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第５節 産業技術環境局 

産業技術政策 

１.（１）2014年度の産業技術政策に関する主な動き（総 

論） 

我が国を取り巻く経済・社会情勢は、大きく変化して

いる。情報通信技術の急速な発展とグローバル化の発展

に伴い、情報、人、組織、物流、金融など、あらゆるも

のが瞬時に結びつき、相互の影響を及ぼしあう時代に突

入している。それに伴い、既存の産業構造や技術分野を

転々と超えて付加価値が生み出され、イノベーションの

創造プロセスや経済・社会の構造が日々大きく変わりつ

つある。 

 また、知のフロンティアの拡大に伴い、知識や技術の

全てを個人や一つの組織だけで有することが困難とな

っている。このため、新たな価値の創出には、多様な専

門性を持つ人材が結集しチームとして活動することが

鍵となっている。加えて、イノベーションのスピードを

巡る競争の激化等もあり、民間企業においては、自社の

保有する資源・技術のみを用いて製品開発等を行う、い

わゆる「自前主義」から、戦略的に組織外の知識や技術

を積極的に取り組む「オープンイノベーション」が、イ

ノベーションの戦略的な展開に欠かせないものとなり

つつある。 

 こうした状況の中、2014 年１月から、産業構造審議

会 産業技術環境分科会 研究開発・評価小委員会が開催

され、６月に中間取りまとめが行われた。この中間とり

まとめにおいては、革新的な技術シーズを生み出し、そ

れを迅速に事業化し「橋渡し」するためのシステムの構

築と、イノベーションの推進を担う人材の育成・流動化

の重要性等が提起された。 

そして、この中間取りまとめを受けて、「橋渡し」機

能強化のための産業技術総合研究所及び新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構の中長期目標の策定等や、オ

ープンイノベーションの促進のための研究開発税制の

インセンティブ強化及びオープンイノベーション協議

会の設置など、多くの改革に取り組んだ。 

また、2015 年３月の上記小委員会においては、第５

期科学技術基本計画に向けた論点について検討が行わ

れた。そこでは、産業技術総合研究所等の「橋渡し」研

究機関と大学との連携強化、課題達成型と基盤戦略型を

両輪とした重点的な研究開発の推進、非連続な技術の研

究開発に対応したプロジェクト立案・実施・評価、人材

育成における産学間の質的・量的ミスマッチ解消等が重

要であるといった議論が行われた。 

 

１．（２)産業技術環境局の機構の整備 

 2014 年７月に、産業技術環境局の体制を強化すべく

以下のとおり機構の整備を行った。 

（a）民間企業、大学、公的研究機関を含めた全体のイ

ノベーションシステムを構築していく体制を強化する

ため、大学連携推進課を技術振興課と統合し、「技術振

興・大学連携推進課」に再編するとともに、現行の大学

連携推進課の所掌事務を担う「大学連携推進室」を新設

した。 

（b）関係省庁、海外の主要な研究機関等と連携する体

制を強化するとともに、政府の研究開発プロジェクトで

生まれた実用化・事業化を一段と進めるために、大臣官

房参事官を新設した。 

（c）「技術調査室」が担っていた調整業務を総括技術戦

略企画官と一体化させ、「技術政策企画室」とした。 

（d）技術に関する評価業務を担う「技術評価室」を産

業技術政策課から研究開発課に移動した。 

 

 

１．１．産業構造審議会産業技術環境分科会 

中央省庁改革の一環として、2001 年１月６日をもっ

て産業技術審議会は廃止となり、これに代わり、経済産

業省の産業技術政策を総合的に審議する場として、産業

構造審議会の下に産業技術分科会が設置された。 

その後、当省の政策課題を集中的、効率的に審議でき
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るよう、産業構造審議会の組織見直しが行われ、2013

年７月に、産業技術分科会と環境部会の所掌事務を統合

する形で、産業技術に関する各種の政策や環境の保全、

資源の有効利用等に関する事項を審議する産業技術環

境分科会が設置された。当該分科会の下には、研究開

発・評価小委員会、知的基盤整備特別小委員会、地球環

境小委員会、廃棄物・リサイクル小委員会、産業環境対

策小委員会の５つの小委員会が設置されている。 

2014 年度には、研究開発・評価小委員会において、

我が国における革新的な技術シーズを核としたイノベ

ーションの創出に向けた「橋渡し」システムの全体設計

とその実現に必要な具体策について、中間取りまとめが

行われるなど、各小委員会においてそれぞれが担う政策

課題について審議が行われた。 

産業技術環境分科会では、2014 年７月に第１回会合

が開催され、研究開発・評価小委員会での中間とりまと

めとその成長戦略への反映状況及び官民の標準化戦略

の強化に向けた取組、地球温暖化問題をめぐる状況につ

いて審議が行われた。 

 

１．２．総合科学技術・イノベーション会議 

（１）総合科学技術・イノベーション会議について 

我が国全体の科学技術を俯瞰し、各省より一段高い立

場から、総合的・基本的な科学技術政策の企画立案及び

総合調整を行うことを目的とし、2001 年１月に内閣府

に総合科学技術会議が設置され、2014 年５月の「内閣

府設置法の一部を改正する法律」の施行に伴い、「総合

科学技術・イノベーション会議」と名称変更された。内

閣総理大臣が議長を務め、経済産業大臣を含む関係閣僚

や有識者の 14人が議員となっている。2014年度におい

ては、本会議が８回開催されたほか、第４期科学技術基

本計画（2011年８月 19日閣議決定）に基づき、科学技

術イノベーションを一体的に展開し、国際競争力の向上

に資する、重点的かつ優先的に取り組むべき骨太の課題、

政策、施策、並びに科学技術イノベーションの推進に向

けたシステム改革を進めるための取組の方向性につい

て審議を行う「科学技術イノベーション政策推進専門調

査会」や、2016 年度からはじまる第５期科学技術基本

計画策定に向けた調査・検討を行う「基本計画専門調査

会」等が開催された。 

 

（２）科学技術イノベーション総合戦略 2014 

2014 年６月、世界で最もイノベーションに適した国

を目指し、更なる科学技術イノベーション政策の推進と

着実な実行に向け、「科学技術イノベーション総合戦略

2014」が策定された。本戦略では、科学技術イノベーシ

ョンが取り組むべき課題として、クリーンで経済的なエ

ネルギーシステムの実現、国際社会の先駆けとなる健康

長寿社会の実現、世界に先駆けた次世代インフラの構築、

地域資源を活用した新産業の育成、東日本大震災からの

早期の復興再生の５つの政策課題が位置づけられたほ

か、政策課題分野を超えて分野横断的に適用し産業競争

力を高めた課題解決につなげていくため、ＩＣＴ、ナノ

テクノロジー、環境技術の３つの分野横断技術が新たに

盛り込まれた。また 2020 年オリンピック・パラリンピ

ック東京大会の機会活用や、これらの取組をより効果的

なものとし、迅速にイノベーションを創出するための基

盤を整備するための課題とその取組が明記されている。

さらに、これらの政策を強力に推し進め、イノベーショ

ンに最も適した国を創り上げていくため、総合科学技

術・イノベーション会議の司令塔機能の発揮の重要性等

が明記された。 

 

（３）総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能

の発揮 

科学技術イノベーション政策の司令塔としての総合

科学技術・イノベーション会議の権限、予算両面での機

能強化の取組として、「内閣府設置法の一部を改正する

法律」が 2014年５月に施行されるとともに、革新的研

究開発推進プログラム（ＩｍＰＡＣＴ）や戦略的イノベ

ーション創造プログラム（ＳＩＰ）が創設された。Ｉｍ

ＰＡＣＴについては、公募により 12名のプログラム・

マネージャーが採択され、ＳＩＰについては課題ごとに

プログラムディレクターを選定し、10 課題で事業が開

始した。また、政府全体の科学技術関係予算の重点化及

び関係府省の連携・調整を行うための科学技術イノベー

ション予算戦略会議が開催された。 

 

（４）科学技術に関する予算等の資源配分方針 

2014 年７月、「平成 27 年度科学技術に関する予算等
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の資源配分の方針」（以下、資源配分方針）が策定され

た。本方針は、科学技術イノベーション総合戦略を確実

に実行するために必要となる施策等に資源が重点的に

配分され、有効に活用することを目的として取りまとめ

られており、科学技術重要施策アクションプランに基づ

く政策誘導による重点化、科学技術イノベーションに適

した環境創出に向けた対応等により構成されている。 

 

（５）科学技術重要施策アクションプラン等 

前述の資源配分方針に基づき、科学技術重要施策アク

ションプラン対象施策及び科学技術イノベーションに

適した環境創出に係る重点施策の特定が行われ、2014

年９月の総合科学技術・イノベーション会議で決定され

た。 

 

（６）科学技術関係予算の編成方針 

2015 年１月、「平成 27 年度科学技術関係予算の編成

に向けて」が策定された。本方針では、我が国の科学技

術振興に必要な、メリハリのある質の高い科学技術予算

を編成・確保するとともに、成果をあげていくよう効果

的・効率的に施策を推進していくべきとされている。 

 

１．３．独立行政法人産業技術総合研究所及び独

立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

（１）独立行政法人産業技術総合研究所 

(ア) 実績 

 (A) イノベーション推進に関する取組 

独立行政法人産業技術総合研究所（産総研）は、オ

ープンイノベーションハブ機能の強化に対応するた

め、イノベーション推進本部を設置し、産学官連携、

知的財産の活用、国際標準の推進、ベンチャー創出・

支援等の業務を横断的に実施する体制を構築してい

る。2014 年度の実績の例としては、協創場の形成の

一環として、25の技術研究組合に参画し、延べ 26の

大型外部資金プロジェクトを推進した。 

つくばイノベーションアリーナナノテクノロジー

拠点（ＴＩＡ-nano）においては、文部科学省「科学

技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」において

産総研への共同研究者の受け入れ（2014年度：１名）

や研修コースによる育成（同４名）を開始した。 

また、約款に基づいて外部ユーザーが簡便に施設を

利用できる「共用施設等利用制度」の運用を、従来の

産総研スーパークリーンルーム（ＳＣＲ）に加えてＩ

ＢＥＣ（イノベーション創出機器共用プラットフォー

ム）共用施設群とＭＥＭＳ（マイクロ電子機械システ

ム）施設に拡大した。 

さらに、「ＴＩＡ-nano に係る共同研究に関する協定」

に基づき、他のＴＩＡ-nano中核機関と産総研との共

同研究を３件開始するなど、連携を加速した。 

 (B) 産学官連携に関する取組 

産学官連携を推進するため、人材移籍型、装置等提

供型、ＦＳ（事業可能性の検証）連携等の共同研究推

進制度を効果的に運用し、強化を図った。 

(a) 企業との連携  

産学官連携共同研究施設（ＯＳＬ）を活用し、企

業との共同研究を推進した。ＦＳ（事業可能性の検

証）等を通じて、産総研が強みを有する技術シーズ

と企業ニーズのマッチングを図る事業によって、

2014年度は５件の大型共同研究契約に結びつけた。 

(b) 大学との連携 

施設の共同利用、人事交流等により大学との連携

強化を図り、2014年度は、連携大学院の教授、准教

授として 343 名を派遣し、155 名の学生を受け入れ

た。なお、これまでに 74 大学と連携大学院協定を

締結した。 

また、大学、公的研究機関等との包括的な研究協

力等を積極的に推進する観点から、これまでに 53

件の連携・協力に関する協定を締結し、人材育成や

共同研究の推進を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 

 
2010

年度 

2011

年度 

2012

年度 

2013

年度 

2014

年度 

 共同研究 
2,970

件 

3,122

件 

3,260

件 

3,069

件 

3,215

件 

 受託研究 
 556

件 

498

件 

 552

件 

 565

件 

 563

件 

 技術研修 
1,320

人 

1,386

人 

1,469

人 

1,387

人 

1,450

人 

連携大学院 
66大

学 

70大

学 

73大

学 

73大

学 

74大

学 

 連携大学院

教員 

 317

人 

336

人 

 344

人 

 334

人 

 343

人 

外来研究員 
1,388

人 

1,325

人 

1,205

人 

1,285

人 

1,202

人 

        表：共同研究・受託研究等実績 

(c) 地域との連携 

産総研の各地域センターは「研究拠点」として活

動を行うとともに、地域経済産業局との協力による

産業政策の地域展開や地域の自治体、大学、産業界

などとの連携強化によって、地域産業の発展に貢献

する「連携拠点」としての活動を推進した。 

産業技術連携推進会議では、次の３種類の支援事

業を実施した。地域及び各研究分野の共通的課題の

解決等を目指して、公設試験研究機関（以下、公設

試）と産総研が連携して公的資金等による研究開発

プロジェクトを提案するための予備研究である研

究連携支援事業を３件実施した（参加公設試のべ 16

機関）。また、公設試における分析・測定・評価技

術の維持・向上や新しい技術の習得を支援するため

に、持ち回り測定等を実施する技術向上支援事業を

３件行った（参加公設試のべ 81機関）。さらに、産

総研の研究成果の活用を検討したい地域企業に公

設試と連携して成果を普及する新技術活用促進事

業を開始し、３件を実施した（参加公設試のべ 56

機関）。 

産総研つくばセンターが位置するつくば市及び茨

城県とは、地域社会の持続的な発展に資するため、

協定に基づき、相互の密接な連携を推進している。 

(d) 中小企業支援 

中小企業が新製品創出や製造プロセスの大幅な

改善等を目指す公的研究資金等を獲得するために、

事前調整としての予備研究を行う中小企業共同研

究スタートアップ事業を 18件実施した。 

また、地域中小企業の技術課題を受けた公設試研

究員を支援する地域産業活性化支援事業を実施し、

公設試９機関からのべ 11 名の研究者を産総研に招

へいして、中小企業の課題解決のための共同研究開

発を実施した。 

さらに、世界市場に進出し得る優れた中小企業製

品の性能を科学的に評価する技術を開発するグロ

ーバルトップ性能製品の評価手法開発事業を開始

し、８件（うち継続案件６件）のテーマを実施した。 

さらに、一部の地域センターでは技術相談等窓口

の共同運営等により地域にある大学、公設試、独立

行政法人中小企業基盤整備機構などの支援機関と

の連携を図りながら、製品開発や技術的な課題に関

する中小企業等への支援を実施した。 

 (e) 東日本大震災復興支援 

「世界に開かれた再生可能エネルギーの研究開

発の推進」と「新しい産業の集積を通した復興への

貢献」をミッションとする福島再生可能エネルギー

研究所が開所して１年が経過した。 

この研究所を中核として、東日本大震災により被

災した福島県、宮城県、岩手県に所在する企業が開

発した再生可能エネルギーに関連した企業シーズ

の事業化を産総研が技術的に支援し、その成果の当

該企業への移転を通じて、被災地域における新たな

産業の創出を支援する活動として「被災地企業のシ

ーズ支援プログラム」を実施し、2014 年度は全 27

件のテーマ（2013年度からの累計 38テーマ）を採

択した。 

さらに、地域の大学から学生を受け入れ、共同研

究を通じて再生可能エネルギー分野に係る人材を

育成する人材育成事業に取り組み、2014 年度は全

10 件（４大学）との共同研究を行い、ポスドク７

名、ＲＡ（リサーチアシスタント）12 名などを育

成した。 

また、産学官の連携により、再生可能エネルギー

に関する産業集積・雇用促進に貢献するため、これ

までの福島大学、東北大学、福島県に加え、福島再

生可能エネルギー研究所として福島県内の高等教

育機関４校（会津大学、いわき明星大学、日本大学

工学部、福島工業高等専門学校）（いずれも 2015

年２月 26 日）と連携・協力に関する協定を締結し
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た。  

(f) その他 

産学官の連携を目指した取組として、従来の「産

総研オープンラボ」を見直して、企業の経営層を対

象とした「テクノブリッジフェア」を開催し、64社

のべ 230名の来所があった。 

また、日本の産業再生、社会の活力を取り戻すた

めの方策を議論するための場として、「日本を元気

にする産業技術会議」では、2014年度も引き続き産

総研の技術シーズ等をテーマとしたシンポジウム

等を９回開催し、参加者は延べ 3,601 名であった。 

 (C) 技術移転に関する取組 

産総研の技術を有効に社会普及させるため、産総

研として取得し管理すべき知的財産権に関する方針

（知的財産ポリシー）に基づき、知的財産権を戦略

的に取得し、適切に維持・管理するとともに、技術

移転マネージャー、イノベーションコーディネータ

が密接に連携して技術移転を推進した。 

(a) 実施許諾の推移 

 2008

年度 

2009

年度 

2010

年度 

2011

年度 

2012

年度 

2013

年度 

2014

年度 

特許実

施契約

等件数 

767

件 

775

件 

765

件 

781

件 

882

件 

890

件 

940

件 

特許実

施料等

収入 

619

百万

円 

354

百万

円 

288

百万

円 

235

百万

円 

258

百万

円 

265

百万

円 

321

百万

円 

表：特許実施契約等件数及び特許実施料等収入の推

移 

(b) その他 

一般国民が、産総研の最先端の研究成果をわかり

やすく見学できる常設展示施設「サイエンス・スク

エアつくば」「地質標本館」の運営や対話型広報活

動として「サイエンスカフェ」「出前講座」「実験教

室」を引き続き実施した。また、つくばセンターの

ほか９つの研究拠点で一般公開を実施し、のべ

15,062名の来所があった。 

 (D) ベンチャー支援事業の実績 

(a) ベンチャー創出支援 

産総研の研究成果を活用した競争力のあるベンチ

ャー企業の創出を推進すべく、技術シーズごとにビ

ジネス人材が主導するタスクフォースを結成して

原則 2年間の事業化活動を行っている。2014年度は

８件のタスクフォースを実施した。 

2014年度の産総研技術移転ベンチャー称号付与企

業数は６社（累計 123 社）、そのうち、タスクフォ

ースから創出した企業は２社（累計 48社）である。 

(b) ベンチャー創業後の支援 

創出したベンチャーに対しては、５年間の技術移

転促進措置として知的財産権・研究施設等の優遇や

各種の相談窓口を提供して経営を支援している。

2014 年度の技術移転促進措置の対象企業は 18 社で

あり、経営基盤が脆弱で人材も少ない立ち上げ当初

のベンチャーにとって効果的な支援となっている。 

(c) ＡＩＳＴハンズオン支援チーム（ＡＩＳＴ-Ｈ

ＯＳＴ）の活動 

2013年度に公表した検証結果を踏まえて、有望な

産総研技術移転ベンチャー及びタスクフォースを

部署横断的に支援する「ＡＩＳＴハンズオン支援チ

ーム（ＡＩＳＴ-ＨＯＳＴ）」を立ち上げた。出資業

務においては審査委員会に諮るか否かの判断のた

め、ＨＯＳＴが中心となり、企業デューデリジェン

ス及び対象資産の鑑定評価等を行った。また、有望

なベンチャー及び 2014 年度実施のタスクフォース

について重点的に支援を行った。 

 (E) 国際標準化の取組 

産総研の研究ポテンシャルを活用した標準化研究

開発を実施することにより、標準化に貢献し、もって

我が国の産業競争力強化や安心・安全な社会の実現に

貢献する各種活動を行っている。 

2014年度は、国際標準 20件、国内標準４件、計 24

件の提案を行った。 

また、第 78 回ＩＥＣ（国際電気標準会議）東京大

会の併催イベントとして「国際標準推進戦略シンポジ

ウム」を開催した。プリンテッド・エレクトロニクス

の技術開発及び国際標準化の最新動向について議論

し、333名の参加者を得た。 

 (F) 人材育成の取組 

「技術経営力の強化に寄与する人材育成への貢献」

のため「産総研イノベーションスクール」を開校し、

本格研究に関する講義、産総研の研究現場での本格研

究の実施、産総研と関連のある企業等でのＯＪＴ
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（On-the-Job Training）等を通じて、基礎的研究を

