止する措置を打ち出した。環境規制を緩

和し、冬季の休業を減らして、景気回復を優先する姿勢を打ち出している。 

 

② インド 

2018年12月、モディ内閣はインド太陽エネルギー公社(SECI)がフランスの原子力・代替

エネルギー庁(CEA)および蓄電設備メーカーと、再生可能エネルギー分野での協力に向けた

覚書(MoU)に調印したと発表した。具体的には、太陽光を活用した電気自動車充電プロジェ

クトなどが含まれている。 

 2018年12月、インド火力発電公社(NTPC)は、太陽光および風力で発電した合計出力100

万kW相当の電力の調達に向けて入札を実施する計画を明らかにした。発電容量が5万kW以

上で、州間送電が可能なことが条件。今回の入札は、政府が今年4月、火力発電事業者に対

して契約発電量を確保するために再生可能エネルギーの活用を認めたことを受けたもの。 

2018年12月、インド重工業・公営企業省は現在実施しているエコカー購入支援制度第1

期を来年3月末または第2期の開始発表まで延長することを明らかにした。年内に予定され

ていたエコカー購入支援制度「電気自動車(EV)生産・普及促進(FAME)インディア」の第2

期の始動は来年4月まで延期される見通し。 
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③ASEAN 

フィリピンの国家経済開発庁(NEDA)は12月11日、気候変動対策強化の宣言を発表した。

同宣言に基づき、「気候変動に関する啓発映像とNEDA宣言の周知」、「節水、節電、ごみ削

減、リサイクル、緑化の促進」、「公共交通機関の改善による温暖化ガス排出量の削減」、「各

施策の評価と好例への優遇付与」を柱とする気候変動対策戦略を実行するとしている。 

インドネシアのエネルギー・鉱物資源省は、太陽光発電についての同相令『2018年第49

号』を公布した。新たな規定によって今後3年間に約1GWのPV設備容量が新規に導入され、

PVシステム所有者は電気代を最大30%節約できるとしている。政府によると、新たな規定

は自家消費率が高いPVシステムに有利になるように設計されており、電力会社の

Perusahaan Listrik Negaraに販売される電力量は最小限に抑えられるとしている。 

 

8.1.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

①中国 

今月の中国地球温暖化政策の動きとしては、まず中国はパリ協定の主要2020年目標を3

年前倒して実現したと宣言した。これにより海外からは中国がCO2排出量削減で目標を上回

る成果を目指すのではと期待されるようになった。中国能源網の報道によると、中国気候

変動特別代表・解振華氏は11月26日に記者会見を開催しこのような見解を発表した。また、

すべての目標を超過達成するとの見解を示した。具体的には、2017年末に、CO2原単位は

目標の40～45%削減の上限を超え46%に達した。森林蓄積の増加は21億立米に達した。再

生可能エネルギーの一次エネルギーに占める割合が13.8%となり、目標の15%に達していな

いが、必ず達成できるという。ロイター通信の報道によると、中国はCO2排出量削減で目標

を上回る成果を目指しており、目標の引き上げを示唆している。 

一方、中国の全国ETS制度に関しては、中国全国ETSの開始日について2020年後半にな

るのではないかと、中国清華大学教授/中国ETS設計者の一人である張希良氏はCOP24のイ

ベントの場で発言した。約3,000の電力会社のMRVや割当等の準備も順調に進められている

という。 
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他方、全国ETS制度にどのCCERプロジェクトタイプが適合するか不明となっているなか、

中国の林業局は森林プロジェクトの開発を着々と推進していると発表した。林業局は中国

が100以上の森林プロジェクトを開発し、全国ETSのオフセットクレジットとしてポートフ

ォリオを拡大していくことを目指している。中国の温室効果ガス排出削減に森林が不可欠

であり、政府担当者は、森林プロジェクトによるオフセットクレジットが、全国ETSプロ

グラムにおいて重要な役割を果たすと繰り返し述べている。ただし、中国のオフセット市

場は、政府が新しいCCER発行を凍結し、無期限にCCERに関する規則の改革を延期してか

ら2年半がすでに経過した。この影響を受けて、多数の専門スタッフの雇用がなくなってい

る。 

 

②インド 

12月中に第二回Biennial Update Report(BUR)が提出される模様である。33〜35%目標

のところ23%まで達成(2014年、X-4)とのリーク記事が出された。インドは、2015年に最初

のBURを提出した。インドのGHG排出量(土地利用の変化と森林を含む)は、2000年の

1,301.2 Mt CO2eqから2010年には1,884.3 Mt CO2eqに増加した。同国のGDPはほぼ倍増し、

この期間中に人口は約18%増加したと報告している。BURが認識しているように、「インド

には、現在、国内の測定、報告、検証の取り決めはない」と述べている。様々な政府計画、

プロジェクト、およびプログラム(多くの場合、GHGへの直接的な影響がある)のモニタリ

ングとレビューは、プロジェクト設計に組み込まれた金銭的および物的パラメータに限定

されている。温室効果ガスの排出と削減の達成度は評価されていない。経済セクター内で

は、複数の機関および部門がGHGインベントリに関連する異なるデータセグメントを収集

していて構図は複雑になっている。 

インドでエアコン需要が拡大し、2030年にはピーク需要の半分を占める可能性もある。

LED電球の普及の成功体験を生かせるか、世界的難問の電力対策、省エネ戦略の行方が注

目される。 

インド政府、Mission InnovationおよびRocky Mountain Instituteは11月12日、標準的



139 

 

な冷房設備に比べ気候への影響が少なくとも5分の1以下の住宅用冷房技術をみつけるため

の国際的コンペであるGlobal Cooling Prize(世界冷房技術賞)を創設した。 

 

③ASEAN 

(ベトナム) 

国営ベトナム電力グループ(EVN)は、政府に提出した報告書で、2019年に発電用石炭の

不足で火力発電所の稼働率が低下し、計画停電に至るおそれがあることを明らかにした。

EVNによると、石炭産地の北部にあるクアンニン火力発電所は、石炭の不足を理由として、

発電機4基のうち2基の稼働を停止した。EVNによると、12月に各発電所が必要とする石炭

308万トンのうち国産石炭が255万トンとされるが、国営ベトナム石炭鉱産グループ(ビナコ

ミン)とドンバック総公社からの供給が200万トンあまりとなる見通しである。 

ベトナム複合企業タインタインコン(TTC)グループは11月4日、同社にとって2か所目にな

る中部高原のTTCクロンパ太陽光発電所(49MW)を稼働させた。商工省によると、9月末現

在で太陽光発電案件121件が国家電力基本計画への追加が承認されており、2020年の総出力

は6,100MW、2030年には7,200MWに達する。このほか、221件の計1万3,000MWあまりが

承認を待っている段階である。これは、改定後の第7次電力基本計画で示されている2020

年に850MW、2025年に4,000MWという想定を大幅に超えている。エネルギー研究所のブ

ー・ゴック・ドック氏は、太陽光発電計画が一部の地方に集中し、送電線の送電容量を超

えることを懸念している。EVNのディン・クアン・チ社長代理も、送電線網を同時に整備

しない限り、発電所ができても送電できない事態に陥ると指摘している。 

 

(インドネシア) 

エネルギー・鉱物資源省のリダ・ムルヤナ再生可能エネルギー・新エネルギー総局長は

11月21日、2018年の再生可能エネルギー投資目標20億1,000万ドルについて、1〜9月の実

績が11億6,000万ドルにとどまっていることから、達成は困難との見通しを明らかにした。

また、エネルギー・鉱物資源省は、太陽光発電についての同相令2018年第49号を公布し、



140 

 

ルーフトップ型の利用を促進するため、家庭用を含むソーラーパネルの設置について、国

営電力PLNに売電する場合は同社からの許可を取得することを定めた。さらに、エネルギ

ー・鉱物資源省は、向こう3年で太陽光発電の総発電容量を100万kWに拡大する目標を明ら

かにした。 

エネルギー・鉱物資源省再生可能エネルギー・省エネルギー局のアンドリア・バイオエ

ネルギー課長によると、国営石油プルタミナの3か所の製油所をバイオ燃料の精製プラント

に改修する(プラジュ：バイオエタノール、ドゥマイ：バイオディーゼル、バロンガン：バ

イオジェット燃料)。プルタミナは、当該事業について、イタリアの石油大手エニとMoUを

締結している。エネルギー・鉱物資源省は、国営電力PLNとともにディーゼル発電機の使

用燃料をパーム原油に変更するプロジェクトにも取り組んでいる。 

 

(タイ) 

シリ・エネルギー相は、12月13日の移動閣議の承認を受けて、タイ湾内のエラワンガス

田およびボンコットガス田の事業権を国政石油PTTの石油・天然ガス開発会社PTTエクス

プロレーション・アンド・プロダクション(PTTEP)に付与すると発表した。PTTEPは、エ

ラワンの事業入札にはUAEのムバダラと共同で、ボンコットには単独で参加していた。米

シェブロンと三井石油開発のグループも入札に参加していた。エラワンガス田は現在シェ

ブロンが、ボンコットはPTTEPとトタルが操業し、それぞれ2022年、2023年に事業権契約

が失効する。 

給油所運営大手PTGエナジーは11月16日、子会社を通じて、NEDOの実証事業を経て商

業化を目指していたキャッサバの残りかすによるバイオエタノール生産計画を中止すると

発表した。 

 

(マレーシア) 

エネルギー・科学・気候変動相のヨー・ビーイン氏は11月27日、電源全体に占める再生

可能エネルギーの比率を現在の2%から2025年までに20%に引き上げる政府の目標達成に
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自信を示した。また、「エネルギーの効率化と保全に関する法律」を準備中で、来年の国会

に提出予定であることを明らかにした。 

また、ヨー・ビーイン・エネルギー・科学技術・気候変動・環境相は、従来の余剰電力

の買取制度「ネット・エナジー・メータリング」を刷新し、2019年1月から始動する方針を

示した。これまでは、売電用メーターと買電用メーターで別々に料金を通知していたが、

持続可能エネルギー開発庁(SEDA)が、料金の算出時に使用量から売電量を差し引き通知す

る。当初はマレーシア半島で国営電力テナガ・ナショナル(TNB)の顧客を対象に実施する。 

マハティール首相は12月11日、12月1日からB7をB10に段階的に切り替え、2019年2月に

は全面導入すると正式に発表した。また、B20を2020年までに導入する考えを明らかにし

た。 

 

IMOは2020年以降、船舶燃料に含まれる硫黄分を0.5%以下に規制する。シンガポールで

は、米エクソンモービルが製油所の設備対応に投資を行う方針を表明した。タイでは、タ

イオイルが、原油処理能力を高め、高硫黄原油の投入も可能にするため、常圧蒸留・減圧

蒸留各装置の更新投資実施を決めた。タイ石油化学公社IRPCも低硫黄重油の増産投資を実

施中である。また、低硫黄軽質原油はインドネシアや北海、米国(シェールオイル)、アフリ

カ諸国などで産出されるが、その量は世界全体の1割程度である。 

 

8.1.4 シナリオ分析・評価への影響 

中国の解振華･気候変動事務特別代表は26日、既存の温室効果ガス削減目標の達成に向け

て取り組み、目標を上回る成果をあげるために全力を尽くすと表明した。中国のCO2排出量

は既に2013年以降3年間は減少しており、中国の目標が低すぎるとの見方も出ている。 

一方で中国政府は秋以降、一部エリアにて生産停止措置の禁止を打ち出し、景気回復を優

先する姿勢を打ち出しており、今後の温室効果ガス削減目標の引き上げについて動向が注

目される。 

12月に第二期BURが提出される模様で、温室効果ガスの33-35%削減目標を23%まで達成
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したという。インドには、現在、国内の温室効果ガスの測定、報告、検証の取り決めはな

く、様々な政府計画、プロジェクト、およびプログラム(多くの場合、GHGへの直接的な影

響がある)のモニタリングとレビューは限定的である。数値目標達成に向けた国内の体制整

備の動向は分析・評価を行う上で考慮が必要である。 
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8.2 中東 

8.2.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2018-11-28

サウジ電力会社（SEC）は株主の承認を得て、発電の子会社を設立する計

画である。アナリストは長きにわたって待ち望まれた再編に向けてSECが

進む動きの兆候とみている。同社は湾岸最大のユーティリティ会社であ

り、詳細は不明だが、12月18日に株主総会を開いて発電の子会社設立に関

しての投票を行う予定である。

公的投資基金がSECの株式の74%を所有する。その他の主要な株主は

Saudi Aramcoで7%の株式を所有する。

サウジは次の数年間16部門の民営化計画を通じて2000億ドルを調達する

計画であり、石油から、医療、教育、空港、穀物分野までをカバーする。

SECのアンバンドリングはサウジのエネルギー改革の目玉であり、電力部

門の再編の中心である。

URL http://www arabnews com/node/1411171/business-economy

2018-12-10

サウジ総合投資庁（SAGIA）は12月4日から6日までフロリダ州オーラン

ドでのソーラー発電会議に参加した。SAGIAはサウジでのソーラーエネル

ギー部門での投資機会を創造する目的をもって会合にサウジを代表して参

加した。ソーラー発電プロジェクト計画2030では、サウジは2030年まで

に200GWのソーラーエネルギーを生産する計画である。

サウジのソーラー・イニシアティブは国家経済を分散化し、非石油産業へ

の投資を刺激するのを手助けする。プロジェクトはソーラー発電の費用を

削減し、サウジ人労働者に雇用機会を創出する。ソーラー発電計画だけで

10万人規模となる。

サウジのソーラーの調査は長年にわたって実施され、最初の実験プラント

はアブドゥルアジーズ国王都市に開所され、サウジで最初のソーラー発電

のサイトであった。プラントはソーラー発電による電力をリヤド近郊の地

方都市に供給した。ソーラービレッジはサウジと米国の提携事業で、集中

太陽光プラントを通じて350kWの電力を生産する。

URL http://www arabnews com/node/1418171/saudi-arabia

2018-12-17

12月3日から14日まで国連の気候変動会議出席のため、世界から3万人が

ポーランドの石炭都市カトワイスに集まった。サウジアラビアは中東から

の主要な参加国で、気候変動効果を緩和すべく自国のエネルギーの移行や

国際的な注力を続けており、真摯に取り組んでいる国の一つである。サウ

ジが設定した野心的な目標は複雑な移行に直面する他の国へのメッセージ

として見られている。

サウジはパリ協定の目標を達成すべく努力を続けている。サウジエネル

ギー効率化センターのアル・シュナイバー氏によると、将来の世代のため

に資源を保存するため高度にエネルギー効率性の高い国となることをコ

ミットしている。サウジの専門家はカトワイスで自国発の革新や先進性に

焦点を当てたプレゼンを行った。

Saudi Aramcoのニアス博士は、「サウジの国営の石油・ガス会社は2酸化

炭素の利用で幅広い進歩を遂げていると述べた。同社の環境対策で世界で

最も低炭素の原油に結実していると述べた。

KSA Climate Changeといった組織も水や排水の課題、持続可能な発展と

二酸化炭素から価値を創造するといったテーマでプレゼンを行った。

URL http://www arabnews com/node/1421906/saudi-arabia

出所

Arab News

サウジアラビアはカトワイスでの気

候変動に対処する規則を導入する話

合いに加わる

Arab News

Arab News

3 サウジアラビア

1 サウジアラビア サウジ電力は発電の子会社を設立

サウジアラビア
サウジの総合投資庁は米国でのソー

ラー発電会議に参加
2
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2018-11-20

国営の水電力庁（Dewa)は計画中のハッタ揚水発電事業の応札の期限を

2019年1月13日に延期した。当初は11月18日が期限であった。揚水発電

事業の能力は250MWである。

昨年6月、Dewaはその揚水発電事業の顧問サービスを提供することをフラ

ンスのEDFに依頼した（1580万ドル）。Dewaは今週、EDFが提案したプ

ロジェクトについてのエンジニアリング作業（設計、地質、水量、環境等

の調査を含む）を完了した。

水力発電事業はオマーン国境近くのハッタ・ダムに蓄積される水を使用す

る。既存のハッタ・ダムは17億1600万ガロンの水を溜めることができ

る。プロジェクトは上部貯水設備の建設を含み、これは8 8億ガロンの水

をためることができる。上部の貯水施設はダムの水準の300メートル高い

ところに位置している。

ピーク時以外の時に、タービンが上部の貯水池にダムから水を引上げるが

その時にソーラーエネルギーを用いる。プロジェクトは昨年11月に発表さ

れた3.54億ドルのハッタ開発計画をサポートする。

揚水発電は別の再生エネ事業（風力やソーラー発電）と統合することがで

きる。揚水発電は余剰のエネルギーが生産された時に水が貯水され、エネ

ルギーの貯蔵の面で重要である。ピーク時にエネルギー需要が最高に達す

る時に電力を供給するのに用いられる。

URL https://www meedcom/dubai-extends-bid-deadline-hydropower-

project/?utm source=email&utm medium=newsletter

2018-11-21

グローバルな港湾のオペレーターのDP WorldはUAEを本拠地とする

SirajPowerと屋根へのソーラーパネル設置で合意した。対象はジェベル・

アリ自由特区と国家工業パークで、エネルギーの消費を削減し、費用を削

減する方針の一環である。11月20日に発表された22年間のリース協定は

SirajPowerが当初ジェベルアリ自由特区に15MWのソーラーパネルを供給

する内容である。

その合意は、DP Worldのソーラー計画の一部で、その保有する施設で環

境に優しく持続可能なエネルギー源の使用を増やす狙いをもっている。

2016年末に、DP Worldは中東最大の屋根設置のソーラーパネルプロジェ

クトの建設の開始を発表し、ドバイの施設で88,000の屋根設置ソーラーパ

ネルの竣工を行った。

URL https://www meedcom/dubai-extends-bid-deadline-hydropower-

project/?utm source=email&utm medium=newsletter

2018-11-29

アブダビはEmirates Water Electricity Co.（Ewec）をこれまでのアブダ

ビ水電力会社（Adwec）に代わって設立したが、これはアブダビと北部首

長国間の水と電力の生産を統合する計画の一部である。

新しい会社は11月28日の勅令で設立され、Abu Dhabi Power Corp.の傘

下に置かれる。

国営通信社Wamの発表した声明によると、「Ewecの設立は北部首長国の

電力・水の供給を行う連邦水電力庁（Fewa）に新しい会社に加わる道筋

を築き、アブダビとFewaにより現在サービスを受けている首長国で水の

生産と発電を統合することを狙っている」。

URL
https://www meedcom/abu-dhabi-forms-new-entity-unify-power-water-

production-northern-emirates/?utm source=email&utm medium=newsletter

2018-12-5

ソハールでのソーラー発電所の設計、調達、設置、試験、竣工についての

入札が発表になった。提出期日は2019年1月22日。入札番号は

MISCP62/2018。入札書類は12月18日まで入手可能。顧客はMajis

Industrial Services。

URL https://www meedcom/tenders/oman-solar-power-plant-2/

2018-12-12

オマーンBarka地方では初となる学校向け太陽光発電が始まった。Al

Rumaisにおける公立学校の屋上には、約500m2に渡り252枚の太陽光パ

ネルが敷設され、80kW以上の電力が供給される。

https://timesofoman com/article/585650/Oman/Video-Solar-panels-to-power-

school-energy-needs

2018-11-29

バヒート・ラシーディー石油相兼電力水相は11月29日、Al-Shagaya再生

可能エネルギー・プロジェクトの第2フェーズにより、600万バレル／年の

燃料を節約すると語った。同相は、国内需要の15％が2030年までにこの

燃料によって賄われると語った。また、第1フェーズは既に始まり、通常

の電力ネットワークに近々接続されると語った。

URL https://www kuna net kw/ArticleDetails aspx?id=2761944

MEED

Arab News

MEED

Times of Oman

KUNA

アブダビは水と電力の生産を北部首

長国と統合する新しい組織を形成

UAE
ドバイは水力発電事業の応札期限を

延期
4

UAE
DP Worldはソーラー事業の王者の

SirajPowerとソーラー事業で調印
5

8 オマーン 学校向け太陽光発電始まる。

9 クウェート

クウェート石油相：再生可能エネル

ギー・プロジェクトは年間600万バ

レルを節約する

6 UAE

オマーン
ソーラー発電プラントの設計、調

達、設置に関する入札
MEED7
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2018-12-6

クウェートの科学分野の政府高官は、二酸化炭素を削減するため、石油抽

出において再生可能エネルギーを利用することへの関心を増大させてい

る。「クウェート石油公社は石油の抽出、生産、転換の過程において、二

酸化炭素の排出を削減するための計画を策定した」とクウェート科学振興

財団（KFAS）のAdnan Shihab Eldinが、ベイルートで開催された中東の

再生可能エネルギーへの転換に関する会議で発言した。

URL
https://www arabtimeson ine com/news/kuwait-taps-renewable-energy-in-oil-

extraction/

2018-12-14

Global Social Mediaのウェブサイトは、第24回国連気候変動枠組み会議

（COP24）に提出された、地球温暖化を警告する気候変動に関する国際パ

ネル（IPCC）の特別報告書を拒絶したとして、クウェート、ロシア、サウ

ジ、米国を非難した。

URL http://www arabtimesonline com/news/kuwait-russia-saudi-and-us-criticized-for-

rejecting-report-on-climate-change/

2018-12-6

バハレーンの水電力庁（EWA）は計画中の100MWのアスカール・ソー

ラー独立型発電事業（IPP）について3つのグループから提案書を受取った

と発表した。EWAは次の3つのグループからの技術提案書を12月6日に開

封した。

提案者は、サウジのAcwa Power/三井物産/地場のアル・モアイイドのコ

ンソーシアム、サウジのAlfanar、韓国のGS E&C/南アのPhelan Energy

である。

商業提案書は技術提案書の評価の後開封される。

計画中の100MWの太陽光発電所はバハレーン南部のアスカールの埋め立

て地に設置予定である。

MEEDは5月にEWAは4月に概要調査について26社から提案書を受取り、

2018年末までに電力購入契約を締結することを希望していると報じた。

プロジェクトは2025年までに発電能力の5%（250MW）を再生エネとす

るバハレーンの計画の一部である。政府はクリーンエネルギーを2030年ま

でに700MWに引上げることを狙っている。これを政府はソーラー、風

力、廃棄物発電の導入により達成したいと考えている。

URL https://www meedcom/exclusive-bahrain-receives-bids-three-groups-100mw-

solar-project/?utm source=email&utm medium=newsletter

2018-11-27

チュニジアの工業エネルギー中小企業省はきたる風力及びソーラー発電事

業に参加できるグループの事前資格審査を行った。同省は計画中の

500MWのソーラー発電事業については16グループ、300MWの風力発電事

業については12グループを合格とした。ソーラー発電事業では、日本から

は三井物産のコンソーシアムなどが含まれる。風力発電事業では日本から

は丸紅、三井物産のコンソーシアムなどが含まれる。

プロジェクトは、チュニジアの2030年までに4.7GWの再生可能エネル

ギーの能力を整備する計画の一部である。

URL https://www meedcom/tunisia-prequalifies-groups-wind-solar-

projects/?utm source=PANTHEON STRIPPED&utm medium=PANTHEON STRIPPED

2018-12-6

ヨルダンのエネルギー鉱物資源省（MEMR）はその風力発電事業について

6つのグループから提案書を受取った。この風力発電事業は国家再生可能

エネルギープログラムの第3ラウンドの下に行われる。12月3日に開発業者

から応札を受取った。

50MWの風力発電事業の提案書はAcwa Powerほか5社から受領。その国

家再生可能エネルギー計画の第3ラウンドの下、MEMRはヨルダン南部に

100MWの能力をもつ風力発電事業を開発する目標を設定した。サイトは

開発業者により選定される。

第3ラウンドはヨルダンのマーン地域の特定の場所で200MWの太陽光発電

能力が含まれる計画である。このMEEDは9月に、ソーラー発電事業では、

中国のJinko Solarが50MWの発電能力について最低価格で応札したと報じ

た。中国企業はその50MWの提案書で2.48セント/kWhの価格を提出し

た。

14の応札者のうち、13は50MWの提案書に加えて、100MWの提案書を提

出した。100MWの提案書についての財務分析が数日間実施される。

URL https://www meedcom/exclusive-jordan-receives-six-bids-wind-power-

projects/?utm source=email&utm medium=newsletter

2018-12-9

ヨルダンのエネルギー鉱物資源省（MEMR)はマーン（Maan)開発地区での

再生可能エネルギーのための蓄電池プロジェクト計画についての入札期限

を延長した。開発業者はエネルギー貯蔵の入札での新しい期限は1月20日

設定された。当初の期限は12月18日であった。期限の延長は開発業者に提

案書に関する作業にさらに時間を割くことを許容する。

電力貯蔵プロジェクトは少なくとも30MWの能力で、貯蔵容量は60MWh

で主にソーラー発電と風力エネルギーのコントロールのために使用され

る。プロジェクトは蓄電のヨルダン初のフェーズである。

MEMRは1月に23のグループを有資格とした。日本からは丸紅及び東芝、

NECが資格を得ている。

URL https://www meedcom/exclusive-jordan-sets-new-deadline-electrical-storage-

tender/

MEED

Arab Timesクウェート
クウェートが石油抽出で再生可能エ

ネルギーを使用する

12 バハレーン
バハレーンはソーラー発電事業で３

件の応札を受ける
MEED

チュニジアは風力及びソーラー発電

の事前資格審査を発表
13 チュニジア

15 ヨルダン
ヨルダンは蓄電池の入札で新しい入

札期限を設定
MEED

14 ヨルダン
ヨルダンは風力発電事業で6件の応

札を受ける
MEED
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クウェート

クウェート、ロシア、サウジ、米国

が気候変動に関する報告書を拒絶し

非難される

Arab Times
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8.2.2 主要な出来事 

①サウジアラビア 

サウジ電力会社(SEC)は株主の承認を得て、発電の子会社を設立する計画である。アナリ

ストは長きにわたって待ち望まれた再編に向けてSECが進む動きの兆候とみている。同社

は湾岸最大のユーティリティ会社であり、詳細は不明だが、12月18日に株主総会を開いて

発電の子会社設立に関しての投票を行う予定である。SECのアンバンドリングはサウジの

エネルギー改革の目玉であり、電力部門の再編の中心である。 

サウジ総合投資庁(SAGIA)は12月4日から6日までフロリダ州オーランドでのソーラー発

電会議に参加した。SAGIAはサウジでのソーラーエネルギー部門での投資機会を創造する

目的をもって会合にサウジを代表して参加した。ソーラー発電プロジェクト計画2030では、

サウジは2030年までに200GWのソーラーエネルギーを生産する計画である。 

12月3日から14日まで国連の気候変動会議出席のため、世界から3万人がポーランドの石

炭都市カトビツェに集まった。サウジアラビアは中東からの主要な参加国で、気候変動効

果を緩和すべく自国のエネルギーの移行や国際的な注力を続けており、真摯に取り組んで

いる国の一つである。 

サウジはパリ協定の目標を達成すべく努力を続けている。サウジエネルギー効率化セン

ターのアル・シュナイバー氏によると、将来の世代のために資源を保存するため高度にエ

ネルギー効率性の高い国となることをコミットしている。サウジの専門家はカトビツェで

自国発の革新や先進性に焦点を当てたプレゼンを行った。 

Saudi Aramcoのニアス博士は、「サウジの国営の石油・ガス会社は二酸化炭素の利用で幅

広い進歩を遂げていると述べた。同社の環境対策について世界で最も低炭素の原油に結実

していると述べた。KSA Climate Changeといった組織も水や排水の課題、持続可能な発展

と二酸化炭素から価値を創造するといったテーマでプレゼンを行った。 

 