製品化まで橋渡しできるイノベーティブな博士研究

者等を育成した。2014 年度は、第８期生としてポス

ドクコースの博士研究員 20 名、博士課程コースの博

士課程学生９名、講義専門コースの博士研究員２名を

対象に実施した。 

 

（２）独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構（ＮＥＤＯ） 

(ア）概要 

2013年４月から 2018年３月までの第３期中期目標期

間において、ＮＥＤＯは、産業技術及びエネルギー・環

境分野の中核的政策実施機関として、内外の最新の技術

動向や政策動向を的確に把握しつつ、政策当局との密接

な連携の下、産学官の機能を組み合わせ、最適な実施体

制を構築し、技術開発事業の適切なマネジメントとその

成果の普及等の業務を展開している。 

2014 年には、技術戦略やプロジェクト構想の策定を

専門的に行う「技術戦略研究センター」や、中堅・中小・

ベンチャー企業支援や産官学の連携に取り組む「イノベ

ーション推進部」を設置するなど組織体制の整備を図っ

た。また、国内外から産官学のリーダーを招きＮＥＤＯ

の最新成果を発信する「ＮＥＤＯフォーラム」の開催や、

地球温暖化問題の解決に向けたエネルギー・環境技術イ

ノベーションを促進する方策を世界レベルで議論する

｢ＩＣＥＦ｣（Innovation for Cool Earth Forum）を開

催するなど情報発信を推進する他、国内外動向の情報収

集・共有をするとともに、民間事業者等のオーブイノベ

ーションを推進する「オープンイノベーション協議会」

(ＮＥＤＯが事務局)を設立した。 

また、2014年 6月に閣議決定された、「日本再興戦略

改定 2014」及び「科学技術イノベーション総合戦略 2014」

を踏まえ、「橋渡し」機能の強化に必要な事項について、

ＮＥＤＯの中期目標等を変更し明記した。 

(イ）2014年度の主な業務実績 

（A）技術開発マネジメント関連業務 

 技術開発マネジメント関連業務については、我が国

の産業競争力の強化を通じた経済活性化及びエネル

ギー・環境問題の解決に貢献するよう、[１]ナショナ

ルプロジェクト、[２]実用化促進事業について、PDCA

（企画－実施－評価－反映・実行）サイクルを深化さ

せ、それら各段階におけるより高度な技術開発マネジ

メントを実施した。 

（B）クレジット取得関連業務 

 クレジット取得関連業務の実施に当たっては、経済

産業省及び環境省との緊密な連携の下、「京都議定書

目標達成計画」に沿って実施した。 

（C）債務保証経過業務・貸付経過業務 

 新エネルギーの導入に係る債務保証業務について

は、制度の安定運用を図りつつ、新エネルギーの導入

目標達成に向け、適切に実施した。 

鉱工業承継業務に係る貸付金の回収については、債

権の管理を適切に行い、回収額の最大化に向けて計画

的に進めた。 

 

２.研究開発支援 

（１）世界的な研究開発拠点としての「つくばイノベー

ションアリーナナノテクノロジー拠点（ＴＩＡ-nano）」

の形成 

(ア) 拠点形成に向けた背景 

欧米を中心に、産学官が連携する国際的で、大規模な

研究開発拠点の構築が進められており、国境を越えて資

金・人材が集められているところである（例：ベルギー

“ＩＭＥＣ”、フランス“ＭＩＮＡＴＥＣ“、米

国”Albany NanoTech”等）。また、これらの研究開発拠

点では、大学と協力して、最先端研究と次世代人材育成

を一体的に行っているケースが多い。 

このような状況を踏まえ、我が国においても、2009

年６月、独立行政法人産業技術総合研究所（産総研）、

独立行政法人物質・材料研究機構（ＮＩＭＳ）、国立大

学法人筑波大学（筑波大）、一般社団法人日本経済団体

連合会が、世界最高水準の先端的なナノテクノロジーの

研究設備・研究者が集積するつくばに、ナノテクノロジ

ーの国際的な研究開発拠点「つくばイノベーションアリ

ーナナノテクノロジー拠点（ＴＩＡ-nano）」を構築する

ために連携する旨を合意し、2012 年度には大学共同利

用機関法人 高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）が

中核機関として加わった。 

ＴＩＡ-nanoにおいては、６つのコア研究領域（ナノ

エレクトロニクス、パワーエレクトロニクス、Ｎ-ＭＥ
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ＭＳ、ナノグリーン、カーボンナノチューブ、ナノ安全

評価）に重点的に取り組むとともに、３つのコアインフ

ラ（ナノデバイス実証・評価ファンドリー、ナノテク共

用施設、ナノテク大学院連携）の整備を行うこととして

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：ＴＩＡ-nanoで推し進める「６つの研究コア領域」、

「開発研究連携領域」及び「３つのコアインフラ」 

(イ) 取組 

ＴＩＡ-nano 構築に向けた関係機関の動き等も踏ま

え、内閣府・文部科学省・経済産業省が連携して、ＴＩ

Ａ-nano拠点の構築を支援している。 

2014 年度に、新たに既存のコア研究促進に貢献する

とともに、次のコア研究の創成に資する役割を果たす

「開発研究連携領域」を設定し、計測技術に関する研究

が開始された。 

夏にはＴＩＡ-nano中核機関や各コア研究領域・プロ

ジェクトの持つ人材育成プログラムを有機的に連携さ

せ、ナノテクノロジーの多彩な分野を横断的に理解する

学習の祭典として全国の学生を対象に「ＴＩＡ連携大学

院サマー・オープン・フェスティバル 2014」を実施し

た。  

また、2014 年度は中期計画最終年度であり、中核４

機関（産総研，ＮＩＭＳ、筑波大、ＫＥＫ）を中心に、

産業界や関係省庁の意見を踏まえながら、次期中期期間

におけるＴＩＡ-nano拠点のビジョンを策定した。 

 

（２）ＮＥＤＯ技術戦略研究センターの創設 

産業技術やエネルギー・環境技術分野の技術戦略の策

定及びこれに基づく重要なプロジェクトの企画・構想等

に取り組む研究機関として、2014 年４月に、ＮＥＤＯ

に技術戦略研究センターを設立した。 

技術戦略研究センターでは、専門的知見や人的ネット

ワーク等を有する者をフェロー等として招へいし、グロ

ーバルな視点で技術戦略を継続的に策定・改訂していく

体制を整えた。また、コンピューティング、人工知能、

ロボット、ナノ炭素、水素等の幅広い技術分野の中から、

ポジション分析によって重点的に取り組むべき分野を

選定し、技術戦略の作成に着手した。 

 

（３）エネルギー・環境新技術先導プログラム 

 2050 年に温室効果ガス半減など、エネルギー・環境

分野の中長期的な課題を解決していくためには、既存の

技術の延長では不十分であり、従来の発想によらない革

新的な技術・システムが必要である。このため、今のう

ちから中長期的に花開く新技術を発掘し、将来の国家プ

ロジェクトを次々と生み出す土壌を形成していくこと

が重要である。 

こうした背景の下、本事業では、再エネ・ＣＯ２削減

等の分野に資する技術で、革新性があり開発に当たって

リスクを伴う技術である一方で、インパクトのある

game-changingな技術の原石を選りすぐり、将来の国家

プロジェクトにつなげていく先導的な研究を、2014 年

度から実施している。 

事業開始年度である 2014 年度に設定したプログラム

は、「地熱発電次世代技術の開発」、「ＣＯ２フリー水素

研究開発」、「ＣＯ２低コスト回収技術開発」、「メモリ・

ストレージ技術の開発」、「コンピューティング・ネット

ワーク技術の開発」の５つであった。全体としては、36

件のテーマについて、先導的な研究を開始した。 

 

（４）インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システ
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ム開発プロジェクト 

インフラの維持管理・更新等に係るコストの増大及び

技術人材不足の解決を目指し、的確かつ迅速にインフラ

の状態を把握できるモニタリング技術及び人間が容易

に立ち入れない場所を点検・調査するロボット技術等の

開発を行っている。 

当事業の初年度である 2014 年度は、各インフラの現

場ニーズを的確に捉えた技術開発に取り組んだ。 

モニタリング技術開発においては、センシング技術、

イメージング技術等の基盤技術の開発に着手し、ロボッ

ト技術開発においては、点検・調査用の各種ロボットシ

ステム開発、及びロボットに搭載可能な非破壊検査装置

の開発に着手した。 

 

（５）未来開拓研究 

2012 年４月に取りまとめられた産業構造審議会産業技

術分科会研究開発小委員会報告書の中で、新たな国家プ

ロジェクト制度の創設等が提言された。これを受けて、

文部科学省等との緊密な連携の下、府省縦割りを排除し

て、基礎から実用化まで一気通貫で研究開発を推進する

「未来開拓研究」を 2012年度に創設し、３テーマを指

定した。なお、2014 年度は７テーマを実施した（2014

年度予算額 165.0億円）。 

 

３.産学官連携の動き 

（１）産学官連携体制の整備 

（ア）概要 

ＴＬＯ（Technology Licensing Organization：技術

移転機関）は、大学等の研究者の研究成果を特許化し、

それを企業へ技術移転する法人であり、産と学の「仲介

役」の役割を果たす組織である。大学等発の新規産業を

生み出し、それにより得られた収益の一部を研究者に戻

すことにより研究資金を生み出し、大学等の研究の更な

る活性化をもたらす「知的創造サイクル」の原動力とし

て産学連携の中核をなす。 

ＴＬＯについては、1998 年に制定された「大学等に

おける技術に関する研究成果の民間事業者への移転の

促進に関する法律（ＴＬＯ法）」において、大学等にお

ける研究成果の技術移転を行う、文部科学大臣と経済産

業大臣により実施計画の承認を受けた承認ＴＬＯ並び

に、国又は独立行政法人における研究成果の技術移転を

行う、所管大臣の認定を受けた認定ＴＬＯが規定されて

いる。2014年度末現在の承認ＴＬＯ数は 36、認定ＴＬ

Ｏ数は２であり、承認ＴＬＯ及び認定ＴＬＯに対して特

許料等の軽減などの措置が講じられている。 

（イ）事業 

 (A) 産学連携評価モデル・拠点モデル実証事業（2014

年度予算額 3.0億円） 

我が国の経済成長の源泉であるイノベーションを

継続的に生み出すため、2012年度までに文部科学省と

共同で行った産学連携機能評価に関する調査の結果

（評価指標の開発）を活用し、産学連携拠点構築に取

り組む大学・企業等において、産業界の意見を反映し

つつ、各拠点の特色に応じた産学連携活動の客観的な

ＰＤＣＡサイクルの評価制度や産学間の知的財産権

の運用ルール、産学連携・人材流動化を促進させる制

度改革のモデルを構築するとともに、産学連携活動を

通じて構築したモデルの実証及び検証を行った。また、

大学・ＴＬＯが産学連携活動において得た収入や要し

た費用等の評価指標データを収集し、各機関の産学連

携活動の成果や課題について要因分析を実施すると

ともに、分析結果を各機関に還元する取組を行った。 

 (B) 産学連携イノベーション促進事業（2014 年度予

算額 40.0億円） 

産学の英知の結集による効率的なイノベーション

の創出による被災地復興を目的として、事業化に向け

た産学連携活動が円滑かつ持続的に実施される枠組

みを構築し、本格的なオープン・イノベーション環境

の整備を促進する事業を実施した。2012年度に、７件

の事業を採択し、大学・公的研究機関等と企業等によ

る特定の研究領域・分野における産学コンソーシアム

の立ち上げに対する支援を行った。2013年度及び 2014

年度は、前年度に構築した産学コンソーシアムの事業

計画等（事業化を見据えた研究テーマ設定段階からの

産学連携活動、産学一体での実践的な人材育成、産学

コンソーシアム活動のための研究開発設備整備、実用

化・実証研究）の実施に対する支援を行った。 

 (C) シーズ発掘事業及び橋渡し研究事業（新規、2014

年度予算額 3.0 億円（シーズ発掘事業 0.1 億円、

橋渡し研究事業 2.9 億円）） 
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我が国経済の自立的・持続的な成長のため、大企業

や大学等に眠る技術、アイディア、人材、地域に眠る

資源を最大限に活用し、新事業を生み出す仕組みを整

備するため、シーズ発掘事業において、ＴＬＯ、自治

体・公設試、地域金融機関等からなるコンソーシアム

を形成し、大学発の技術シーズの事業化を総合的に支

援する体制を構築し、新事業創出を促進する取組に対

して補助を行った。 

また、橋渡し研究事業において、産学官の技術や資

源を適切に組み合わせた産学官連携体制の構築を通

じて、地域発の優れた実用化技術の事業化を促進し、

新事業の創出に資することを目的として、企業と大学

等が共同で実施する実証研究に対して補助を行った。 

2014年度は、シーズ発掘事業１件、橋渡し研究事業

11件の事業を採択し、支援を行った。 

(D)大学におけるオープンプラットフォーム構築支援

事業（新規、2013年度補正予算 5.0億円） 

 地域のオープンイノベーションを促進することを目

的として、大学が地域の公設試験研究機関と協力しなが

ら、中小企業等への研究設備の開放等を行うオープンプ

ラットフォーム構築に必要な研究設備の整備を行う事

業６件に対して支援を行った。 

（２）産業技術人材育成施策 

（ア）概要 

産業界の求める人材ニーズにマッチした産業競争力

に資する人材育成として、技術の事業化を図ることでイ

ノベーションを促進するような実践力のある産業技術

人材の育成が求められている。 

このため、技術人材育成の質の確保に必要な施策等、

人材育成面での産学連携を促進する施策を展開してい

る。 

（イ）事業 

 (D) 中長期研究人材交流システム構築事業（2014 年

度予算額 0.7億円） 

理系の人材育成は、特定の専門分野に特化される傾

向にあり、社会的な実践能力を身に付ける機会が極め

て少ない。中長期研究インターンシップは、高度な専

門性のみならず、目的の明確化・プロジェクト管理等

の社会的な実践能力を身に付ける上で有効である。 

2013 年度の一般社団法人産学協働イノベーション

人材育成協議会設立を踏まえ、2014年度はオンライン

マッチングシステムの運用を開始するとともに、各大

学へのコーディネーターの配置等を行った。 

 

（３）国立大学法人等によるベンチャーキャピタル等

への出資 

我が国の産業競争力を強化するためには、大学の研究

成果の活用を図ることが重要である。2013年 12月に産

業競争力強化法が制定され、国立大学法人等が、国立大

学法人等の研究成果を活用する大学発ベンチャーに対

して経営上の助言等を行う認定事業者（ベンチャーキャ

ピタル等）に対し、出資を行うことが可能となった。こ

れにより、大学の研究成果の活用を図る大学発ベンチャ

ー等を効果的に支援することを可能とし、大学の研究成

果の事業化等を促進する。 

 2014年度は、９月に大阪大学、京都大学、10月に東

北大学の特定研究成果活用支援事業計画の認定を行っ

た。 

 

４.民間企業が行う研究開発の促進 

（１）研究開発税制の時限拡充 

我が国の研究開発には、１.企業が実施する研究開発

費は、国全体の研究開発費総額に占める割合が高く

（76.1％、主要国中トップ）、２.企業が実施する研究開

発費をほとんど企業自身の資金で賄い（98.2％）、３.

政府による企業への直接支援が少ない（1.1％、主要国

中最低）、という特徴がある。 
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すなわち、我が国のイノベーションは、企業が牽引し

ており、かつ、企業が自らの負担で推進していることか

ら、企業の創意工夫ある自主的な研究開発が極めて重要

と言える。しかし、我が国の民間企業が実施した研究開

発費は、2000年代以降、増加傾向にあったが、2008年、

2009 年と景気悪化の影響を受け、連続で減少した。2010

年、2011年は微増に転じたものの、2012年度には再度

減少し、ピーク時の 2007年を 10％以上も下回る水準に

ある。また民間企業全体の研究開発費総額は 2008年ま

では米国に次いで世界第２位（名目、購買力平価換算）

であったが、2009年には中国に抜かれて３位に後退し、

また長年主要国中最高水準にあった対ＧＤＰ比におい

ても、2009年に韓国に抜かれた。 

このような中、日本再興戦略に掲げられた、2016年

度までに民間研究開発投資額の対ＧＤＰ比を 3％以上

にするという目標を達成すべく、2014年４月から、増

加型と高水準型の選択適用である上乗せ措置を 2016年

3月末まで延長するとともに、増加型を試験研究費の増

加割合に応じて税額控除割合が高くなる仕組みに改組

している。また、2015年３月末を期限として、総額型

の控除上限を法人額の 30％に引き上げる時限措置（恒

久措置としては、法人税の 20％）を講じている。 

 

（２）技術研究組合法 

技術研究組合は、1961年に制定された「鉱工業技術

研究組合法」に基づき、企業、大学、独立行政法人等の

多種多様な組織が一つの研究開発目標の下、共同で研究

開発を行うために主務大臣認可により設立される組織

である。主な特徴として、１.法人格を有していること、

２.賦課金を支払う組合員に対し研究開発税制が適用さ

れること、３.組合が有する試験研究用資産に優遇税制

（圧縮記帳）が適用されること等がある。法律制定以来、

2014年度末までに 247件（全省庁分）の技術研究組合

が設立された。 

また、昨今、研究開発力の強化に資するものとして、

外部資源を活用したオープンイノベーションへの期待

が高まる中、従来制度の使い勝手を向上させるため、

2009年６月には「技術研究組合法」へと抜本的な改正

が行われ、１.設立組合員数の緩和、２.大学・独立行政

法人の組合員資格の明確化、３.株式会社への組織変更

等を可能とした。 

法改正の効果により、法改正当時 32件だった組合数

は、2014年度末時点で 55件に増加した。また、技術研

究組合から株式会社への組織変更第１号として、2014

年５月には「グリーンフェノール・高機能フェノール樹

脂製造技術研究組合」が、「グリーンフェノール株式会

社」に組織変更を行った。 

 

（３）オープンイノベーションの推進 

我が国のイノベーションシステムの強化のためには、

制度  

研究開発促進税制 

売上高に対する試験研究費の割合に応じ、試験研究費の総額の 8％～10％を税額控除（恒久的措置） 

税額控除額の上限：法人税額の 20％（2014年度については 30％まで） 

控除限度額を超過した場合、超過部分については、翌年度まで繰越し可能 

上記恒久措置に加え、 

[１]試験研究費の増加額の５～30％を税額控除（増加型） 

[２]試験研究費の額が売上金額の 10％を超える場合、その額に一定の割合を乗じた額を税額控除（高水

準型） 

（[１]、[２]いずれかの選択適用で２年間（2016年度末まで）の措置） 

税額控除額の上限：[１]、[２]とも総額型と別枠で法人税額の 10％ 

特別試験研究に係

る税額控除制度 

産学官連携により共同研究又は委託研究を行った場合、その際に要した額（特別試験研究費）の 12％を

税額控除（恒久的措置） 

税額控除額の上限：法人税額の 20％（ただし、研究開発促進税制の総額型の控除額の合計） 

中小企業技術基盤

強化税制 

中小企業の支出した試験研究費の総額の 12％を税額控除。（恒久的措置) 

税額控除額の上限：法人税額の 20％（2013年度及び 2014年度については 30％まで） 

控除限度額を超過した場合、超過部分については、翌年度まで繰越し可能 

表：研究開発税制の詳細 
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優れた技術シーズとその事業化との間の「死の谷」を乗

り越える「橋渡し」機能の強化を行うとともに、企業の

「オープンイノベーション」の推進が必要である。オー

プンイノベーション推進の観点から、インテンセィブを

付与すると同時に、オープンイノベーションのメリット

や具体的方法への理解を我が国企業に広く浸透させる

ことが重要である。2015年２月には、民間事業者・大

学・研究機関・自治体等が主体となった「オープンイノ

ベーション協議会」を設立した。こうした場において、

オープンイノベーションの先進事例の紹介や啓発普及

活動などを実施することで「オープンイノベーションの

促進を図る。 

(ア) 事業概要 

（A）中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業 

中堅・中小企業等は特定の優れた技術を有していても、

事業化を目指すためにはそれのみでは不十分なことが

ある。このため、革新的な技術シーズを事業化に結びつ

ける「橋渡し」機能を有する機関の能力を活用して、共

同研究を実施する際の支援を行った。 

（B）研究開発型ベンチャー支援事業 

我が国は優れた技術力を有しており、それを活用したベ

ンチャー企業の創出・発展のポテンシャルは大きい。研

究開発型ベンチャーの育成とエコシステム構築を図る

ため、国内外のベンチャーファンド等（アクセラレータ）

を認定し、当該ファンド等が支援するベンチャー企業に

提携先や投資家とのマッチング等の支援を行った。 

 

５.知的財産の創造への支援 

（１）特許料等の減免制度 

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者

への移転の促進に関する法律（ＴＬＯ法）に基づく、2014

年度における承認ＴＬＯ及び認定ＴＬＯに対する特許

料及び審査請求料の軽減実績は、それぞれ 670件、183

件であり（2013年度はそれぞれ 675件、274件）、産業

技術力強化法（産技法）に基づく、2014年度における

大学及び大学研究者に対する特許料及び審査請求料の

軽減実績は、それぞれ 3,520件、3,545件であった（2013

年度はそれぞれ 3,152件、3,714 件）。 

また、産技法等に基づく、2014 年度における研究開

発型中小企業に対する特許料及び審査請求料の軽減実

績は、それぞれ 15,301件、4,860件であった（2013年

度はそれぞれ 11,956件、4,839件）。 

（2014年１月 19日に産業活力の再生及び産業活動の革

新に関する特別措置法が廃止され、2014年 1月 20日以

降、承認ＴＬＯに対する特許料等の軽減措置の根拠法律

はＴＬＯ法となった。） 

（２）日本版バイ・ドール制度 

日本版バイ・ドール制度は、産業技術力強化法に基づ

き、政府資金による委託研究開発（独立行政法人等を通

じて行うものを含む）及び請負ソフトウェア開発の成果

に係る特許権等を、同法第 19条第１項各号に定められ

た一定の条件を受託者が約束する場合に、受託者に帰属

させることを可能とする制度である。 

2014 年度においても引き続き、経済産業省が実施し

た研究開発委託事業に本制度を適用した。 

 

（３）委託研究開発における知的財産マネジメントに関

する運用ガイドライン 

（ア）背景 

経済産業省は、2014 年６月の産業構造審議会産業技

術環境分科会研究開発・評価小委員会の中間とりまとめ

を受け、日本版バイ・ドール制度の運用等、国の委託に

よる研究開発プロジェクトにおける知的財産マネジメ

ントの在り方について検討を行い、2015 年５月に委託

研究開発における知的財産マネジメントに関する運用

ガイドラインとして取りまとめた。 

（イ）当ガイドラインの概要 

(A)成果の事業化の重要性などの基本的な考え方を明示

した。 

(B)研究開発の委託者に、プロジェクトごとに当該プロ

ジェクトの知的財産マネジメントに係る基本的な方針

（「知財方針」）を策定することを原則義務付けた。 

(C)プロジェクト開始前から終了後に至る知財関連の業

務手順を提示した。 

(D)留意事項として、以下の内容等を整理した。 

・成果を事業化に結び付けるため、想定されるパターン

ごとに、参考となる知財の柔軟な帰属の在り方や活用方

策を提示した。 

・日本版バイ・ドール制度に基づき「活用されていない」

とみなされる「相当期間」の目安を提示した。 
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・プロジェクト参加者が保有済みの関連知財（バックグ

ラウンドＩＰ）を融通し合う際の留意点を整理した。 

(E)知財方針・知財合意書の作成例を提示した。 

 

６.研究開発の評価 

（１）評価実施実績 

産業構造審議会産業技術環境分科会研究開発・評価小

委員会評価 WGは、経済産業省の研究開発事業等の評価

の実施、審議及び研究開発の評価システムや手法など、

評価の在り方についての審議を行っている。 

 技術に関する施策評価は、各年度の評価実施計画で対

象となった技術施策について、当該施策の下に位置付け

られる技術に関する事業を俯瞰し、各事業の相互関係等

に着目した評価を実施している。 

＜2014年度 技術に関する施策評価実施案件＞ 

・核燃料サイクル関連分野（含、技術に関する事業評価

３件） 

   事業ごとの評価については、研究開発制度及びプロ

ジェクトを対象としている。 

 事前評価は、新規に事業を開始する前に実施している。 

 また、中間・終了時評価は、各年度の評価実施計画で

対象となった事業について実施している。 

＜2014 年度 技術に関する事業評価(研究開発制度及

びプロジェクト等の中間・終了時評価)実施案件の例

＞ 

・革新的バイオマテリアル実現のための高機能ゲノムデ

ザイン技術開発（中間評価） 

・戦略的基盤技術高度化支援事業研究開発制度（中間評

価） 

・レアメタル・レアアース等の代替材料・高純度化

技術開発（事後評価） 

 

  参考に、2014 年度に経済産業省が実施した研究開発

評価の実績を示す（表：2014 年度研究開発評価実績）。 

７.国際協力への取組 

（１）科学技術協力協定に基づく二国間協力 

我が国では、科学技術協力をより一層推進させるため、

二国間の科学技術協力協定を締結し、研究者等の国際的

交流、国際的な共同研究開発、定期的な情報交換や共同

シンポジウムの開催、人材交流等を行っている。締結状

況は次のとおりである。 

締結国：47か国・機関（2015年３月現在） 

米国、フランス、ドイツ、イギリス、イタリア、

オランダ、スウェーデン、フィンランド、カナダ、

オーストラリア、韓国、中国、インド、イスラエ

ル、ロシア、旧ソ連（10 か国）、ポーランド、旧

ユーゴスラビア（６か国）、ブラジル、インドネシ

ア、ルーマニア、ブルガリア、チェコ、スロバキ

ア、ハンガリー、ノルウェー、南アフリカ共和国、

ベトナム、スイス、ニュージーランド、ＥＵ、ス

ペイン、エジプト 

 

（２）日米エネルギー環境技術協力 

2009 年 11 月 13 日に日米首脳会談が行われ、エネル

ギー安全保障と気候変動という世界的な課題解決に向

け、日米国立研究所間協力を含む日米クリーンエネルギ

ー技術協力の強化について合意した。 

この合意を受けて、経済産業省と米国エネルギー省の

間で具体的なプロジェクトをまとめた「日米クリーンエ

ネルギー技術アクションプラン」を策定した。アクショ

ンプランに基づき、国立研究所間協力では、日米の緊密

な連携の下、エネルギー環境技術分野において、お互い

の強みを活かした相互補完的な研究開発をすすめた。  

 

（３）ＡＰＥＣ科学技術イノベーション政策パートナ

ーシップ（ＰＰＳＴＩ） 

ＡＰＥＣ/ＰＰＳＴＩ（科学技術イノベーション政策

パートナーシップ）は、これまで開催されてきたＩＳＴ

ＷＧ（産業科学技術作業部会）の後継として 2013年から

開催されている。2014 年９月には中国において第４回

ＡＰＥＣ/ＰＰＳＴＩ会合が開催された。ＰＰＳＴＩで

は、政府の関係者の他、産業界、学会の参加を得てイノ

ベーションについての議論を行っている。 

  

表：2014年度研究開発評価実績 

研究開発評価の種類 2014年度実績 

技術に関する施策評価 １件 

技術に関す

る事業評価

（研究開発

制度評価及

びプロジェ

クト評価等） 

事前評価（事業開

始前に実施。） 
10件 

中間・終了時評価

（実施途中及び終

了後に実施。） 

９件 
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（４）ＯＥＣＤ科学技術政策委員会（ＣＳＴＰ） 

1969 年に設立された科学研究委員会を前身とし、数

回の改組の後、1972年に現行の組織となった。 

ＣＳＴＰは、科学技術政策に関する情報交換・意見交

換を行うとともに、科学技術・イノベーションが経済成

長に果たす役割、研究体制の整備強化、研究開発におけ

る政府と民間の役割、国際的な研究開発協力の在り方等

について検討を行っている。日本からは、経済産業省、

文部科学省の２省体制で、対応している。 

また、ＣＳＴＰ傘下のＴＩＰ（イノベーション技術政

策作業部会）においても、年２回会合を開催し、生産性

の向上、知識の創出・普及・活用、持続可能な成長等に

向けて、イノベーションの観点から分析・助言を行い、

各国の科学技術支援システムとその国際的な関連につ

いての相互理解を向上させることを目的に活動してい

る。 

 

（５）ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログ

ラム（ＨＦＳＰ） 

生体の持つ複雑かつ優れた機能の解明を中心とする

基礎研究を国際的に共同して推進し、その成果を広く人

類全体の利益に供することを目的として、我が国が

1987 年のヴェネチア・サミットにおいて提唱し、創設

された国際共同研究助成制度。参加国・地域（運営支援

国・地域）は、日本、米国、イギリス、ドイツ、フラン

ス、イタリア、カナダ、スイス、韓国、オーストラリア、

ＥＵ、インド、ニュージーランド、ノルウェー、シンガ

ポールの 15か国・地域となっている。 

事務局は国際ヒューマン・フロンティア・サイエン

ス・プログラム推進機構が務めており、経済産業省から

は 2014年度分として 4,903千米ドルの拠出を行った。 

 

８.産業技術に関する調査 

世界経済の活動のグローバル化が加速し、国際競争が

激化する中、我が国が持続的な経済成長を通じて豊かな

国民生活を実現していくには、世界の動向を見据えた上

で、成長分野における創造的・革新的な研究開発を促進

してイノベーションを生み出すとともに、その成果を効

果的に活用するための環境の整備が極めて重要であり、

こうした課題の解決に資する研究開発を強化するため

の投資の拡充、産学連携の推進や技術人材育成等の産業

技術政策を強力かつ戦略的に推進していくことが必要

である。 

このため、国内外の研究開発の動向等を的確に捉え、

我が国の産業技術政策の国際的な観点からの比較・検証

及び国際競争力強化を目指した研究開発戦略の検討等

に必要となる調査分析を行い、実態を踏まえた効果的か

つ合理的な産業技術政策の企画立案等に役立てた。 

具体的には、我が国企業のイノベーション創出活動、研

究開発税制の海外主要国の制度や国内での利用実態や、

大学発ベンチャーの成長要因に関する調査、及び研究会

初事業終了後の実用化状況等に関する追跡調査・追跡評

価を実施した。 
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基準認証政策 

１．基準認証政策に関する主な動き（総論） 

経済社会におけるグローバル化の進展や技術の進歩に

伴い、我が国の標準化を取り巻く環境は著しく変化してい

る。国際的な環境変化を機敏に捉え、迅速かつ柔軟に対応

するとともに、産業競争力を強化する視点から、標準化戦

略の重要性が高まっている。 

このような背景の下、「日本再興戦略 改訂 2014」（2014

年 6月 24日閣議決定）において、「標準化官民戦略に基づ

く新市場創造型標準化制度の構築」、「知的財産・標準化戦

略の推進」が盛り込まれた。 

また、「知的財産推進計画 2014」（2014 年７月４日知的

財産戦略本部決定）において、「国際標準化及び認証に関

する戦略的な取組」、「中小企業の標準化活動支援」が盛り

込まれた。 

そして、新市場の創造や産業競争力の強化につながる戦

略的な標準化の推進のため、2014 年５月に「標準化官民

戦略」を策定し、官民が緊密に連携して取り組むべき具体

策をとりまとめた。本戦略に基づき、複数の関係団体に跨

がる融合技術や中堅・中小企業を含む特定の企業が保有す

る先端技術の迅速な国内標準化（ＪＩＳ化）や国際標準化

提案を可能にする「新市場創造型標準化制度」を 2014 年

７月に創設した。 

（参考）新市場創造型標準化制度について 

 

 

２．標準化政策 

２．１．国内標準（ＪＩＳ） 

2014 年度における日本工業規格(ＪＩＳ)の制定・改正

については、日本工業標準調査会（ＪＩＳＣ）標準第一部

会、標準第二部会で了承された「平成 26 年度工業標準化

審議予定一覧」等に基づき、官民の役割分担を明確にする

との基本的な考え方の下、重点化・優先順位付けを行い、

着実に進めた。 

 具体的には、携帯電話等に内蔵され方位角の測定等に用

いられる電子コンパスの特性や性能を評価するためのＪ

ＩＳ C5630-19（マイクロマシン及び MEMS－第 19 部：電

子コンパス）や、緊急時に地域住民や観光客等の迅速な避

難を可能とする情報を標識に記載するルールを定めたＪ

ＩＳ Z9097（津波避難誘導標識システム）のほか、国際規

格に整合した新しい洗濯表示記号に関するＪＩＳ L0001

（繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法）

を制定するなど、ＪＩＳ整備を進めた。 

 上記のような重点的取組により、2014年度中に制定 143

件、改正 358件のＪＩＳを公示した。2015年３月末現在、

10,599件が制定されている。 

 

２．２．国際標準（ＩＳＯ/ＩＥＣ） 

（１）戦略的国際標準化の推進 

 我が国産業の国際競争力を強化する観点から、国際標準

化機構（ＩＳＯ）及び国際電気標準会議（ＩＥＣ）におけ

る戦略的な国際標準化の推進が重要であり、次のような取

組を行った。 

○歯科用ＣＡＤ/ＣＡＭに関する国際標準化 

 ＩＳＯ/ＴＣ106（歯科）は８つの分科委員会（ＳＣ）を

もち、168件の国際規格等を出版している大きな専門委員

会（ＴＣ）であり、国際歯科連盟（ＦＤＩ）がＴＣ106の

国際規格を各国で利用することを推奨していることから、

重要度の高い規格群となっている。 

 ＳＣ９（歯科用ＣＡＤ/ＣＡＭシステム）は、今後の歯

科分野へのＣＡＤ/ＣＡＭ技術の展開を見通し、我が国か

らＳＣ設立提案を行い、幹事国・議長国となったＳＣであ

る。「ＣＡＤ/ＣＡＭの加工精度評価方法」ほか１件の国際

提案を行っている。 

○航空機エンジン用長繊維強化セラミックス複合材料に

関する国際標準化 

 ＩＳＯ/ＴＣ206（ファインセラミックス）は我が国が発

案し、設立されたＴＣで、日本が幹事国を行っている数少

ないＴＣの一つである。ＴＣ206 には、ＳＣはなく 12 の

ワーキンググループ(ＷＧ)で構成され、長繊維強化セラミ

ックス複合材料(ＣＭＣ)はＷＧ4(複合材料)で扱われてい

る。航空機エンジン用高耐熱軽量高強度構造材料としてＣ

ＭＣの開発が進む中、日本が得意で優れた技術を有してい

る分野で、先行規格がなく、技術的付加価値の高いテーマ
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を日本がリーダーシップを発揮して国際規格提案を行っ