②UAE 

国営の水電力庁(Dewa)は計画中のハッタ揚水発電事業の応札の期限を2019年1月13日に
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延期した。当初は11月18日が期限であった。揚水発電事業の能力は250MWである。 

水力発電事業はオマーン国境近くのハッタ・ダムに蓄積される水を使用する。既存のハ

ッタ・ダムは17億1,600万ガロンの水を溜めることができる。プロジェクトは上部貯水設備

の建設を含み、これは8.8億ガロンの水を溜めることができる。上部の貯水施設はダムの水

準の300メートル高いところに位置している。 

ピーク時以外の時に、タービンが上部の貯水池にダムから水を引上げるがその時にソー

ラーエネルギーを用いる。プロジェクトは昨年11月に発表された3.54億ドルのハッタ開発

計画をサポートする。 

揚水発電は別の再生エネ事業(風力やソーラー発電)と統合することができる。揚水発電は

余剰のエネルギーが生産された時に水が貯水され、エネルギーの貯蔵の面で重要である。

ピーク時にエネルギー需要が最高に達する時に電力を供給するのに用いられる。 

グローバルな港湾のオペレーターのDP WorldはUAEを本拠地とするSirajPowerと屋根

へのソーラーパネル設置で合意した。対象はジェベル・アリ自由特区と国家工業パークで、

エネルギーの消費を削減し、費用を削減する方針の一環である。11月20日に発表された22

年間のリース協定はSirajPowerが当初ジェベル・アリ自由特区に15MWのソーラーパネル

を供給する内容である。 

アブダビはEmirates Water Electricity Co.(Ewec)をこれまでのアブダビ水電力会社

(Adwec)に代わって設立したが、これはアブダビと北部首長国間の水と電力の生産を統合す

る計画の一部である。 

新しい会社は11月28日の勅令で設立され、Abu Dhabi Power Corp.の傘下に置かれる。 

国営通信社Wamの発表した声明によると、「Ewecの設立は北部首長国の電力・水の供給

を行う連邦水電力庁(Fewa)に新しい会社に加わる道筋を築き、アブダビとFewaにより現在

サービスを受けている首長国で水の生産と発電を統合することを狙っている」。 

 

③クウェート 

バヒート・ラシーディー石油相兼電力水相は11月29日、Al-Shagaya再生可能エネルギ
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ー・プロジェクトの第2フェーズにより、600万バレル／年の燃料を節約すると語った。同

相は、国内需要の15%が2030年までにこの燃料によって賄われると語った。また、第1フェ

ーズは既に始まり、通常の電力ネットワークに近々接続されると語った。 

 

④バハレーン 

バハレーンの水電力庁(EWA)は計画中の100MWのアスカール・ソーラー独立型発電事業

(IPP)について3つのグループから提案書を受取ったと発表した。EWAは次の3つのグループ

からの技術提案書を12月6日に開封した。提案者は、サウジのAcwa Power/三井物産/地場の

アル・モアイイドのコンソーシアム、サウジのAlfanar、韓国のGS E&C/南アのPhelan 

Energyである。 

計画中の100MWの太陽光発電所はバハレーン南部のアスカールの埋め立て地に設置予

定である。プロジェクトは2025年までに発電能力の5%(250MW)を再生エネとするバハレー

ンの計画の一部である。政府はクリーンエネルギーを2030年までに700MWに引上げること

を狙っている。これを政府はソーラー、風力、廃棄物発電の導入により達成したいと考え

ている。 

 

⑤ヨルダン 

ヨルダンのエネルギー鉱物資源省(MEMR)はその風力発電事業について6つのグループ

から提案書を受取った。この風力発電事業は国家再生可能エネルギープログラムの第3ラウ

ンドの下に行われる。12月3日に開発業者から応札を受取った。50MWの風力発電事業の提

案書はAcwa Powerほか5社から受領。その国家再生可能エネルギー計画の第3ラウンドの下、

MEMRはヨルダン南部に100MWの能力をもつ風力発電事業を開発する目標を設定した。サ

イトは開発業者により選定される。 

 

8.2.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

サウジ電力公社(SEC)は発電子会社の設立を計画している。すべての発電機を子会社の資
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産下に移転し、それを民営化する予定である。また、SoftBankは、サウジアラビアにおけ

る配電への関心から、電力投資計画に関するアドバイザーとしてDeutsche Bankを採用し、

SECの株式の一部をPIFから購入することを検討している。 

UAEでは、韓国電力が建設しているバラカ原子力発電所2号機と3号機の格納建物の壁で

空隙が発見された。 

クウェートでは、Al-Shagaya第1期の発電が始まり、間もなく電力系統に接続する(正式

な完成は2月末)。同第2期の契約は2019年3月末より前に結ばれる予定である。Al-Debdab

太陽光プロジェクトのkWh当たりコストは、以前の20フィルス(約7.3円)に対して、5フィル

ス(約1.8円)未満と予測されている。クウェート石油公社(KPC)は、CO2を貯留したり、再生

可能エネルギーを拡大したりするプロジェクトの計画を開始している。 

 

8.2.4 シナリオ分析・評価への影響 

12月3日から14日まで国連の気候変動会議で、Saudi Aramcoのニアス博士は、サウジの

国営の石油・ガス会社は世界で最も低炭素の原油に結実していると述べた。サウジアラビ

アは中東からの主要な参加国で、気候変動効果を緩和すべく自国のエネルギーの移行や国

際的な注力を続けており、真摯に取り組んでいる国の一つである。サウジが設定した野心

的な目標は複雑な移行に直面する他の国へのメッセージとして見られており、注目に値す

る。 

アブダビは11月28日、これまでのアブダビ水電力会社(Adwec)に代わりEmirates Water 

Electricity Co.(Ewec)を設立した。これはアブダビと北部首長国間の水と電力の供給を統合

する計画の一部であると見られている。また WorldはSirajPowerと屋根へのソーラーパネ

ル設置で合意した。22年間のリース協定はSirajPowerが当初ジェベル・アリ自由特区に

15MWのソーラーパネルを供給する内容である。UAEでは、クリーンエネルギー比率7%の

目標達成に向けた取り組みが着実に行われている。 
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第9章 定期報告書 2019年1月分 

9.1 アジア 

9.1.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2018-12-14

中国国家能源局は13日、各地方政府と関連国有企業に対し、廃棄物を

有効活用した2030年までのバイオガスの中長期発展計画の策定を指示

した。各地方政府には、各地域内のバイオガス産業の統一管理を求

め、わらや家畜排泄物を原料としたバイオガス生産プロジェクトの実

施を求め、国有企業には全国のバイオガス資源やプロジェクトを総括

して、中長期計画を立てることを求めた。

URL https://www.nna.jp/news/show/1848068

2 中国 中国能源網 2018-12-28

2019年全国能源工作会議が27日に北京で開催され、国家能源局の章局

長は、2019年のエネルギー消費に占める石炭比率を58.5％前後とし、

石炭火力発電所のkWh当たりの平均石炭消費量を１g低下させ、全国

の平均棄風率を10％以下に、棄光率と棄水率を5％以下とするとの目

標を発表した。

URL https://www.china5e.com/news/news-1048229-1.html

3 中国 NNA ASIA 2019-1-8

中国生態環境省は2018年、大気汚染など環境問題への取り組みが不十

分だった27地方に対し、それぞれの政府責任者を直接指導する「約

談」を行った。地方政府が環境汚染対策を徹底するよう、中央政府か

ら圧力が強まっている。同省の報道官は今後、地方政府のトップへの

行政指導を常態化させていく方針を示した。また同省は環境問題への

取締りで検察当局とも連携を強化する方針で、双方の強みを生かして

環境汚染に立ち向かうと強調した。

URL https://www.nna.jp/news/show/1854556

4 中国
Record

China
2019-1-10

中国海南省は3月1日、「大気汚染防止条例」を施行する方針を明らか

にした。条例は、「石炭等エネルギーによる汚染防止」、「工業汚染

防止」、「機動車船等汚染防止」等に分かれ,それぞれ具体的な方針が

盛り込まれている。

「エネルギー汚染防止」では石炭の燃料使用の減少、基準に合わな

い石炭の購入が禁止される。「工業汚染防止」では、ネガティブリス

トを作成し、大量消費、汚染排出型産業を全面的に禁止する。「機動

車船等汚染防止」では、新エネ車の推進計画を作成し、ガソリン車や

ディーゼル車等の従来型自動車の販売を禁止する。2019年に全国で施

行される「汽車産業投資管理規定」では、ハイブリッドとプラグイン

ハイブリッド車は従来型自動車に分類されており、海南省条例により

ハイブリッド車も規制対象となる可能性がある。

URL https://www.recordchina.co.jp/b678044-s0-c20-d0142.html

5 中国 NNA ASIA 2019-1-11

中国生態環境部は2018年の大気汚染状況測定統計を発表した。主要

169都市のうち、ワースト20都市は、山西省が6都市、河北省が5都

市、河南省が4都市、陝西省が3都市、山東省が2都市を占め、北部か

ら北部寄りの内陸部で深刻な状況となった。一方で、大気汚染状況測

定の結果は全体では前年から改善し、全国338都市のＰＭ2.5平均濃度

は39マイクログラムで前年比9.3%改善した。

URL https://www.nna.jp/news/show/1856324

1

中国の大気汚染、北中部で深刻、

2018年統計

中国

出所

中国、2019年のエネルギー消費

に占める石炭比率、58.5％に引き

下げ

中国、ﾊﾞｲｵガスの発展計画、地方

と企業が策定へ NNA ASIA

中国、27地方に行政指導、環境対

策への圧力強化

中国海南省で、「大気汚染防止条

例」を施行予定、従来型自動車を

禁止する方針
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6 中国 中国能源網 2019-1-11

中国国家発改委と国家能源局は1月9日、「風力発電、太陽光発電の補

助金なしでの電力買取の推進に関する通知」を各地方政府に向けて発

信した。国の補助金を上乗せせず、石炭火力と同水準の価格で電力を

買い取る、風力発電と太陽光発電のモデルプロジェクトを推進するよ

う地方政府に指示した。技術進歩に伴い、風力や太陽光の発電コスト

が低下していることを踏まえ、補助金に依存するビジネスモデルから

の脱却を図る。

URL https://www.china5e.com/news/news-1049218-1.html

7 中国 日経 2019-1-12

中国政府の環境規制でサプライチェーンに変化が起きている。大気汚

染の改善のため、中国政府は鉄鋼業界に対し石炭の使用削減を促して

おり、この結果、製鉄用部材の価格が急騰し、関連する日本メーカー

の業績が伸びている。世界では電炉への生産にシフトしており、電炉

の熱源となる黒鉛電極の需要が伸び、東海カーボンや昭和電工への需

要が伸びている。また中国の環境規制により、半導体製造に使うフッ

酸が急騰。フッ酸原料の「蛍石」は中国産が世界の６～7割を占めてお

り、世界市場に与える影響が大きい。

URL https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39921520R10C19A1TJC000/

8 2019-1-15

中国税関総署の発表によると、2018年の石炭輸入量は2.815億ﾄﾝで、

前年比3.4％の増となり、政府の輸入規制措置にもかかわらず、過去4

年で最高を記録した。しかし、12月の輸入量は47％減と大幅な減少と

なっている。これは、公共事業関連企業による石炭購入量は政府指示

により年末、大幅に減少しており、国内石炭需給が充足しているこ

と、電力需要の伸びが緩やかとなったこと、また、2018年の石炭輸入

量を前年より低く抑えるという政府からの指示がに基いたもの。さら

に今冬、329万戸の家庭で石炭からガスへの燃料転換が行われる等、

石炭消費の抑制による大気汚染解消政策が進められることから、1月も

引き続き石炭輸入量は減少すると見込まれる。

URL https://www.china5e.com/news/news-1049485-1.html

9 2019-1-17

広東省政府は、大気汚染防止総合対策となる「青空を守る戦い」の実

施プラン（2018～20年）を発表した。国務院が18年7月に打ち出した

「青空を守る戦いに勝つための3年行動計画」に沿ったもので、20年

までの達成目標として、PM2.5の平均濃度を33マイクログラム以下に

抑えるなど、大気汚染物質排出削減に向けた数値目標などを盛り込ん

だ。

省政府は目標達成に向け、珠江ﾃﾞﾙﾀ地域で特定産業の工場の新設や拡

張を禁止し、路線バスの電動化を推進するなど、総合的な対策を実施

していく。

URL https://www.nna.jp/news/show/1857845

10 2019-1-18

中国では昨年、刑法に規定された「環境汚染罪」の適用件数は2017年

の1700件から18年は1284件と大幅に減少した。近年の行政による取

り締まり効果で重大犯罪が減ったとの見方がある一方、景気減速を背

景に、地方政府が企業の摘発に踏み込めずにいるとの指摘もある。

URL https://www.nna.jp/news/show/1858926

11 2019-1-14

インド電力省は、太陽光発電施設の事業認可から商業運転までの期間

を短縮すると決定した。事業の進展を加速するためで、6カ月の前倒し

となる。同省は、固定価格買い取り制度に基づく太陽光発電事業の競

争入札に関する指針を改正。PPA締結から稼働までの期間について、

設置場所が大規模な太陽光発電集積地（ソーラーパーク）の場合で従

来の21カ月以内から15カ月以内、ソーラーパーク以外の地域では24カ

月以内から18カ月以内に短縮する。資金調達期間に関しては、ソー

ラーパークでの設置でPPA締結から9カ月以内に設定したが、それ以外

での設置については従来通り12カ月以内に据え置いた。指針変更の背

景には、2018/19年度（18年4月～19年3月）における地上設置型の

太陽光発電施設の総出力が18年12月時点で327万キロワット（kW）

と、通年目標の1,000万kWに遠く及んでいないことがある。政府は22

年までに太陽光発電の総出力を100ギガワット（GW、1GW＝100万

kW）に引き上げる目標を設定していることから、18/19年度の事業遅

延に懸念を示しているという。

URL https://global.factiva.com/ha/default.aspx?mod=SavedSearch SelectSear
ch#./!?& suid=1547519725251010672299470032548

中国
環境汚染罪の適用減少、企業保護

が背景か
NNA ASIA

中国
「青空を守る戦い｣、広東が実施

プラン発表
NNA ASIA

中国

中国の環境規制が、サプライ

チェーンに影響

中国、2018年石炭輸入量は

2.815億ﾄﾝ、過去4年で最高を記

録するが、昨年12月以降は減少に

転ず

中国、太陽光・風力発電、補助金

依存から脱却へ

中国能源網

インド

太陽光発電設置の指針を変更、事

業認可から商業運転までの期間を

短縮

NNA ASIA
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12 2019-1-15

インド石油・天然ガス省の作業部会は12日、2030年までに電気自動車

（EV）のシェアが40％に達するとの試算を明らかにした。ガソリン車

から電動車への移行により、40年までに国が必要とする石油製品が4

億7,200万トンから2億6,600万トンに縮小する可能性があるとみる。

同省製油局のビジャイ・シャルマ部長が同日開かれた技術作業部会で

「EVによって燃料コストが3割以上減り、石油輸入の削減につなが

る」との考えを示した。

URL https://global.factiva.com/hp/printsavews.aspx?pp=Print&hc=Publication

13 2019-1-18

インド政府は、住宅用と商業用の複合施設の駐車場で面積の20％を電

気自動車（EV）用の充電設備に割り当てることを義務化した。充電設

備の設置を促し、EVの普及を進める狙い住宅・都市開発省が指針を出

した。政府はまた、充電設備の十分な活用を促すため、全ての設備が

同時に稼働しても十分なだけの電源を確保するよう求めている。住宅

用施設での充電料金については、居住者が月ごとに支払う管理費と合

算で徴収するべきとの立場。ただ、訪問者の利用を前提に1回ごとの支

払いも可能にするべきだとしている。

URL https://global.factiva.com/hp/printsavews.aspx?pp=Save&hc=Publication

14 2019-1-10

インドネシアのエネルギー・鉱物資源省は、2019年の再生可能エネル

ギー分野の投資目標額を、前年実績比12％増の17億9,000万米ドル

（約1,960億円）に設定した。事業別の内訳は、地熱が12億3,000万

米ドル、バイオエネルギーが5,100万米ドル、省エネルギーが700万米

ドル、各種再生エネルギーが5億1,100万米ドル。

URL https://www.nna.jp/news/show/1855830

15 2019-12-18

カンボジア北部ストゥントレン州の「セサン下流2水力発電所ダム」が

12月17日、本格的に稼働した。地場財閥、中国、ベトナムの合弁事業

による国内最大の水力発電所で、投資額は約8億米ドル（約900億

円）。最終的な発電容量は40万ｋＷ。政府は今後、送電網の整備に注

力していく考え。

URL https://www.nna.jp/news/show/1849159

16 2019-12-19

フィリピン政府は、国内の計４万世帯にクリーンエネルギーを供給す

る７つの事業について、欧州連合（ＥＵ）から総額2,100万ユーロ

（約27億円）の融資を受ける契約を結んだ。

７事業は2019年１月に着工する計画で、北コタバト州などミンダナ

オ地方５州で5,000世帯に設置する自家用太陽光発電システム（マヒ

ンタナ財団、500万ユーロ）、ミンダナオ地方5,000世帯への自家用太

陽光発電システムと小規模水力発電システム（ＹＡＭＯＧ、450万

ユーロ）、ミンダナオ地方タウィタウィ州の再生可能エネルギー技術

向上（国連工業開発機関、420万ユーロ）などが含まれる。総事業費

は2,800万ユーロで、700万ユーロは各機関・企業がカバーする。

フィリピンのエネルギー省は、20年までに全国の電化率を100％に

する目標を掲げている。今回の事業は大手電力会社などによる送電網

に接続されていない貧困地域などに、地域完結型の再生可能エネル

ギーの発電システムを導入するもの。

URL https://www.nna.jp/news/show/1848547

17 2019-1-16

タイのエネルギー省は、2021年から太陽光発電所の余剰電力の相対

（PtoP、ピア・ツー・ピア）取引を許可する計画。

関連法によって、太陽光発電事業者は、電力販売契約に従って電力

を政府機関に売却することが義務付けられており、第三者への売却が

禁止されている。しかし、政府機関の購入量に限度があること、マイ

クログリッド（小規模電力供給網）の推進に役立つことから、余剰分

について相対取引を認めることにした。

URL https://www.nna.jp/news/show/1857807

カンボジア

インドネシア

フィリピン

タイ

NNA Asia

インドネシア政府、2019年の再

生エネの投資額、前年比12％増目

標

NNA Asia
カンボジア国内最大、セサン水力

発電所が本格稼働

フィリピン政府、クリーン電力７

事業にＥＵから27億円融資
NNA Asia

太陽光発電の余剰分、21年から相

対取引許可へ
NNA Asia

NNA ASIA

インド
複合施設の駐車場、EV充電施設

の設置を義務化へ
NNA ASIA

インド
EVシェア30年に40%も、石油省

が政策検討
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18 2019-1-17

プラユット首相は1月15日、煙害の主な要因を「自動車の排気ガス」

と指摘。市や運輸省に対し、国民にバイオディーゼル燃料「Ｂ20」へ

の切り替えを促進するよう指示した。エネルギー省に対しては、バイ

オディーゼル燃料の生産を増やすことを求めたほか、建設現場や野焼

きによって発生する汚染物質への対応についても、関連機関に対応す

るよう指示した。

天然資源・環境省公害管理局は、ディーゼル車や特定の車種の使用

を禁じる可能性も示唆した。

ウッタマ工業相は、大気汚染問題を調査する作業委員会を設立する

計画を表明。国内の工場14万カ所で大気中に排出される汚染物質の数

値を検査する計画で、アスファルトやセメントなど、汚染物質が発生

しやすい原料を使用している工場１万4,000カ所を中心に検査を強化

する。大気汚染の排出量の制限を超えている場合は罰則を厳格化する

方針。

エネルギー省は、タイの石油精製企業と面談し、欧州排ガス規制

「ユーロ５」に対応した石油の生産可能性を協議する。

URL https://www nna jp/news/show/1857801

19 ベトナム
ベトナム北部で水力発電所着工、

完成は22年
2018-12-28

ベトナムのディエンビエン・ソンホン・エネルギー社は12月25日、北

部ディエンビエン省でムオンムオン水力発電所の建設に着手した。建

設費は8,000億ドン（3,440万米ドル、約38億2,220万円）。

同発電所は2020年までのディエンビエン省エネルギー計画に含まれ

る。出力は22メガワット（ＭＷ）、年間発電量は7,900万キロワット

時（ｋＷｈ）を見込んでいる。

URL https://www.nna.jp/news/show/1852988

タイ

NNA Asia

バンコクで大気汚染が悪化 バイ

オ燃料利用促進、工場検査も
NNA Asia

 

 

9.1.2 主要な出来事 

①中国 

中国生態環境省は2018年の大気汚染状況測定統計を発表した。全国主要169都市のうち、

山西省、河北省等、中国北部から内陸部の都市の汚染が深刻な状況となった。同省は大気

汚染など環境問題への取組みが不十分だった27都市に対して、地方政府が環境汚染対策を

徹底するよう行政指導を強化する方針。 

中央政府の方針を受けて、地方政府も新たな環境汚染対策を打ち出している。海南省は

「大気汚染防止条例」を3月1日に施行する。石炭による汚染防止に加え、ガソリン車やデ

ィーゼル車等の従来型自動車の販売を禁止する。また、広東省は大気汚染防止の総合対策

となる「青空を守る戦い」の実施プラン(2018～20年)を発表。大気汚染物質の排出削減に

向けた2020年までの数値目標を盛り込んだ。 

中国国家発展改革委員会と国家能源局は1月9日、「風力発電、太陽光発電の補助金なしで

の電力買取の推進に関する通知」を各地方政府に向けて発信した。国の補助金を上乗せせ
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ず、石炭火力と同水準で電力買取を行うことを前提としたプロジェクトを推進するもので、

技術進歩による発電コストの低下を促す。 

 

②インド 

2019年1月、インド住宅・都市開発省は、住宅用と商業用の複合施設の駐車場で面積の20%

を電気自動車(EV)用の充電設備に割り当てることを義務化した。充電設備の設置を促し、

EVの普及を進めるのが狙い。 

2019年1月、インド電力省は、太陽光発電施設の事業認可から商業運転までの期間を短縮

する。事業の進展を加速するためで、6カ月の前倒しとなる。PPA締結から稼働までの期間

について、設置場所が大規模な太陽光発電集積地(ソーラー・パーク)の場合で従来の21カ月

以内から15カ月以内、ソーラー・パーク以外の地域では24カ月以内から18カ月以内に短縮

する。資金調達期間に関しては、ソーラー・パークでの設置でPPA締結から9カ月以内に設

定したが、それ以外での設置については従来通り12カ月以内に据え置いた。 

 

③ASEAN 

インドネシアのエネルギー・鉱物資源省は、2019年の再生可能エネルギー分野の投資目

標額を、前年実績比12%増の17億9,000万ドル(約1,960億円)に設定した。 

フィリピン政府は、国内の計4万世帯にクリーンエネルギーを供給する事業について、欧

州連合(EU)から総額2,100万ユーロ(約27億円)の融資を受ける契約を結んだ。大手電力会社

などによる送電網に接続されていない貧困地域などに、地域完結型の再生可能エネルギー

の発電システムを導入する。 

2019年1月、タイのプラユット首相は、バンコクで発生している煙害の主な要因を「自動

車の排気ガス」と指摘。市や運輸省に対し、バイオディーゼル燃料「B20」への切り替えを

促進するよう指示した。エネルギー省に対しては、バイオディーゼル燃料の生産を増やす

ことを求めた。天然資源・環境省公害管理局は、ディーゼル車や特定の車種の使用を禁じ

る可能性も示唆している。 
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2019年1月、タイのエネルギー省は、2021年から太陽光発電所の余剰電力の相対(PtoP、ピ

ア・ツー・ピア)取引を許可する計画を発表した。政府機関の購入量に限度があること、マ

イクログリッド(小規模電力供給網)の推進に役立つことから、余剰分について相対取引を認

める。 

 

9.1.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

①中国 

今月の中国地球温暖化政策の動きとしては、中国の全国ETSに関して、生態環境省の組

織改編後ようやく具体的な方向性が示されるようになった。中国気候変動対応担当の李高

氏のほか、王鉄副処長等幹部が進捗状況や今後の計画を示すようになった。幹部らの発言

では、全国ETSの準備が精力的に進められている中、「炭素排出権の取引に関する管理条例」

の制定とデータの質の向上が最大な課題としている。今後の具体的な計画として、 第一に、

国内炭素市場システムの確立と改善を促進するために「炭素排出量管理に関する管理条例」

の制定を加速する、自主排出削減認証制度(CCER)をできるだけ早く国内の炭素市場に含む、

第二に、国内の炭素市場におけるインフラの建設として、炭素排出量登録システム、取引

システムおよびデータ報告システムを構築する、第三に、対象企業のデータ提出と検証お

よび割当量管理に関連する作業を強化し、発電産業の割当量の試行作業を実施する、第四

に、大規模なトレーニングプログラムを実施するが挙げられている。 

地方ETSは、全国ETSが始まる前に淡々と維持・運営されている印象である。上海市は

2018年12月19日、2018年のETS割当計画を発表した。CO2の排出量の上限をわずかに上方

修正したが、制度のスキームはほとんど変化していない。北京市は、一般市民が参加する

自主的自動車運転削減プログラムのクレジットをETS対象企業が利用できるようにした。

ちなみに北京ETSは中国認証排出削減制度CCERに加えて、森林炭素クレジットプログラム

からのオフセットを使用できる。 
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②インド 

インドはCOP24の終了セレモニーで、衡平性にかかわる演説を行い、決議の採択に留保

(reserve)をつけた上で採択を許容する(allow)など新興国のなかでも独特の立場をとってい

た。パリ協定下の削減目標については、気候変動枠組み条約下の報告が行われ、目標達成

が見込まれるという報道がみられた。 

 

インド政府のNDC 

1. 2030年までにGDPの排出原単位を2005年比で33〜35%削減する。 

2. 技術移転とグリーン気候基金(GCF)を含む低コストの国際資金を利用して、2030年ま

でに非化石燃料ベースのエネルギー資源から約40%の累積電力設備容量を達成すること。 

3. 2030年までに、追加の森林により、25～30億トンCO2相当量の追加の炭素吸収源を作

り出すこと。 

 

2018年の12月に国連に提出された第二隔年更新報告書(Biennial Updated Report)では

以下の通り動向が報告されている。 

○年間総GHG排出量は、2010年2,136.8百万トンCO2e(含LULUCFで1,884.3百万トン)から

増加し、2014年には2,607.5百万トンCO2e(含LULUCFで2,306.3百万トン)になった。 

○NDCに関連するGDPあたりの排出原単位は、2005～2014年の間に21%減少した。 

○太陽光発電設備容量は、2018年3月までに23 GWと約9倍に増加した。 

○発電設備容量における非化石電源の割合は、2015年3月の30.5%から2018年6月の35.5%

に増加した。 

○超臨界火力発電所は、40基(2015年，27.48GW)から66基(2018年,45.55GW)に増加した。

2016～2017年にかけて7MtCO2の排出回避に寄与した。 

2018年3月までに、170基10.64GW の火力発電ユニットがリタイアする予定である。 

○National Horticulture Mission(国家園芸ミッション)により、2010～2016年にかけて約

137 MtCO2が吸収された。 
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表 9-1 再生可能エネルギー導入量 

 

出典 インド Biennial Updated Report (2018) 

 

○2018年10月までの間に、「手ごろな価格のLEDプログラム Unnat Jyoti by Affordable 

LED for All」(UJALA)プログラムの下で、3.12億本を超えるLED電球が配布された。年

間約400億kWhの省エネと年間33 MtCO2の削減を達成した 

 

以上についてインドの内閣の承認が下りたことに関してプレスが発出されている1。 

 

③ASEAN 

(タイ) 

エネルギー省は、2021年から太陽光発電所の余剰電力の相対取引を許可する計画である。

太陽光発電事業者は、電力を政府機関に売却することが義務付けられているが、政府機関

の購入量に限度があることから、余剰分について相対取引が認められることとなった。 

エネルギー省エネルギー事業局幹部のラカナー氏は、2018年12月のB20の消費量が前月

の351.5万Lから523.9万Lに増加したことを明らかにした。B20の販売価格がB7より5バー

 
1 http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186887 

Press Information Bureau Government of India Cabinet 28-December-2018 16:05 IST 

Cabinet approves Submission of India's Second Biennial Update Report (BUR) to United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
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ツ/L安く設定されたのが要因と考えられる。タイ政府は、パーム粗油の国内備蓄量の増加や

原油価格の上昇に伴うコスト増に対応するため、2018年7月からB20を発売し、販売価格は

補助金によってB7より3バーツ/L安く設定した。さらに、エネルギー政策運営委員会は11

月、B20の利用促進強化に向けて、実施期間を12月から2月までの3か月間として、B7との

価格差を3バーツから5バーツに拡大することを決めていた。 

バンコクで、大気中のPM2.5の濃度が高まるなど大気汚染が悪化している。プラユット

首相は1月15日、大気汚染の主な要因を自動車の排気ガスと指摘し、市や運輸省に対し、国

民にB20への切り替えを促進するよう指示するとともに、エネルギー省に対しては、バイオ

ディーゼル燃料の生産を増やすことを求めた。 

 

(ベトナム) 

ベトナム電力公社(EVN)は、引き続き石炭の不足を訴えている。干ばつの影響で水力発電

の供給が不足しているとともに、ドンの下落により石炭輸出が急増していることが背景に

ある。EVNは、過負荷が生じている送電線に対応するため、全ての太陽光発電所からの送

電網への送電量を削減することを検討していると発表した。現在、稼動および建設中の発

電所は332か所、総発電能力は2万6,900MWである。 

財務省が、自動車や二輪車を対象に「排ガス料金」と称する事実上の新税の導入を打ち

出したことに関して、新料金は増税が決まった環境保護税と重複し過重な負担になると指

摘されている。2018年9月、国会常任委員会が環境保護税に関する決議を採択し、ガソリン

に課される税金は2019年1月以降、3,000ドン/Lから4,000ドン/Lに引き上げられた。グエ

ン・ティ・キム・ガン国会議長は決議の採択に先立ち、引き上げで増える税収は環境保護

事業に使い、他の用途に回してはならないとしていた。 

 

(インドネシア) 

国営石油プルタミナは12月19日、丸紅や双日、商船三井などと共同で進めるジャワ第1

ガス火力発電所事業の着工を発表した。同事業は浮体式のLNG貯蔵・再ガス化設備(FSRU)
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と一体開発される。 

経済調整省のスシウィジョノ・ムギアルソ秘書官は1月13日、B20の使用義務に関し、前

年末までに総額16億ドルの外貨支出を節約する効果があったとの見方を明らかにした。 

また、スリ財務相は1月14日、EVの奢侈税をガソリン車に比べて50%軽減することを検

討しており、EVの製造・開発に関わる国内企業への優遇策などを盛り込んだ大統領令草案

に盛り込むと明らかにした。ジョコ・ウィドド大統領は、EVの利用が拡大すれば、燃料の

輸入額を798兆ルピア(約6兆円)削減できると表明していた。 

 

9.1.4 シナリオ分析・評価への影響 

中国では、2018年12月27日に2019年全国能源工作会議が北京で開催され、2019年のエネ

ルギー消費に占める石炭比率を58.5%前後に引き下げると発表した。また、広東省政府は大

気汚染物質排出削減に向け20年までにPM2.5の平均濃度を33マイクログラム以下に抑える

「青空を守る戦い」の実施プラン(2018～20年)を発表した。これらの中国の積極的な数値

目標は、シナリオ分析において検討に値する。 

インドでは、政府が住宅用と商業用の複合施設の駐車場で面積の20%を電気自動車(EV)

用の充電設備に割り当てることを義務化した。2030年までに電気自動車(EV)のシェアが40%

に達するとの試算を明らかになっており、インドにおけるEVの普及がさらに進むと見られ

る。これらの動きはシナリオ分析を行うにあたり重要である。 
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9.2 中東 

9.2.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2019-1-14

リヤードを本拠地とするACWA PowerのCEOは、政府のサウジの再

生可能エネルギー産業を開発する計画の実行を助けるべく、サウジ

でソーラーパネルの製造の支援を検討していると述べた。

ACWA Powerは、サウジの公的投資ファンド（PIF）が一部を出資

しているが、その報道担当は、「同社がソーラーパネルの製造業者

になることは計画していないが、製造業者をサウジに迎える適切な

環境作りを支援し、可能にするアイデアは積極的に取り入れる考え

である」ことを明らかにした。

URL http://www.arabnews.com/node/1435516/business-economy

ACWA Powerのパディ・パドマナサンCEOは、ACWA Powerが

ソーラーパネルの生産に参入する計画であると述べた。これはサウ

ジでその再生可能エネルギー産業を開発するサウジの計画の中心に

おいて電力と水のプラントを設置する動きである。

リヤードを本拠地とするACWA Powerは部分的にサウジの公的投資

ファンド（PIF）に所有されているが、ソーラーパネルの製造者にな

る話合いを行っているとCEOは述べ、ソブリンウェルスファンドの

PIFと日本のSoftBankが共に2000億ドルのソーラー発電プロジェク

トに関して作業を行っているとした。

SoftBankの孫正義CEOは2017年3月、サウジで世界最大のソーラー

発電事業の創造に投資する計画を発表し、2030年までに200GWの

能力まで生産することを期待すると述べた。

プロジェクトは数千人の雇用を創出し、サウジのビジョン2030で示

された経済分散化計画に沿って製造産業を開発する。

パドマナサンCEOは、「ACWAはサウジの会社として、PIF及び

SoftBankと共に働く・・・我々はソーラーパネル製造者になる議論

を行っている」と述べた。

ACWA Powerはその発電能力を2025年までに倍増させ、その事業

を現状の12から25の市場に拡張する計画である。彼は、「我々は再

生可能エネルギーを成長の重要な部分にすることを期待している」

とした。

ACWAは昨年IPOを通じて30%の権益を売却するよう銀行に依頼し

た。パドマナサンCEOは1月14日、「IPOは延期された。ACWAはや

るべき多くの準備作業をもち、財務諸表を適切な方向に維持する必

要があるが、同社は依然として上場の考えをもち、銀行はその役割

を保持するよう強制された」と述べた。

URL http://saudigazette.com.sa/article/553963/SAUDI-ARABIA/Riyadh-
based-firm-plans-to-make-solar-panels

2019-1-16

サウジはUAE、クウェート、オマーンとサウジのガスを交換・輸出

する、地域での天然ガス供給網の設置の可能性について協議してい

る。サウジのファーリフ・エネルギー相が1月15日のアブダビでの

世界未来エネルギーサミットにおいて明らかにした。

サウジはガスを地域の同盟国に供給すべく生産を増やそうとしてお

り、在来型に加え非在来型のガス資源の開発を進めている。

ファーリフ氏は、「我々は既に商業ベースでUAEにガスを輸出して

いるが、エネルギーの連結を進めれば、さらに数量を増やせ、再生

可能エネルギーの技術や開発のノウハウを交換できる」と述べた。

URL https://www.meed.com/saudi-arabia-planning-gas-network-
neighbours/?utm source=email&utm medium=newsletter

2019-1-14

3 サウジアラビア

1 サウジアラビア
ACWAはサウジでソーラーパネル

の製造を支援

サウジアラビア
ACWA Powerはソーラーパネル

の生産を計画
2

出所

MEED
サウジは地域でガスの供給網の敷

設を計画

Arab News

Saudi

Gazette
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2019-1-16

アブダビ持続可能性週間（ADSW）へのサウジ代表によると、「サ

ウジの再生可能エネルギー部門で太陽は輝いている。これから数多

くの契約の発注計画があり、投資家にとっては「千載一遇の機会」

をもたらす」。

ファーリフ・エネルギー相は1月15日、クリーンエネルギー会議で

ソーラーと風力エネルギーについての野心的な計画を発表し、これ

から何十年もの間、サウジは「再生可能エネルギーの能力のグロー

バルな中心地」を創出する計画であるとした。

サウジはソーラー及び風力発電で2030年までに約59GW発電する計

画であり、最終的に再生可能エネルギー源からの能力は200GWに達

すると述べた。

サウジのクリーンエネルギープログラムの下で、ファーリフ氏はサ

ウジ政府が毎年多くの再生可能エネルギーのプロジェクトを入札に

かけ、2019年にはそうしたディールを少なくとも12件設定すると発

表した。サウジ政府は昨年の300MWのソーラー発電所建設の合意に

引き続き、先週、400MWの風力発電所の建設のディールに調印し

た。

1月14日には、20億ドルのソーラー・カーボンブラック統合プラン

トをサウジの中心地で開発する計画が発表になった。

URL http://www.arabnews.com/node/1436131/business-economy

2019-1-21

MOUは新エネルギー、スマートグリッドの応用、デジタル化、操業

の卓越性における協働及び事業化の可能性を評価するための枠組み

を提供する。Saudi Aramcoは、「我々はDewaとの提携を待ち望ん

でいる。それは我々の共有の目的とゴールを達成する上で重要なス

テップであり、それは新エネルギーやスマートグリッド、デジタル

化の導入のための事業内での新しい機会を認識することを狙ってい

る。この提携を通じて、我々は経験とベストプラクティスの交換を

行い、それは両社が技術の解決を梃子に事業成長を加速させ、エネ

ルギー部門での革新を追求するのを手助けする」とした。

URL http://www.arabnews.com/node/1439576/saudi-arabia

2018-12-29

ドバイ水電力庁（D ）は バイで ムハ マド

ド・アル・マクトゥーム・ソーラー・パークの第4フェーズの建設が

開始され、スキームの中心のタワーの最初の128枚のソーラーパネ

ルが完成したと12月29日に発表した。

AED500億のエネルギースキームは2030年までに500万kWの合計能

力に達する予定で、ドバイのクリーンな再生可能エネルギーの使用

に向けたシフトへの努力を加速させる。

UAEは現在から2020年までの期間にソーラーから総電力需要の7%

を賄う計画である。

パークの第4フェーズはNoor Energy1により開発されている。これ

はDewaとサウジのAcwa Power、中国のSilk Road Fund間の合弁

による。それは太陽熱発電（CSP）において、世界最大の単一サイ

トでの投資プロジェクトであり、広大な面積に広がる鏡やレンズを

用いて太陽からエネルギーを生む。その技術はその低コストによ

り、地域ではかなりな称賛を得ている。

DewaのCEOのサイード・アル・タイエル氏は、それはまた世界最

長のソーラータワーで260メートルに及び、世界で最大の蓄電池能

力15時間を有し、24時間エネルギー生産を可能にすると声明を通じ

てメディアに伝えた。

URL https://www.thenational.ae/business/energy/construction-
progresses-on-fourth-phase-of-dubai-solar-park-1.807434

Arab News

The National

Arab News5 サウジアラビア

Saudi Aramcoはドバイ水電力庁

と新エネにおける協働のMOUに

調印

6

サウジアラビア
サウジの再生エネへの投資で「千

載一遇の機会」
4

UAE
ドバイのソーラーパークの第4

フェーズの建設が進展
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ル・アル・ラマヒCEOは1月7日、「今後5年間にアジアやアメリカ

での新規プロジェクトで再生可能エネルギーの能力を倍増させる計

画である」と述べた。

MasdarはアブダビのMubadala Investment Co.により所有され、

これまでにUAE、英国、シーシェル、スペイン、中東において4GW

の再生可能エネルギーのプロジェクトに85億ドルを投資してきた。

同氏は、「我々は会社を成長させ、今後5年以内に我々の能力を倍増

させる。我々はグローバルに機会を追求し、アジア及びアメリカに

おいて新たな地域に参入する」と述べた。

アブダビはその他の湾岸の石油生産国と同様、原油への依存を減ら

そうとしている。近隣のサウジは500億ドルの再生可能エネルギー

の推進を開始した。

ラマヒCEOは、1月14-17日のアブダビでの世界未来エネルギーサ

ミットを前に、Masdarは英国でのソーラーと風力のプロジェクトに

応札すると述べた。

創設から12年経ったMasdarはサウジのアル・ジューフ地域北部の

デューマット・アル・ジャンダルでの最初の風力発電プロジェクト

で優先的応札者となっている。プロジェクトは400MWの能力を持つ

予定である。

Masdarはモロッコのヌール・ミデルト（Noor Midelt）のソーラー

発電事業に応札しているEDF Energies Nouvellesのコンソーシアム

に加わっている。

URL https://gulfnews.com/business/energy/abu-dhabis-masdar-to-
double-renewables-capacity-in-five-years-1.61293576

2019-1-14

アブダビのエネルギー局の当局者は、国営の通信社（WAM）にアブ

ダビはそのGDPに貢献すべく努力を続けており、産業部門の電力料

の引き下げを検討していると述べた。

WAMは1月13日、アブダビのエネルギー局のアワイドハ・アル・マ

ラール局長の言を伝え、アブダビは「特定の経済目標に基づいて割

安の料金を設定する」とし、「全ての部門の領域が適切な料金を設

定されるようレビューされ、アブダビのGDPへの寄与度を増す」と

した。

URL https://www thenational ae/business/economy/abu-dhabi-mulls-lowering-

electricity-tariffs-for-industrial-sector-official-says-1 812761

2019-1-17

Abu Dhabi Energy Co.（Taqa）の上級幹部によると、Taqaは中

東、北アフリカ及びサブ・サハラ地域にその事業を拡大すべく、

2030年までに発電のポートフォリオについて再生可能エネルギーの

比率を10%に引上げる。

Taqaのアブドゥルアジーズ・アル・オバイドリ副社長は、「我々は

ポートフォリオを分散化させ、再生エネからのプロジェクトを増や

そうとしている」と述べた。さらに、「我々はGCC諸国、ヨルダ

ン、アフリカのサブ・サハラ諸国に焦点を当てている。この理由

は、我々は共に活動する諸国の政府のための戦略的パートナーとし

て我々を位置付ける」とした。

Taqaは主要な株主に公益事業の規制当局のADWEA（アブダビ水電

力庁）を持ち、商品価格の改善を受けて2018年には高収益となっ

た。エネルギー会社は、北米、欧州、イラクで投資を行い、2018年

3Qの利益はAED1.53億に達したが、昨年の同期はAED1.94億の赤

字であった。同社はアブダビ証券取引所に上場し、2018年の2Qに

は純利益が5倍に増加したことを報じた。

Taqaは現在17GWの電力を設置し、オバイドリ氏によると戦略的買

収を通じて今後増やすとしている。さらにオバイドリ氏によると、

機会を探す戦略の一部として、Taqaは現在モロッコの200MWの発

電所を視野に入れているとされる。同氏は、「我々はモロッコの必

要とする電力の50%まで供給し、地域でプロジェクトに向けてそれ

は我々のハブとなる」と述べた。

URL https://www.thenational.ae/business/energy/abu-dhabi-s-taqa-to-
have-10-per-cent-renewables-in-portfolio-by-2030-1 814282

UAE
アブダビは産業部門の電力代を引

下げる
The National8
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環境に優しい輸送を利用して未来への旅行に出かけませんか。UAE

では、ドバイ・クリークでソーラー発電のボートを楽しみ、首都で

は電気バスに乗ることができる。

アブダビ持続可能性週間は大型の再生エネルギープロジェクトに光

をあてるが、UAEではもっと実用的な利用が既に進んでおり、持続

可能な将来に移行するに当たり、湾岸が証言する、驚くようなイニ

シアティブのtasterとしてサービスを行っている。

ドバイの道路輸送庁は、ソーラーパネルを屋根に載せ、20kWのモー

ターをもつ電動の20席の水上タクシーをスタートさせた。

道路上では、ドバイで電力網の整備されていない場所での試みの一

部としてソーラー発電で充電した2台のバスのシェルターでの作業が

実施されている。ソーラー電気は街灯、空調、看板等に使用され

る。

アブダビでは、Masdarが地域初の電気乗用バスを運行させた。座席

数は30席で、バッテリーは走行距離が150kmで、ソーラーパネルは

予備のシステム用である。

URL http://www.arabnews.com/node/1436766/lifestyle

2019-1-8

クウェート石油会社（KOC）は、大Ritqa油田から重質油を掘削する

ためのソーラー・エネルギーによる長く待たれた発電プロジェクト

を立ち上げるための最終的な協議を行っていると、Al Anba紙が報じ

た。情報筋によると、プロジェクトは6万b/dを生産する最初の

フェーズは実験的なものになり、これによってプロジェクトに必要

なほとんどの電力を持続的に供給することができ、生産コストを下

げ、エネルギー安全保障を高めるという。

URL https://www.arabtimesonline.com/news/koc-in-final-consultations-
to-launch-solar-energy-project/

2019-1-19

イランのエネルギー省次官（イラン再生可能・省エネ庁[SATBA]長

官）によれば、今年度の終わりまでに国内の農村・貧困地域の

3000ヶ所に、新たに小型ソーラー発電パネルを設置する予定であ

る。同次官（Sadeghzadeh氏）によれば、イラン国内にはすでに

2000ヶ所に小規模ソーラー発電パネルが設置されており、今回の措

置によりそれが5000ヶ所まで増える。同次官はまた、2019年3月ま

でに、イラン国内の再生可能エネルギーによる発電量は昨年比で倍

増し、1000MWに達する見込みであると述べた。

URL https://www.albawaba.com/business/iran-construct-3000-new-small-
scale-solar-plants-rural-areas-1240630

2019-1-14

バハレーンは100MW級の実用規模の太陽光発電所設置にむけた入札

を開始した。GCC再生可能エネルギー・持続可能性協会のAmin al-

Yaquob CEOがPV Magazineに伝えた。事業構想公募はすでに2017

年3月にバハレーン電力水利庁によって発表されており、プロジェク

トはバハレーン南部のアスカル埋立地にIPPとして建設を予定してい

る。本事業は2025年までに太陽光発電容量を255MWに引き上げる

バハレーンの計画の一部を成している。

URL https://www.pv-magazine.com/2019/01/14/bahrain-launches-100-
mw-pv-tender/

2019-1-18

今週バハレーンに浮体式LNG基地「Bahrain Spirit」号が到着し、同

国で最初のLNG受入基地の稼動準備が進んだ。同号は17.3万cfの容

量を保持しており、20年間の契約でBahrain LNG社がチャーターし

ている。同号はNational OilやGas Authority of Bahrainなど、複数

の企業によって共同保有されている。

URL
https://www.reuters.com/article/us-bahrain-lng-fsru/bahrains-first-
lng-terminal-readies-for-imports-as-fsu-arrives-in-gulf-
idUSKCN1PC0PD

13

12

浮体式LNG受入基地（FSU）が到

着し、バハレーンで最初のLNG

ターミナルの稼動準備が完了

14 バハレーン Reuters
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アブダビMasdarは、オマーンのドファール特別行政区での風力発電

に向け、第1タービンを設置した。残り12機は2019年3月までに設

置され、Dhofar Wind Farmにて発電容量50MWの風力発電に供さ

れる。タービンはGE製3.8-130で、GE Renewable Energyが設置

する。

URL https://renewablesnow.com/news/one-turbine-up-12-to-go-at-50-
mw-wind-farm-in-oman-637880/

2018-12-28

アブダビMasdarは、オマーンのドファール特別行政区で、中東初の

風力発電タービンを設置する。発電容量は50MWで、The Dhofar

Wind Farmは2019年第3四半期の商業運転を目指す。同区電力需要

量の7%が供給される見込みで、完成後は The Rural Areas

Electricity Company of Oman (TANWEER)に引き渡される。

URL https://renews.biz/50732/oman-project-installs-first-turbine/

2018-12-31

追加的な発電能力のための需要の伸びは堅調であるが、中東にとり

電力需要の増加は新しいことではない。電力のインフラの開発のア

プローチが大きく変容している。

MEEDは現在の伸び率をベースに、2025年までに設置される発電能

力は40%追加する必要を指摘する。2016年の中東の発電能力を

297.4GWと見積もる。

ソーラーと風力発電の技術進展でコストが急速に低下しており、

MENA地域では政府が野心的なクリーンエネルギー目標を打ち立

て、クリーンエネルギーのプロジェクトを実施している。

サウジでは、300MWのサカカでの太陽光発電、400MWのデュー

マット・アル・ジャンダルでの風力発電事業。UAEではドバイが再

エネでリードしており、ソーラーパークで太陽光発電事業を進め、

フェーズ4では初の太陽熱発電の計画を進める。

URL
https://www.meed.com/the-transformation-of-regional-
power/?utm source=PANTHEON STRIPPED&utm medium=PANTHEON
STRIPPED

2019-1-2

今週ドバイはAED500億のソーラーパークの建設でそのスキームの

主要な発電のタワーの最初の128枚のソーラーパネルの完成をもっ

て、里程標に到達した。

ソーラー発電は太陽のエネルギーを捕捉し、それを家庭、事業、都

市用の電力に転換する。諸国がグローバル及び国の公約に基づい

て、二酸化炭素の排出を削減しようとして、ソーラーが徐々に人気

を得てきた。それは2016年に世界で最も伸びている電源であり、

IEAの昨年のレポートによると、グローバルな新エネルギー能力の3

分の2近くを占めている。その伸びは太陽光パネル（太陽エネルギー

を捕捉し、電力に転換するのに使用されるパネル）の設置ブームに

よるもので、特に中国がその低コストや政府の支援により伸びてい

る。

世界の他の諸国同様、GCCも温室効果ガスの排出を削減しようとし

ている。ソーラーは特に地域での豊富な太陽光ゆえに化石燃料の使

用の代替として魅力的であり、最近のソーラー技術の発展がソー

ラー設備の費用を低減させている。

UAEのクリーンエネルギー戦略は同国のエネルギー需要の44%を

2050年までに供給し、現在から2020年までの間にソーラーで7%を

賄う計画である。ソーラーパーク等のプロジェクトは戦略において

欠くことができない。AED500億をかけたスキームの第4フェーズが

建設中で、アラビア湾では最大のソーラーエネルギー設備になる予

定である。10MWのソーラー発電所がアブダビのマスダールシティ

に設置されている。

UAEでは、ソーラーパークは独立型電力生産者（IPP）あるいは商業

の提携会社との間の合弁の形で、非ユーティリティ発電業者モデル

URL https://www.thenational.ae/business/energy/quick-take-solar-
energy-to-play-key-role-in-gcc-renewables-push-1.808500
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2019年に太陽が昇り、ソーラーエネルギーはクリーンな電力の提供

者として前に進み続ける。中東ソーラー産業協会により発行された

2019年ソーラーアウトルック報告書によると、既に発注あるいは建

設途上のソーラー発電プロジェクトは現在、中東全体で12,000MW

を超える。この数字を視野に入れると、これは天然ガス発電を含

め、2018年にドバイで発電された全ての電力よりも大きい。

ソーラーエネルギーはMENA地域では他の発電の形態よりも早い率

で伸びており、現在200億ドルの産業に発展している。地域で建設

中のソーラープロジェクトは2018年に50%以上伸びた。この急速な

伸び率は2019年も続くと予想される。

人口の増加、経済成長及び産業活動の拡大が電力需要の伸びに拍車

をかけた。効率性の向上とコスト削減により、ソーラー技術はその

市場でかつてない伸びによりシェアを拡大している。しかし、ソー

ラー発電の状況は常にバラ色とはいえない。2009年にドバイにエミ

レーツ・ソーラー産業協会（ESIA）が設置された際、電力会社は

ソーラーに彼らの進む道筋は不確かであった。彼らはそれが高コス

トとみなし、彼らは発電において化石燃料からの転換を拒否した。

ソーラー発電は現状では挑戦するに値しないと考えた。

しかし、ESIAはエネルギー市場の基礎は徐々に転換しており、二つ

の非常に力強いトレンドに光を当てた。一方で、ソーラー技術は改

善しており、信頼でき、より導入費用が織り込みやすくなった。同

時に、発電で化石燃料に依存しすぎることは長期的に持続可能な解

決策ではないことが徐々に明らかになった。そこでESIAとUAEの公

益会社はソーラーの学習曲線に沿って動くことを始めた。

URL https://www.thenational.ae/business/energy/solar-power-gains-a-
foothold-in-mena-with-12-000-mw-of-projects-1.813708