ている。 

○家庭用エアコン及び冷蔵庫に関する国際標準化 

 省エネ性能に優れた我が国の家庭用エアコン及び冷蔵

庫が的確に評価されるよう消費電力の測定方法に関する

新たな国際規格を制定した。 

家庭用エアコンについては、エアコンの圧縮機の能力を

調整し、負荷に応じて高効率状態で運転する我が国のイン

バータエアコンの性能を正しく評価する評価方法（ＩＳＯ

16358）を 2013年４月に制定した。冷蔵庫については、従

来の IEC規格では消費電力試験時の周辺温度が低く、かつ、

ドアの開閉試験がなかったため、アジア諸国の環境や使用

実態が反映されるようＩＥＣ規格（ＩＥＣ62552-1、ＩＥ

Ｃ62552-2、ＩＥＣ62552-3）を 2015年２月に改正した。 

 

（２）ＩＳＯ/ＩＥＣ総会、理事会等の上層委員会への積

極的対応 

ＩＳＯにおける総会、理事会、技術管理評議会（ＴＭＢ）、

適合性評価委員会（ＣＡＳＣＯ）、ＩＥＣにおける総会、

評議会、標準管理評議会（ＳＭＢ）、適合性評価評議会（Ｃ

ＡＢ）等の上層委員会に対しては、日本工業標準調査会国

際専門委員会及び一般財団法人日本規格協会（ＪＳＡ）に

設置した委員会での審議等を踏まえて対応した。 

上層活動への人的貢献及び関与としては、ＩＥＣについ

ては、パナソニック株式会社の野村淳二氏が会長（任期：

2014 年～2016 年）に就任した。また、株式会社日立製作

所の藤澤浩道氏が副会長／ＣＡＢ議長(任期：2009 年～

2014 年）を務めた。さらに、継続的に評議会、ＳＭＢ、

ＣＡＢ、市場戦略評議会（ＭＳＢ）に委員を派遣している。

ＩＳＯについても、継続的にＩＳＯ理事会、ＴＭＢに常任

メンバーとして委員を派遣している。 

 また、官民の協力の下、2014年 11月、15年ぶりに日本

でＩＥＣ東京大会を開催した。77 カ国、約 2,600 人が参

加し、53分野、約 240の専門委員会・分科会（ＴＣ/ＳＣ）

に加え、主催国である日本が独自に大会テーマ

“Integration toward a Smarter World”を設定し、スマ

ート分野等の日本の技術を海外にアピールするテクニカ

ルビジット等の併催イベントを組み合わせた新たなスタ

イルで開催した。 

 

２．３．諸外国との連携 

（１）ＷＴＯ/ＴＢＴ委員会 

標準化を含む基準認証分野における政府間の国際的な

ルールについて規定する、ＷＴＯ/ＴＢＴ協定（貿易の技

術的障害に関する協定）に基づき、同協定の実施及び運用

を目的としたＴＢＴ委員会が年に３回程度開催されてお

り、我が国として 2014 年度も引き続き同委員会での積極

的な発言等を行った。 

 

（２）多国間標準化協力 

(ア) 北東アジア標準協力フォーラム 

日中韓３か国の標準化活動における連携強化及び個別

分野での協力の推進を目的とし、３か国の標準化機関、そ

の他民間団体等からの出席の下、北東アジア標準協力フォ

ーラムが 2002年から毎年開催されている。2014年７月に

は、第 13回会合を韓国・慶州にて開催し、ＩＳＯ/ＩＥＣ

等の国際標準化活動における個別分野の協力に関する意

見交換を行った。 

(イ) 太平洋地域標準会議（ＰＡＳＣ） 

ＩＳＯ/ＩＥＣ等の国際標準化活動における環太平洋地

域の連携強化及び参加促進を目的とし、1972 年に米国の

提唱により発足した。2014 年３月末時点で、25 の国・地

域が加盟している。2014年５月には、第 37回総会がマレ

ーシア・クアラルンプールにて開催され、ＩＳＯ/ＩＥＣ

等の国際標準化活動や地域標準化活動等の最近の動向及

び個別分野の情報交換等を行った。 

(ウ) ＡＰＥＣ/基準・適合性小委員会（ＳＣＳＣ） 

ＡＰＥＣエコノミー間で基準認証分野に関する意見交

換及び協力を行うことを目的とし、1994年に発足した。 

2014 年８月に中国・北京にてＡＰＥＣ2014/ＳＣＳＣ2

（2014 年第２回ＳＣＳＣ会合）が開催され、我が国より

ＷＴＯ/ＴＢＴ委員会の動向やＶＡＰ(規格整合化調査)の

取組等に関する発表を行った。 

また、2015 年２月には、フィリピン・クラークにてＡ

ＰＥＣ2015/ＳＣＳＣ1（2015 年第１回ＳＣＳＣ会合）が

開催された。 

(エ) ＡＣＣＳＱ-ＭＥＴＩ 

我が国とＡＳＥＡＮとの間で基準認証分野に関する意

見交換を行うことを目的に、1999年にＡＣＣＳＱ-ＭＥＴ

Ｉが発足した。 
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本小委員会のＡＳＥＡＮ側の参加者は、アセアン品質標

準諮問委員会（ＡＣＣＳＱ）のメンバーである。 

2015年４月にフィリピン・マニラにてＡＣＣＳＱ-ＭＥ

ＴＩ会合が開催され、双方が関心を有する分野における標

準化活動に関する情報・意見交換が行われた。 

 

（３）二国間等標準化協力 

（ア）ＣＥＮ（欧州標準化委員会）/ＣＥＮＥＬＥＣ（欧

州電気標準化委員会）/ＪＩＳＣ協力協定 

 日欧間で規格策定等の情報交換を行うことを目的に、我

が国とＣＥＮ、ＣＥＮＥＬＥＣとの間でそれぞれ覚書（Ｍ

ｏＵ）を締結していたが、欧州側より日欧標準化機関間の

より一層の協力関係を構築することを目的とした両協力

文書の一本化の要望を受け、2014 年 11 月にＣＥＮ/ＣＥ

ＮＥＬＥＣ/ＪＩＳＣ協力協定が締結された。 

 2014 年は、数次にわたり事務局間会合を開催し、新た

な協力協定の締結に向けた調整や今後の協力関係の方向

性について意見交換を行った他、個別分野では、鉄道シス

テム、スマートグリッド、ＩＣＴ（情報通信技術）、アク

セシビリティに関して、それぞれ欧州側専門家との間で情

報交換のためのワーキンググループを開催した。 

 （イ）日中標準化協力ダイアログ 

中国国家質量監督検験検疫総局(ＡＱＳＩＱ)国家標準

化管理委員会（ＳＡＣ）との間で、両国の基準認証政策に

関する情報交換、ＩＳＯ/ＩＥＣ等国際標準化活動におけ

る協力・連携等を目的とし、2007 年から日中標準化協力

ダイアログを実施している。2014年７月の第 13回北東ア

ジア標準協力フォーラムに併せて第７回会合を開催し、両

国の基準認証分野における関連政策・活動及びＩＳＯ/Ｉ

ＥＣ等の国際標準化活動における個別分野の協力に関す

る意見交換を行った。 

（ウ）日韓基準認証定期協議 

韓国知識経済部（ＭＫＥ）技術標準院(ＫＡＴＳ)との間

で、両国の基準認証政策に関する情報交換、ＩＳＯ/ＩＥ

Ｃ等の国際標準化活動に係る課題及び個別分野の標準化

活動における協力・連携等を目的とし、1979 年から日韓

基準認証定期協議を実施している。2014年７月の第 13回

北東アジア標準協力フォーラムに併せて第 32 回会合を開

催し、両国の基準認証分野における関連政策・活動及びＩ

ＳＯ/ＩＥＣ等の国際標準化活動における個別分野の協力

に関する意見交換を行った。 

（エ）日米基準認証協議 

 経済産業省、米国商務省国立標準技術研究所（ＮＩＳＴ）

及び米国国家規格協会（ＡＮＳＩ）との間で、1997 年よ

り実施している。2014年 11月のＩＥＣ東京大会の場を活

用し、非公式会合が開催され、両国の標準化の最新動向の

紹介などを行った。 

（オ）標準化・認証協力文書 

 アジア市場を開拓する日系企業を支援するため、二国間

協力を強化することを目的として、ベトナムとは 2013 年

８月に、インドとは 2014年１月に、インドネシアとは 2014

年９月に、それぞれ標準化・認証協力文書に署名した。 

（カ）ＪＩＣＡ集団研修 

2014年 12月１日～５日に、独立行政法人国際協力機構

（ＪＩＣＡ）によりアセアン国際標準開発研修が開催され、

アセアン諸国より研修員が参加・受講した。当該研修は、

国際標準化活動が国際貿易の促進や自国の産業競争力強

化に及ぼす影響を理解し、包括的な国際標準化政策の立案

に向けた知見の習得を目指すものである。また、2014 年

９月 30 日～10 月 10 日にはアセアン製品認証（ＩＥＣＥ

Ｅ ＣＢスキーム）研修が開催された。当該研修は、ＩＥ

ＣＥＥ ＣＢスキームの役割や貿易促進に係る効果を理

解し、その参加に当たってのロードマップを作成するため

の知見の習得等を目指すものである。両研修とも、2012

年～2014年の３年間実施され、延べ 45人が参加した。 

 

２．４．標準化人材の育成 

我が国の国際標準化活動の強化に当たっては、国際標準

化人材の育成が不可欠である。ＩＳＯやＩＥＣなどの国際

標準制定の会議に実際に出席する国際標準化の専門家に

は、専門分野の技術的知識だけでなく、語学力や交渉力、

国際標準の制定や周辺動向にかかる多様な知識が必要と

される。このため、以下の取組を実施した。 

国際標準制定業務に携わる人材向けに、ＩＳＯ/ＩＥＣ

専門業務用指針や国際標準化を巡る動向を内容とする研

修を、一般財団法人日本規格協会と協力して実施した。 

また、若手人材等を対象とした、国際標準化実務の遂行

能力に加え、グローバルに通用する交渉力及びマネジメン

ト力を兼ね備えた人材育成を目的とした研修をＩＳＯ/Ｉ

ＥＣ分野について実施した。 
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 さらに、次世代国際標準化人材の育成のため、大学への

講師派遣（13 大学（東京理科大学、電気通信大学、日本

大学等））、を実施した。 

 

２．５．基準認証政策に関する普及・広報 

基準認証政策への理解の増進及び制度の活用促進を図

るためには、普及・広報活動が重要である。 

毎年、工業標準化推進月間である 10 月に工業標準化事

業表彰を行っている。2014 年度は、ＩＥＣ適合性評価評

議会議長兼ＩＥＣ副会長という要職を６年にわたり務め、

日本のプレゼンスを高めたほか、新たな適合性評価システ

ムを設立する等、我が国の国際標準化活動の推進に極めて

顕著な功績のあった藤澤浩道氏に対し内閣総理大臣表彰

を、工業標準化事業に率先して取り組み、その功績が顕著

な個人 20 名及び３組織に経済産業大臣表彰を、さらに、

国際標準化活動等を幅広い側面から支える関係者 25 名に

対して産業技術環境局長表彰（国際標準化貢献者表彰、国

際標準化奨励者表彰、工業標準化功労者表彰）を行った。 

その他、工業標準化推進月間においては、ポスターの全

国配布や懸垂幕の掲示、「標準化と品質管理」全国大会・

地区大会（一般財団法人日本規格協会主催）における講演

等を実施した。 

また、工業標準化推進月間 60 周年を機会に市民への普

及・啓発の観点から、工業標準化推進月間のポスターに掲

載する標語のコンクールを実施したほか、中小企業向けに

標準化活用のためのセミナーやパンフレットの配布、主に

児童向けに子ども霞が関見学デーへの出展など、積極的に

普及・広報活動を行った。 

 

３．認証政策 

３．１．国内における適合性評価制度の的確な運用 

 工業標準化法に基づく適合性評価制度について、次のよ

うな運用等を行った。 

（１）ＪＩＳマーク表示制度 

（ア）制度の概要 

工業標準化法によるＪＩＳマーク表示制度は、品質等を

ＪＩＳで具体的に規定し、これに適合する製品やその包装

等には、ＪＩＳ適合品であることを示す特別な表示（ＪＩ

Ｓマーク）を付けることができる制度であり、製品の取

引・使用・消費の合理化等を目的としている。 

2014 年度は認証事業者の増減は共に 200 件程度拮抗し

ており、2015 年３月末時点で約 8,700 件が認証されてい

る。また、同じく３月末時点で約 2,100の規格が認証の対

象となっている。 

（イ）制度の信頼性確保の取組 

ＪＩＳマーク表示制度では、国は登録認証機関に対する

監督措置（報告徴収、立入検査等）を実施することとされ

ており、認証取得事業者に対する監督については一義的に

登録認証機関にその責務がある。これに加え、国も認証取

得事業者に対して必要に応じて報告徴収、立入検査及び表

示の除去命令を行うことができ、ＪＩＳマーク制度の信頼

性を確保することとしている。 

2014 年度も違反工場への厳格な対応、認証取得事業者

に対する立入検査、試買検査の実施、ＪＩＳマーク表示制

度に関するブロックセミナー（国内 11 地域及び韓国）等

を実施した。 

 

（２）ＪＮＬＡ制度 

工業標準化法に基づく試験所登録制度（ＪＮＬＡ制度）

は、試験成績書の信頼性確保を目的として、試験所の能力

に関する要求事項を規定した国際規格（ＩＳＯ/ＩＥＣ 

17025） に適合する試験事業者を登録する制度である。登

録の対象となる試験方法はＪＩＳの試験方法であり、登録

された試験方法の範囲内において、特別な標章（ロゴ）付

きの試験成績表（証明書）を発行することができる。2014

年度は、土木建築分野を中心に、ＬＥＤ照明分野の事業者

など 17件の新規登録があった。なお、2015年３月末時点

での登録試験事業者数は 223である。 

 

３．２．国際的な適合性評価制度に対する取組 

ＩＳＯ9001（品質）やＩＳＯ14001（環境）といった、

企業の組織管理に関する要求事項を定めたマネジメント

システム規格の適合性を評価するマネジメントシステム

認証は、国際的にも普及している代表的な認証制度である。

近年では、ＩＳＯ50001（エネルギー）、ＩＳＯ22301（事

業継続）等、ＩＳＯやＩＥＣにおける規格開発に伴って、

新たな分野における認証サービスの提供が行われている。

我が国では 90 年代前半からマネジメントシステムに関す

る認証が導入され、2015年３月現在、国内で約 50の認証

機関が民間の認定機関（公益財団法人日本適合性認定協会
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（ＪＡＢ）等）の下に活動しており、ＩＳＯ9001 につい

ては約 38,000、ＩＳＯ14001 については約 20,000 の組織

が認証を受けている。 

 

３．３．グローバル認証基盤整備事業 

主要国が国際標準化活動に併せて国内認証システムの

施設整備を急速に進めている中で、我が国の認証基盤は脆

弱な状況にある。このため、スマートグリッド等戦略重点

分野において、製品・システムの安全性や性能についての

認証又は試験の結果が国際的に認められる認証基盤構築

として、独立行政法人産業技術総合研究所（産総研）福島

再生可能エネルギー研究所※において大型パワーコンデ

ィショナ、独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）

において大型蓄電池の認証施設の整備を行っている。 

（※産業技術総合研究所は 2015 年４月に独立行政法人か

ら国立研究開発法人に名称変更。） 

 

３．４．適合性評価手続の効率化の推進 

 貿易の円滑化のため、輸出国側で行われた適合性評価手

続を輸入国側で活用する制度の一つとして、政府間の相互

承認協定（ＭＲＡ）がある。相互承認協定とは、安全確保

等を目的として製品等に対して設定される技術基準や適

合性評価手続が、国の間で異なる場合であっても、輸出国

側の第三者適合性評価機関（ＣＡＢ）が輸入国側の技術基

準及び適合性評価手続に基づいて評価を行った場合、その

評価結果を、輸入国内で実施した適合性評価と同等の保証

が得られるものとして相互に受け入れることとする協定

である。輸出事業者にとっては、適合性評価手続を自国内

で終了させることができるため、時間とコスト両方の削減

が見込まれる。2015 年３月末現在、電気製品分野におい

ては、ＥＵ、シンガポール、タイ及びフィリピンとの間で

相互承認に係る協定を締結している。 

 

４．計量行政・知的基盤整備政策 

４．１．知的基盤の整備 

知的基盤とは、研究開発を始めとする知的創造活動によ

り創出された成果が体系化、組織化され、更なる研究開発、

経済活動等の促進のベースとして活用されるもの（研究用

材料、計量標準、計測・分析・試験評価に係る方法及びそ

れらに係る先端的機器並びにこれらに関連するデータベ

ース等）である。 

第４期科学技術基本計画（2011 年８月閣議決定）に基

づき、2012 年８月に産業構造審議会・日本工業標準調査

会の合同会議である知的基盤整備特別委員会を開催し、多

様な利用者ニーズ及び質の充実の観点を踏まえた、ユーザ

ーの視点に立った、新たな知的基盤の利用のあり方につい

て「知的基盤整備特別委員会中間報告―知的基盤整備・利

用促進プログラム―」を取りまとめた。これを踏まえ 2014

年３月に「計量標準」「微生物遺伝資源」及び「地質情報」

の３分野の新たな整備計画・具体的な利用促進方策（第２

期知的基盤整備計画）を取りまとめたところである。 

第２期知的基盤整備計画においては、知的基盤の整備機

関において、それぞれ次のように整備することとされてい

る。 

計量標準の整備については、ユーザーニーズを踏まえた

計量標準、標準物質の整備を前提に、整備計画の定期的な

見直しとともに、整備された成果を評価する等のＰＤＣＡ

サイクルの実施や、官民の役割分担として民間の役割の拡

大、計量トレーサビリティ制度（ＪＣＳＳ）運用の改善を

図ることとした。また、中堅・中小企業の利用を促進する

ため、中堅・中小企業に対する支援、利用促進に向けた環

境整備、競争力強化と利便性向上に資する技術支援等を進

めていくこととした。 

微生物遺伝資源については、その整備に当たって質・量

とも、世界トップクラスを目指すものとし、中堅・中小企

業の利用を促進することを前提に、中堅・中小企業の支援、

利用促進に向けた環境整備、バックアップ拠点の整備、既

存ユーザーの支援等を進めていくこととした。 

地質情報については、その整備に当たって防災等の基礎

となる地質情報の充実を図るとともに、一般国民等にも分

かりやすく使いやすい地質情報の提供、専門家・事業者に

よる２次利用の促進等を進めていくこととした。 

 