2019-1-20

6年以内に、中東は米国が現在持っているのと同様、またドイツより

多くのソーラー発電をもつことになるであろう。

2030年までに、中東は中国の現状レベルに近づくであろう。ゆっく

りしたスタートの後、石油・ガスが地域を独占していたが、太陽の

潜在能力に目覚めさせられた。アブダビでの世界未来エネルギーサ

ミット（WFES）で主要な発表がなされ、この新たな覚醒が証言され

た。

中東のソーラー産業協会はMENA地域で12GWのソーラープロジェ

クトが現在建設中か発注された。それは昨年末に稼働している

2.9GWからは前進する大きな第一歩である。WFESの間に発表され

た国際再生エネルギー機関（IRENA）はレポートでGCCだけで2030

年までに65GWの発電能力を持つと予想する。

我々のQamar Energyでの調査は、諸国の野心的な目標に関して適

切な前提を設定し、エジプトを含む中東でのソーラー発電の能力は

2025年に56GW、2030年には113GW、一方風力は31GWに到達す

る。

URL https://www.thenational.ae/business/comment/renewable-energy-
momentum-is-now-unstoppable-1.815586

再生可能エネルギーの勢いは現在

制止不能

Mena地域でソーラー発電はプロ

ジェクトが12,000MWに達し地

盤を形成

The National

The National
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9.2.2 主要な出来事 

①サウジアラビア 

リヤードを本拠地とするACWA PowerのパドマナサンCEOは、サウジの再生可能エネル

ギー産業を開発する政府の計画を支えるべく、サウジでソーラーパネルの製造の支援を検

討していると述べた。ACWA Powerは、サウジの公的投資ファンド(PIF)が一部を出資して

いるが、その報道担当は、「同社がソーラーパネルの製造業者になることは計画していない

が、製造業者をサウジに迎える適切な環境作りを支援し、可能にするアイデアは積極的に
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取り入れる考えである」ことを明らかにした。 

ファーリフ・エネルギー相は1月15日、クリーンエネルギー会議でソーラーと風力エネル

ギーについての野心的な計画を発表し、今後長年にわたり、サウジは「再生可能エネルギ

ーの能力のグローバルな中心地」となる計画であるとした。サウジはソーラー及び風力発

電で2030年までに約59GW発電する計画であり、最終的に再生可能エネルギー源からの能

力は200GWに達すると述べた。サウジのクリーンエネルギープログラムの下で、ファーリ

フ氏はサウジ政府が毎年多くの再生可能エネルギーのプロジェクトを入札にかけ、2019年

にはそうしたディールを少なくとも12件設定すると発表した。サウジ政府は昨年の300MW

のソーラー発電所建設の合意に引き続き、先週、400MWの風力発電所の建設のディールに

調印した。 

 

②UAE 

ドバイ水電力庁(Dewa)は、ドバイでプロジェクトが進むムハンマド・ビン・ラシド・ア

ル・マクトゥーム・ソーラー・パークの第4フェーズの建設が開始され、スキームの中心の

タワーの最初の128枚のソーラーパネルが完成したと12月29日に発表した。 

AED500億(136億ドル)のエネルギースキームは2030年までに500万kWの合計能力に達

する予定で、ドバイのクリーンな再生可能エネルギーの使用への転換を加速させる。UAE

は現在から2020年までの期間にソーラーから総電力需要の7%を賄う計画である。同パーク

の第4フェーズはNoor Energy1により開発されている。これはDewaとサウジのAcwa 

Power、中国のSilk Road Fund間の合弁による。それは太陽熱発電(CSP)において、単一サ

イトでの世界最大の投資プロジェクトであり、広大な面積に広がる鏡やレンズを用いて太

陽熱からエネルギーを生む。その技術はその低コストにより、地域ではかなりな称賛を得

ている。 

DewaのCEOのサイード・アル・タイエル氏は、それはまた世界最長のソーラータワーで

260メートルに及び、世界で最大の蓄電池能力15時間を有し、24時間エネルギー生産を可能

にすると声明を通じてメディアに伝えた。 
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Abu Dhabi Future Energy Co.(Masdar)のムハンマド・ジャミール・アル・ラマヒCEO

は1月7日、「今後5年間にアジアやアメリカでの新規プロジェクトで再生可能エネルギーの

能力を倍増させる計画である」と述べた。 

MasdarはアブダビのMubadala Investment Co.により所有され、これまでにUAE、英国、

セーシェル、スペイン、中東において4GWの再生可能エネルギーのプロジェクトに85億ド

ルを投資してきた。創設から12年経ったMasdarはサウジのアル・ジューフ地域北部のデュ

ーマット・アル・ジャンダルでの最初の風力発電プロジェクトで優先的応札者となってい

る。プロジェクトは400MWの能力を持つ予定である。 

 

③ イラン 

イランのエネルギー省のサデグザデ(Sadeghzadeh)次官(イラン再生可能エネ・省エネ庁

長官)によれば、今年度の終わりまでに国内の農村・貧困地域の3,000ヶ所に、新たに小型ソ

ーラー発電パネルを設置する予定である。同次官によれば、イラン国内にはすでに2,000ヶ

所に小規模ソーラー発電パネルが設置されており、今回の措置によりそれが5,000ヶ所まで

増える。同次官はまた、2019年3月までに、イラン国内の再生可能エネルギーによる発電量

は昨年比で倍増し、1,000MWに達する見込みであると述べた。 

 

④バハレーン 

バハレーンは100MW級の実用規模の太陽光発電所設置にむけた入札を開始した。GCC再

生可能エネルギー・持続可能性協会のヤコブ(Amin al-Yaquob) CEOがPV Magazineに伝え

た。事業構想公募はすでに2017年3月にバハレーン電力水利庁によって発表されており、プ

ロジェクトはバハレーン南部のアスカル埋立地に独立型発電事業IPPとして建設を予定し

ている。本事業は2025年までに太陽光発電容量を255MWに引き上げるバハレーンの計画の

一部を成している。 
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⑤オマーン 

アブダビのMasdarは、オマーンのドファール特別行政区での風力発電(発電容量50MW)

に向け、第1タービンを設置した。残り12機は2019年3月までに設置され、Dhofar Wind 

Farmにて風力発電に供される。タービンはGE製3.8-130で、GE Renewable Energyが設置

する。 

 

9.2.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

①サウジアラビア 

Khalid Al-Falihエネルギー大臣は1月15日、アブダビで、2030年までに太陽光・風力に

よる59GWの発電容量を設置する計画であることを述べた。 

ACWA Powerは、サウジアラビアでの太陽光パネルの生産の支援を検討している。発電

設備容量を2025年までに2倍にするとともに、事業を現在の12か国から25か国に拡大する

計画である。ACWA Powerは、一部が公共投資基金(PIF)により所有されている。銀行に対

して、昨年、30%の株式をIPOにより販売するよう依頼したが、現在、延期されている。 

また、1月7日の週に、400MWの風力発電所(ドゥーマット・アル・ジャン)設置について

Masdar・EDFのジョイントベンチャーとの契約が署名された。 

 

②UAE 

Masdarも1月7日、アジア・アメリカにおける新規プロジェクトを通じて、再エネ設備容

量を5年間で2倍にする計画であると発表した。 

ドバイ電力・水当局(Dewa)は12月29日、Mohammed bin Rashid Al Maktoumソーラー・

パークの第4フェーズの建設が開始され、ソーラータワーのうち最初の128本が完成したと

発表した。世界最大の15時間の熱エネルギー貯蔵設備容量をもち、発電コストは世界最低

であり、700MWのCSP部分については7.3セント/kWh、250MWのパネル部分については

2.4セント/kWhである。Dewaは同時に、2020年までに1GWの設備容量の目標を超えて、
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300MWのCSPプラントを2019年前半に入札にかけると述べた。 

 

③オマーン 

Masdarは12月26日、50MWのDhofar風力プロジェクトについて13タービンのうち最初

のものを設置したことを発表した。オマーンで最初の大規模再エネプロジェクトになる。 

 

9.2.4 シナリオ分析・評価への影響 

 サウジアラビアでは、ACWA Powerのパディ・パドマナサンCEOは、ACWA Powerがソ

ーラーパネルの生産に参入する計画であると述べた。政府はソーラー及び風力発電で2030

年までに約59GW発電する計画であり、最終的に再生可能エネルギー源からの能力は

200GWに達すると述べた。サウジアラビアでは、政府の計画に伴う再生可能エネルギーへ

の投資が盛んになっており、これらの動向は注目に値する。 

UAEでは、ドバイ水電力庁(Dewa)がドバイでのムハンマド・ビン・ラシド・アル・マク

トゥーム・ソーラー・パークの第4フェーズの建設が開始され、スキームの中心のタワーの

最初の128枚のソーラーパネルが完成したと12月29日に発表した。UAEでは現在から2020

年までの期間にソーラーから総電力需要の7%を賄う計画であり、この目標の達成に向けた

動きが活発化している。 
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第10章 定期報告書 2019年2月分 

10.1 アジア 

10.1.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2019-1-20

中国江蘇省で1千万kW級海上風力発電プロジェクトが着工した。2020

年の完成予定。同省発改委は、新規に24件の海上風力発電設備を認可

したと発表。総投資額は1222億8500万元で、総発電設備量は670万

kW。既に完成し、送電網に接続した302万kWの風力発電設備を加え

て、これらは江蘇省の「海上三峡」風力発電事業と呼ばれる。

中国は「新エネルギー産業振興計画」に基き、2020年までに甘粛、

新疆、河北、吉林、内モンゴル、江蘇の6地区で7ヶ所の1000万kW級

風力発電基地を建設する。

URL http://www xinhuanet com/fortune/2019-01/19/c 1124013928 htm

中国 中国能源網 2019-1-21

国家能源局は1月18日、2018年の電力消費量は6兆8449億kWhで前年

比8.5％の増となり、2012年以来最高の伸びを記録したと発表した。

産業別では、第1次産業は728億kWhで前年比9.8％の増、第2次産業

は4兆7235億kWhで7.2％の増、第3次産業は1兆801億kWhで12.7％

の増、民生用は9685億kWhで10.4％の増であった。

2018年の6000kW以上の発電設備の平均利用時間は3862時間で、

火力は4361時間で前年比143時間の増となった。また新規電源設備量

が1億2439万kWで、うち水力は８５４万kW、火力は4119万kWで

あった。

URL https://www.china5e.com/news/news-1050018-1.html

中国 NNA ASIA 2019-1-21

中国税関総署は１７日、2018年に中国が輸入した固形廃棄物が前年比

46.5％減少したと発表した。税関総署は18年に廃棄物不法輸入の一斉

摘発を5回実施し、前年比68％増の481件を立件し、摘発した輸入廃棄

物は78％増の155万トンに上った。

URL https://www nna jp/news/show/1859482

中国 中国能源網 2019-1-21

国家統計局は1月21日、最新の数値を発表。12月の原炭生産量は3.2億

ﾄﾝで前年同期比2.1％の増となり、昨年8月以来の増加傾向を維持し

た。また2018年の全国の原炭生産量は35.5億トンで、前年比5.2％の

増。石炭輸入量は2.8億トンで前年比3.9％の伸びとなった。

URL https://www.china5e.com/news/news-1050061-1.html

中国 中国能源網 2019-1-22

中国生態環境部は1月21日、2018年、一次エネルギー消費に占める石

炭比率は初めて60％を下回り、非化石エネルギーと天然ｶﾞｽ消費量の

拡大により石炭消費が抑制されたと発表した。国家能源局長は昨年開

催された2019年の全国エネルギー工作会議で、2019年の一次エネル

ギー消費に占める石炭比率を58.5％に引下げるとの目標を提示してい

る。

2018年の超低排出石炭火力設備は8.1億kWで、全石炭火力の80％

を占めており、設備改造が終了した設備は6.5億kWで2020年目標を既

に達成している。生態環境部は石炭ボイラの撤去と北方地区のクリー

ン暖房化を進めているが、2018年のｸﾘｰﾝ暖房化率は46％で12都市が

新たに増えて計35都市でクリーン化を達成、480万戸で石炭からガス

への燃料転換を実施した。

URL https://www china5e com/news/news-1050166-1 html

1

中国、2018年の一次エネルギー

消費に占める石炭比率は初めて

60％を下回る

中国

出所

中国、2018年の電力消費量、前

年比8.5％の伸び、2012年以来最

高を記録

江蘇省の大型海上風力発電プロ

ジェクト（670万kW）が着工

新華社

海外ゴミの輸入半減、摘発が大幅

増

中国、2018年の原炭生産量は

35.5億トン、前年比5.2％の増

2

3

4

5
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中国 中国能源網 2019-1-24

国家発改委は1月22日、第13次5ヵ年計画の石炭と鉄鋼産業の過剰生産

能力削減目標を既に達成し、さらに供給の質の向上に向けた作業を進

めている、と明らかにした。

13･5計画では2015年時点の粗鋼生産能力11.3億ﾄﾝを1～1.5億ﾄﾝ削減

し、10億ﾄﾝ以内に抑え、設備利用率は70％から80％に引上げるとの

目標が定められていた。中国鉄鋼協会によると、2018年末までに鉄鋼

産業の過剰生産能力の削減は既に目標を達成し、企業収益は好転して

いると発表している。また粗悪な「地条鋼」1.4億ﾄﾝが徹底的に排除さ

れ市場の浄化も進んだ。このような状況の中、一部企業は生産拡張を

進め、生産量は引き続き拡大を続けている。2018年の粗鋼生産量は前

年比6.6％増と増大しており、供給側構造改革の任務は未だ完了してい

ない。

URL https://www.china5e.com/news/news-1050441-1.html

中国 中国能源網 2019-1-29

国家能源局は1月28日、2018年の再生可能エネの運用状況を発表し

た。2018年末の再エネ設備量は合計7.28億kWで、前年比12％の増と

なった。電源別では、水力は3.52億kW、新規設備量は854万kWで前

年比2.5％の増。風力は1.84億kW、新規設備量2059万kW、前年比

12.4％の増、太陽光は1.74億kW（集中式12384万kW、分散式5061

万kW）、新規設備量4426万kW、前年比34％の増、ﾊﾞｲｵﾏｽは1781万

kW、新規設備量305万kW、前年比20.7％の増であった。

2018年の再エネ電力量は1.87兆kWhで、前年比1700億kWhの増

で、全発電電力量に占める比率は26.7％で前年比0.2ﾎﾟｲﾝﾄ増加した。

電源別では、水力は12329億kWh、前年比3.2％の増。風力は3660億

kWh、前年比20％の増、太陽光は1775億kWh、前年比50％の増、ﾊﾞ

ｲｵﾏｽは906億kWh、前年比14％の増であった。

棄電量では、棄水電力量691億kWhで、全国平均利用率は95％に達

した。棄風電力量は277億kWhで棄風率は7％、棄光電力量は54.9億

kWhで棄光率は3％と何れも前年を下回った。

URL https://www china5e com/news/news-1050750-1 html

2019-2-1

北京市商務局は1月30日、省ｴﾈﾙｷﾞｰ･ｴｺ家電・製品の購入に2月1日か

ら補助金を支給すると発表した。1台当たりの補助額は販売価格の8～

20％相当で、最大800元を支給する。国家発改委、工業情報省、商務

省など政府10部門が1月29日に発表した、自動車や家電への補助金交

付を盛り込んだ消費刺激策を受けて、北京市政府が政策として具体化

したもの。補助金支給の実施期間は3年間。

URL https://www.nna.jp/news/show/1864708

2019-2-1

中国国内の新ｴﾈﾙｷﾞｰ車（NEV)産業は既に生産額1千億元規模に拡大

し、2017年の生産・販売台数は80万台に達し2018年は100万台を突

破している。中国製造2025の中核とされるNEV産業は緩やかな成長か

ら急速な成長へ、量から質への飛躍する段階にある。さらに2020年以

降は補助金終了後の独立採算の時代を向かえ、熾烈な競争の時代へと

突入するとした。

URL http://jp.xinhuanet.com/2019-02/01/c 137791639.htm

2019-1-30

インドで再生可能エネルギー事業を手掛ける企業の間で、政府への失

望感が広がっている。実施済みの入札が取り消される事例が相次いで

いることが理由。入札取り消しの背景には、できるだけ有利な条件で

電力を調達したい政府の思惑がある。再生エネ発電による電力価格は

2017年に底を打ち、最安値は太陽光が1キロワット時（kWh）2.44ル

ピー（約3.8円）、風力が同2.43ルピーとなっている。その後は上昇

傾向にあるが、政府は同3ルピーを上限に設定しているとみられる。過

去1年間に中央、州の両方で出力の合計が700万キロワット（kW）近

い太陽光発電事業の入札が取り消された。専門家は相次ぐ入札の取り

消しについて、電力購入契約（PPA）の信頼を損なっていると指摘す

る。

URL https://global factiva com/ha/default aspx?mod=SavedSearch SelectSearch# /!?& suid=

154899608171808708822185030833

中国
中国、新ｴﾈ車産業、熾烈な競争の

時代へ

新華社

中国

中国、2018年、総発電電力量に

占める再エネ比率、26.7％、前年

比0.2％の増

北京市、省エネ家電に最大800元

の補助金

第13次ヵ年計画の鉄鋼・石炭産業

の過剰生産能力削減目標を達成－

発改委

NNA ASIA

NNA ASIAインド
再エネ業界、入札取消で政府に失

望感
10

6

7

8

9
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2019-1-31

インド政府は、電気自動車（ＥＶ）の輸入関税率を引き下げた。国内

でノックダウン生産することが前提で、具体的な税率は完全ノックダ

ウン（ＣＫＤ）方式が10％、セミノックダウン（ＳＫＤ）方式が15％

となる。ノックダウン生産を前提に政府がEVの関税率を設定したのは

初めて。従来は部品ごとに15～30％の関税が課されていた。完成車の

税率は25％に据え置かれた。関税率の引き下げは、来月の公表が見込

まれるEVの普及促進に向けた広範な政策の一部とみられている。

URL https://www nna jp/news/show/1864147

2019-2-1

2019年2月、Goyal財務相は2019年の暫定予算発表の中で、再エネと

電気自動車に重点投資し、エネルギー輸入依存度を低減させ、エネル

ギーセキュリティを強化していく考えを強調した。なお、詳細な政策

については、言及しなかった。

URL https://economictimes indiatimes com/industry/energy/power/budget-emphasises-

on-renewables-evs-for-indias-energy-security/printarticle/67797090 cms

2019-2-4

インド南部ケララ州政府は、2022年までに州内の電気自動車（ＥＶ）

を100万台にする方針。同州のイサク財務相が１月31日に行った

19/20年度（19年４月～20年３月）予算のスピーチで正式に発表し

た。個人ドライバーを対象とした道路税の払い戻しや、総額１億

2,000万ルピー（約１億8,000万円）の基金創設などの促進策を実施す

る。19年は基金から１万台に補助金を支給する。公共バスを運営する

ケララ州道路輸送公社（ＫＳＲＴＣ）は、車両を段階的に電気バスに

切り替えていく。ティルバナンタプラム市を重点地区に位置付け、同

市を電気バスのみ運行するインド初の都市にする。

URL https://www nna jp/news/show/1865121

2019-2-8

インドの内閣経済問題委員会（CCEA）は6日、公営企業（PSU）を対

象にした新・再生可能エネルギー省（MNRE）の太陽光発電導入事業

を承認した。中央政府部門のPSUに、合わせて12GW相当の発電設備

を導入する。同事業の総投資額は約4,800億ルピー（約7,380億円）。

政府が858億ルピーを実現性補（ほてん）制度（VGF）から拠出する

予定。事業期間は、2019/20年度（19年4月～20年3月）から4年間。

事業に参加するPSUは、MNREが定めた要件を満たす国内生産された

太陽電池とモジュールを調達することが義務付けられる。

URL https://global factiva com/ha/default aspx?mod=SavedSearch SelectSearch# /!?& suid=

155003424168506167014448396626

2019-2-15

インド政府は15日、火力発電所の大気汚染対策と電気自動車（ＥＶ）

向けのインフラ開発を促進するため、合わせて8,850億ルピー（約１

兆3,700億円）規模のインセンティブを導入する方針を示した。

URL https://af reuters com/article/commoditiesNews/idAFFWN20A0V7

2019-2-20

インド政府は15日、火力発電所の大気汚染対策と電気自動車（ＥＶ）

向けのインフラ開発を促進するため、合わせて8,850億ルピー（約１

兆3,700億円）規模のインセンティブを導入する方針を示した。イン

センティブの内訳は、火力発電所の硫黄排出量の削減に8,350億ル

ピー、EVインフラ開発事業に500億ルピーを充てる計画。EVインフラ

については、2025年までの5年間に70都市での整備を目指す。

URL https://www nna jp/news/show/1870516

インド
EVの関税、ノックダウン生産で

10~15%に
NNA ASIA

Reuters
インド政府、大気汚染対策とEV

インフラ開発に8,850億ルピー
インド

11
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15

16 インド
火力発電所大気汚染対策などに

8,850億ルピー、政府方針
NNA Asia

NNA Asia
2022年にEV100万台、ケララ州

が目標設定

NNA Asia

2019年予算、エネルギーセキュ

リティ強化に向け、再エネとEV
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2019-1-28

1月24日、タイの国家エネルギー政策委員会（NEPC、委員長：プラ

ユット首相）は新たな電力開発計画（PDP、2018～37年）を承認し

た。総電源容量は、前回策定した15～36年のPDPから10％増の7,721

万キロワット（kW）を目指す。再生可能エネルギーの電源構成比率を

高めるために民間投資を促す一方、前回の計画に盛り込まれていた原

子力発電を除外。石炭火力の比率も下げ、「脱原発」「脱石炭」の流

れが強まった。

NEPCによると、タイの17年の電源容量は4,609万kW。このうち18

～37年に2,531万kW分が停止する一方、5,643万kW分を新たに追加

するため、総電源容量は7,721万kWになる。電源構成は、天然ガスが

53％、非化石燃料が35％（内訳は再生可能エネルギーが20％、水力の

輸入電力が9％など）、石炭が12％。

18～37年に追加する電源は、再生可能エネルギー（2,077万kW＝

全体の37％）やコンバインドサイクル発電（1,316万kW＝同23％）

が中心。前回のPDPで739万kWの追加を計画していた石炭火力は、

76％減の174万kWと大幅に削減。また前回のPDPで総電源容量の5％

を占めていた原子力発電は、新たなPDPで除外された。

URL https://www nna jp/news/show/1862401

2019-2-7

タイのプラユット首相は５日、大気汚染対策の一環として、汚染物質

を排出した工場600軒に一時操業停止を命じたと明らかにした。排出

量を削減するまで操業再開を許可しない方針。

当局が工場10万軒を検査した結果、1,700軒で問題が見つかり、そ

のうち600軒に一時操業停止を命じた。今後も必要に応じて汚染物質

を排出する工場に対しては、操業停止を命じていく考え。

URL https://www nna jp/news/show/1866275

2019-2-8

タイ商工会議所大学（ＵＴＣＣ）の経済ビジネス予測センター（ＣＥ

ＢＦ）は、問題が３カ月にわたって長引いた場合、200億～400億バー

ツ（約700億～1,400億円）の経済損失が発生するとの試算を発表し

た。

ＣＥＢＦは当初、大気汚染の経済損失額を１カ月当たり80億～100

億バーツとしていたが、学校が２日間休校になったことで国民の不安

が拡大したとして100億～150億バーツに引き上げた。

URL https://www nna jp/news/show/1866791

2019-2-11

タイ工業省傘下の工業製品規格事務局（ＴＩＳＩ）は、バイクに欧州

排ガス規制「ユーロ４」への対応を義務付ける新法を年内に施行する

見通し。

新法はソムチャイ工業相代行（工業副大臣）が承認済み。国内のバイ

クメーカーに対し、今後7カ月程度での対応を求める。

現行法ではガソリンエンジンのバイクにのみ「ユーロ3」への対応を義

務付けているが、新法では、ディーゼルやハイブリッドを含めたエン

ジン全種のバイクに「ユーロ4」への対応を義務付ける。これにより、

バイクから排出される大気汚染物質は50％削減できるという。

URL https://www nna jp/news/show/1867226

2019-2-14

タイ工業省工業経済事務局（ＯＩＥ）が2021年末までに欧州排ガス規

制「ユーロ５」への対応を完了させるよう自動車の製造・販売会社に

指示したことを受け、メーカー９社が政府の要請に応じる方針を示し

た。

政府の要請に応じたのは、トヨタ自動車、ＢＭＷ、ゼネラル・モー

ターズ（ＧＭ）、いすゞ自動車、マツダ、メルセデス・ベンツ、三菱

自動車、ＭＧ（名爵）、スズキの９社。当初、ユーロ５への対応期限

は国家環境委員会（ＮＥＢ）により23年末に設定されていた。

URL https://www nna jp/news/show/1868889
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2019-2-15

タイのエネルギー省は、2023年末までに軽油の欧州排ガス規制「ユー

ロ５」への全面的な対応を完了させることを決定した。大気中に放出

される粉じんの削減が目的で、国家環境委員会（ＮＥＢ）の計画に

沿った措置。これまで期限としていた25年末から前倒しした。

URL https://www nna jp/news/show/1869314

2019-1-29

ベトナム商工省は、風力発電の開発と風力発電の電力売買契約につい

て規定した通達２号（02／2019／ＴＴ―ＢＴＣ）を公布した。２月

28日に施行。

通達によると、風力発電の開発は電力開発計画に従って実施され

る。計画に記載されていない風力発電案件は、権限機関が審査し承認

を得た後に計画に追加される。各レベルの電力開発計画と省レベルの

風力発電開発計画ですでに承認されている案件については、計画法第

59条の規定に従って実施する。

通達は、風力発電案件の「運転スケジュール」についても規定して

いる。開発段階ごとの発電規模は、承認された計画を順守しなければ

ならない。運転スケジュールが計画から６カ月以上ずれる場合、また

は計画の開発段階を変更する場合は、権限機関に報告して再承認を受

ける必要がある。2011～20年の省レベル風力発電開発計画のリストで

承認された案件を実施する場合、省人民委員会は電力システム運営者

に風力発電の接続計画を伝達しなければならない。

URL https://www nna jp/news/show/1862825

インドネシア
国際自然保護連合、パーム油は親

環境と調査結果を発表
2019-2-12

国際自然保護連合（ＩＵＣＮ、本部スイス）は、パーム油１トンの生

産に必要なアブラヤシの栽培面積は、同じ量の植物油を生産する場

合、菜種やヒマワリなど他の植物の栽培面積よりも少なくてすむた

め、パーム油は世界で最も生産効率のよい植物油であると結論付け

た。

インドネシア政府は、調査結果が欧州連合（ＥＵ）のパーム油規制

の転換に一役買うことを期待している。インドネシア・パーム油業界

連盟（ＧＡＰＫＩ）のジョコ会長は「ＩＵＣＮの調査結果を基に、Ｅ

Ｕとの交渉を継続したい」と述べた。

ＥＵは、パーム油の原料であるアブラヤシの栽培は森林破壊の元凶

であり、世界の生物多様性を脅かしているとして、21年からパーム油

由来のバイオ燃料の使用を段階的に禁止する方針を示している。

URL https://www nna jp/news/show/1867215

ベトナム
商工省、風力発電の開発に関する

通達公布
NNA Asia

NNA Asia
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10.1.2 主要な出来事 

①中国 

生態環境部は、2018年の一次エネルギー消費に占める石炭比率が初めて60%を下回った

と発表。温室効果ガスと大気汚染削減対策として、非化石エネ拡大と石炭から天然ガスへ

の燃料転換を押し進めたことによるもので、2019年に一次エネ消費に占める石炭比率を

58.5%に抑えるという政府目標の達成にも自信を示している。 
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 一方、国家能源局は、2018年の電力消費量は前年比8.5%増と、2012年以来の高い伸びを