４．２．知的基盤整備の状況 

第２期知的基盤整備計画に基づき、2014 年度は３分野

について次の措置等を講じた。 

（１）計量標準分野（計量標準、標準物質） 

独立行政法人産業技術総合研究所（産総研）計量標準総合

センター※において、物理標準について、「表面粗さ（平

均粗さ：１ nm～50 nm）」、水素ステーション等の高圧の水
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素供給インフラ整備に必要な「圧力（20 MPa～70 MPa）」、

工業プロセスモニタとして使われる赤外放射温度計の校

正に必要な「放射温度計（160 ℃～500 ℃）」など 48件を

開発した。また、標準物質については、ＪＩＳ対応のため

の電気伝導率測定用標準液及び容量分析用炭酸カルシウ

ム標準物質、ＥＵ規制対応のための粒径・粒径分布標準物

質及びフタル酸エステル分析用ポリ塩化ビニル標準物質、

臨床検査対応のアルブミン標準物質など 11 件を開発した。

（※産業技術総合研究所は 2015 年４月に独立行政法人か

ら国立研究開発法人に名称変更。） 

 

（２）生物遺伝資源情報分野（産業有用微生物等） 

バイオテクノロジーの基盤を成すものとして独立行政

法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）に生物遺伝資源機

関を設置し、2013 年までに産業有用微生物約 8.3 万株等

の遺伝資源提供を可能とする体制を確立した。2014 年度

には微生物約 0.4万株を追加整備し、これまでに整備した

ものと合わせ、微生物約 8.7万株の生物遺伝資源を整備し

た。 

また、2014 年度は延べ約 1.7 万株の微生物を企業等へ

提供した。 

 

（３）地質情報分野（地質図、海洋地質図、活断層図、火

山地質図等） 

地質分野の知的基盤については、産総研地質調査総合セ

ンターにおいて整備を実施しており、2014 年度には、５

万分の１地質図幅を５区画出版し、20 万分の１地質図幅

を２区画改訂した。ウェブ公開している 20 万分の１日本

シームレス地質図については、データの更新を行った。ま

た、次世代シームレス地質図では、新たに作成した凡例を

用いて、東北及び北海道地域の地質図編纂を終了した結果、

日本全国の凡例当てはめ作業は終了した。 

沿岸域地質情報については、石狩低地帯南部沿岸域の海

陸シームレス地質情報集を出版した。海洋地質図について

は２枚を出版した。 

活断層データベースについては、よりわかりやすく使い

やすいデータベースにするため、検索・表示機能を追加す

るなどの改修を行った。また、津波堆積物データベースを

ウェブで公開し、マップ上で津波堆積物の掘削調査地点の

情報が閲覧できるようにした。 

火山地質情報については、火山地質図を２枚出版すると

ともに、現在活動中の４火山について火山噴出物の物質科

学的研究を実施した。 

さらに、水文環境図を１枚出版した。「500 万分の１ア

ジア鉱物資源図」を出版し、オンライン版鉱物資源図を編

集した。 

 

４．３．知的基盤整備に係る国際的対応 

前述の各分野における国際対応の強化を図るため、2014

年度には次の取組を行った。 

（１）計量標準分野における国際的対応の強化 

（ア）国家計量標準相互承認協定（ＣＩＰＭ ＭＲＡ） 

国家計量標準機関の維持する計量標準の世界的な同等

性を確立し、同機関が発行する校正・測定証明書の相互承

認を提供するため、メートル条約のもとに設置された国際

度量衡委員会において、1999年 10月に「国家計量標準及

び国家計量機関による校正証明書の相互承認協定」（ＣＩ

ＰＭ ＭＲＡ）が結ばれた。2015 年３月末現在、ＣＩＰ

Ｍ ＭＲＡの署名機関は 98計量標準機関（94か国・４国

際機関から）となっている。 

また、ＣＩＰＭ ＭＲＡに基づくものを含め、計量標準

の国際的な同等性を確保するために必要となる国際比較

については、2014年度に 22件実施した。 

（イ）国際度量衡総会（ＣＧＰＭ） 

2014 年 11 月に３年ぶりに国際度量衡総会が開催され、

メートル条約の加盟国が集まった。今回の総会では、国際

単位系（ＳＩ）のなかで、kg、mol、A、Kの４つの基本単

位改訂を次回総会（2018 年）に向け準備するという道筋

が示され、承認された。 

また、国際度量衡委員の改選手続が定められ、選挙管理

委員会委員に我が国から産総研理事の三木幸信氏が選ば

れたほか、国際度量衡委員全員の改選が行われ、我が国か

ら、2012 年度にＣＩＰＭにより同委員に選出されていた

産総研計量標準総合センター研究戦略部長の臼田孝氏が

任命された。 

（ウ）アジア太平洋計量計画（ＡＰＭＰ） 

ＡＰＭＰはアジア太平洋地域の計量標準の水準向上を

図る機関として設立され、近年ではＣＩＰＭの地域計量組

織として計量標準の相互承認等に係る活動も行っている。

第 30回総会は、2014年９月、韓国（テジョン）において
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開催され、メートル条約のもとでのグローバルな相互承認

協定（ＣＩＰＭ ＭＲＡ）のアジア太平洋地域における発

展に向けて活発な議論が行われた。総会の他、分野ごとに

技術課題やＡＰＭＰでの活動計画について議論が行われ

た。また、シンポジウムでは、ＡＰＭＰの歴史的展望や規

格、産業、通商における計量標準の重要性、計量標準と認

定との協調、計量標準と法定計量との協調、気候変動調査

における計量標準の重要性について講演が行われた。 

（エ）日中計量標準会議 

日中計量標準協力を促進するため、2001 年９月に中国

国家質量監督検験検疫総局の計量司との間で二国間の覚

書を締結し（2006年に更新）、定期的な会議を開催してき

たが、2012 年５月に本覚書を再度更新し、引き続き協力

を進めることとした。なお、第 10回会議は 2013年 9月に

中国の青島で開催され、2014年に予定されていた第 11回

会議は 2015年に延期された。 

（オ）日韓計量標準定例協議等 

2001 年に締結された産総研計量標準総合センター（Ｎ

ＭＩＪ）と韓国技術標準院（ＫＡＴＳ）との覚書（2012

年２月に更新）に基づき、2014年９月、第 37回日韓計量

計測標準協力委員会が韓国のソウルで開催された。日韓双

方の計量法関連の執行状況及び日韓で行っている研究の

進捗について議論を交わした。また、新たな枠組みについ

て検討を行い、対象分野を法定計量に絞り込むとともに、

より効果的な協力体制を実現するための小委員会の設置

を盛り込んだ覚書の見直しを行うことになった。2015 年

３月に覚書が更新され、定例協議の名称も「日韓法定計量

協力委員会」と改められることとなった。 

（カ）国際計量研究連絡委員会 

1977 年、メートル条約及び国際法定計量機関（ＯＩＭ

Ｌ）を設立する条約に基づく国際活動に対する国内関係者

の情報交換及び調整を行う委員会として、国際計量研究連

絡委員会が設置された。2014年度は、2014年８月及び 2015

年２月に委員会が開催され、2014 年 11 月の第 25 回国際

度量衡総会に向けての我が国の方針（８月）及びその参加

報告（２月）、国際単位系（ＳＩ）の将来の改定と我が国

の方針（８月、２月）等が議題に上った。 

 

（２）地質情報分野における国際対応の強化 

我が国の成果をアジアに還元するとともに地域の持続

可能な発展に資するため、国際機関である東・東南アジア

地球科学計画調整委員会(ＣＣＯＰ)の協力を推進してい

る。産総研が主導するデルタ地域の地質、水文環境図に関

するＣＣＯＰプロジェクトでは、それぞれ韓国及びタイで

国際会合を開催し、各国の調査情報の収集と技術指導を行

った。水文環境図プロジェクトでは、タイ・チャオプラヤ

河流域及びベトナム・ホン河デルタ流域の地下水データベ

ースを作成した。地質災害の低減とリスク評価研究のため

の国際コンソーシアム(Ｇ-ＥＶＥＲ)の活動では、国連防

災世界会議（2015 年３月、仙台）のサイドイベントとし

て国際シンポジウムを開催するとともに、世界地質図委員

会（ＣＧＭＷ）の活動としてＣＣＯＰ諸国を対象とする地

震火山災害情報図の作成を推進した。世界中の地質図をシ

ームレスでウェブ公開するプロジェクトである

OneGeology では、ミャンマー、カンボジアなどＡＳＥＡ

Ｎ諸国に技術講習を行い、アジア地域の地質情報発信に協

力した。 

 

（３）生物遺伝資源分野における国際対応の強化 

生物遺伝資源の原産国の主権的権利を規定した生物多

様性条約を踏まえ、原産国から適正に生物遺伝資源を我が

国に移転し活用するための二国間の包括的な合意書（ＭＯ

Ｕ）に基づき、ミャンマー（約 1,400 株）、ベトナム（約

650 株）、モンゴル（約 390 株）から政府ベースでの微生

物の移転を行い、産業利用のための解析に着手した。2013

年度に移転した株のうち、解析が終了した株については、

産業利用のために、ＮＩＴＥからスクリーニング株として

提供できる体制を整えた。 

生物多様性が豊かで世界的にメガ・ダイバシティ国家と

言われているインドネシアにおいて、インドネシア産微生

物資源の保全と持続可能な利用を目的に、インドネシア初

の国際標準を満たす国立微生物資源センターの構築を目

指した地球規模課題対応国際科学技術協力（ＳＡＴＲＥＰ

Ｓ）事業を 2011年度より開始している。2014年度は、2013

年度に引き続き、人類の生活や農業の発展に重要と思われ

るインドネシア産微生物を多数分離し、特徴付けを行った。

また、インドネシア科学院（ＬＩＰＩ）に微生物資源保存

施設としてインドネシア微生物資源センターが完成した

ことから、設備の移転、設置、新施設での業務の開始につ

いて指導、支援した。さらに、インドネシア産微生物に、
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国家が承認した形でＮＩＴＥを経由して日本からアクセ

スできるスキームを確立したことで、2014 年度はインド

ネシア産微生物をＮＩＴＥから利用できる体制を整えた。 

また、ＡＳＥＡＮ諸国（カンボジア、インドネシア、ラ

オス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベト

ナム）、中国、韓国、モンゴル、インド及び日本の 23機関

が加盟する多国間での生物遺伝資源の活用を目指すアジ

ア・コンソーシアム（事務局：ＮＩＴＥ）の第 11 回会合

（総会）が 2014年 11月に韓国で開催され、アジアの微生

物管理に関する情報ネットワークの強化、人材育成の活動

報告、資源移転管理に関する報告が行われた。また、台湾、

マレーシアのＢＲＣがアジア・コンソーシアムへの参加希

望が報告され、ネットワークの拡大について今後検討する

ことで合意した。 

生物多様性条約名古屋議定書の採択と各国が進める国

内法令制定等の影響を鑑み、主要な生物多様性条約締約国

会議、名古屋議定書締約国会合、それらに関する専門家会

合に出席し、議定書発効後の詳しい運用方法検討動向やＥ

Ｕ規則を把握する等、情報収集を実施した。 

 

４．４．計量行政をめぐる動き  

経済活動、産業活動、国民生活にとって、適正な計量が

行われることは必要不可欠であり、「計量法」においては、

適正な計量の実施を確保するための制度が規定されてい

る。経済・社会のニーズの変化に対応した見直し等を行う

ため、2014 年度には、地方自治体をはじめとした計量関

係団体と、計量制度の様々な課題について意見交換を行い、

検討の方向性を整理した。 

 

４．５．計量制度の的確な運用 

計量法に規定されている諸制度等について、次のような

運用等を行った。 

（１）特定計量証明事業認定制度（ＭＬＡＰ）の的確な運

用 

 特定計量証明事業認定制度（ＭＬＡＰ）はダイオキシン

類等極微量物質の計量証明の信頼性の向上を図るため、

2001年６月の計量法の改正により導入され、2002年４月

に施行された認定制度である。制度創設後、認定数は順調

に伸びたものの、その後、減少傾向に転じ、2014年度末

の特定計量証明事業者数は 100事業者となり、前年度末の

103事業者から更に減少した。 

 

（２）計量トレーサビリティ制度（ＪＣＳＳ）の推進 

計量トレーサビリティ制度（ＪＣＳＳ）は、国家計量標

準の整備と校正機関の審査・登録により、校正の国家計量

標準へのトレーサビリティを確保する制度である。この制

度は 1988年４月の計量法の改正により導入され、1993年

11 月に施行された。登録事業所数は年々、増加してきて

いたが、2014 年度末における登録事業所数は 259 事業所

となり、前年度末の 260事業所とほぼ同数となった。また、

2014 年度のＪＣＳＳ校正証明書の発行件数は 483,235 件

となり、前年に比べ微増となった。 

 

（３）計量士国家試験、計量士の登録等の着実な実施 

特定計量器の検定・検査その他の計量管理を適確に行う

ために必要な知識・経験を有する者として、国家試験に合

格する等の基準を満たした者に対し、計量士の資格を付与

している。計量士は一般計量士と環境計量士（濃度関係、

騒音・振動関係）からなる。 

2015 年３月に、第 65 回計量士国家試験を実施した

（8,056名が出願）。 

2014 年度の計量士の登録者数は、一般計量士 144 名、

環境計量士（濃度関係）371名、環境計量士（騒音・振動

関係）90名であり、計 605名が登録を行った。 

 

（４）適切な法令の解釈・運用、地方自治体、独立行法人

等との連携の強化等 

経済産業省、産総研、地方公共団体などの計量行政関係機

関からなる全国計量行政会議を 2015 年２月５日に開催し

た。また、同会議の下部組織となる法令解釈委員会、技術

委員会、適正計量委員会を開催し、関係諸機関と緊密な連

携の下で「計量法」の的確な解釈・運用を推進した。 

 

４．６．計量行政に係る国際的対応 

計量行政に係る国際的対応として、次のような対応を行

った。 

（１）特定計量器の技術基準の国際整合化 

技術革新や国際整合化等に柔軟に対応することを目的

に、ＪＩＳを特定計量器等の技術的基準を定めている特定

計量器検定検査規則（検則）等の省令に引用することを進
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めており、2014年度までに水道メーターなど 32器種につ

いて、ＪＩＳ引用を行った。また 2014 年度は、非自動は

かり、ガスメーター、騒音計等７器種についてＪＩＳの制

定・改正を行った。 

 

（２）国際法定計量機関（ＯＩＭＬ）への対応 

国際法定計量機関（ＯＩＭＬ）の国際勧告、国際文書の

審議に対応するため、国内に国際法定計量調査研究委員会

を組織し、我が国提案を反映させるべく取り組んだ。また、

2014年 11月にニュージーランドのオークランドで開催さ

れた第 49回国際法定計量委員会（ＯＩＭＬの執行機関（Ｃ

ＩＭＬ）年次会合）においては、ＭＡＡ（計量器型式の相

互受入取り決め）制度の改革に向けた議論がなされた。 

 

（３）アジア太平洋法定計量フォーラム（ＡＰＬＭＦ）へ

の対応 

2014年 11月に、ニュージーランドのウェリントンで開

催された第 21 回アジア太平洋法定計量フォーラム（ＡＰ

ＬＭＦ）総会が開催され、各作業部会（ＷＧ）等からの活

動報告等が行われた。また、ＡＰＬＭＦにおける研修は、

これまでＡＰＥＣ基金やセルフファンド方式によって運

営されてきたが、2014 年からはＰＴＢ（ドイツ物理工学

研究所）の支援を受けた３年間の研修プロジェクトが開始

された。 

 

４．７．計量行政に関する普及・広報 

 計量に関する知識の普及・向上を図るため、11月を「計

量強調月間」、11月１日を「計量記念日」としている。2014

年 11 月４日に計量記念日式典及び計量関係団体等と協力

して「計量記念日全国大会」を開催した。 

 計量記念日式典では、経済産業大臣賞として計量関係功

労賞 11 名、産業技術環境局長表彰として計量制度運営等

貢献者 10名を表彰した。 

 

４．８．計量行政審議会の活動 

 計量行政審議会は、経済産業大臣の諮問機関であり、計

量単位や特定計量器の検定、計量標準、計量士といった計

量法に基づく必要な事項等を調査審議している。 
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環境政策 

１．2014年度の環境関連政策に関する主な動き（総論） 

１．１．地球温暖化対策に関する国際面の主な動き 

地球温暖化問題は世界全体で取り組むべき喫緊の課題

である。 

Ｉ Ｐ Ｃ Ｃ （ Intergovernmental Panel on Climate 

Change：気候変動に関する政府間パネル）の第５次評価報

告書統合報告書（2014 年）は、1880～2012 年において世

界平均地上気温が 0.85[0.65～1.06]℃上昇したこと、

1901～2010 年において世界平均海面水位が 0.19 [0.17～

0.21]m 上昇したこと、雪氷の広範囲にわたる融解等を明

らかにし、気候システムの温暖化については疑う余地がな

いと結論付けた。 

地球規模での対策を進めるためには、米国や中国を始め

とした主要排出国の取組への参加が不可欠であり、全ての

国が参加する公平かつ実効的な国際枠組みの構築を目指

して、国際交渉を進めていく必要がある。  

2014 年度の国際交渉における動きとしては、2014 年９

月 23 日に、潘基文国連事務総長のイニシアティブにより

国連気候サミットがニューヨーク・国連本部で開催され、

日本からは安倍総理が出席し、地球温暖化対策に関する日

本の取組を紹介するスピーチを行った。また、2014 年 12

月にペルー・リマにて開催された第 20 回国連気候変動枠

組条約締約国会議（ＣＯＰ20）において、2020 年以降の

枠組みについて、2015 年のＣＯＰ21 に十分先立って（準

備のできる国は 2015 年第１四半期までに）提出を招請さ

れている約束草案を提出する際に示す情報（事前情報）等

を定めるＣＯＰ決定（「気候行動のためのリマ声明」（Lima 

Call for Climate Action））が採択された。また、「新た

な枠組みの交渉テキスト案の要素」を右決定の別添とする

とともに、2015 年５月の交渉テキスト案作成に向けて更

なる検討を行うことが決定された。 

また、我が国が独自に目指す地球温暖化対策の在り方と

しては、我が国が世界に誇る低炭素技術・製品・サービス

等を国内外に展開することにより、地球規模の排出削減を

伴った形での経済成長に貢献していくことも重要である。 

二国間合意に基づき、日本の優れた技術による相手国の削

減分を日本の削減分として評価する「二国間クレジット制

度（ＪＣＭ）」について、2014年度は、４月にカンボジア、

５月にメキシコと導入に合意した。 

 

１．２．地球温暖化対策に関する国内面の主な動き 

我が国における 2013 年度の温室効果ガスの総排出量は、

14 億 800 万トン（ＣＯ2 換算）であり、2012 年度総排出

量比 1.2％、2005年度比で 0.8％の増加となった。 

2012 年度と比べて排出量が増加した要因としては、火

力発電における石炭の消費量の増加や、業務その他部門に

おける電力や石油製品の消費量の増加によりエネルギー

起源ＣＯ2の排出量が増加したことなどが挙げられる。 

これまで我が国は、京都議定書第一約束期間における温

室効果ガスの６％削減目標に関し、京都議定書目標達成計

画に基づく取組を進めてきた。平成 26 年７月１日、地球

温暖化対策推進本部を持ち回りにより開催し、京都議定書

目標達成計画の進捗状況の点検を行った。点検概要は以下

のとおり。 

・京都議定書第一約束期間中の総排出量に森林等吸収源及

び京都メカニズムクレジットを加味すると、５か年平均

で基準年比 8.4％減となり、京都議定書の目標を達成す

ることとなった。 

・2011 年３月の東日本大震災及び東京電力福島第一原子

力発電所事故後の我が国のエネルギーを巡る環境が国内

外で大きく変化したにも関わらず、京都議定書第一約束

期間の６％削減目標を達成することができたのは、世界

最高水準のエネルギー効率の維持など産業界における温

暖化対策の中心的役割を担う自主行動計画が十分に高い

成果を上げてきたこと、トップランナー基準に基づく機

器の効率向上等の省エネ対策に不断に取り組んできたこ

と、代替フロン等３ガスの排出抑制や森林吸収源対策を

着実に実施してきたこと等、国民各界各層が気候変動へ

の取組に最大限の努力を行ったことによるものである。 

なお、平成 25 年５月に改正された地球温暖化対策の推

進に関する法律に規定する地球温暖化対策推進計画が策

定されるまでの間、「当面の地球温暖化対策に関する方針」

（平成 25年３月 15日、地球温暖化対策推進本部決定）に

基づき、地方公共団体、事業者及び国民には、それぞれの

取組状況を踏まえ、京都議定書目標達成計画に掲げられた

ものと同等以上の取組を推進することとしている。 

また、約束草案の検討を加速化するため、2014年 10月

に産業構造審議会地球環境小委員会約束草案検討ワーキ

ンググループと、中央環境審議会地球環境部会 2020 年以
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降の地球温暖化対策検討小委員会との合同専門家会合を

立ち上げ、検討を深めた。 

 

１．３．廃棄物・リサイクル対策に関する主な動き 

近年、ごみ処分場の残余容量や資源の枯渇は、我が国の

みならず世界的に大きく懸念される問題となっている。こ

うした中、良好な環境の維持と持続的な経済成長を両立さ

せるために、循環型社会の構築を進め環境制約・資源制約

を同時に克服する手段として、３Ｒ(Reduce, Reuse, 

Recycle)政策は今後ますます重要性が高まるものと考え

られる。経済産業省では、2014 年度、主に以下の政策を

実施した。 

１.各種リサイクル法の適正な執行 

２.レアメタルリサイクル対策 

３.アジア各国へのリサイクル関連事業者展開支援 

４.３Ｒ政策の普及啓発 

 

１．４．産業公害対策に関する主な動き 

産業活動を原因とする公害については、高度経済成長の

時代以来大幅な改善がなされてきたが、新製品や新技術の

開発によって発生する新たな物質によって環境への影響

が生じる場合等は、引き続き適切な対策を講じる必要があ

る。このため、経済と環境の両立を念頭に、現状における

課題の解決や環境への負荷の未然防止の取組を行った。具

体的には、１.事業者によるＶＯＣ排出の抑制のための取

組のフォローアップ、２.「水銀に関する水俣条約」に係

る対応、３.微量ＰＣＢ含有電気機器の処理に係る新たな

仕組みの設定、４.「有害廃棄物の国境を越える移動及び

その処分の規制に関するバーゼル条約」等の環境関連条約

の着実な履行、５．公害防止管理者制度の着実な運用、６．

公害防止設備に係る固定資産税の特例措置や財政投融資

の延長等を実施した。 

 

１．５．環境配慮型産業の振興施策に関する主な動き 

環境と産業の両立に向けて、生産システム・製品のグリ

ーン化等、事業活動の様々な面に環境配慮をビルトインし

ていくとともに、積極的な環境情報の提供、ステークホル

ダーとの交流・協調により、環境経営を推進した。 

また、他省庁とも連携し、製品の原材料調達から製造、

使用、廃棄までのライフサイクル全体での温暖化ガス排出

量であるカーボンフットプリント（ＣＦＰ）を算定した事

業者が、別途取得した同量のクレジットによる埋め合わせ

（カーボン・オフセット）を行ったことを事務局が認証し、

製品に認証マークを使用する試行事業を実施した。 

 

２．地球温暖化対策 

２．１．地球温暖化防止のための国際交渉 

（１）国連気候サミット等 

 2014年９月 23日に、潘基文国連事務総長のイニシアテ

ィブにより国連気候サミットがニューヨーク・国連本部で

開催され、計 178か国・地域の首脳及び閣僚（スピーカー

ズリストによる）が参加した。我が国からは安倍総理が出

席し、以下を概要とするスピーチを行った。 

 ７年前、「クールアース」の概念を提唱し、2050年温

室効果ガス半減を世界の目標とするよう提案した。

地球温暖化は、疑いのない事実。日本の新たな行動

を紹介。鍵は、１.途上国支援、２.技術革新と普及

及び３.国際枠組みへの貢献の３つ。 

 途上国支援：2013～15年の３年間で約 160億ドル

の支援の約束を、一年半余りで達成。新たに、今

後３年間で、気候変動分野で１万４千人の人材育

成を約束。「適応イニシアチブ」を立ち上げ、途上

国の対処能力の向上を包括的に支援。さらに、気

候変動にも深く関係する防災では、来年３月に仙

台で開催される第３回国連防災世界会議の成功裡

の開催に向け、各国に協力を訴える。 

 技術の革新と普及：日本は、技術革新を今後も推

進するとともに、国際フォーラム「イノベーショ

ン・フォー・クールアース・フォーラム（Innovation 

for Cool Earth Forum: ＩＣＥＦ）」の第一回会合

を来月東京で開催。また、省エネルギーの国際的

なハブを東京に設置するとともに、二国間クレジ

ット制度を着実に実施し、世界の温室効果ガス削

減に貢献。さらに、衛星を打ち上げ、温室効果ガ

スの排出量データを世界規模で相互活用する。 

 国際枠組み： 日本は、ＣＯＰ19の決定も踏まえ、

約束草案をできるだけ早期に提出することを目指

す。緑の気候基金（ＧＣＦ）については、その受

入れ体制など必要な環境が整った際に、日本とし

ても応分の貢献をするべく、検討を進めている。 
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 なお、2014 年 11 月 16 日に開催されたＧ20 ブリスベ

ン・サミットでは、日米両国はＧＣＦに対する拠出表明を

行い、日本は国会の承認が得られれば、各国の拠出額を勘

案しつつ、最大 15億ドルを拠出する意向を示した。 

（２）国連気候変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ） 

2014年 12月１日～14日に、ペルー・リマにおいて、Ｃ

ＯＰ20、京都議定書第 10 回締約国会合（ＣＭＰ10）等が

行われた。 

2020年以降の枠組みについては、過去の決定に基づき、

2015 年のＣＯＰ21 に十分先立って事務局に提出する約束

草案に含む情報（事前情報）をＣＯＰ20 において特定す

ること、及び新たな枠組みの交渉テキスト案を 2015 年５

月より前に作成することを目指し、右テキスト案の要素を

ＣＯＰ20において検討すること、が求められていた。 

日本政府は、約束草案の中心は緩和であること、事前情

報及び事前コンサルテーションは各国の提出する約束草

案の明確性、透明性、理解、比較可能性を確保するもので

あること等を主張した。また、新たな枠組みにおいては、

各国は、１.定量化可能な約束草案の提出、２.約束草案達

成に向けた対策措置の実施、３.実施状況のレビューを受

けることについて義務を負うべき等と主張した。 

今回の会合において、約束草案は条約第２条の目的（大

気中の温室効果ガスの濃度安定化）達成に向けて提出し、

その内容を現在のものよりも進んだものとすること、適応

計画の取組を提出すること又は約束草案に適応の要素を

含めるよう検討すること、約束草案に含む事前情報につい

ては、参照値（基準年等）・期間・対象範囲・カバー率等

を内容とすることができることが決定された。また、各国

の提出した約束草案を事務局がウェブサイトに掲載する

とともに、2015年 11月１日までに各国の約束草案を総計

した効果についての統合報告書を作成すること等が決定

された。加えて、2020年以前の野心度の向上については、

高い削減ポテンシャルの機会を技術的に調査することを

継続するため、技術専門家会合（ＴＥＭ）を継続すること

等が決定された（「気候行動のためのリマ声明」（Lima Call 

for Climate Action））。 

新たな枠組みの交渉テキスト案の要素については、共同

議長から提示された、ＣＯＰ17 決定が言及する緩和、適

応、資金、技術開発・移転、行動と支援の透明性、キャパ

シティ・ビルディングの各要素について、各国の主張を俯

瞰できる文書（ノンペーパー）を踏まえて議論され、ノン

ペーパーを更新した「新たな枠組みの交渉テキスト案の要

素」を上記ＣＯＰ決定の別添とし、今後これについて更な

る検討を行うことが決定された。 

 

（３）国連交渉以外での取組 

我が国ではＣＯＰ20 に向けた交渉等の国連での取組以

外の取組も精力的に実施してきている。 

エネルギー効率向上に関する国際パートナーシップ

（GSEP）（建物及び産業分野における省エネ技術の普及、

温室効果ガスの削減等の加速を目的としたイニシアティ

ブ）で我が国が議長を務めるセクター別ワーキンググルー

プのうち、電力ワーキンググループでは、2014年 10月に

モンゴルでワークショップを開催し、高効率火力発電技術

についての情報やこうした技術の導入・普及の促進に関す

るベストプラクティスの共有を図るとともに、石炭火力発

電所における省エネ診断を実施。また、鉄鋼ワーキンググ

ループでは、2014 年９月にフランスで会合を開催し、鉄

鋼産業におけるエネルギー管理に関する情報交換等を実

施するとともに、今後の具体的な活動内容を示したアクシ

ョンプランについて合意した。 

 

２．２．Innovation for Cool Earth Forum の開催 

地球温暖化問題は、喫緊の問題であるとともに経済成長

と両立しながら世界が一体となって長期にわたって取り

組むことが必要であり、これを実現する鍵は「イノベーシ

ョン」である。 

このような認識のもと、安倍内閣総理大臣の提唱により、

温暖化問題解決のイノベーションを促進するため、世界の

産学官のリーダーが議論するための知のプラットフォー

ムとして、いわば「エネルギー・環境技術版ダボス会議」

として政府は Innovation for Cool Earth Forum(ＩＣＥ

Ｆ)を毎年東京で開催することとした。 

第１回年次総会は 2014 年 10 月８日に開催し、約 80 か

国から約 800名が参加した。当該会合においては、気候変

動問題は喫緊かつ長期的な課題であり、その解決にはイノ

ベーションが不可欠で、産学官が強調し研究開発とともに

民間の投資促進や規制改革、人材育成等を進める必要があ

るとの提言がなされた。また、ロードマップ策定はそうし

たイノベーションの促進に有効な手段であるとされた。 
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２．３．二国間クレジット制度の具体化 

我が国は、優れた低炭素技術・製品等の普及による海外

における温室効果ガス排出削減への貢献を促進させるた

めの取組として、二国間等の枠組みを通じ、我が国の有す

る低炭素技術・製品の普及による海外における温室効果ガ

ス排出削減への貢献を適切に評価する「二国間クレジット

制度（ＪＣＭ）」の構築を推進している。 

2014 年度は、４月 11 日にカンボジア、７月 25 日にメ

キシコとの間で、JCM制度導入に関する二国間文書への署

名を行った。また、プロジェクトの案件発掘及び組成のた

めの調査事業（32件、16か国）を実施した。今年度から、

我が国の優れた低炭素技術・製品等の導入による温室効果

ガス排出削減効果の測定・報告・検証等を行う実証事業（６

件、３か国）を開始した（2014年度予算：65億円）。 

さらに、ＣＯＰ20 では、ＪＣＭの二国間文書に署名し

た 12か国（当時）が一堂に会する「ＪＣＭ署名国会合（ハ

イレベル・ラウンドテーブル）」を開催し、ＪＣＭを通じ

た優れた低炭素技術の促進による温室効果ガスの排出削

減・吸収への継続した貢献に対する期待を共有、ＪＣＭ 

の実施を通じて得られた経験を共有することにより、気候

変動に関する 

国際連合枠組条約に引き続き貢献していく意図を確認

した。 

 

２．４．新たな温室効果ガス削減目標の設定 

2015 年 12 月のＣＯＰ21 では、2020 年以降の国際枠組

みが合意されることとなっており、ＣＯＰ19 の決定に基

づき、全ての国はＣＯＰ21 に十分に先立って自主的に決

定する約束草案を提出することが招請された。 

我が国の約束草案については、ＣＯＰの決定、各国の動向

や将来枠組に係る議論の状況、エネルギー政策やエネルギ

ーミックスに係る国内の検討状況等を踏まえて、できるだ

け早くとりまとめることされ、約束草案の検討を加速化す

るため、2014年 10月に産業構造審議会地球環境小委員会

約束草案検討ワーキンググループと、中央環境審議会地球

環境部会 2020 年以降の地球温暖化対策検討小委員会との

合同専門家会合を立ち上げ、検討を深めた。  

 

２．５．低炭素社会実行計画（自主行動計画）の評価・検

証 

産業・エネルギー転換部門においては、1997 年に日本

経済団体連合会（経団連）が率先して環境自主行動計画を

策定し、2010 年度の二酸化炭素排出量を 1990 年度比±

０％以下に抑制することを目標として掲げた。また、経団

連傘下の個別業種や経団連に加盟していない個別業種も

含め、114業種(産業部門：53業種、業務その他部門：40

業種、運輸部門：17業種、エネルギー転換部門：４業種)

が温室効果ガス排出削減計画を策定しており（以下、これ

ら個別業種単位の計画を「自主行動計画」という。）、産業・

エネルギー転換部門の排出量の約８割、全部門の約５割を

カバーするに至っている。 

京都議定書目標達成計画とともに、2012 年度までで自

主行動計画の対象期間が終了することを踏まえ、2009 年

度から経団連を中心に自主行動計画に続く新たな計画と

しての「低炭素社会実行計画」の検討が進められてきた。 

経団連は、2013 年１月に「経団連低炭素社会実行計画

（フェーズ１）」を発表し、「2050 年における世界の温室

効果ガスの排出量の半減目標の達成に日本の産業界が技

術力で中核的役割を果たすこと」を産業界共通のビジョン

として掲げ、この実現のため、低炭素社会実行計画の４本

柱として、１.国内の事業活動における 2020年の削減目標

の設定、２.消費者・顧客を含めた主体感の連係の強化、

３.国際貢献の推進、４.革新的技術の開発、に取り組むこ

ととした。さらに、産業界として、温暖化対策に一層の貢

献を果たすため、2014年７月に 2030年に向けた低炭素社

会実行計画（フェーズ２）を策定することとし、2015 年

４月に「2030 年に向けた経団連低炭素社会実行計画（フ

ェーズ２）－産業界のさらなる挑戦－」を発表した。 

2015 年３月までに経団連傘下の業種を含め 95 業種が

2020 年を目標とする計画を策定し、2012 年度の国内のエ

ネルギー起源ＣＯ２排出量に占める割合は、産業部門・エ

ネルギー転換部門の約８割、日本全体の約５割に達してい

る。また、2030 年を目標とする計画については、73 業種

が策定し、2012年度の国内のエネルギー起源ＣＯ２排出量

に占める割合は、産業部門・エネルギー転換部門の約８割、

日本全体の約４割に達している。 

京都議定書第一約束期間が終了するに当たって、経済産

業省において「自主行動計画の総括的な評価に係る検討会」

（委員長：茅・公益財団法人地球環境産業技術研究機構理
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事長）を開催し、2014 年４月に「自主行動計画の総括的

な評価に係る検討会とりまとめ」を報告した。産業界にお

ける温暖化対策の中心的な役割を担う自主行動計画は、１.