記録したと発表。国内の石炭消費の6割は電力による消費と言われており、電力需要の伸び

に伴って石炭火力の稼働率が上昇し、石炭は生産量、輸入量、消費量ともに前年より拡大

した。一次エネ消費に占める石炭比率の低下は、エネ消費が大きく拡大する中、石炭消費

の伸び率が相対的に低かったことによる。 

 また、国家能源局は2018年の再エネの運用状況を発表。2018年末の再エネ設備量は7.28

億kW、前年比12%増となった。うち、風力は2,059万kW増の1.84億kW、太陽光は4,426万

kW増の1.74億kWと、風力、太陽光とも大きな伸びを記録した。また、再エネ電力量は1,700

億kWh増の1.87兆kWhで、総発電電力量に占める再エネ比率は26.7%、前年比0.2%増とな

った。再エネ電力を送電できずに棄ててしまう「棄水・棄風・棄光」は送電線の整備等に

よって大幅に改善され、棄電量は前年を下回った。 

 

②インド 

2019年1月、政府は電気自動車の輸入関税率を引き下げた。国内でノックダウン生産する

ことが前提で、具体的な税率は完全ノックダウン方式が10%、セミノックダウン方式が15%

となる。従来は部品ごとに15〜30%の関税が課されていた。完成車の税率は25%に据え置

かれた。関税率の引き下げは、近く公表が見込まれるEVの普及促進に向けた広範な政策の

一部とみられている。 

2019年2月、Goyal財務相は2019年の暫定予算発表の中で、インドのエネルギー輸入依存

度を低減させるため、再エネと電気自動車に重点投資し、エネルギーセキュリティを強化

していく考えを強調した。また政府は、大気汚染対策などに8,850億ルピー(約1兆3,700億円)

規模のインセンティブを導入する方針を示した。インセンティブの内訳は、火力発電所の

硫黄排出量の削減に8,350億ルピー、ＥＶインフラ開発事業に500億ルピーを充てる。ＥＶ

インフラについては、2025年までの5年間に70都市での整備を目指す。 

2019年2月、インド南部ケララ州政府は、2022年までに州内の電気自動車を100万台にす

る方針を示した。個人を対象とした道路税の払い戻しや、総額1億2,000万ルピーの基金創
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設など普及促進策を導入する。ティルバナンタプラム市を重点地区に位置付け、同市を電

気バスのみ運行するインド初の都市にする。 

 

③ASEAN 

(タイ) 

2019年1月、タイの国家エネルギー政策委員会(NEPC、委員長：プラユット首相)は新た

な電力開発計画(PDP、2018〜37年)を承認した。総電源容量は、前回策定した15〜36年の

PDPから10%増の7,721万kW。電源構成は、天然ガスが53%、非化石燃料が35%(内訳は再

エネが20%、水力の輸入電力が9%など)、石炭が12%。18〜37年に追加する電源は、再エネ

(2,077万kW＝全体の37%)やコンバインドサイクル発電(1,316万kW＝同23%)が中心。前回

のPDPで739万kWの追加を計画していた石炭火力は、76%減の174万kWと大幅に削減。ま

た前回のPDPで総電源容量の5%を占めていた原子力発電は、新たなPDPで除外された。 

 

(ベトナム) 

2019年1月、ベトナム商工省は、風力発電の開発と風力発電の電力売買契約について規定

した通達2号(02／2019／TT-BTC)を公布(2019年2月28日施行予定)。風力発電の開発は電力

開発計画に従って実施され、計画に記載されていない風力発電案件は、権限機関が審査し

承認を得た後に計画に追加される。 

 

10.1.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

①中国 

今月の中国地球温暖化政策については、中国の全国ETSに関する動きが生態環境省の組

織改編後さらに加速している。1月に中国の生態環境省は、全国の排出権取引計画に備えて

8つの主要産業(石油化学、化学、建材、鉄鋼、非鉄金属、製紙、発電、航空部門)における

年間26,000tCO2e以上を排出する企業に3月31日までに2018年の炭素排出量を報告するよ

うに命令した。この指令は、中国政府が依然としてこれら8つのセクターすべてにキャップ
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アンドトレードプログラムを導入することを計画していることを示した。一方、中国政府

は火力発電が6%増加し、2018年に温室効果ガス排出量が3年ぶりに増加した可能性がある

と示唆した。 

中国の地方パイロットETSの対象企業が時間とともにより正確なCO2データを報告する

ようになっていることが調査により判明した。調査は米国大学MITが主導したもので、調

査によると北京では、企業によって報告された排出量データと独立検証機関によって報告

された数値の間の食い違いが2012年の17%から2015年の4%に減少した。湖北省では、2014

年には6%であったが翌年には5%に減少した。その原因について「北京のETSで規制されて

いる企業による報告ミスの数は、会社の担当者がこのプロセスに慣れてきたため、この間

にほぼ半分になった」と調査担当者が分析した。中国全国ETSの遅れにはデータの信頼性

が最大の要因の1つと報道されているだけにデータの改善は国家ETSの構築にとってよい

方向性を示した。 

 

②インド 

インドエネルギー研究所(TERI)とClimate Policy Initiative Energy Finance は、再生可

能エネルギーに関する報告書を、World Sustainable Development Summitで公表した。

2030年までに再エネルギー発電量の割合を30%(風力・太陽光)にできるが、さらに水力と原

子力を併せると45%のゼロカーボン発電を達成することができる。TERIおよびCPI 

(Climate Policy Initiative) は、太陽光やバッテリーの大幅なコスト低下を見込んでいる。

再生可能エネルギーの高いシナリオで必要とされる投資は年間1.65〜1.75兆ルピーである

とファイナンスの重要性を指摘した。 
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表 10-1 Levelized Cost of Electricity and System Tariff 

 

(出典)：TERI “Exploring Electricity Supply-Mix Scenarios to 2030” (2019) 

 

図 10-2 2030 supply and demand for daily balancing  

 

(出典)：Climate Policy Initiative “Developing a roadmap to a flexible, low-carbon Indian 

electricity system: interim findings” (2019) 

 

③ ASEAN 

(タイ) 

国家エネルギー政策委員会は1月24日の会合で、エネルギー省が提案した2018年版の長期

電源開発計画(PDP2018、2018〜2037年)を承認した。新たに導入する電力の内訳は、再生

可能エネルギーが2万766MW、コンバインドサイクル発電プラントが1万3,156MWであり、

再生可能エネルギーの電力うち、太陽光発電が1万MWである。前回の計画に盛り込まれて
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いた原子力を除外、石炭火力の比率を引き下げた。2037年における天然ガスの比率は53%

となり、再エネは20%、石炭は12%、外国の水力発電所からの電力購入は9%などとなる。 

タイ発電公社(EGAT)は、バンパコン発電所が2月2日からパーム粗油を燃料に用いた商業

運転を開始したと発表した。EGATはパーム油原料のアブラヤシの価格下落対策の一環とし

て、同発電所の燃料にパーム粗油を6か月間使用する。シリ・エネルギー相は、同発電所が

今後6か月間で燃料にパーム粗油と天然ガスをそれぞれ5割使用すると説明した。 

エネルギー省は、自動車の排ガスがバンコクの大気汚染を深刻化させる中で、B20の導入

を急ぐ方針を明らかにした。エネルギー省エネルギー事業局は、B20の給油所での販売を2

月に開始する計画を発表した。エネルギー省は、B20の販売増でパーム原油の消費量を増や

し、アブラヤシの価格を下支えする方針である。 

 

(インドネシア) 

国営電力PLNのソフィヤン・バシル社長は2月4日、全国の発電設備容量を3500万kW追

加する政府プログラムで、今年は402万3,000kW分が商業運転を開始する予定となっている

ことをあきらかにした。2018年までに計1,009万2,000kW分の商業運転が実現している。 

国営石油プルタミナは1月30日、2か所の製油所の改修を通じてパーム粗油を原材料とす

るB100を生産する協力合意をイタリアENIと結んだ。 

2018年9月のEVに関する法案によると、政府は、EVの輸入関税免除や奢侈税軽減、充電

ステーションの設置支援などを提供する。産業省金属・機械・輸送機器・電気機器局のハ

ルヤント局長は、CO2排出量が最も少ない車両は奢侈税をゼロにする見通しであること、完

成車の輸入関税の軽減により石油燃料の国内消費量を削減できること、電気自動車用リチ

ウム電池の国産化を後押しすることを表明した。 

 

(ベトナム) 

商工省は、風力発電の開発と風力発電の電力売買契約について規定した通達を公布した。

2月28日に施行される。 
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10.1.4 シナリオ分析・評価への影響 

中国では、1月22日、国家発展改革委員会が第13次5ヵ年計画の石炭と鉄鋼産業の過剰生

産能力削減目標を既に達成し、さらに供給の質の向上に向けた作業を進めている、と明ら

かにした。これは中国が目標達成に向けた着実な努力が成果につながっていることを示し

ており、シナリオ分析において重要な事実となる。 

インドでは、政府による投資が活発に行われている。政府は15日、火力発電所の大気汚

染対策と電気自動車(ＥＶ)向けのインフラ開発を促進するため、合わせて8,850億ルピー(約

1兆3,700億円)規模のインセンティブを導入する方針を示した。また、インドの内閣経済問

題委員会(CCEA)は、新・再生可能エネルギー省(MNRE)の太陽光発電導入事業へ、総投資

額約4,800億ルピー(約7,380億円)のうち、858億ルピー(約1,319億円)を拠出する予定である

と発表した。これらの政府の動向は今後も注目に値する。 
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10.2 中東 

10.2.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2019-1-29

サウジの再生可能エネルギープロジェクト開発室（Repdo）は国家

再生可能エネルギープログラム（NREP）の第2ラウンドの下で、7

件の太陽光発電（PV）事業についての関心の表明（EOI）を開発業

者に送るよう求めた。

開発業者は2月14日までに7つのプロジェクトについてEOIを提出す

るが、7件で合計の能力は1.51GWに及ぶ。

EOIの文書によると、Repdoは別々にあるいはグループでプロジェ

クトを慎重に入札にかける。7件のプロジェクトは以下の通り。

・マディーナ・ソーラーPV（IPP）：マディーナ州、能力は

50MW。ラフハー・ソーラーPV（IPP）：北部国境州、45MW。ク

レイヤットPV（IPP）：アル・ジャーフ州、200MW。アル・ファイ

サリーア・ソーラーPV（IPP）：マッカ州、600MW。ラビーグ・

ソーラーPV（IPP）：マッカ州、300MW。ジェッダ・ソーラーPV

（IPP）：マッカ州、300MW。マフド・アルザッハブ・ソーラーPV

（IPP）：マディーナ州、20MW。

Repdoの第2ラウンドのアドバイザーには、主担当及び財務顧問とし

て三井住友銀行（SMBC）、法律顧問に英国のDLA Piperとドイツの

Fichtnerが技術顧問に就いた。

サウジは最近その再生可能エネルギー目標を修正し、今ではクリー

ンエネルギーを2024年までに27.3GW、2030年までに58.7GW達成

することを目標としている。2024年の目標は20GWの太陽光発電、

2030年の目標には40GWの太陽光発電の導入が含まれる。

Repdoは合計能力の30%の開発を行う先陣に立ち、残りの70%を公

的投資基金（PIF）が開発を統括する。

URL https://www meedcom/exclusive-saudi-arabia-sets-target-renewables-

prequalification/

2019-1-30

原子力は気候変動への対応で重要な役割を果たしていると見られる

中で、サウジは再生可能エネルギーの導入に動いている。

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の昨年の報告書によると、

原子力の大幅な増加が2015年パリ協定で設定された目標の1.5度C以

下の上昇に地球温暖化を維持することを支援。

しかし、その目標達成には、専門家は世界が直ちに温室効果ガス削

減を始める必要があると指摘。世界原子力協会のアグネタ・ライシ

ング事務局長は、「IPCCのレポートは原子力エネルギーの必要を明

らかにした」と指摘。

サウジは原子力発電の開発について次世代型原子炉を含む野心的な

計画を発表した。ライシング氏は、「原子力は中東での将来のエネ

ルギー需要に対応するのに良く適している。地域のエネルギー需要

は近年急速に伸びており、今後も人口の多い大都市部の発展に伴

い、伸び続けることが予想される」と述べた。

昨年、サウジは国際原子力エネルギー機関を招き、統合原子力イン

フラのレビューを実施した。先週、そのレビューはリヤードのアブ

ダッラー国王原子力再生可能エネルギー都市（KACARE）のハリッ

ド・アル・スルターン総長に手渡された。

IAEAの事務次長で原子力エネルギー部長のミハイル・チューダコフ

氏は、「サウジは原子力のインフラの開発で重大な進展を遂げてい

る」と指摘し、「サウジは法の枠組みを確立し、プログラムの次の

ステップを支援する包括的な調査を実施した」と述べた。

サウジは国家行動計画を開発し、今月初めにIAEAとその計画を協議

する最初の会合をもった。

URL http://www arabnews com/node/1444166

出所

サウジは1.5GWの再生可能エネ

ルギープログラムをスタート

Arab News

MEED

2 サウジアラビア
気候変動に対してサウジの原子力

はどう役割を果たすか

1 サウジアラビア
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Arab News 2019-1-30

サウジは再生可能エネルギープログラムの第2フェーズをスタートさ

せた。報告書によると、総額15億ドル、7件のソーラープロジェク

トが含まれる。

合計の発電能力は22万6500世帯に電力を送るのに十分な発電能力

1.51GWとなる。サウジのエネルギー産業鉱物資源省の再生可能エ

ネルギープロジェクト開発室からの声明を発表した。同声明による

と、1月28日に発表された政府の国家産業発展物流プログラムで関

心の表明が最初になされた後、プロジェクトは2019年半ばまでに入

札にかけられる。

これらのプロジェクトは建設、運営及び補修の間に4500人の雇用創

出が期待される。

新しい再生可能エネルギープログラムは25GW以上の風力と太陽光

による発電を今後5年間に達成することが求められ、その次の10年

間には60GW近く、そのうち40GWはソーラーエネルギーにより発

電され、さらに16GWが陸上の風力発電によるとされる。

サウジアラビアは今後次の10年にかけて、200GW以上の再生可能エ

ネルギーによる発電能力を創造する狙いである。

URL http://www arabnews com/node/1444151/saudi-arabia

2019-2-6

サウジの再生可能エネルギープロジェクト開発室（Repdo）は次の

フェーズの再生可能エネルギー事業の開始目標を2019年半ばに設定

した。

再生可能エネルギープロジェクトに近い筋によると、顧客は次の

フェーズのプロジェクトについての関心の表明（EOI）を年央に発す

ることを検討。1月、Repdoは開発業者に7件の太陽光発電事業につ

いてのEOIを提出するよう求めた。これは国家再生可能エネルギープ

ログラムのフェーズ2に当たる。

開発業者は7件のソーラープロジェクト（合計能力1.51GW）につい

てのEOIを2月14日までに提出することが求められ、Repdoは2月末

までに資格審査依頼書（Request for Qualification）を発行予定。

消息筋によると、入札書類は事前資格審査が開始されて2カ月以内に

発行される。

Repdoは1月に12件のプロジェクト（合計3.1GW）を2019年に入札

にかける計画であると発表した。7件の事業の1.51GWに加えて、4

件の残りの太陽光発電事業、能力1.1GWと850MWの風力発電事業

が残されている。

URL https://www meedcom/exclusive-saudi-arabia-plans-timeline-next-renewables-

projects/

2019-2-18

サウジの新しい2030年までのクリーンエネルギー目標58.7GWは中

東で計画されているどれよりも大規模で、過去に見た光景（デジャ

ブ）の気持ちを想起させる。2013年に、サウジは54GWの再生可能

エネルギープログラムを立ち上げたが、たった一つのプロジェクト

も実施することなくその看板を降ろした。アブダッラー国王原子力

再生可能エネルギー都市（Ka-Care）の下での、過去の大規模な再

生可能エネルギーのプログラムの失敗以降、2016年に政府は再生可

能エネルギープロジェクト開発室（Repdo）をエネルギー産業鉱物

資源省のなかに置き、ビジョン2030で9.5GWのクリーンエネルギー

目標を設定した。

新しい58.7GWの目標はこれまでの目標である9.5GWよりも大幅な

増加であるが、その新しい能力の70%は公的投資ファンド（PIF）に

より開発され、Repdoが残りの30%を監督する。

Repdoのプロジェクトは独立型電力供給（IPP）のベースで競争入札

を経て開発され、PIFのプロジェクトについては国際的パートナーと

の直接交渉を通じて開発される。

URL https://www meedcom/riyadh-sets-stall-global-renewables-hub/

MEED

サウジアラビア
サウジは 15億ドルの再生エネル

ギープロジェクトを発表
3

サウジアラビア
サウジは再生可能エネルギープロ

ジェクトの期限を設定
4

5 サウジアラビア
サウジはグローバルな再生可能エ

ネルギーのハブを目指す
MEED
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2019-2-3

ドバイは将来のエネルギー供給の安全を拡大させる低炭素エネル

ギー源として水素を生産し使用する可能性を追求する計画を実行し

ている。

上級幹部は2月3日、セイフ・アル・ダールでの環境に優しい水素プ

ロジェクトに関して深堀を始めた。ムハンマド・ビン・ラシド・

ソーラーパークに位置し、プラントはソーラーパークで生産された

エネルギーを使用して電力の供給を受ける。それはドバイ水電力庁

（Dewa）、2020年ドバイ万博、Siemensの3者の間での民間公共

パートナーシップ（PPP）である。

AED5000万（1360万ドル）のプラントはMena地域ではその種類の

プロジェクトとしては初めてのことであり、2020年ドバイ万博のバ

ス等の公共交通機関の代替燃料、特に輸送用として、水素の生産を

行う予定である。

ドバイ・クリーンエネルギー戦略2050に基づいて、ドバイはそのク

リーンエネルギーによる発電を2020年までに7%、2030年までに

25%、2050年までに75%達成することを狙う。

URL https://gulfnews com/uae/dubais-first-solar-powered-hydrogen-plant-breaks-

ground-1 61848009

2019-2-4

ドバイ水電力庁（Dewa）はその新本社ビルの建設契約を再入札に

かけた。再入札の期日は4月14日。

Dewaは昨年建設の契約を入札にかけ、地場やインド、トルコ、

オーストリアの建設会社7社が応札した。

プロジェクトはアル・ジャダーフ地区のCultural Villageに位置し、

Dewaは床面積2万平方メートルのアル・シーラとして知られる本社

で、世界で最も高く、巨大でスマートなゼロ・エネルギーの政府ビ

ルとなる。

ビルは屋根に3500kw以上の電力を生産する太陽光パネル16500平

方メートルを設置する。また、追加の2000平方メートルの統合PVパ

ネルをもつビルが含まれる。ビルから生産される再生可能エネル

ギーの合計は年間5800MWh（メガワット時）以上となる。

URL https://www meedcom/dubai-retenders-electric ty-water-authority-headquarters/

2019-2-11

Dewaのサイード・ムハンマド・アル・タイエルCEOは、「水の供

給を増やすために、化石燃料の燃焼を行うことから分散化しようと

して、今年ドバイは最初のソーラーエネルギー使用の淡水化プラン

トを建設するために提携先を探す」と述べた。

同CEOは、「プラントは逆浸透膜技術を使用して、2024年までに、

1.2億ガロン/日の飲料用の水を生産する能力をもつ」とした。

タイエルCEOはドバイでの世界政府サミットにおいて、Dewaも現

状は約7憶ガロンの貯蔵水から、現在60億ガロンの貯水量をもつ貯

水を開発していると述べた。

URL https://gulfnews com/business/energy/dubai-plans-first-solar-powered-

desalination-plant-says-dewa-exec-at-wgs-1 1549889556114

2019-2-11

アブダビのEmirates Water & Electricity Co.（Ewec）はアブダビ

のアル・ダフラ地区での2GWの太陽光発電（PV）プラントの建設で

関心の表明（EOI）を提出するよう開発業者に依頼した。

開発業者は独立型発電プロジェクト（IPP）について3月5日までに

EOIを提出するよう招かれる。

プロジェクトは2GWのソーラー発電所建設について、長期的な電力

購入契約（PPA）の下での財務、建設、操業、補修の事業が含まれ

る。選定に至った開発業者は特別目的会社（SPV）をEwecとの提携

において形成する。開発業者のコンソーシアムはSPVの40%までを

所有する。

MEEDは昨年8月、アブダビはアル・ダフラ地区で主要な新しいソー

ラープロジェクトのための場所を確保するよう動いていると報じ

た。プロジェクトはアブダビの二番目の主要な太陽光発電スキーム

となる。

URL https://www meedcom/al-dhafra-solar-plant/

ドバイは最初のソーラーエネル

ギー使用の淡水化プラントを計画

（Gulf News, 2019.02.11）
8

9 UAE

Gulf News

Gulf News

MEED7 UAE

ドバイ水電力庁は新本社ビル（エ

ネルギー消費ゼロ）の建設を再入

札にかける

ドバイ初のソーラーエネルギーに

よる水素プラントが地面を揺らす
UAE6

アブダビは2GWのソーラープラ

ントの建設で開発業者にEOIを求

める

MEED

UAE
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2019-2-18

連邦国家審議会（FNC）は2月19日、UAE政府はクリーンエネル

ギー目標達成のために実業界とより密接に作業を行う必要があると

指摘した。

FNCのメンバーは、ソーラーや風力、水力などのゼロ廃棄物の再生

可能エネルギーからのクリーンエネルギーを規制する新たな法律を

提案する。

UAEは現在そのエネルギーの約98%をガスから引き出している。

FNCのエネルギー委員会により用意された報告書は、エネルギー省

はUAEでその部門を発展させるよう十分な仕事をしていないと指摘

した。また、省と民間部門間の協力の水準は「低い」とする。政府

のビジョン2021（将来発展するよう国家を支援する戦略を設定する

国家的アジェンダ）に沿って、UAEは2021年までにクリーンエネル

ギー源からエネルギーの27%を賄うとしている。

URL https://www thenational ae/uae/government/uae-renewable-energy-goals-on-the-

agenda-at-council-meeting-1 827254

2019-2-19

スハイル・マズルーウィーUAEエネルギー産業大臣は2月19日、連

邦国民評議会においてUAEが2021年までに電源構成の27%を非炭素

エネルギー源にするという目標を達成できないとの見通しを説明し

た。この目標は2016年に気候変動に関する国際的な取り組みの一環

として設定したもの。目標を達成できない理由としては、アブダビ

に建設中のバッラーカ原発の完成と稼動が遅れているためであると

指摘した。

URL https://www thenational ae/uae/uae-to-miss-2021-clean-energy-targets-due-to-

barakah-delays-1 827714

2019-1-30

カタル・フリー・ゾーンによれば、カタルは2024年までに電源構成

における太陽光発電の比率を20%とする。2020年までに太陽光発電

容量を500MWとし、2030年には10GWまで増加する.