多くの業種において厳しい目標が掲げられ、政府によるフ

ォローアップを受けつつ、地道な省エネ努力によって目標

が達成されたことや、業種間のベストプラクティスの共有

が図られたこと、計画策定業種の着実な増加も見られたこ

と等、総体として十分な実効性を上げていること、２.短

期的に投資回収が可能な対策にとどまらず、中長期的に投

資回収が行われる競争力の強化のための対策も行われた

こと、３.弛まぬ技術開発・導入によって世界最高水準の

エネルギー効率が維持されたこと等、これまで十分に高い

成果を上げてきたものと評価されている。 

 さらに、これらの結果を踏まえて、2014 年６月に地球

温暖化対策推進本部において取りまとめられた京都議定

書目標達成計画の進捗点検においても、京都議定書第一約

束期間の６％削減目標を達成することができたのは、世界

最高水準のエネルギー効率の維持など産業界における温

暖化対策の中心的役割を担う自主行動計画が十分に高い

成果を上げてきたこと等、国民各界各層が気候変動への取

組に最大限の努力を行ったことによるものであると評価

された。政府としては、こうした低炭素社会実行計画の透

明性・信頼性・目標達成の蓋然性が向上するよう、低炭素

社会実行計画の評価・検証制度として、関係審議会等によ

る定期的なフォローアップの実行を進めることとしてい

る。 

 2013年度実績に基づく 2014年度の評価・検証は、審議

の活性化を図るため、事務局による論点の提示、事前の書

面質疑応答等のフォローアッププロセスにおける改善を

行った上で実施した。各業種の 2020年目標に対する 2013

年度実績の進捗状況については、経済産業省所管 41 業種

のうち、21 業種が 2013 年度時点で既に 2020 年度目標を

上回る一方で、３業種において 2013 年度実績が基準年度

実績を上回る結果となっている。なお、2020 年度目標未

設定（検討中）の業種が２業種あった。なお、４業種につ

いては、2014年度に目標の引上げを行った。 

 また、「自主行動計画の総括的な評価に係る検討会とり

まとめ」を踏まえ、2014 年９月に産業界の自主的取組に

関するポータルサイトを開設し、各業種の計画や実績デー

タ等の産業界の自主的取組に関する各種情報を公開した。

さらに、同年９月に我が国における自主的取組の有効性へ

の理解を促進するとともに、今後の自主的取組のあり方に

ついて検討することを目的として経済産業省、経団連、エ

ネルギー経済研究所主催による自主的取組に関する国際

シンポジウムを開催した。 

 

２．６．Ｊ－クレジット制度の創設 

 中小企業等の省エネ設備の導入や再生可能エネルギー

の活用等によるＣＯ２の排出削減量や適切な森林管理に

よるＣＯ２吸収量をクレジットとして認証し、カーボン・

オフセット、温対法の調整後ＣＯ２排出量の報告や低炭素

実行計画の目標達成等に活用する J-クレジット制度を運

営した（経済産業省・環境省・農林水産省により運営。）。 

 2014 年度は、６回の認証委員会を開催し、１件の方法

論を策定するとともに、52件のプロジェクトを承認した。

また、43件、59.9万 tＣＯ２のＪ－クレジットを認証した。 

  

２．７．京都メカニズムの主な動き 

京都議定書の目標を達成する費用対効果の高い仕組み

として期待される京都メカニズム（ＣＤＭ及び排出量取引）

の活用・推進に向けて 2014年度は、以下の施策を行った。  

政府としては、2013 年１月に京都メカニズム推進・活

用会議において決定した「クリーン開発メカニズムに係る

事業の承認及び民間事業者等の事業への参加の承認に関

する指針」に従い、2014年４月から 2015年３月までの間

にＣＤＭプロジェクト６件の政府承認を行った。  

 

経済産業省としては、次の施策を行った。  

（１）京都メカニズムを活用するための基盤整備  

京都メカニズムを活用するため、次の基盤整備を実施し

た。  

京都議定書目標達成計画に基づき、ＣＤＭ理事会、ＪＩ

監督委員会及び下部機関に当たる専門家会合等の議論

について情報分析を行い、京都メカニズムの積極的な活

用に資するよう、国際的な議論の場への参加及び意見提

出を実施した。  

（２）京都メカニズムクレジットの取得  

京都議定書の目標（90 年比▲６％）を達成するために

国内対策に最大限努力してもなお生ずる差分（▲1.6％

分：約１億トン）について、京都メカニズムを活用し、他
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国における認証排出削減量等（クレジット）を取得するた

め、2006 年７月より政府がクレジットを取得する事業を

開始した。政府のクレジット取得に向けて、独立行政法人 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）にクレ

ジット取得を委託し、2007年度は約 23万トン、2008年度

は約 292万トン、2009 年度は 4,498 万トン、2010年度は

3,381 万トン、2011 年度は 765 万トン、2012 年度は 406

万トン、2013 年度は 384 万トンのクレジットを日本政府

口座に移転した。なお、クレジット取得は 2013 年度をも

って完了している。 

以上の取組により、政府は 2013 年度末までに 9,749 万

トンのクレジットを取得し、政府目標である約１億トンを

ほぼ達成した。 

 

２．８．二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）技術に関する取

組 

二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ：Carbon dioxide Capture 

and Storage）技術とは、化学プラント・製油所・発電所

等から排出される排ガスからＣＯ２を分離・回収し、地中

に長期隔離することにより、大気中へのＣＯ２放出を低減

し、地球温暖化を防止する技術である。ＣＣＳは地球温暖

化対策の重要な選択肢の一つとして、現在、世界各国で実

用化に向けた取組が活発化しているところであり、我が国

もＣＣＳ実用化に向けた取組を加速している。具体的には

国内でのＣＣＳ大規模実証、安全性評価に係る技術開発や

コスト削減のための技術開発等の取組を実施した。  

（１）二酸化炭素削減技術実証試験  

  北海道苫小牧市において、製油所から排出されるガスか

らＣＯ２を分離・回収し、地中（地下 1000ｍ程度）へ貯留

するＣＣＳ実証試験を実施する。2012 年度からの４年間

は、ＣＣＳ実証試験の準備期間として、ＣＯ２分離・回収

設備の設計・調達・建設、ＣＯ２を地中に圧入・貯留する

ための坑井の掘削等を実施しており、2014年度はＣＯ２分

離・回収設備の建設、ＣＯ２を圧入・貯留するための坑井

の掘削等を実施した。 

 

（２）安全性評価技術の高度化に資する研究開発 

 ＣＣＳの実用化に当たっては、その安全性を適切に評価

しつつ進めることが重要であることから、国内外で実施さ

れている実証・実用化事業と相互に連携しながら、ＣＣＳ

実施における安全性評価に必要な基盤技術や手法の開発、

社会的信頼の醸成を重点的に実施している。具体的には、

ＣＣＳの安全性評価に関する基盤技術を確立させるため、

日米共同研究なども活用し、常時観測モニタリング手法の

開発や、ＣＯ２の長期挙動シミュレーション手法の高度化

などに取り組んだ。 

 

（３）二酸化炭素回収技術の高度化に資する研究開発 

 ＣＣＳ技術の実用化に当たっては実施に要するコスト

の大部分を占めるＣＯ２の分離・回収に係るコストの低減

が課題となっている。 

このため、ＣＯ２分離・回収コストの大幅な低減に向け

て、１.高効率な回収が可能なアミン吸収材を固体に担持

した新規の固体吸収材の開発や、２.石炭ガス化発電等で

発生する比較的高い圧力を有するガスからＣＯ２を効率

的に分離できる膜技術の開発等を実施した。 

 

（４）二酸化炭素貯留適地調査 

平成 17 年度二酸化炭素地中貯留技術研究開発成果報告

書（公益財団法人地球環境産業技術研究機構）によると、

国内には合計で 1,450億トン以上のＣＯ２貯留ポテンシャ

ルがあると試算されているが、これは限られた基礎データ

に基づく推定であり、地質の不均質性を考慮すると、個々

の候補地点の貯留ポテンシャルには大きな不確実性があ

る。 

このため、国内の海域における有望なＣＯ２貯留可能地

点を特定することを目的に、大きな貯留ポテンシャルを有

すると期待される地点を対象として、地質調査等を進めて

いる。2014 年度においては、２次元弾性波探査や既存デ

ータの解析等を実施し、今後のより詳細な地質調査に向け

た計画を策定した。 

 

（５）地球環境国際研究推進事業 

地球温暖化問題の解決に向け、諸外国の先進的研究開発

との連携や、途上国での技術の普及・人材育成などを実施

している。具体的には、今後 100年にわたる世界の経済社

会の持続的発展を目指し、次期ＩＰＣＣで議論される温室

効果ガス排出シナリオ及びその実現のための方策を提示

するための分析や、気候変動技術イニシアティブ（Climate 

Technology Initiative：ＣＴＩ）等の国際的な枠組を活
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用した諸外国との協力・発展途上国への技術移転等に係る

取組を実施した。 

 

 

図  二酸化炭素回収・貯留技術の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．廃棄物・リサイクル対策 

３．１．各種リサイクル法の施行状況 

（１）資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関

する法律） 

資源有効利用促進法の施行状況を定量的、定性的に把握

することを目的に、副産物の発生状況に関する調査（副産

物調査）、及び同法の省令で定める事項の施行状況に関す

る調査（施行状況調査）からなる「資源有効利用促進法施

行状況調査」を実施した。副産物調査では、産業界から発

生する副産物の実態について、業種別・種類別の整理を行

い、対前年度比較等を実施した。施行状況調査では、政令

で定める業種・製品別の取組事例等に係る情報を整理する

とともに、具体的な取組事例集の掲載を行った。 

 

（２）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関

する法律（容器包装リサイクル法） 

（ア）概要 

 容器包装リサイクル法（以下、「法」という。）では、容

器包装廃棄物を消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、

事業者（容器の製造事業者や、販売商品に容器や包装を用

いる事業者等）が再商品化することとされている。多くの

事業者は法第 11条から第 13条までの規定に基づく自らの

再商品化義務量について、法第 14 条に基づき、法第 21

条に基づき指定された指定法人（公益財団法人日本容器包

装リサイクル協会）と再商品化委託契約を締結し、当該契

約に基づく債務を履行（再商品化委託料金の支払い）する

ことにより再商品化義務を履行している。なお、産業構造

審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会容器包装リサ

イクルワーキンググループにおける取りまとめ（2006 年

２月）を踏まえ、2006 年６月に改正容器包装リサイクル

法が成立・公布された（2008年４月完全施行）。改正法で

は、小売業事業者に対する容器包装の使用量や使用合理化

の取組状況等の国への定期報告の義務付けや、再商品化費

用の合理化に貢献した市町村への資金拠出制度等が措置

された。 

（イ）法に基づく市町村による分別収集、指定法人による

再商品化の実績（直近の 2014年度実績） 

法に基づき市町村により分別収集され、指定法人に引き

渡される容器包装廃棄物の量は、ガラスびん（無色）11.3

万トン、ガラスびん（茶色）12.7万トン、ガラスびん（そ

の他の色）12.4万トン、ペットボトル 20.2万トン、紙製

容器包装 2.5 万トン、プラスチック製容器包装 67.0 万ト

ンとなっており、再商品化製品の販売量は、ガラスびん（無

色）10.3 万トン、ガラスびん（茶色）11.0 万トン、ガラ

スびん（その他の色）12.3万トン、ペットボトル 15.0万

トン、紙製容器包装 2.3万トン、プラスチック製容器包装

43.8万トンとなっている。 

特定事業者から指定法人への再商品化委託申込総額は

約 381 億円となり、ピーク時（2006 年度、約 480 億円）

から約 21％減少している。指定法人が毎年度行う再商品

化事業者の競争入札の結果、落札単価（加重平均）は、ガ

ラスびん（無色）が 4.9円/kg、ガラスびん（茶色）が 5.3

円/kg、ガラスびん（その他の色）が 7.0円/kg、ＰＥＴボ

トルが-59.5円/kg、紙製容器包装が-7.0円/kg、プラスチ

ック製容器包装が 53.5 円/kg となっている。紙製容器包

装と PETボトルは有償落札となり、有償落札分は指定法人

を通じて市町村へ支払われている。 

一般廃棄物（容器包装廃棄物以外も含む）の総排出量

（2013 年度実績）は 4,487 万トン、うち容器包装廃棄物

の割合は容積比で約 53％、重量比で約 21％となり、約６

割占めると言われていた容積比は減少している。１日１人

当たりのごみ排出量は、958ｇとなり、法制定時（1995年、

1,138ｇ）から約 16％、ピーク時（2000 年、1,185ｇ）か

ら約 19％減少している。一般廃棄物の最終処分場の残余

年数は 19.3 年となり、法施行前（1990 年、7.6 年）と比

工場等

CO2は岩石中の隙間
に貯留される

CO2

CO2
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較して延命化が図られている。 

市町村における容器包装廃棄物の分別収集実施状況

（2013 年度実績）については、実施割合（市町村数ベー

ス）でみると、1997 年に再商品化事業が開始されたガラ

スびん（約 94％）、ペットボトル（約 98％）は高い割合と

なっている。2000 年に再商品化事業が開始された紙製容

器包装（約 37％）、プラスチック製容器包装（約 75％）は、

開始当初に比べて増加しているが、近年は横ばいとなって

いる。数量で見ると、ガラスびんが約 80 万トン、ペット

ボトルが約 30 万トン、紙製容器包装が約９万トン、プラ

スチック製容器包装が約 73万トンとなっている。 

 

（３）家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法） 

（ア）家電４品目の施行状況 

2001 年４月から施行された「家電リサイクル法」は、

廃家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯

機）について、消費者による適正排出の実施、小売業者に

よる消費者からの引取り、製造業者等による指定引取場所

における引取り及びリサイクル施設における再商品化等

を推進し、おおむね順調に 14年目を終えた。 

（イ）制度の見直し 

家電リサイクル法附則第３条に基づき、施行後５年を経

過した 2006 年度から、産業構造審議会電気・電子機器リ

サイクルワーキンググループと中央環境審議会家電リサ

イクル制度評価検討小委員会の合同会合において、制度見

直しの検討を進め、2008 年２月に報告書が取りまとめら

れた。同報告書において、５年後を目途に制度検討を再度

行うことが適当とされたことから、経済産業省及び環境省

は 2013年５月に開催した第 21回合同会合において、二度

目の制度見直しの検討を開始し、2014年 10月に報告書が

取りまとめられた。 

（ウ）引取りの状況 

2014年度（2014年４月～2015年３月）に、全国の指定

引取場所で引き取った廃家電４品目は、合計約 1,086万台

（前年度比約 187万台減）である。 

（エ）家電リサイクルプラントの状況 

2014 年度家電リサイクルプラントに搬入された廃家電

は、リサイクル処理によって鉄、銅、アルミニウム、ガラ

ス、プラスチック等が有価物として回収され、全社におい

て法定基準を上回る再商品化率が達成された。全体では、

エアコン 92％（法定基準 70％）、ブラウン管式テレビで

75％（同 55％）、液晶・プラズマテレビで 89％（同 50％）、

冷蔵庫・冷凍庫で 80％（同 60％）、洗濯機・衣類乾燥機で

88％（同 65％）と、法定基準を上回る再商品化率が達成

された。 

また、エアコンの冷媒フロン類は約 1,576 トン、冷蔵

庫・冷凍庫の冷媒フロン類は約 248 トン、洗濯機の冷媒

フロン類は約 12 トン、冷蔵庫・冷凍庫の断熱材フロン類

は約 392トンが回収、破壊された。 

 

図 2014年度 廃家電４品目の再商品化実施状況 

 

 

（４）食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食

品リサイクル法） 

（ア）再生利用等実施率目標 

食品廃棄物等の発生抑制や減量化を計画的に推進する

ため、基本方針を策定し、食品循環資源の再生利用等の実

施目標を業種別に定めている。＜食品製造業 85％(95％)、

食品卸売業 70％(58％)、食品小売業 45％(45％)、外食産

業 40％(25％)＞（ ）内は 2013年度統計実績。 

なお、基本方針の見直しは農林水産省及び環境省の合同

会合の議論終了後に行うこととされているため、再生利用

等の実施目標は、当分の間は 2012 年度までの目標値を据

え置くこととされている。 

（イ）基本方針等の見直し 

基本方針は、おおむね５年ごとに見直しすることになっ

ており、前回策定より５年が経過したことから、見直しに

向けた農林水産省及び環境省の合同会合（食料・農業・農

村政策審議会及び中央環境審議会合同会合）が 2013 年３

月より開催され、2014年 10月には「今後の食品リサイク

ル制度のあり方について」が取りまとめられた。 

また、2014 年９月に環境大臣から中央環境審議会に、

同年 10 月に農林水産大臣から食料・農業・農村政策審議

会に諮問した「食品循環資源の再生利用等の促進に関する

ブラウン管式 液晶・プラズマ式

［千台］ 2,225 1,872 847 2,775 3,142
［千台］ 2,465 1,849 834 2,978 3,349
［トン］ 102,155 49,352 16,629 187,654 124,195
［トン］ 94,213 37,446 14,806 150,913 110,294

［％］ 92 75 89 80 88

鉄 ［トン］ 28,279 5,147 6,524 76,131 54,674

銅 ［トン］ 7,435 1,791 160 3,392 2,151
アルミニウム ［トン］ 10,451 34 598 1,280 1,943
非鉄・鉄など混合物 ［トン］ 31,415 398 224 22,547 14,755
ブラウン管ガラス ［トン］ － 18,765 － － －
その他の有価物 ［トン］ 16,633 11,311 7,300 47,563 36,771

総重量 ［トン］ 94,213 37,446 14,806 150,913 110,294

＊値は全て小数点以下を切捨て
＊「その他の有価物」とは、プラスチック等である。
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基本方針の策定等について」の審議が合同会合において行

われ、2015 年３月に食料・農業・農村政策審議会から農

林水産大臣に、同年４月に中央環境審議会から環境大臣に

答申がなされた。 

（ウ）再生利用等促進のための制度執行状況（当省所管） 

再生利用事業者（新規）を２件登録した。 

再生利用事業計画（新規）を２件認定した。 

 