URL https://qatarbusinessforum-jccme2019 com/presentation/

2019-1-31

カタル電力水公社QEWCとQPの合弁会社であるSiraj Energyによる

太陽光IPPプロジェクトに関し、2019年1月31日、予備審査通過者

が入札書類を受け取った。本プロジェクトの発電容量は500～

700MWで、建設予定地はドーハ西方のAl-Kharsaa。落札者は発電

所資産の40%を保有し、残り60%をカタル政府が保有する。

URL https://www meedcom/developers-inv ted-pick-documents-solar-ipp/

2019-2-3

上記Siraj Energyによる太陽光IPPプロジェクトの発電容量が

900MWに増加した。予備審査通過者が受け取った入札書類によれ

ば、発電容量は900MWで、第1フェーズでの最少発電容量は

350MWである。

URL https://www meedcom/exclusive-capacity-solar-project-increased/

2019-2-5

丸紅株式会社は、Oman Oil Facilities Development Company

（OOFDC）、Bahwan Renewable Energy Company

（Bahwan）、Modern Channel Services（MCS）と共に出資参画

している特別目的会社を通じ、アミン太陽光発電プロジェクトに関

わる売電契約を、オマーン石油開発会社（Petroleum

Development Oman（PDO、オマーン石油開発会社）と締結し

た。

今後、丸紅が50.1%、OOFDCが30%、Bahwanが10%、MCSが

9.9%出資する特別目的会社が、太陽光発電プラントを建設し、保

守・運転を担う。商業運転は2020年5月を予定し、発電電力をPDO

へ23年間に亘り売電する。また、本プロジェクトではプロジェク

ト・ファイナンスの組成を検討中。本プロジェクトはオマーンにお

ける初の大型太陽光発電事業であり、丸紅にとっては、2014年より

商業運転を開始している同国スール・ガス焚複合火力発電事業

（2,000MW）に続く2件目の発電事業となる

URL https://www marubeni com/jp/news/2019/release/00010 html

 太陽光IPPプロジェクトの入札

10 UAE
UAEの再生エネの目標が連邦国家

審議会でアジェンダに
The National

カタル
太陽光IPPプロジェクトの発電容

量増加
MEED14

15 オマーン アミン太陽光発電プロジェクト

MEED

丸紅

11 UAE

UAEは原発稼動の遅れに伴い、

2021年クリーン・エネルギー目

標を達成できない見通し

The National

カタル13

12 カタル 太陽光発電の目標容量

日本・

カタル・

ビジネス

フォーラム

（東京）
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2019-2-17

災害事等に必要とされる水を確保することを目的に、オマーン政府

のバックアップでMEDRC (Middle-East Desalination Research

Center)とResearch Council Omanが「淡水化装置コンテスト」を

開催するが、その登録締め切りが間近となった。これは、災害時な

どに個人で淡水化して飲料を確保する、デバイス開発コンペ で、デ

バイスとしては、

・低価格

・超小型(ハンディーサイズ)

・簡単に使え、簡単に持ち運べる

・短期的な使用

等が求められる。優勝賞金は70万ドルで、参加資格は個人、チー

ム、企業、団体、学校、国籍を問わない。登録締切は2019年2月28

日。

URL http://desalinationchallenge com/

2019-01-22

スリランカに本社を置くJlanka Technologiesは、同社初の在外ビジ

ネスとしてバハレーンにJLanka Internationalを設置する。そし

て、今後5年間でバハレーンの再生可能エネルギー分野に1000万ド

ルを投資する計画を発表した。同社はすでに、500以上の政府・学

校施設に太陽光パネルを設置する事業のコンサルタントにも任命さ

れている。

URL http://meconstructionnews.com/33042/jlanka-eyes-10mn-
investment-into-bahrain-renewable-energy-sector

2019-02-06

国際再生可能エネルギー機関（IRENA）が2019年1月に発表したレ

ポートによると、太陽光発電（PV）技術が現在湾岸では「最も競争

力のある発電の形式」である。レポートは、GCC諸国が「2020年代

初めまでに再生可能エネルギーによる発電能力を新規に7GW近く導

入すること」を計画していると指摘した。

再生可能エネルギーへの投資は中東全域で拡大している。地域の人

口の伸びと経済発展がエネルギー需要全体の増加につながった。世

銀によると、「中東での一次エネルギー需要は2035年まで年率

1.9%で伸び続ける」と予想されている。資源の豊富な諸国は国内の

消費を抑制し、石油・ガスの輸出を増やしたいと考え、資源の少な

い諸国は高価な燃料油の輸入を制限する方法を必要とする。中東は

特に、天然ガスと石油への依存度を高め、（石炭や原子力エネル

ギーは小さい役割だが）再生可能エネルギーが諸国のエネルギー

ミックスを分散化させる重要な機会を提供する。

サウジアラビアは再生可能エネルギーの開発を進めている。ビジョ

ン2030には再生可能エネルギーの部分が含まれ、NEOMの計画は再

生可能エネルギーに立脚している。直近では、サカカのソーラー発

電プロジェクトが進んでおり、ソーラー発電の費用を競争力のある

ものとする重要なステップとしてみられている。サウジは風力発電

の可能性についても踏み込もうとしている。

URL http://www arabnews com/node/1448021

2019-2-2

政府から議会に提出された2019-2020開発計画報告書によると、発

電所と海水淡水化プラントを操業するために必要な燃料補助金が、

クウェートの石油収入の10％に達したという。報告書はまた、そう

した状況では再生可能エネルギー・プロジェクトにもっと依存する

ことが要請されているとしている。クウェートのサバーフ首長も、

2030年までにクウェートが必要とするエネルギーの15％以上を再生

可能でクリーンなエネルギーで生産する目標を掲げている。

URL https://news kuwaittimes net/webs te/renewable-energy-necessary-to-lim t-

growing-reliance-on-fossil-fuel-report/

2019-2-17

クウェートの計画開発最高会議（SCPD）とクウェート科学研究所

（KISR）は共同でクウェート・エネルギー・アウトルックを発刊し

た。KISRのSamira Omar事務局長は、クウェート政府が15％以上

を再生可能エネルギーにするという目標達成に向けて対策を既に進

めていると述べ、エネルギー効率を上げるキャンペーンも進展して

いると語った。

URL https://www kuna net kw/ArticleDetails aspx?id=2778190

オマーン

ME

Construction

News

淡水化装置コンテストの開催

バハレーン

Jlanka Internationalはバハレー

ンの再生可能エネルギー分野に

1000万ドルを投資する計画

17

16

18

再生可能エネルギーは化石燃料へ

の依存を制限する上で必要：報告

書

19 クウェート

クウェートのSCPDとKISRがエネ

ルギーアウトルック・レポートを

発刊

中東で再生可能エネルギーが増加

基調

クウェート20

中東

Kuwait Times

MEDREC

KUNA

Arab News
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2019-1-29

クウェート国営石油会社（KNPC）は1GWのAl-Dibdah太陽光

（PV）プロジェクトの入札期限を1月29日から3月3日に延期した。

MEEDの調べでは、事前審査を通過した28のグループのうち、スペ

イン、レバノン、エジプト、中国などからなる8つのグループがサイ

ト訪問を行った。EPC＋F（設計・調達・建設・資金調達）を行う契

約で、地域や国際的なコントラクターをひきつけていた。

URL https://www meedcom/kuwa t-extends-deadline-solar-project/

クウェートがソーラー・プロジェ

クトの締め切りを延期
MEED21 クウェート

 

 

10.2.2 主要な出来事 

①サウジアラビア 

サウジアラビアの再生可能エネルギープロジェクト開発室(Repdo)は国家再生可能エネ

ルギープログラム(NREP)のフェーズ2の下で、7件の太陽光発電(PV)事業についての関心の

表明(EOI)を開発業者に送るよう求めた。開発業者は2月14日までに7つのプロジェクトにつ

いてEOIを提出するが、マッカ州でのアル・ファイサリーア・ソーラーPV(IPP)(能力：

600MW)など7件で合計の能力は1.51GWに及ぶ。EOIの文書によると、Repdoは別々にある

いはグループでプロジェクトを慎重に入札にかける。Repdoのフェーズ2のアドバイザーに

は、主担当及び財務顧問として三井住友銀行(SMBC)、法律顧問に英国のDLA Piperとドイ

ツのFichtnerが技術顧問に就いた。 

サウジは最近その再生可能エネルギー目標を修正し、今ではクリーンエネルギーを2024

年までに27.3GW、2030年までに58.7GW達成することを目標としている。2024年の目標は

20GWの太陽光発電、2030年の目標には40GWの太陽光発電の導入が含まれる。Repdoは合

計能力の30%の開発を行う先陣に立ち、残りの70%を公的投資基金(PIF)が開発を統括する。

Repdoのプロジェクトは独立型電力供給(IPP)のベースで競争入札を経て開発され、PIFの

プロジェクトについては国際的パートナーとの直接交渉を通じて開発される。 

なお、スケジュールとして、Repdoはフェーズ2の再生可能エネルギー事業の開始目標を

2019年半ばに設定した。開発業者は7件のソーラープロジェクト(合計能力1.51GW)につい

てのEOIを2月14日までに提出することが求められ、Repdoは2月末までに資格審査依頼書

(Request for Qualification)を発行予定。消息筋によると、入札書類は事前資格審査が開始

されて2カ月以内に発行される。 
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Repdoは1月に12件のプロジェクト(合計3.1GW)を2019年に入札にかける計画であると

発表した。7件の事業の1.51GWに加えて、4件の残りの太陽光発電事業、能力1.1GWと

850MWの風力発電事業が残されている。 

 

②UAE 

アブダビのEmirates Water & Electricity Co.(Ewec)はアブダビのアル・ダフラ地区での

2GWの太陽光発電(PV)プラントの建設で関心の表明(EOI)を提出するよう開発業者に依頼

した。開発業者は独立型発電プロジェクト(IPP)について3月5日までにEOIを提出するよう

招かれる。プロジェクトは2GWのソーラー発電所建設について、長期的な電力購入契約

(PPA)の下での財務、建設、操業、補修の事業が含まれる。選定に至った開発業者は特別目

的会社(SPV)をEwecとの提携において形成する。開発業者のコンソーシアムはSPVの40%

までを所有する。 

アブダビは2017年2月、丸紅及び中国のJinko Solarにスウェイハンでの1,177MWの太陽

光発電プラントの開発を発注したが、今回の事業はこれに次ぐアブダビでの二番目の主要

な太陽光発電スキームとなる。 

スハイル・マズルーウィーUAEエネルギー産業大臣は2月19日、連邦国民評議会において

UAEが2021年までに電源構成の27%を非炭素エネルギー源にするという目標を達成できな

いとの見通しを説明した。この目標は2016年に気候変動に関する国際的な取り組みの一環

として設定したもの。目標を達成できない理由としては、アブダビに建設中のバッラーカ

原発の完成と稼動が遅れているためであると指摘した。 

 

③カタル 

カタル電力水公社QEWCとQPの合弁会社であるSiraj Energyによる太陽光IPPプロジェ

クトに関し、2019年1月31日、予備審査通過者が入札書類を受け取った。本プロジェクトの

発電容量は500～700MWで、建設予定地はドーハ西方のAl-Kharsaa。落札者は発電所資産

の40%を保有し、残り60%をカタル政府が保有する。 
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上記Siraj Energyによる太陽光IPPプロジェクトの発電容量が900MWに増加した。予備

審査通過者が受け取った入札書類によれば、発電容量は900MWで、第1フェーズでの最少

発電容量は350MWである。 

 

④オマーン 

丸紅は、Oman Oil Facilities Development Company(OOFDC)、Bahwan Renewable 

Energy Company(Bahwan)、Modern Channel Services(MCS)と共に出資参画している特

別目的会社を通じ、アミン太陽光発電プロジェクトに関わる売電契約を、オマーン石油開

発会社(Petroleum Development Oman(PDO、オマーン石油開発会社)と締結した。 

今後、丸紅が50.1%、OOFDCが30%、Bahwanが10%、MCSが9.9%出資する特別目的会

社が、太陽光発電プラントを建設し、保守・運転を担う。商業運転は2020年5月を予定し、

発電電力をPDOへ23年間に亘り売電する。また、本プロジェクトではプロジェクト・ファ

イナンスの組成を検討中。本プロジェクトはオマーンにおける初の大型太陽光発電事業で

あり、丸紅にとっては、2014年より商業運転を開始している同国スール・ガス焚複合火力

発電事業(2,000MW)に続く2件目の発電事業となる。 

 

10.2.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

 再生可能エネルギープロジェクトについて、前進と後退の両方の動きが見られた。 

①サウジアラビア 

サウジアラビアは、再生可能エネルギープログラムの第2期を開始し、合計で1.5GWの7

つの太陽光プロジェクトについて、1月28日、関心表明(EOI)を招請した。プロジェクトは

2019年半ばに入札が行われる。 

 

②UAE 

Suhail Al Mazroueiエネルギー・産業大臣は2月18日、連邦国民評議会で、2021年までに

非化石によるエネルギーを27%にする目標は達成できないと述べた。25%は原子力によると
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予定されていたが、Barakah発電所が2017年に稼働する予定が、2021年に遅れる可能性が

高い。UAEは2016年9月、2021年までにクリーンエネルギー24%の目標を設定したが、翌

月、27%に引き上げた。Al Mazrouei大臣は、太陽光への投資を妨げる要因として、電力価

格が7フィルス(2.1円)/kWhと低いことをあげた。 

その一方で、アブダビのEmirates Water & Electricity Co.(Ewec)は、アル・ダフラでの

2GWの太陽光プラントについて、関心表明(EOI)を求めた。 

Seih Al DahlのMohammad Bin Rashidソーラー・パークのGreen Hydrogen Projectの起

工式が2月3日行われた。このプロジェクトは、ドバイ電力・水当局(Dewa)、2020年ドバイ

万博およびジーメンスのPPP(官民連携)であり、MENA地域で最初のプロジェクトである。

この施設でつくられた水素は、再電力化、運輸、その他の産業用途で用いられる。このパ

イロットプロジェクトは2020年の万博までに操業されるよう計画されており、水素は、万

博のバスに用いられる。このプラントは、MBRソーラー・パークからの1.25MWと350L/

時の水を用いて水素を製造する。 

 

③クウェート・カタル 

クウェートでは、Al-Dibdahでの1GWの太陽光プロジェクトについて、入札期限が延期

され、カタルでは、Al-Kharsaaでの太陽光プロジェクトについて、入札予定の発電容量が

500〜700MWから900MWに増加した。 

 

10.2.4 シナリオ分析・評価への影響 

 サウジの再生可能エネルギープロジェクト開発室(Repdo)は国家再生可能エネルギープ

ログラム(NREP)の第2ラウンドの下で、1.51GWに及ぶ7件の太陽光発電(PV)事業について

の関心の表明(EOI)を開発業者に送るよう求めた。サウジは2030年の目標に40GWの太陽光

発電の導入が含まれており、再生可能エネルギーの普及に向けた動きが活発であり、注目

が必要である。 

UAEでは、2月19日、連邦国民評議会においてUAEが2021年までに電源構成の27%を非
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炭素エネルギー源にするという目標を達成できないとの見通しを説明した。目標を達成で

きない理由としては、アブダビに建設中のバッラーカ原発の完成と稼動が遅れているため

であると指摘した。この動きはシナリオ分析を行う上で認識しておくべき事項である。 
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第11章 定期報告書 2019年3月分 

11.1 アジア 

11.1.1 記事一覧 

番号 分野 ニュースヘッドライン 内容詳細・コメントなど

2019-2-13

中国は第13次5ヵ年計画における石炭火力発電超低排出・省エネ改造

の目標を2年前倒しで達成し、世界最大のｸﾘｰﾝ石炭火力発電供給体系

を構築した。中国は2014年以降、石炭火力の超低排出・省エネ改造プ

ロジェクトを推進。昨年第3四半期までに累計7億kWの設備で超低排

出改造を完了。これに新設設備を加えると超低排出設備は累計で7.5億

kW以上となった。また省エネ改造は合計で6.5億kWを完了。そのうち

13次5ヵ年計画期間中の改造目標は3.4億kWだが、既に3.5億kWで完

成し、目標を前倒しで達成した。

URL http://j people com cn/n3/2019/0213/c95952-9545915 html

中国 NNA ASIA 2019-2-18

中国最高人民検察院によると、2018年に全国で発生した環境破壊事件

による逮捕者は1万5095人にのぼり、前年比51.5％増加した。生態環

境省は地方政府が環境汚染対策を徹底するよう圧力を強めるなど、環

境保全に一段と力を入れており、環境問題の取締りで行政と検察当局

との連繋を強化する方針も示している。

URL https://www.nna.jp/news/show/1869963

中国 NNA ASIA 2019-2-20

中国国家能源局は18日、太陽光発電関連企業を召集して座談会を開

き、今年の太陽光発電への補助金政策の草案を示した。毎年補助金の

支給額を設定し、それを入札で分け合う方針が示された。補助金は透

明性向上のため、入札は中央政府が一括で管理し、年に一度だけ実施

する方針。また中央政府の補助金を受けない事業は、各地方政府が進

める石炭火力発電所と同水準の価格で電力を買い取ることとなる。

URL https://www.nna.jp/news/show/1870997

中国 NNA ASIA 2019-2-22

北京市政府は20日、環境汚染の改善に向けた2019年の行動計画を発表

した。自動車など「移動型発生源」からの大気汚染の軽減に引き続き

注力するほか、飲料水の安全性確保に向けた取り組みを進める。具体

的には、排ガス基準に満たないﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車の淘汰を進め、新ｴﾈ車の普

及を推進する。また石油化学・印刷塗装など大気汚染リスクの高い重

点業種への取締りを強化。一般製造業と汚染企業を対象に3000社を市

内から排除する方針を占めした。

URL https://www.nna.jp/news/show/1872342

中国 NNA ASIA 2019-2-25

中国商務部は22日、廃車の回収･再利用について定めた「廃車回収管

理弁法」の修正案について説明会を開催した。改訂版では、回収業者

への環境保護対策の要求を強めていることが特徴。同時に部品の再利

用を認め、ｵｰﾅｰの廃車意欲を促して新車への買い替え需要を引き出す

効果を狙っている。中国の自動車保有台数は2億4000万台規模で、将

来的に廃車処分される車両も膨大な数に上る。消費者が廃車が必要な

車両を必要なタイミングで廃車するようにしていけば、新車消費や中

古車消費を喚起できるとしている。

URL https://www.nna.jp/news/show/1872926
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中国 中国能源網 2019-3-1

中国国家統計局は28日、「2018年国民経済と社会発展統計」を発表。

全国のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量は標準炭換算46.4億ﾄﾝで、前年比3.3％の増で

あった。このうち石炭比率は59％で前年比1.4％減少、天然ｶﾞｽ・水

力・原子力・風力等ｸﾘｰﾝｴﾈの消費量は22.1％で、前年比1.3％の増と

なった。

ｴﾈﾙｷﾞｰ源別に見ると、石炭消費量は前年比1％の増、原油消費量は

6.6％増、天然ｶﾞｽ消費量は17.7％増、電力消費量は8.5％であった。

また全国の石炭生産量は36.8億ﾄﾝで前年比4.5％の増、石炭輸入量

は28123万ﾄﾝで3.9％の増となった。

URL https://www china5e com/news/news-1052724-1 html

中国 2019-3-7

生態環境部、大気環境局の劉局長は5日、華北エリアでの大気汚染の

原因をほぼ解明したと述べた。今回の研究報告は、2000人以上の専門

家が2年に亘って、地上･空・宇宙からの観測ﾈｯﾄﾜｰｸを利用して総合的

に研究を行った。報告書によると、華北エリア（北京･天津･河北省及

び周辺地域）の大気重汚染の主な原因は環境容量を遥かに超えた汚染

物質の排出にあるとしている。同エリアには鉄鋼、ｺｰｸｽ、ｶﾞﾗｽ、石油

化学、化学工業が集中し、地域の偏った産業構造や石炭を中心とする

エネルギー構造、道路を中心とする交通輸送構造によって、単位国土

面積当たりの石炭消費量は全国平均の4倍に達している。さらに鉄鋼、

ｺｰｸｽ、ｶﾞﾗｽ、製薬原料などの生産量は全国の40％を占めており、大口

の物資輸送の80％がﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾄﾗｯｸに依存している点が指摘されてい

る。また研究では、秋から冬にかけての暖房時期にはPM2.5の月平均

排出量が暖房期以外の1.5倍～4倍に達しており、暖房需要による分散

的な石炭消費量が大きい都市の汚染は深刻だと分析している。

劉局長は「北京･天津・河北及び周辺地域には高ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量・高

排出量の企業が密集しており、風が吹かないと煙霧という重汚染が発

生する。汚染物質排出量が大気環境許容量を大きく上回っており、環

境汚染の改善にはこれらの構造改革が不可欠となっている」と述べ

た。

URL http://j people com cn/n3/2019/0307/c95952-9553573 html

2019-3-10

全人代での記者会見で財政部長は7日、今年の大気汚染対策に向けた中

央政府の予算は250億元と発表した。昨年予算の200億元から25％の

増額となっており、さらに水質汚染防止と土壌汚染防止等の予算を合

算すると、環境対策予算は600億元に達すると述べた。

URL https://www china5e com/news/news-1053213-1 html

2019-3-7

中国の李環境相は11日、「汚染防止の戦いは現在の強度を維持する」

として、景気減速に配慮して取り締まりの手を緩める考えはないこと

を強調した。「画一的で粗暴な取締りによって地方経済が影響を受け

るケースと、景気低迷で地方政府の取締りが緩むケースが一部で見ら

れるが、生態環境省はどちらも断固として反対であり、発見したら厳

しく処分する」と述べた。

一方で、画一的な取締りが経済に打撃を与えることは避けたい考え

で、「地方政府は企業と話し合い、企業が汚染対策に必要な時間を3ヶ

月でも半年でも与えるべき」という考えを示した。

URL https://www nna jp/news/show/1879026

人民網
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2019-3-11

政治協商会議で、交通分野、船舶と輸送ﾄﾗｯｸでのLNG利用の拡大に向

けて、LNGｻﾃﾗｲﾄ基地の建設の推進が提言された。一般的にﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾄ

ﾗｯｸの汚染物質の排出量は小型車量数百台分に相当する。また燃料油を

使用した船舶による汚染物質の排出量は小型車両1万台分に相当する。

さらに船舶による汚染物質の排出は河川・湖沼の生態環境を悪化させ

ている。これらの環境汚染の解消に向けて、交通領域での天然ｶﾞｽ利用

の拡大が求められている。交通分野での「油からｶﾞｽへの燃料転換」の

拡大のためにはLNG供給基地、ｻﾃﾗｲﾄ基地の建設が不可欠であり、国家

財政による巨額資金の投入により、交通領域でのLNG利用の拡大を図

るべきとした。

URL https://www china5e com/news/news-1053369-1 html

2019-2-21

インド政府は19日、屋根設置型の太陽光発電設備普及事業の第２期の

実施を承認した。総額1,181億4,000万ルピー（約1,800億円）の補助

金を交付するのが柱で、2022年までに国内の総出力を4,000万キロ

ワット（ｋＷ）に引き上げる。 事業は「グリッド・コネクテッド・

ルーフトップ・ソーラー・プログラム」と呼ばれ、第2期では住宅への

発電設備の設置と配電各社が補助金の対象となる。発電設備の設置に

対する補助金の比率は出力で決められ、3kWまでは40％、3kWから

10kWの場合は20％となる。

URL https://www nna jp/news/show/1871834

2019-2-27

インド政府が近く公表予定のエコカー購入支援制度「電気自動車

（EV）生産・普及促進（FAME）インディア」の第2期では、タクシー

とバスのEV化にも重点が置かれるもよう。FAME第2期では、4~5年の

事業期間に1,000億ルピー（約1,560億円）の予算が充てられる見通

し。EVタクシー購入の際の補助金は車両価格の最大18％とし、現行の

10％から引き上げる方針。補助金の額はバッテリー容量によって異な

り、1キロワット時（kWh）当たり1万ルピーが支給される。

URL https://www nna jp/news/show/1874034

2019-3-12

インド中央政府が、大規模太陽光発電所の整備に関する政策を修正し

ていたことが分かった。用地の確保と送電施設の整備を巡る開発業者

の懸念を払拭（ふっしょく）するため、州政府向けの補助金を導入す

るとともに、送電施設の整備主体を明確化した。エコノミック・タイ

ムズ（電子版）が10日に伝えた。

補助金は1キロワット時（kWh）当たり0.02ルピー（約0.03円）で、

電力の供給先を問わず州政府に支払われる。補助金は開発業者の負担

だが、売電価格への転嫁が認められる。一方、送電施設の整備ではイ

ンド太陽エネルギー公社（SECI）が主体となり、費用は中央政府の支

援で賄われる。

政策の変更は、新・再生可能エネルギー省から州政府と開発業者、

SECIに伝えられた。特に西部グジャラート州は、州政府が独自に実施

する事業を優先し、中央政府の事業への用地の提供に消極的な姿勢を

見せていた。

URL https://www nna jp/news/show/1879006

インド NNA ASIA
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2019-2-21

インドネシアのエネルギー・鉱物資源省は2月20日、同日付のエネル

ギー・鉱物資源相決定（2019年第39号）で、19～28年の電力供給事

業計画（RUPTL）が決まったと発表した。

最新版となる19～28年のRUPTLでは、28年までに発電所5,639.5万

kW、変電所124,341MVA、配電網472,795km、配電用変電所

33,730MVA分をそれぞれ追加整備する。電力需要の伸び率は年平均6

～7％と想定している。

発電所のうち、再生可能エネルギーは1671.4万kW分。インドネシ

アはエネルギーミックス（電源構成）に占める再生可能エネルギーの

割合を25年に23％とする目標を設定している。

発電所関連ではこのほか、環境負荷の低い石炭利用技術「クリーン

コールテクノロジー」の導入推進、エネルギーミックスに占めるガス

の割合を25年以降も最低22％で維持、エネルギーミックスに占める石

油燃料の割合を25年以降は最高0.4％に抑制などの方針も盛り込ん

だ。

イグナシウス・ジョナン・エネルギー・鉱物資源相はまた、RUPTL

に記載されていない再生可能エネルギー発電事業の実施が新たに決

まった場合、事業の実施を早めるため、RUPTLの改定を不要とする方

針も示した。

URL https://www esdm go id/en/media-center/news-archives/ruptl-baru-tambahan-

pembangkit-listrik-energi-terbarukan-naik-jadi-167-gw

インドネシア 2019-3-4

インドネシア経済調整省によると、欧州連合（EU）が進めているパー

ム油由来のバイオ燃料の使用規制に、インドネシアとマレーシア、コ

ロンビアの３カ国が共闘して反対していくことになった。2月28日に

ジャカルタで開催されたパーム油産出国委員会（CPOPC）の第6回閣

僚会議で決まった。近く3カ国の合同使節団をEUに派遣する。

ダルミン調整相は、CPOPCは今後、国連とその関連機関、世界貿易

機関（WTO）などにも働き掛けていく方針だと述べた。

URL https://www nna jp/news/show/1875521

マレーシア
the Sun

daily
2019-2-13

テレサ・コック第１次産業相は2月12日、輸送燃料として利用するバ

イオ燃料のパーム油の混合率を現在の10％から2020年には20％に引

き上げることを目指すと述べた。工業燃料については、2019年7月か

らパーム油7％混合のバイオ燃料の利用を開始する予定だが、来年には

混合率を10％に引き上げると話した。同相は、パーム油20％混合の

「Ｂ20」を輸送燃料に、同10％混合の「Ｂ10」を工業燃料に利用する

ことで、バイオ燃料向けのパーム油の使用量を年間130万トンに拡大

できると指摘した。

URL https://www thesundaily my/business/malaysia-to-double-palm-oil-used-in-transport-

biodiesel-to-20--minister-YL508199

ベトナム
Viet Namu

News
2019-2-26

ベトナム・ホーチミン市の「電力の安全と節電に関する指導委員会」

によると、節電を実行している世帯および企業は１６年の５２万１５

２から１７年は７２万９０９７に増加した。市の２０１６～２０年省

エネルギー・プログラムが大きな成功を収めており、活動が全国に拡

大している。

節約した電力は１６年の約３億４０００万キロワット時から１７年

は４億５９０２万キロワット時に増加し、電気代の節約も１６年の約

６４００億ドンから１７年は約８６００億ドンに増加した。また、１

８年に３２万２０８３トンの二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を削減し

た。

指導委員会では、今後も電力不足が予想される中、節電に関する宣

伝活動を強化するともに、太陽光などの再生可能エネルギーの使用を

促進する計画という。

URL https://vietnamnews vn/society/505902/hcm-city-energy-saving-programme-a-

success htm #v5QymB1mKRFM7KPr 97
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タイ 2019-2-20

タイ財務省財政事務局（ＦＰＯ）のラワロン事務局長は、包括的な環

境対策を実施するため、関連法の制定を計画していると明らかにし

た。公害を引き起こす企業への課税や罰金のほか、公害防止への支援

策などを盛り込み、大気汚染、水質汚濁、廃棄物問題に対応して、環

境保全を進める目的。

関連法の草案の主な内容は、環境税の導入、水処理などの管理費の

徴収、環境問題を引き起こす製品への課税と罰金、環境のリスクと損

害に備える保証金制度の導入、天然資源の使用権と排出権の取引、環

境対策への補助金支給と支援。

URL https://www nna jp/news/show/1871001

タイ 2019-2-27

タイ投資委員会（ＢＯＩ）は、大気汚染の改善を図るために欧州排ガ

ス規制「ユーロ５」に適合した軽油の生産への投資を促す。2月25日

には石油精製各社を念頭にした優遇措置を発表。各社は2023年までに

全面的にユーロ５を生産する方針で、政府が後押しする。

ＢＯＩは、石油精製各社がユーロ５に適合する燃料を生産する設備

を導入する場合は、各種の機械の輸入関税を免除する方針を打ち出し

た。タイでは石油精製会社が６社あるが、これによって促される各社

の設備投資額は350億バーツ（約1,240億円）に上るとの試算を示し

た。

URL https://www nna jp/news/show/1873844

タイ 2019-3-1

タイ商務省は、中古自家用車の輸入禁止を計画している。大気汚染削

減、環境保護が目的。

チュティマ商務相代行は、関係機関と15回にわたって協議を重ね、

中古自家用車の輸入を禁止するため、関係法令の改正を決めたと明ら

かにした。輸入禁止とする中古車は、自家用車に限定して、クレーン

車、救急車、消防車、公用と民間企業用の自動車、再輸出目的の自動

車は対象外にする。外交用の中古車輸入は、外務省が管轄する。

商務省は３月14日まで政府機関、民間セクター、国民から幅広く意

見を聞いた後、最終的に決定して閣議で提案する。

URL https://www nna jp/news/show/1875045

タイ 2019-3-4

タイのエネルギー省は、ウィタヤシリメティー科学技術大学院大学

（ＶＩＳＴＥＣ）と共同で電気自動車（ＥＶ）および太陽光発電所用

バッテリーのモデル工場を設置する方針を明らかにした。

シリ・エネルギー相によると、エネルギー保全基金（ＥＮＣＯＮ）

から１億8,000万バーツ（約６億3,500万円）を拠出し、バッテリーを

試験生産する。生産能力は１日500個。2019年５月に生産を開始する

見通し。

URL https://www nna jp/news/show/1875568
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11.1.2 主要な出来事 

① 中国 

国家統計局は2月、「2018年国民経済と社会発展統計」で、全国のエネルギー消費量は標準炭

換算46.4億ﾄﾝ、前年比3.3%の増と発表。石炭比率は59%で前年比1.4%減少となる一方、非化石
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エネに天然ガスを含めたクリーンエネ比率は22.1%で、前年比1.3%増となった。中国は石炭消費

の抑制･削減政策として、石炭火力の超低排出･省エネ改造を進めており、昨年第3四半期までに

7億kWの超低排出改造を完了。省エネ改造も6.5億kWを完了し、第13次5ヵ年計画の目標値を2

年前倒しで達成し、世界最大のクリーン石炭火力発電供給体系を構築したと発表した。 

再エネ分野では、国家能源局は拡大を続ける太陽光発電の補助金削減と発電コスト低減に向

けた対策として、2019年以降、毎年の補助金額を設定し、それを入札で分け合う方針案を取り纏

めた。また補助金を受けない事業は、売電価格を石炭火力と同等とする方針。 

生態環境部は深刻な大気汚染に見舞われている北京･天津･河北省を中心とした華北地域で、

2,000人に及ぶ専門家が2年に亘って観測･研究を行った結果、同地域の大気汚染の原因をほぼ

解明したと発表。同地域では鉄鋼･化学工業等の重工業の集中、石炭暖房需要、道路を中心とす

る輸送構造によって環境容量を遥かに超えた汚染物質が排出されており、これが大気汚染の主原

因であると分析。解決には産業構造の転換等構造改革が不可欠との見解を示した。 

中国は全国で環境汚染改善に向けた行動計画を発表しているが、中国経済の減速が明らかと

なる中、過度な環境対策による景気への影響が懸念されている。李生態環境部長は「環境汚染防

止の戦いは現在の強度を維持する」として、景気減速に配慮して取り締まりを緩める考えはないこ

とを強調。一方で、画一的な取締りが経済に打撃を与えることは避けたい考えで、「地方政府は企

業と話し合い、企業が汚染対策に必要な時間を柔軟に与えるべき」との考えを示した。 

 

②インド 

2019年2月、インド政府が近く公表予定のエコカー購入支援制度「電気自動車(EV)生産・普及

促進(FAME)インディア」の第2期では、タクシーとバスのEV化にも重点が置かれるもよう。FAME

第2期では、4～5年の事業期間に1,000億ルピー(約1,560億円)の予算が充てられる見通し。EV

タクシー購入時の補助金は車両価格の最大18%とし、現行の10%から引き上げる方針。補助金額

はバッテリー容量によって異なり、1kWh当たり1万ルピーが支給される。 

2019年2月、インド政府は屋根設置型太陽光発電設備普及事業の第2期の実施を承認した。総

額1,181.4億ルピー(約1,800億円)の補助金を交付するのが柱で、2022年までに国内の総出力を
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4,000万kWに引上げる。 事業は「グリッド・コネクテッド・ルーフトップ・ソーラー・プログラム」と呼ば

れ、第2期では住宅への発電設備の設置と配電各社が補助金の対象となる。発電設備の設置に

対する補助金比率は出力で決められ、3kWまでは40%、3kWから10kWの場合は20%となる。 

2019年3月、インド政府が大規模太陽光発電所の整備に関する政策の修正が明らかとなった。

用地の確保と送電施設の整備を巡る開発業者の懸念払拭のため、州政府向けの補助金を導入す

るとともに、送電施設の整備主体を明確化した。補助金は1kWh当たり0.02ルピー(約0.03円)で、

電力の供給先を問わず州政府に支払われる。補助金は開発業者の負担で売電価格への転嫁が

認められる一方、送電施設の整備はインド太陽エネルギー公社(SECI)が主体となり、費用は中央

政府の支援で賄われる。 

 

③ASEAN 

(インドネシア) 

2019年2月、インドネシアのエネルギー・鉱物資源省は、19～28年の電力供給事業計画

(RUPTL)を発表。28年までに発電所5,639.5万kW、変電所124,341MVA、配電網472,795km、

配電用変電所33,730MVAを追加整備する。電力需要の伸び率は年平均6～7%と想定。発電所

のうち、再生可能エネルギーは1671.4万kW分。インドネシアは電源構成に占める再生可能エネ

比率を25年に23%とする目標を設定している。 

2019年2月、パーム油産出国委員会(CPOPC)の第6回閣僚会議が開催され、インドネシア、マ

レーシア、コロンビアの3カ国が共闘して欧州連合(EU)が進めるパーム油由来のバイオ燃料の使

用規制に反対していくことが決まった。インドネシアのダルミン調整相は、CPOPCは今後、国連と

その関連機関、世界貿易機関(WTO)などにも働き掛けていく方針だと述べた。 

 

(マレーシア) 

2019年2月、マレーシアのテレサ・コック第1次産業相は輸送燃料として利用するバイオ燃料の

パーム油の混合率を現在の10%から2020年には20%に引き上げることを目指すと述べた。工業燃

料については、2019年7月からパーム油7%混合のバイオ燃料の利用を開始する予定だが、2020
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年には混合率を10%に引き上げるとした。同相は、パーム油20%混合の「B20」を輸送燃料に、同

10%混合の「B10」を工業燃料に利用することで、バイオ燃料向けのパーム油の使用量を年間130

万トンに拡大できると指摘した。 

 

(タイ) 

2019年2月、タイ投資委員会(BOI)は、大気汚染改善のために欧州排ガス規制「ユーロ5」に適

合した軽油の生産への投資を促すことを明らかにした。BOIは、石油精製各社がユーロ5に適合す

る燃料を生産する設備を導入する場合は、各種の機械の輸入関税を免除する方針を打ち出した。 

 

11.1.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

①中国 

今月の中国地球温暖化政策については、全国ETSに関する動きが生態環境省の組織改編後、

引き続き加速しているもようである。ETS市場を立ち上げるために必要な重要ステップの1つとして、

ETSの登録システムの開発が完了したと報道された。湖北省はETSの登録システムの開発を担当

して、技術的にオンラインにする準備が整っているという。システムは今年後半にテストされ、政府

は2019年末までにレジストリの規制を発表する予定という。この登録システムは、スキームに基づい

て発行されたCO2割当量を保有し、口座間の振替を円滑にし、その割当量に関連する財産権の登

録を可能にするものである。その他の課題として、上海がETS取引システムの開発を担当している

が、まだ準備ができていないという。また電力部門以外の産業において質の高いデータを確保す

るためにはまだ要努力であり、さらに割当方法がまだ決定していないという。一方、地方パイロット

ETS市場では特に動向がなかった。 

他方、エネルギー需給環境においては、2018年にエネルギー消費が3.3%増となり、GDPあた

りのエネルギー消費は減少したものの、CO2排出量は3%程度増加したとGreen Peaceのアナリス

トが分析した。ちなみに、年に1度開催される「全人代」では3月5日、2019年の政府の運営方針と

してGDP成長率を6%～6.5%とし、エネルギー原単位を3%減とする目標を掲げているため、エネ

ルギー需給構成が変わらない場合、2019年にも3%程度のCO2排出量の増加となるであろう。 
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②インド 

モディ首相が2015年以来2度目の訪韓をし、「テロリズムは人類に挑戦してきた。そして

現時点ではガンジーの教え、団結のメッセージ、価値観、暴力の道によってとらえた人々

の心を非暴力によって変えるという彼のメッセージはテロリズムの惨劇に立ち向かう方法

を示し、テロと気候変動が、人類が現在直面している2つの最大の課題であるとのべた。 

NASAがこのほど公開したデータによると、世界最大の人口を有する2大新興国、中国と

インドが土地の緑化増加でトップであることがNASAの衛星データから判明した2。過去20

年間では植物や樹木の葉面積の増加を示していて、アマゾンの熱帯雨林全体に相当する面

積で緑化が進んでいる。2000年代初頭と比較すると5%、518万平方kmを上回る面積の増加

がみられる。 

図 11-1 緑化の進展 

 

(出典)NASA 

 

 

 
2 

https://www.nasa.gov/feature/ames/human-activity-in-china-and-india-dominates-the-g

reening-of-earth-nasa-study-shows 
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③ASEAN 

(タイ) 

エネルギー規制委員会(ERC)が、ラオスに建設中の1.285GWの水力発電所(うち1.225GW

がタイ発電公社(EGAT)向け)の商業運転を前倒しで開始させることを計画していることが

報じられた。また、ERCのナルパット事務局長は3月7日、3月中に合計100MWのルーフト

ップ型太陽光発電システムの設置認可を受け付けると発表した(2013年に200MWを認可し

たのについで、今回が2回目)。 

パス工業省次官によると、エネルギー省、工業省および運輸省の3省が2月21日に会合を

開き、太陽光パネルと自動車用バッテリーの再生利用事業を共同で行うことに合意した。

事業の資金には、エネルギー保全基金(ENCON)の残額の20億バーツ(約70億円)を充てる。 

政府は3月5日、EVの物品税を2020〜2022年の3年間に限定して0%とすることを承認した

が、財務省物品税局税務計画部のヌタポン部長は、EVの物品税免除について、5年以内の

バッテリー工場設置が条件になると明らかにした。物品税局は、使用済みバッテリーを管

理する資金を調達するため、バッテリー使用料を徴収して基金を設立することも計画して

いる。 

 

(ベトナム) 

商工省は2月28日、中部のズンクアット電力センター(中部沖のカーボイサイン(青クジラ)

ガス田の天然ガスを使用、750MW×3基)建設計画を発表した。グエン・フック首相は、商

工省とタイビン省人民委員会との作業部会で、タイビン第2石炭火力発電所(600MW×2基)

建設の再開に向け、特に資金面の問題で早急に対応することを投資者である国営石油会社

ペトロベトナムに対して要請した。 

 

(インドネシア) 

エネルギー・鉱物資源省は2月20日、毎年改定している電力供給事業計画(RUPTL)の2019

〜2028年版が決まったと発表した。同RUPTLでは、2028年までに発電所56.395GWを追加
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整備し、そのうち地熱など再生可能エネルギーが16.714GWである。このほか、電源構成に

占めるガスの割合を2025年以降も最低22%で維持するなどの方針も盛り込んだ。 

 

11.1.4 シナリオ分析・評価への影響 

中国国家統計局は「2018年国民経済と社会発展統計」を発表し、全国のエネルギー消費量は

標準炭換算46.4億ﾄﾝで、前年比3.3%の増であった。このうち石炭比率は59%で前年比1.4%減少、

天然ガス・水力・原子力・風力等クリーンエネルギーの消費量は22.1%で、前年比1.3%の増となっ

た。これらのデータはシナリオ分析において非常に有用である。また、中国の李環境相は11日、

「汚染防止の戦いは現在の強度を維持する」として、景気減速に配慮して取り締まりの手を緩める

考えはないことを強調しており、今後も積極的な環境対策が行われることが期待され、注目が必要

である。 

インド中央政府が、大規模太陽光発電所の整備に関する政策を修正し、州政府向けに1キロワ

ット時(kWh)当たり0.02ルピー(約0.03円)の補助金を導入するとともに、送電施設の整備主体を明

確化した。インド政府による太陽光発電の拡大に向けたこれらの動きは、注目に値する。 
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11.2 中東 

11.2.1 記事一覧 

 

 



 

 

2019-2-27

国営のドバイ水電力庁（Dewa）はムハンマド・ビン・ラシド・

ソーラー・パーク（MBRパーク）の第5フェーズの900MWの事業に

ついて開発業者に事前資格審査を受けるよう招いた。

開発業者はその太陽光発電事業について事前資格審査の書類を3月

31日までに提出する。同プロジェクトは独立型発電事業（IPP）と

して開発される。

MEEDは1月にDewaはそのプロジェクトに関して、英国のEYをアド

バイザーに指名したと報じた。

MBRパークについては、現在第3フェーズの800MWの太陽光発電事

業が進展しており、それは2020年に完全に竣工予定である。第3

フェーズの最初の200MWは2018年3月に稼働開始し、次の300MW

は今後2-3カ月内に稼働予定である。

最も新しい第4フェーズは太陽熱発電事業（CSP）で、サウジの

Acwa Powerが2017年末に契約の発注を受けた。同社はCSPとして

は補助金抜きでの世界で最も低い料金の7.3セント/kWhで契約を受

注した。

ドバイは2030年までに再生可能エネルギーで全部のエネルギー需要

の25%を賄う目標を立て、MBRパークからは5GWの大部分を賄う予

定である。

URL https://www meedcom/dubai-invites-prequalification-900mw-solar-project/

2019-3-1

陸上、洋上、空路での大量輸送から重工業まで全ての電力を賄うエ

ネルギー源で環境に優しいもので、無限にあるものというのは生態

学者のユートピアの夢のように響く。

しかし、それは夢ではなく、その革命は進行中である。その名前

は、水素。もっとも地球上で豊富な要素である。

世界の産業人は、ガスはグローバルなエネルギーミックスの重大な

一部となり、多くの人々が想像するより早くなれると述べる。フラ

ンスの産業用ガス供給のAir Liquideのアフリカ、中東、インドのハ

ブの副社長のロニー・シャルメール氏は、「私は世界中の異なる場

所で異なる時間に、2030年以前にそれが実現すると考える」と述べ

た。

水素委員会は、水素を燃料とする自動車が道路に数百万台走り、

2030年までにガスは重要なエネルギープレーヤーになるとした。ダ

ボスでの2017年の世界経済フォーラムにおいて開始され、水素委員

会の創設者にはAir Liquide、トヨタ、BMW、Alstom及びAirbusが

含まれる。

委員会は水素部門が2050年までに毎年2.5兆ドルくらいの価値の売

上をもち金融的に炭化水素部門と同じくらいの重要な重さを占め、

グローバルに3000万人以上の雇用を創出すると信じる。比較する

と、石油とガス市場は2017年に世界で1.97兆ドルの総売り上げをも

つとされる（Business WireのGlobal Oil & Gas Industry Guide

2013-2017）。

URL https://www thenational ae/business/energy/uae-in-prime-position-as-hydrogen-

power-revolution-accelerates-1 831617

2019-3-2

ドバイ水電力公社（Dewa）は将来のクリーンエネルギーからの電

力調達計画を強化すべく、メガ・ソーラーパークの第5フェーズの

900MWのプロジェクトについて資格審査のための要請を発した。

ソーラーパークのこのフェーズは独立型電力事業（IPP）モデルに基

づいて太陽光パネルで開発されており、2021年2Qに始まる段階に

おいて操業を開始するとDewaは声明を通じて発表した。IPPは発電

事業の資金調達と開発に民間部門の参加が含まれる。

Dewaのサイード・アル・タイエルCEOは、「我々は最新のソー

ラー発電技術をもって国際的に最も高い水準にムハンマド・ビン・

ラシド・アル・マクトゥーム・ソーラーパークの各フェーズを完了

するようコミットしている」と述べた。さらに、「このことがドバ

イでの需要の伸びを満たすエネルギー供給を確保し、クリーンエネ

ルギーのシェアを増やすことでグリーンな経済に向けてシフトす

る」と述べた。

ソーラーパークは完成すれば、単一のエネルギーパークとしては世

界最大となり、2030年までに5GWの発電能力が期待され、投資額は

全部でAED500億が予定されている。それは2050年までにクリーン

エネルギーから総電力の75%を生産するドバイの戦略の一部で、そ

れはこれらのソースから42GWを生産する能力を必要とする。

URL https://www thenational ae/business/energy/dewa-starts-pre-bidding-process-for-

fifth-phase-of-mega-solar-park-1 832214

UAE
ドバイは900MWのソーラープロ

ジェクトの事前資格審査を実施
3

5 UAE

4 UAE

MEED

Dewaはソーラーパークの第5

フェーズの事前入札プロセスを開

始

The National

UAEは水素パワーの革命が加速し

て主要な位置にいる
The National
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2019-3-5

開発業者はアブダビの計画中の2GWの太陽光発電事業への関心の表

明（EOI）を行った。

消息筋によると、Emirates Water & Electricity Co.（Ewec）は、3

月5日までに内外の開発業者からEOIの書類を受取った。

プロジェクトは、2GWのソーラー発電所の資金調達、建設、運営、

補修を長期の電力購入協定（PPA）の下で進めることが含まれる。

受注した開発業者は特別目的運営会社（SPV）をEwecと提携して設

立する。開発業者のコンソーシアムがSPVの40%以下の権益を保有

する。

このプロジェクトはアブダビの2番目の主要なソーラースキームとな

る。

URL
https://www meedcom/exclusive-developers-submit-expressions-interest-solar-

project/

2019-3-10

マスダル（アブダビ未来エネルギー社）は、同社のポートフォリオ

に占める再生可能エネルギー事業の割合が過去1年間の間で33%に

まで成長し、25カ国で合計4GWのクリーンエネルギー事業を運営ま

たは開発中であることを明らかにした。マスダルはこれまでに120

億ドルを再生可能エネルギープロジェクトに投資してきており、そ

れらの事業によって年間540万トンの二酸化炭素を削減しているこ

とになる。

URL https://gulftoday ae/business/2019/03/10/masdars-renewable-energy-portfolio-

grows-by-33-per-cent

2019-2-21

カタルのカアビー エネルギー担当国務大臣は、日本経済新聞社と

のインタビューに応え、太陽光や風力など再生可能エネルギーにつ

いて、不確実な面が多いと指摘した。天然ガスは「過渡期（トラン

ジション）のエネルギーではなく、最終目的（デスティネーショ

ン）のエネルギーだ」と述べ、消費国が化石燃料への依存を早期に

脱するシナリオには懐疑的な考えを示した.

URL https://www nikkei com/article/DGXMZO41506990Q9A220C1FF2000/

Nebras

Power
2019-3-3

カタルの政府系Nebras Powerと、傘下のNebras Power

Investment Management BV（NPIM）はヨルダンの発電プロジェ

クト3件に関し、米国AES Corporationから権益を獲得することで合

意したと発表した。現在、3プロジェクトとも、Nebrasの権益は

24%、三井物産の権益は40%である。最終的な権益獲得は、3プロ

ジェクトの支出者の合意が必要。

AESからの権益獲得後、NPIMが最大権益を保有する。発電容量合計

は650MWで、ヨルダンの電力需要の14%以上をカバーする。3発電

所とも首都アンマン近郊にあり、IPP1は2009年8月に、IPP4は

2015年7月に商業運転を開始した。AM太陽光発電所は2019年7月に

商業運転開始の予定。

URL https://nebras-power com/media/news/2019/03/nebras-expands-jordans-power-

sector?language content entity=en

2019-3-5

カタル電力水公社QEWCとQPの合弁会社であるSiraj Energyによる

太陽光IPPプロジェクト（発電容量900MW）の関係者によれば、英

国EY、DLA Piper、フィンランドPoyryというコンサル企業が、それ

ぞれ財務、法務、技術サービスを行う。

URL https://www meedcom/exclusive-international-advisers-working-solar-ipp/

2019-2-26

バハレーンの水電力庁はサウジのAcwa Powerと三井物産のコン

ソーシアムにバハレーンの計画中の100MWのアル・アスカール埋立

地での太陽光発電事業者に選定した。

コンソーシアムは12月にプロジェクトで最も低い応札価格を提示

し、1月24日に開札された。契約は3月に締結される予定で、電力購

入協定もその時に調印される。

Acwa Powerと三井物産のコンソーシアムは地場のAl-Moayyedを

含み、最も低い額で応札した。次に低かったのは、韓国のGS E&Cと

Phelan Energyで、3番目に低かったのは、サウジのAlfanarであっ

た。

プロジェクトはバハレーンの目標とする2025年までに発電能力の

5%（250MW）を再生可能エネルギーとする計画の一部である。政

府はクリーンエネルギーを2030年までに700MWとする狙いであ

る。政府はこの目標をソーラー、風力、廃棄物発電事業で実施した

いと考えている。

URL https://www meedcom/acwa-power-consortium-wins-bahrain-solar-project/

8 カタル エネルギー相のインタビュー

マスダルの再生可能エネルギー

ポートフォリオは33%にまで成長

6 UAE

UAE7

MEED
開発業者はアブダビのソーラープ

ロジェクトで関心の表明を行った

Gulf Today

日本経済新聞

MEED

MEED

10

カタル
ヨルダン発電プロジェクトでの権

益増加

11

9

太陽光IPPプロジェクトの落札者

バハレーン
Acwa Powerのコンソーシアムが

バハレーンのプロジェクト受注

カタル
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ME

Construction

News

2019-3-11

ハマド・ビン・イーサー・アール・ハリーファ国王は国王令を発出

し、持続可能エネルギーセンター（SEC）の設立を命じた。同セン

ターは、あらゆる種類の持続可能なエネルギー源を保護するために

技術的な支援を提供することを目的としている。また、エネルギー

資源の効率的利用や関係機関と連携した投資促進事業も行う。同セ

ンターは、太陽光、風力、バイオエネルギー、地熱エネルギー、水

力、およびその他の資源を主に取り扱う。

URL http://meconstructionnews com/33813/bahrain-announces-sustainable-energy-

centre

MEED 2019-3-3

オマーン電力・水公社（PAEW）は、マスカット西方バルカー地域

に新たに敷設する水ネットワークの入札を行う。入札期限は4月1

日。オマーン政府はバルカー地域での造水・供給プロジェクトに多

数携わっている

URL https://www meedcom/oman-invites-bids-water-network/

2019-3-7

Oman Power & Water Procurement Company（OPWP）はイブ

リス第2太陽光発電プロジェクト（発電容量500MW）でコンサルタ

ント・サービスに関する入札を実施する。入札期限は4月14日。関

係筋によれば、応札者はAcwa Power（サウジアラビア）、丸紅、

マスダール（UAE）/Total/ジンコソーラー（中国）のJ/V。既に、

ドイツFichtnerが技術アドバイザー、英国DLA Piperが法務アドバイ

ザー。米国/インドのSynergy Consultingが財務アドバイザーを

OPWPから受注している。本プロジェクトはオマーンの発電用燃料

の多様化を狙うものである。

URL https://www meedcom/oman-seeks-consultant-500mw-solar-project/

3019-3-11

イブリス第2太陽光発電プロジェクト（発電容量500MW）はAcwa

Power（サウジアラビア）が落札した。同社は、OPWPと発電売買

契約を2019年4月初旬に締結する予定。プロジェクトへの出資・融

資に関する最終合意は2019年8月の見込み。

URL https://www meedcom/acwa-power-ibri-2/

2019-2-20

クウェートのハーリド・ファーディル石油電力水相は、クウェート

が絶え間なく再生可能エネルギーの利用に向かって動いていると

語った。クウェートは2030年までに使用されるエネルギーの15％を

再生可能エネルギーで賄おうとしている。同相はKuwait Institute

for Scientific Research (KISR)で開催されたAl-Shagayaプロジェ

クトの第1フェーズの開始式典で語り、同式典にはサバーフ首長も参

加した。

URL https://www kuna net kw/ArticleDetails aspx?id=2778741

2019-2-20

サバーフ首長の庇護の後援のもと、Shagaya再生可能エネルギー・

パーク・プロジェクトがハーリド・ファーディル石油電力水相に

よって2月20日に開始された。Shagayaソーラー・エネルギー・

パークはKISRと電力水省により共同プロジェクトである。同プロ

ジェクトは2011年に構想された。同プロジェクトは4つのフェーズ

が計画されている。フェーズ1はソーラー・エネルギー発電所の建設

が予定され、完成すれば15万戸に電力を供給し、年間1200万バレル

の石油を節約、プロジェクト中に1万人、操業とメンテナンスに

1200人の雇用を生み出すと考えられている。プロジェクトはまた、

二酸化炭素の排出を抑制し、年間19.6万トン、そして最終フェーズ

後には500万トン削減できる。フェーズ1では50MWのソーラー・エ

ネルギー、10MWのソーラーPV、10MWの風力の計70MWの発電が

予定され、フェーズ2では1500MWのソーラーPV、フェーズ3では

複数の技術による1500MWの発電、フェーズ4では1000MWの発電

が予定されている。

URL https://www kuna net kw/ArticleDetails aspx?id=2778772&Language=en

KUNA

KUNA

MEED

MEED

16

オマーン

15

14

持続可能エネルギーセンター

（SEC）を設置

水ネットワークの入札

太陽光発電プロジェクトの入札

13

12 バハレーン

17

オマーン

オマーン
太陽光発電プロジェクトの入札結

果

クウェート

クウェート Shagaya電力第1フェーズが開始

Al Shagayaプロジェクトはク

ウェートの再生可能エネルギー開

発の利益を確認する
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2019-3-11

オマーン国営の持ち株会社Nama Groupは、マスカット配電会社の

70%株式と、オマーン送電会社の49%株式の売却を検討している。

両社合計の資産価値は32億ドルだが、3月10日、Namaは前社への

関心表明を14社から、後社へは11社から受け取った。現地メディア

WAF Newによれば、両社の株式売却は2019年に完了する見込み

で、Nama Groupは2019年後半に配電会社3社の民営化を進める。

財政赤字が続くオマーンでは、国有資産の売却を進めている。

URL https://www reuters com/article/oman-privatisation-electricity/oman-says-25-

investors-interested-in-two-power-assets-idUSL8N20Y1RH

Reuters18 オマーン 国営電力会社の株式売却

 

 

11.2.2 主要な出来事 

① サウジアラビア 

サウジの再生可能エネルギー事業開発室 (Repdo)は国家再生可能エネルギープログラム

(NREP)の第2フェーズの下で、7件の太陽光発電事業についての事前資格審査の書類を提出す

るよう開発業者に求めた。MEEDは以前、開発業者は2月14日までに関心の表明(EOI)を行うよう

招かれたと報じた。消息筋によると、開発業者は現在、4月8日までに事前資格審査の書類を提出

するよう招待されている。7件のソーラープロジェクトは合計能力が1.51GWに及ぶ。どのプロジェク

トも建設・所有・運営のモデルの下で開発され、発注を受けた応札者はサウジの電力引取手との間

で25年間の電力購入契約に調印する。発注を受けるグループはそれぞれのプラントを運営するた

めの特別目的会社を設立し、資産の100%を所有する。 

サウジのファーリフ・エネルギー鉱物資源相は3月11日、サルマーン国王の再生可能エネルギ

ー・イニシアティブの下での最初の再生エネ事業であるサカカの太陽光発電プラント(独立型発電

事業)を訪問したと国営のSPAは伝えた。ファーリフ・エネルギー相は開発局のハビブ・アブドゥル・

サマド次官と共に、3.2億ドルのプロジェクトに関する進捗状況を確認した。同プロジェクトは再生可

能エネルギーへのビジョン2030のコミットメントの一部を形成し、年末までに完成予定となっている。

完成すれば、プラントは300MWの発電能力をもち、アル・ジャーウフ地域の4万5,000世帯の必要

とするエネルギーを賄う。ファーリフ氏はそのサイトにおいて管理者と労働者に面会し、プロジェクト

は予定通り完成することに自信を表明した。 
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② UAE 

国営のドバイ水電力庁(Dewa)はムハンマド・ビン・ラシド・ソーラー・パーク(MBRパーク)の第5フ

ェーズの900MWの事業について開発業者に事前資格審査を受けるよう招いた。開発業者はその

太陽光発電事業について事前資格審査の書類を3月31日までに提出する。同プロジェクトは独立

型発電事業(IPP)として開発される。MEEDは1月にDewaはそのプロジェクトに関して、英国の

EYをアドバイザーに指名したと報じた。 

MBRパークについては、現在第3フェーズの800MWの太陽光発電事業が進展しており、それ

は2020年に完全に竣工予定である。第3フェーズの最初の200MWは2018年3月に稼働開始し、

次の300MWは今後2-3カ月内に稼働予定である。最も新しい第4フェーズは太陽熱発電事業

(CSP)で、サウジのAcwa Powerが2017年末に契約の発注を受けた。同社はCSPとしては補助金

抜きでの世界で最も低い料金の7.3セント/kWhで契約を受注した。 

ドバイは2030年までに再生可能エネルギーで全部のエネルギー需要の25%を賄う目標を立て、

MBRパークからは5GWの大部分を賄う予定である。 

開発業者はアブダビの計画中の2GWの太陽光発電事業への関心の表明(EOI)を行った。消息

筋によると、Emirates Water & Electricity Co.(Ewec、2018年11月にAbu Dhabi Water & 

Electricity Co.を組織替え)は、3月5日までに内外の開発業者からEOIの書類を受取った。プロ

ジェクトは、2GWのソーラー発電所の資金調達、建設、運営、補修を長期の電力購入協定(PPA)

の下で進めることが含まれる。受注した開発業者は特別目的運営会社(SPV)をEwecと提携して設

立する。開発業者のコンソーシアムがSPVの40%以下の権益を保有する。 

このプロジェクトはアブダビの2番目の主要なソーラースキームとなる。 

 

③ カタル 

カタルのカアビー・エネルギー担当国務大臣は2月20日、日本経済新聞社とのインタビューに応

え、太陽光や風力など再生可能エネルギーについて、不確実な面が多いと指摘した。天然ガスは

「過渡期(トランジション)のエネルギーではなく、最終目的(デスティネーション)のエネルギーだ」と

述べ、消費国が化石燃料への依存を早期に脱するシナリオには懐疑的な考えを示した。 
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④ バハレーン 

バハレーンの水電力庁はサウジのAcwa Powerと三井物産のコンソーシアムにバハレーンの計

画中の100MWのアル・アスカール埋立地での太陽光発電事業者に選定した。コンソーシアムは

12月にプロジェクトで最も低い応札価格を提示し、1月24日に開札された。契約は3月に締結され

る予定で、電力購入協定もその時に調印される。Acwa Powerと三井物産のコンソーシアムは地

場のAl-Moayyedを含み、最も低い額で応札した。次に低かったのは、韓国のGS E&CとPhelan 

Energyで、3番目に低かったのは、サウジのAlfanarであった。 

プロジェクトはバハレーンの目標とする2025年までに発電能力の5%(250MW)を再生可能エネ

ルギーとする計画の一部である。政府はクリーンエネルギーを2030年までに700MWとする狙いで

ある。政府はこの目標をソーラー、風力、廃棄物発電事業で実施したいと考えている。 

ハマド・ビン・イーサー・アール・ハリーファ国王は国王令を発出し、持続可能エネルギーセンタ

ー(SEC)の設立を命じた。同センターは、あらゆる種類の持続可能なエネルギー源を保護するた

めに技術的な支援を提供することを目的としている。また、エネルギー資源の効率的利用や関係

機関と連携した投資促進事業も行う。同センターは、太陽光、風力、バイオエネルギー、地熱エネ

ルギー、水力、およびその他の資源を主に取り扱う。 

 

⑤ オマーン 

イブリスの第2フェーズの太陽光発電プロジェクト(発電容量500MW)はAcwa Power(サウジアラ

ビア)が落札した。日本勢で応札していた丸紅は失注した。同社は、Oman Power & Water 

Procurement Co.と発電売買契約を2019年4月初旬に締結する予定。プロジェクトへの出資・融

資に関する最終合意は2019年8月の見込み。 

 

11.2.3 政策や温暖化交渉の中での意義・今後の見通し 

 引き続き、太陽光発電プロジェクトの進捗が見られた。 

(サウジアラビア) 

再生可能エネルギー事業開発室(Repdo)は、国家再生可能エネルギープログラム(NREP)
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第2フェーズの下での7件1.51GWの太陽光発電事業について、事前資格審査の書類を提出す

るよう開発業者に求めた。 

(UAE) 

ドバイ電力・水局(Dewa)は3月1日、国営ニュース機関WAMに声明を掲載し、メガソーラ

ー・パーク第5フェーズの900MWについて事前資格審査要請書を発行した。 

(オマーン) 

イブリ2太陽光発電プロジェクト(発電容量500MW)はAcwa Powerが落札した。 

(クウェート) 

Shagaya再エネパークプロジェクトの第1フェーズが2月20日開始された。Shagaya太陽

エネルギー発電所は、クウェート科学研究機関(KISR)と電力・水省の合同プロジェクトで

ある。第1フェーズは70MW(50MW太陽エネルギー、10MW太陽光および10MW風力)、第2

フェーズは1.5GWの太陽光、第3フェーズはさまざまな技術エネルギーによる1.5GW、第4

フェーズは1GWである。 

 

11.2.4 シナリオ分析・評価への影響 

 サウジのファーリフ・エネルギー鉱物資源相は、サルマーン国王の再生エネ事業であるサカカの

太陽光発電プラント(独立型発電事業)を訪問し、予定通りの完成を見込んだ。完成すれば、プラン

トは300MWの発電能力を持つ。サウジは2030年の目標に40GWの太陽光発電の導入が含まれ

ており、ビジョン2030の再生エネ事業目標の期限内実現に向けた動きが活発である。 

バハレーンの水電力庁はサウジのAcwa Powerと三井物産のコンソーシアムにバハレーンの計

画中の100MWのアル・アスカール埋立地での太陽光発電事業者に選定した。プロジェクトはバハ

レーンの目標とする2025年までに発電能力の5%(250MW)を再生可能エネルギーとする計画の

一部である。政府はクリーンエネルギーを2030年までに700MWとする狙いで、その動向に注目が

必要である。 
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第2部 アジア・中東主要国のエネルギー需給シナリオ分析 

 

第12章 分析にあたって 

12.1 分析目的 

2016年11月に、2020年以降の排出削減に向けた新たな国際枠組み「パリ協定」が発効し、

直後に開かれたCOP22では、同協定の実施指針等を2018年までに策定することが決定され

た。今年度は、協定の実効性を高めるための詳細ルールが策定される見通しである。 

公平かつ実効的な枠組みを構築する上で、今後も排出増が見込まれる中国・インド・サウ

ジアラビア等の主要国を抱えるアジア・中東地域の積極的な参加及び排出削減努力は必要

不可欠である。こうした観点から、アジア・中東諸国につき、排出削減目標・長期エネル

ギー需給見通し・排出経路等の分析・評価を行い、我が国の交渉指針策定や、公平性・実

行性の確保に向けた議論に活用することは非常に有益である。 

本分析では、アジア(日本、中国、及びインド)・中東地域に焦点を当てたシナリオ分析を行

い、長期も視野に入れた政策課題の抽出や実践的なアプローチに対する考え方を通じて、

我が国の国際戦略及びアジア・中東諸国の気候変動及びエネルギー政策の立案に資するこ

とを目的とする。 

 

12.2 KAPSARCとの連携 

本分析を遂行するにあたっては、中東湾岸諸国のエネルギー事情や政策動向などの知見を

得るために、サウジアラビアのアブドラ国王石油調査研究センター(KAPSARC; King 

Abdullah Petroleum Studies and Research Center)と連携して行った。KAPSARCは、エ

ネルギー経済、政策、技術、環境に関する調査・研究を通じて社会の福祉に貢献すること

を目指す、独立した研究活動を行う非営利国際研究機関である。KAPSARCは2010年に創

立し、海外からの招聘研究員を中心に人員を拡大し、2018年現在、研究者は80名程度、管

理スタッフは60名程度である。サウジアラビアのみでなく、湾岸諸国、中国・インド、欧



212 

 

州、北米、その他世界の各地域を対象として、6つのフォーカス・エリア(①エネルギー資源

の最適な分配、②エネルギーの流通と市場へのインパクト、③エネルギー政策の選択によ

る波及効果、④エネルギー生産性、⑤輸送モード、輸送燃料及び技術、⑥新たなエネルギ

ーへの転換)を中心に、政策分析・計量モデル分析を含む高度な研究活動を展開している。 

超長期の気候変動分析については、シナリオ前提やモデル分析内容についてアドバイスを

受けるなど、KAPSARCの多大な協力を得た。KAPSARCとは、リヤド(2019年1月)で研究

内容についての協議を実施するとともに、2019年2月「アジア・中東のエネルギー・気候変

動に関する研究報告会」(東京開催)にて研究成果を共に報告した。 

 

12.3 分析方法 

2050年以降を見据えた超長期の気候変動分析については、対策の長期的な持続可能性とい

う視点に基づき、経済性(対策費用)と気候変動影響を同時に評価できるモデル(統合評価モ

デル、IAM; Integrated Assessment Model)を利用した。このモデルは、炭素価格を操作変

数として、緩和費用、適応費用、被害額の合計費用が最も小さくなるようなエネルギー消

費構造及びGHG排出経路(及びGHG濃度、気温上昇など)を推計することができる。モデル

の地域区分は11カ国・地域で、本調査の対象地域である日本、中国、インド及び中東を含

む。 
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第13章 超長期の気候変動分析 

13.1 分析の考え方 

気候変動問題は、広範な領域に影響し、かつ何世代にもわたる長期的課題である。いつ、

どのような、どの程度の対策を講じてゆくべきか、しっかりと吟味する必要がある。そう

した認識の下、持続可能性を多面的にとらえれば、GHG削減(≒緩和)、適応、残余被害の

バランスを適切にとってゆく必要がある。そして、対策の長期的な持続可能性という視点

に基づけば、経済性(対策費用)は極めて重要な要素の一つである。すなわち、バランスのと

り方には多様な考え方がありうるが、緩和費用、適応費用、被害額の合計コストが最も小

さくなるような組み合わせは最適解の一つと考えられる。 

図 13-1 削減・適応・被害費用のイメージ 

パス①

緩和過小

適応大

被害大

パス②

緩和中庸

適応中

被害中

パス③

緩和過大

適応小

被害小

緩和費用

適応費用

被害額

総合コスト

 

気候変動に対して無策であれば、緩和にかかる費用はゼロで済むが、適応費用もしくは被

害は膨大となる。一方、費用をかけて緩和策を講じれば、適応費用・被害は軽減される。

すなわち、この 3 者、特に緩和と適応・被害との間にはトレードオフの関係がある。これ

ら緩和、適応、被害のバランスのとり方には多様な考え方がありうる。その中で、長期に

わたり持続可能という視点に基づけば、緩和費用、適応費用、被害額の合計たる総合コス

トが小さくなるような組み合わせが評価に値する。図 13-1 でのパス①やパス③よりもパス

②を検討すべきと考える。 
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すなわち、気候変動対策を検討する上では、削減費用だけでなく、適応費用及び被害の全

てのコストを考慮しながら、実践的で最適な対策を考える必要がある。そのため、本分析

あたって、経済と気候変動を同時に評価するモデル(IAM; Integrated Assessment Model)

を開発した。本モデルは、炭素価格を操作変数とする費用最小化モデルで、地域別に温室

効果ガス(GHG)の排出経路(気温影響を含む)と経済コスト(緩和費用、適応費用、被害額の

総和)を試算することができる。本分析では、GHG 排出量について過去のトレンドを延長し

た「レファレンスパス」、総費用が最小となる「費用最小パス」に加えて、気温上昇を 2°C

以内という条件付きで総費用が最小となる「2°C 費用最小パス」、2100 年の放射強制力を

2.6W/m2とする気候変動に関する政府間パネル(ICPP)のRCP2.6シナリオ3を総費用最小で

再現した「RCP2.6 パス」についても分析を行った。 

 

13.2 超長期の気候変動分析 

気候変動問題は、広範な領域に影響し、かつ何世代にもわたる長期的課題である。そうし

た認識の下、対策の長期的な持続可能性という視点に基づけば、経済性(対策費用)は極めて

重要な要素の一つである。すなわち、緩和費用、適応費用、被害額の合計コストが最も小

さくなるような組み合わせは評価に値する。 

 

13.2.1 地域別統合評価モデル  

本分析に際しては、経済と気候変動を同時に評価するモデル(IAM; Integrated Assessment 

Model)を開発した。この気候変動分析モデルは、炭素価格を操作変数とする費用最小化モ

デルで、地域別に温室効果ガス(GHG; Greenhouse Gas)の排出経路(気温影響を含む)と経済

コスト(緩和費用、適応費用、被害額の総和)を試算する。 

 

 
3 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第 5 次評価報告書(AR5)で整理されているで、2050 年に世界の

GHG 排出量を半減、または 2100 年に気温上昇 2 度以内に相当する排出パス。 
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ルギー5、CCS利用を伴うバイオマス燃料で構成され、価格(炭素価格を含む)をベースとし

た選択確率モデル(多項ロジットモデル)を採用している。CCSは、化石燃料消費時の

CCS(FECCS)とバイオマス燃料消費時のCCS(BECCS)を分け、後者は負のCO2排出量(ネガ

ティブ・エミッション)として計算される。エネルギー起源CO2は、一次エネルギー需要構

成に応じて推計される排出量から、CCSで回収した分を除いて計上する。 

②温室効果ガス排出モジュールは、 各温室効果ガス(二酸化炭素：CO2(エネルギー起源以

外)、メタン：CH4、亜酸化窒素：N2O、ハイドロフルオロカーボン：HFCs、パーフルオロ

カーボン：PFCs、六フッ化硫黄：SF6)の排出量を推計する。過去のトレンドを延長するレ

ファレンスケースでは、GDPや人口に対する排出原単位を想定して、各温室効果ガスの将

来排出量を推計する。費用最小化の際には、炭素価格と削減率の関係を示す限界削減費用

関数を設定した上で、本モデルの操作変数である炭素価格に応じて、限界削減費用関数の

もとでの削減率、ひいては温室効果ガス排出量の経路(パス)が決定される。限界削減費用関

数の形状については、ETSAP–TIAM6の結果や、米国EPA(20103)7、Busch(2015)8などを

参考に設定した。 

③気候変動モジュールは主に4つの部分に分けることができる。1) 各温室効果ガス排出量か

ら大気中の温室効果ガス濃度を推計する部分、2) 温室効果ガスから放射強制力(Radiative 

Forcing: RF)を推計する部分、3) 放射強制力から気温上昇を推計する部分、そして、4) 気

温上昇から適応費用・被害を推計する部分である。各GHG濃度の推計及び放射強制力の推

計式は、Joos他(2013)9を含むIPCC第5次評価報告書(AR5)に引用されている関数型及びパ

 
5 太陽光、風力などを含む。 
6 ETSAP: Energy Technology Systems Analysis Program は、国際エネルギー機関(IEA)の技術コラボレ

ーションプログラムの 1 つ。現在、締約国として 20 カ国、欧州委員会および 2 つの民間セクターから成っ

ている。TIAM: TIMES Integrated Assessment Model。 
7 USEPA, “Global Mitigation of Non- CO2 Greenhouse Gases: 2010-2030” 
8 Busch, Jonah; Engelmann, Jens, 2015, "The future of forests: emissions from tropical deforestation 

with and without a carbon price, 2016-2050" 
9 Joos et al., “Carbon dioxide and climate impulse response functions for the computation of 

greenhouse gas metrics: a multi-model analysis" 
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ラメータ、各ガスの平均寿命を参考に設定した。気温上昇の推計式は筒井他(2011)10を参照

した。なお、本分析ではIPCC第5次評価報告書を参考に、気候感度3°Cと設定している。適

応費用・被害の推計式は、RICE (Regional Integrated Climate-Economy model)11に採用

されている関数を使っている。 

本モデルのマクロ経済モジュール、エネルギーモジュール及び温室効果ガス排出モジュー

ルは、日本、中国、インド、ASEAN、中東、北米、南米、西欧、旧ソ連、アフリカ、他ア

ジア太平洋の11地域に分割されている。気候変動モジュールのうち、濃度、放射強制力、

気温上昇推計までは、世界モデルとして扱われる。なお、推計期間は、2015年から2500年

であるが、実用的な解は2200年程度までと認識される。 

 

13.2.2 分析結果  

本モデルでは、費用最小化とは無関係に「レファレンスパス」を設定することから始める。原単位や

弾性値などについて過去の実績やトレンドをもとに将来の「レファレンスパス」を想定した。エネルギ

ー原単位の改善、GDPおよび人口伸び率の鈍化などから2060年頃にはピークを迎えてGHG排

出量は緩やかに減少する結果となった。ただし、大気中GHG濃度および気温は2150年まで上が

り続けることになる。 

このレファレンスパスをベースに、総合コストが最小となるパスを推計する(最小費用パス)。最小費

用パスにおけるモデル内の炭素価格12は、2050年には35$/tCO2程度であるが、2100年に$80、

2150年には$140程度となる。GHG排出量は2050年頃までは概ね横ばいで推移し、2100年には

2010年比52%減、2150年には同92%減となる。しかし、大気中GHG濃度は、2100年頃の

610ppm程度まで上昇を続けた後、2150年には570 ppmまで緩やかに低下する。気温上昇への

影響はさらに緩慢で、2150年まで上昇を続け、19世紀後半と比べ2.8°C上昇する。総合費用(割

 
10 筒井他、電力中央研究所報告『統合評価モデルにおける気候計算法の改良 －非線形炭素循環過程を含

む簡易気候モデルの実装－』 
11 Nordhaus, 2011, “Estimates of the Social Cost of Carbon: Background and Results from the RICE-2011 Model” 
12 炭素価格は、炭素税率や排出権取引価格を示すわけではなく、緩和対策の強度を示す指標である。 
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レファレンスの一次エネルギー需要は、途上国を中心に2150年まで増加を続ける。2050年

に2010年比1.4倍、2100年同1.7倍、2150年同1.8倍となる。化石燃料は2060年頃ピークを

迎え減少に転じるが、2150年時点でも一次エネルギー需要の40%を占める。バイオマス燃

料消費時のCCS(BECCS)はほとんど導入されない。「最小費用パス」では炭素価格の導入

により、省エネルギー及び低炭素エネルギーへの転換が進展することになる。しかし、エ

ネルギー需要合計は、レファレンスとそれほど大きく変わらず、化石燃料の構成比が大き

く低下する。石炭消費は現在をピークに減少を続け、化石燃料全体でも2050年頃にピーク

を迎える。2150年時点での化石燃料依存度は20%まで低下する。BECCSも少しであるが導

入されるようになる。 

「2℃最小費用パス」における化石燃料は2030年をピークに減少に転じ、太陽光や風力など

の新再生可能エネルギーが大半を占めるようになる。BECCSも2030年頃から利用されるよ

うになり、2150年では一次エネルギーの8%程度を占める。「RCP2.6パス」ではさらに化

石燃料の利用が抑制される。2020年を前に減少に転じ、2050年の化石燃料依存度は50%、

2100年20%、2150年10%と大きく低下する。また、BECCS利用も多くなり、2150年では

一次エネルギーの12%程度を占める。 
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は、相対的に緩和費用が少ない途上国で多くの削減を行う必要があることを意味している。 

図 13-8 総合費用(2015－2500年累積、現在割引価値)のGDP比 
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(出所)日本エネルギー経済研究所推計 

一方、「費用最小パス」では、途上国には2050年くらいまでならGHG排出量の増加を認め

ている。2050年の排出量は、インドで2010年比2.4倍、ASEANで同1.5倍、中東で同1.5倍

となる。その後は大きく減少し、2150年ごろには概ねゼロ・エミッションに近い排出水準

となる。レファレンスでも減少に向かっている日本、中国の2050年における排出量は、そ

れぞれ同41%減、同7%減となっている。アジア・中東地域の総合費用は、対GDP比で0.5%

～1.3%と1%前後である。総合費用の8割以上が「適応費用・被害」となっている。 

2150年における気温上昇幅を2°Cに抑える「2°C費用最小パス」では、先進国は2050年まで

にGHG排出量を2010年比50-60%の減少が必要となるが、途上国の削減率はさまざまであ

る。中国では同55%減と半減以上、インドは13%減、ASEAN7%減となる。一方、中東は2050

年でも同9%増と、現状水準よりも多い量の排出が認められる。それでも、レファレンスに

比べて36%減であるので、かなりの排出抑制が求められることになる。総合費用は、条件の

ない費用最小パスより平均で40%程度高くなるが、中国、インド、ASEAN、中東では40～

100%程度高くなる。これは、前述したとおり、相対的に緩和費用が安いこれらの地域で多

くのGHG削減が行われているためである。 
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第3部 アウトリーチ活動 

 

第14章 シンポジウム概要 

「アジア・中東のエネルギー・気候変動に関する研究報告会」 

日程：2019年2月21日(木)13:30～15:45 

場所：一般財団法人日本エネルギー経済研究所 11階大会議室  

登壇者：小山堅(日本エネルギー経済研究所 常務理事 首席研究員) 

Adam Sieminski(King Abdullah Petroleum Studies and Research Center 所長) 

 

報告者：末広茂(日本エネルギー経済研究所 計量分析ユニット 研究主幹) 

Anwar Gasim (Senior research associate, King Abdullah Petroleum Studies 

and Research Center) 

 

2019年2月21日に、本事業におけるアウトリーチ活動の一環として、弊所11階大会議室にて「ア

ジア・中東のエネルギー・気候変動に関する研究報告会」を開催した。当報告会には、本研究の共

同研究機関であるアブドラ国王石油調査研究センター(The King Abdullah Petroleum Studies 

and Research Center： KAPSARC)を招待し、対談と研究報告会を行った。 

セッション1では、当研究所常務理事小山とKAPSARC所長Adam Sieminski氏による「気候変

動対策下における世界石油市場の行方」をテーマとした対談を行った。セッション2では、エネルギ

ー・気候変動に関するモデル分析の研究報告会として、当研究所研究主幹末広より、「地域別統

合評価モデルを使った超長期気候変動分析」、KAPSARC上席研究員Anwar Gasim氏より、

「Saudi Arabia’s Energy Economy: The Impact of 2018’s Energy Price Reform Program」

の報告を行った。 

当日は80名程の参加者が集まり、当研究所とアブドラ国王石油調査研究センターからの報告発

表を通して、アジア・中東諸国の気候変動・エネルギー政策等の動向に関する一般の理解・議論

を深めた。質疑応答では会場から積極的に質問を頂き、活発な議論が行われ、テーマに対する強

い関心を伺うことが出来た。 
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第15章 報告内容 

15.1 「地域別統合評価モデルを使った超長期気候変動分析」に関する報告 
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15.2 「Saudi Arabia’s Energy Economy: The Impact of 2018’s Energy Price Reform 

Program」に関する報告 
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（様式２）

頁 図表番号
27 図2-1
79 図5-1
157 表9-1
178 表10-1

178 図10-1
199 図11-1 緑化の進展

二次利用未承諾リスト

平成30年度地球温暖化・資源循環対策
等に資する調査委託費（アジア・中東
諸国の気候変動政策に関する調査・分
析）

平成30年度地球温暖化・資源循環対策
等に資する調査委託費（アジア・中東
諸国の気候変動政策に関する調査・分
析）調査報告書

一般財団法人
日本エネルギー経済研究所

2030 supply and demand for daily balancing

タイトル
2022年までの再エネ目標(GW)

スーパー・ロー・エナジー(SLE)プログラム
再生可能エネルギー導入量

Levelized Cost of Electricity and System Tariff