（５）使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リ

サイクル法） 

（ア）概要 

使用済自動車は、有用金属･部品を含み資源として価値

が高いものであるため、従来から解体業者や破砕業者にお

いてリサイクル・処理が行われてきた。 

他方、産業廃棄物最終処分場の逼迫により使用済自動車

から生じるシュレッダーダストを低減する必要性が高ま

っていた。また、最終処分費の高騰、鉄スクラップ価格の

不安定な変動により、従来のリサイクルシステムは機能不

全に陥りつつあり、不法投棄や不適正処理の懸念も生じて

いる状況であった。 

このため、市況に左右されない安定した自動車リサイク

ルシステムの構築が求められ、自動車製造業者等を中心と

した関係者の役割と責任を明確にした新たな仕組みを構

築した。 

（イ）施行状況 

2014年８月 21日に開催された産業構造審議会自動車リ

サイクルワーキンググループ・中央環境審議会自動車リサ

イクル専門委員会第 32回合同会議において、2013年度の

自動車リサイクル法施行状況が報告され、有識者による評

価が行われた。リサイクル率の達成状況、リサイクル料金

の預託状況、不法投棄・不適正保管の状況については以下

のとおり。 

(A) リサイクル率の達成状況 

 シュレッダーダスト（ＡＳＲ）とエアバッグ類のリサイ

クルを推進するため、自動車リサイクル法では、法施行時

から段階的に高めていく形で、事業者が達成すべきリサイ

クル率の基準を定めている。 

 2013 年度は、シュレッダーダスト（ＡＳＲ）とエアバ

ッグ類それぞれについて、基準を大きく上回るリサイクル

率を達成した。 

 基準 実績 

ＡＳＲ 
50（2010年度～） 

70（2015年度～） 
96～97.7 

エアバッグ 85 94～95 

(B) リサイクル料金の預託状況（2014年３月累計） 

これまで、リサイクル料金は大きな混乱なく順調に預託

されている。2013 年度の預託台数及び預託金額はそれぞ

れ以下のとおり。（数字は四捨五入しており、「新車登録時」

と「引取時」を合わせた値が「合計」に一致しない場合が

ある。） 

 新車登録時 引取時 合計 

台数(万台) 569 12 581 

金額(億円) 606 6 612 

 

また、2014 年３月末の累計預託台数及び預託金額残高

は、それぞれ以下のとおり。 

累計台数(万台) 預託残高(億円) 

7,791 8,352 

 

(C) 不法投棄・不適正保管の状況 

全国の都道府県等による調査によれば、不法投棄・不適

正保管の車両は以下のとおり着実に減少している。 

2004年９月（施行前）：約 22万台 

2014年３月末：約７千４百台 

これは、１.自動車リサイクル法の施行に伴い、使用済

自動車はすべて廃棄物とみなされるようになったため、行

政側の指導が容易になったこと、２.離島対策等推進事業

が順調に進捗したこと、が主な要因と考えられる。 

（ウ）自動車リサイクル制度の評価・検討 

「自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関す

る報告書」（2010 年１月）では、「自動車リサイクル制度

は、こうした状況変化に遅滞なく柔軟に対応し、中長期的

に適切に機能するものである必要があり、そのためには、

今後とも定期的にフォローアップを行うとともに、今回の

検討から５年以内を目途に、改めて制度の在り方について

検討を行うことが適当である。」とされており、これを受

けて、2014 年８月から合同会議を開催し、制度の評価・

検討を開始した。法制定当初の目的であった不法投棄等の

未然防止・ＡＳＲ等の最終処分量の極小化が概ね図られて
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いる現状を踏まえ、今回の検討では、自動車における３Ｒ

の推進・質の向上等について中心的に議論を行ってきた。 

 

（６）使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法

律（小型家電リサイクル法） 

（ア）概要 

2013 年４月に施行された「使用済小型電子機器等の再

資源化の促進に関する法律」は使用済小型電子機器等（小

型家電）の再資源化に係る事業計画について国の認定を受

けた事業者（以下、「認定事業者」という。）がその回収・

処理を行う際、本来自治体ごとに必要な廃棄物処理法の許

可を不要とし、広域での事業を行いやすくすることで、ま

とまった回収量を確保し、効率的にリサイクルできるよう

にすることを目的とした促進型の制度である。2015 年３

月までに 41 件の再資源化事業計画が認定されており、法

施行初年度となる 2013 年度は、認定事業者による回収量

は約 1.3万トン（このほか、その他再資源化を適正に実施

し得る者による回収量は約 1.1万トン）である。なお、本

法の基本方針において、認定事業者等による回収量目標を

年間 14万トン（2015年度まで）と定めている。 

（イ）対象となる小型家電 

 一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の

電気機械器具のうち、効率的な収集運搬が可能であって、

再資源化が特に必要なものを政令で指定している。 

（ウ）関係者の責務 

(A)消費者の責務 

小型家電を分別して排出する。 

(B)事業者の責務 

小型家電を分別して排出し、認定事業者その他再資

源化を適正に実施し得る者への引渡しを行う。 

(C)市町村の責務 

小型家電を分別して収集し、認定事業者その他再資

源化を適正に実施し得る者への引渡しを行う。 

(D)都道府県の責務 

市町村に対する必要な技術的援助を行う。 

(E)小売業者の責務 

消費者の適正な排出を確保するために協力する。 

(F)製造業者（メーカー）の責務 

設計･部品･原材料の工夫により再資源化費用を低減

し、再資源化により得られた物を利用する。 

(G)国の責務 

必要な資金の確保や、情報収集･研究開発の推進、教

育･広報活動を行う。 

 

３．２．レアメタルリサイクル対策 

レアメタルは自動車やＩＴ製品等の製造に必要不可欠

な素材であり、我が国の産業競争力を有する様々な先端デ

バイス・製品に用いられている。 

今後、これら製品の市場が拡大するにつれて、レアメタ

ルを含む使用済製品の排出量が増加することが見込まれ、

リサイクルによる資源確保を着実に進めていくことが必

要である。 

このため、産業構造審議会と中央環境審議会の合同会合

において取りまとめた「中間取りまとめ」（2012 年９月）

では、レアメタルを含む使用済製品の排出が本格化してく

る 2010 年代後半までに、「使用済製品の回収量の確保」、

「リサイクルの効率性の向上」などの観点から対応策を講

じることにより、レアメタルリサイクルが経済的に成り立

つ状況を目指していくとされた。 

 この方針に沿って 2014 年度に実施した「資源循環実証

事業」においては、次世代自動車用使用済リチウムイオン

電池の回収システムの構築や使用済リチウムイオン電池

からコバルトを抽出するリサイクル技術の低コスト化等

のための実証・技術開発を補助対象とし、計５事業者に対

して補助を実施した。 

 

３．３．アジア循環型経済社会圏構築に向けた取組 

 我が国企業のリサイクルに関する技術やオペレーショ

ンノウハウを活用し、海外でのビジネス展開を促進するた

め、ＦＳ事業や実証事業を実施している。2014 年度には

次のような取組を実施した。 

 ＦＳ事業については、ベトナムにおけるアルミニウムリ

サイクルやマレーシア・タイ・シンガポールにおけるめっ

き廃液・非鉄金属スクラップ等リサイクル等、３件の調査

を実施した。 

実証事業については、独立行政法人 新エネルギー・産

業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）交付金を活用し、インド

ネシアにおける廃油リサイクル、インドにおける廃電気電

子機器リサイクルに関する実証事業を実施した。 
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３．４．３Ｒ政策普及啓発 

循環型経済システムを構築するためには、国民、事業者、

自治体などがそれぞれの役割を果たしていくことが重要

であることから、各主体が取り組む３Ｒ活動への適切な情

報提供、インセンティブ付与などが求められる。 

情報提供の取組として、３Ｒ政策ホームページを設置し

ている。また、一般向けに法制度と３Ｒの動向を解説した

「資源循環ハンドブック」を作成、配付したほか、３Ｒの

取組についてわかりやすく解説したパンフレットの配付

及びＤＶＤの貸出を実施した。 

インセンティブ付与の取組として、10 月の３Ｒ推進月

間において、資源循環技術・システム表彰で経済産業大臣

賞（２件）及び経済産業省産業技術環境局長賞（３件）を

授与し、また、リデュース・リユース・リサイクル推進功

労者等表彰で内閣総理大臣賞（１件）及び経済産業大臣賞

（２件）等を授与した。 

 

４．産業公害対策 

４．１．大気汚染防止対策 

（１）揮発性有機化合物（ＶＯＣ）排出抑制制度 

「大気汚染防止法」が 2004 年５月に改正され、法規制

と自主的取組のベスト・ミックスによるＶＯＣ排出抑制制

度が導入された。当時の中央環境審議会では、自主的取組

として、2010年度までにＶＯＣ排出量を 2000年度比で３

割程度削減することが目標とされ、産業構造審議会が協力

することで、各産業界が自主行動計画を策定して取り組ん

だ。その結果、当初目標を大きく上回る削減量（56％）を

達成することができ、2012年 12月の中環審答申では、新

たな削減目標は設定せず、従前のＶＯＣ排出抑制制度が継

続されることとなった。 

これを受け、事業者等によるＶＯＣ排出抑制のための自

主的な取組について、産業構造審議会産業技術環境分科会

産業環境対策小委員会において、毎年度フォローアップを

実施しており、2015 年３月に開催された同委員会では、

自主的取組参加 40団体（約 7,500社）による 2013年度の

ＶＯＣ排出量は、2000年度比約６割減の約 20万トンであ

り、原料等の代替等により継続してＶＯＣの排出が抑制さ

れていることを確認した。 

 

（２）水銀に関する水俣条約（大気排出部分） 

「水銀に関する水俣条約（水俣条約）」は、水銀が人の

健康及び環境に及ぼすリスクを低減させるため、水銀に対

して、産出、使用、環境への排出、廃棄等そのライフサイ

クル全般にわたって包括的な規制を行う初めての条約で

ある。2013年 10月に本条約が採択されたことを受け、我

が国としても、その早期締結に向けて、経産省を含め関係

府省が協力して作業を進めてきた。 

2014 年４月、中央環境審議会大気・騒音振動部会の下

に水銀大気排出対策小委員会が設置され、水俣条約を踏ま

えた今後の水銀の大気排出対策について検討を行い、2015

年１月 23 日に環境大臣に答申がなされた。同答申では、

水俣条約において水銀の大気排出の管理施設として掲げ

られている５分類（石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイ

ラー、非鉄金属製造に用いられる製錬及びばい焼工程、廃

棄物の焼却設備又はセメントクリンカーの製造設備）に該

当する施設以外の施設のうち、我が国においてこれら施設

と同等に水銀を相当程度排出している施設については、一

段積極的な自主的な取組を求めることとされ、2015 年３

月に大気汚染防止法の一部を改正する法律案が閣議決定

された。 

2015 年３月に開催された産業構造審議会産業技術環境

分科会産業環境対策小委員会において、事業者が自主的に

行う水銀等の大気中への排出の抑制のための取組につい

てフォローアップを実施することが決定された。 

水俣条約締約国が参考にすることとなる「利用可能な最

良の技術（ＢＡＴ）／環境のための最良の慣行（ＢＥＰ）

ガイダンス（ガイダンス）」を検討するための技術専門家

会合が、2014 年９月にスイスのモントルー、2015 年３月

に南アフリカのプレトリアで開催され、ガイダンスの素案

作成作業が進められた。我が国からは、岐阜大学大学院の

守富教授が参加し、我が国の環境保全技術の掲載に尽力し

た。 

 

（３）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（オ

フロード法） 

「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（オフ

ロード法）」が 2005年５月に制定され、一定の技術基準を

満たすオフロード車の使用義務等が開始された。 

2013年 12月に閣議決定された「事務・権限の移譲等に

関する見直し方針について」の中で、特定特殊自動車の使
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用者に対する技術基準適合命令、指導・助言、報告徴収及

び立入検査については、都道府県への移譲について検討を

進めるとされたことを受け、関係省庁で検討を重ねた結果、

2015年１月に閣議決定された「平成 26年度の地方からの

提案等に関する対応方針」において、都道府県知事に自治

事務として権限を移譲することを決定した。これを踏まえ、

オフロード法を含む関係 17 法律の改正案を束ねた「地域

の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律案」が 2015 年３月に閣

議決定された。 

 

４．２．水質汚濁防止対策 

「水質汚濁防止法（水濁法）」に基づく、有害物質に規

定されている、ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等の項目につ

いては 2001 年に、1,4-ジオキサンについては 2012 年に、

一律排水基準が設定されたが、その一律排水基準が技術的

に達成困難な業種に対しては、暫定排水基準が設定されて

いる。経済産業省では、暫定排水基準の適用を受けている

経済産業省所管の業種（ほうろう鉄器製造業、うわ薬製造

業、粘土瓦製造業、貴金属製造・再生業、電気めっき業、

金属鉱業、酸化コバルト製造業、ジルコニウム化合物製造

業、モリブデン化合物製造業、バナジウム化合物製造業、

ポリエチレンテレフタレート製造業、感光性樹脂製造業、

エチレンオキサイド製造業及びエチレングリコール製造

業）に対し、事業者の効果的な取組を促すことを目的とし

て、一律排水基準の移行に向けた取組状況や排水処理技術

に関するフォローアップを実施した。 

そのうち 1,4-ジオキサンについては、ポリエチレンテ

レフタレート製造業が 2014 年５月に暫定排水基準から一

律排水基準に移行した。 

 

４．３．ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）問題 

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ： Poly Chlorinated 

Biphenyl）廃棄物の処理については、「ポリ塩化ビフェニ

ル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（ＰＣＢ

特措法）」に基づき、ＰＣＢ廃棄物の保管状況等の届出、

一定期間内（2027 年３月末まで）の処分及び中間貯蔵・

環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）による拠点的な広域

処理施設の整備（北海道、東京、豊田、大阪、北九州の５

事業所）等、処理体制の整備が進められ、ＰＣＢ廃棄物の

処理が実施されてきた。 

2014 年６月には、ＰＣＢ特措法に基づくＰＣＢ廃棄物

処理基本計画が改定され、ＪＥＳＣＯの５つの処理施設毎

に、計画的処理完了期限等が定められ、高濃度ＰＣＢ廃棄

物については、最長でも 2025 年度までに処理を完了する

こととされた。 

2014 年４月、微量ＰＣＢ廃棄物等の合理的かつ効率的

な処理方策を検討するため、経済産業省及び環境省は学識

者、関係産業界等から構成される「微量ＰＣＢ廃棄物等の

適正処理に関する研究会」を設置した。その中で、課電自

然循環洗浄法を用いて、使用中の微量ＰＣＢ含有電気機器

の洗浄を行うことについて、環境保全及び電気保安を確保

した具体的な洗浄手順について検討を行い、2015 年３月

に課電自然循環洗浄法の手順書を取りまとめた。 

 同時に、本手順書に基づき適正に課電洗浄が完了した対

象機器と認められるものについては、所定の手続を経た上

で、電気事業法に規定するＰＣＢ含有電気工作物並びにＰ

ＣＢ特措法及び廃棄物処理法に規定するＰＣＢ廃棄物等

に該当しないものとして取り扱うこととした。 

なお、2014 年度は、廃棄物処理法による処分等の事業

許可が不要となる無害化処理認定制度に基づき、廃ポリ塩

化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化

ビフェニル処理物の焼却施設を所有する株式会社ＧＥ、ユ

ナイテッド計画株式会社、エコシステム小坂株式会社、ポ

リ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設を所有する株式会社

かんでんエンジニアリング、中部環境ソリューション合同

会社、株式会社神鋼環境ソリューションを対象とした６件

が環境大臣から認定され、微量ＰＣＢ汚染廃家電機器等の

無害化処理認定施設は計 22件となった。 

 

４．４．バーゼル条約関連 

廃鉛蓄電池などの特定有害廃棄物等に該当する貨物を

輸出入する際には、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制

に関する法律（バーゼル法）」の規定を踏まえ、外国為替

及び外国貿易法に基づく経済産業大臣の承認等が必要と

なる。バーゼル法を円滑に執行するため、経済産業省と環

境省は、事業者が輸出入しようと考えている貨物がバーゼ

ル法に規定する特定有害廃棄物等に該当するか否かにつ

いて、事前相談を行っている。あわせて、輸出入業者等の適

正な輸出入の促進のために、経済産業省と環境省は、バーゼ
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ル法等の説明会を実施しており、2014年度は全国９か所で開

催した。 

なお、2014 年における特定有害廃棄物等の輸出の状況

は、件数は 1,098 件、総量は 180,035 トン、品目は主に、

廃鉛蓄電池、石炭灰、鉛灰であり、金属回収等を目的とす

るものだった（参照：図１）。また、2014年における特定

有害廃棄物等の輸入の状況は、件数は 516 件、総量は

29,904 トン、品目は主に、電子部品スクラップ、金属含

有スラッジ、電池スクラップ（ニッケルカドミウム、ニッ

ケル水素、リチウムイオン等）であり、金属回収等を目的

とするものだった（参照：図２）。 

バーゼル条約第８回締約国会議（2006年）における「電

気電子機器廃棄物（E-waste）の適正処理に関するナイロ

ビ宣言」以降、作業及び議論されてきた E-waste及び使用

済み電気電子機器の越境移動に関する技術ガイドライン

については、2014 年９月の第９回公開作業部会にて使用

済み電気電子機器を再使用目的で輸出入する際の廃棄物

と非廃棄物の識別に関する条件設定について議論が進め

られ、引き続き、第 12回締約国会議（2015年）での合意

に向けて作業及び議論が行われることとなった。 

 一方、経済産業省及び環境省は、我が国で発生する使用

済み電気・電子機器の中古品（リユース目的）としての輸

出について、バーゼル法に基づく輸出の承認を得る必要は

ないということを客観的に判断することができる基準（使

用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断基準

（2013 年９月策定））の運用を 2014 年４月１日から開始

した。 

図１ バーゼル輸出グラフ 

 

図２ バーゼル輸入グラフ 

４．５．公害防止管理者制度 

公害防止管理者制度は、産業公害の未然防止を図るため、

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に

基づき、特定の公害発生施設を設置する工場の事業者に対

し、施設の区分ごとに公害防止統括者、公害防止主任管理

者、公害防止管理者及びこれらの代理者の選任を義務づけ

ている。 

そのうち、公害防止主任管理者、公害防止管理者及びそ

の代理者については、国家試験の合格又は資格認定講習の

修了による資格取得者であることを選任の要件としてい

る。 

少子化などの影響もあり、近年は国家試験の受験申込者

が減少傾向となっており、2014 年度においては、2013 年

度の 31,261名から約 1,500名減少した。2014年度の公害

防止管理者国家資格の取得者数は、8,750名であり、国家

試験及び資格認定講習の内訳は、以下のとおり。 

国家試験 

 受験申込者：29,862名 

 合格者数：6,601名 

資格認定講習 

 受講者数：3,264名 

 修了者数：2,149名 

 

４．６．環境影響評価制度 

環境影響評価法は、一定規模以上の道路、飛行場、発電

所等 13事業を対象に、あらかじめ環境影響評価（環境ア

セスメント）を行うことを義務づけている。 

近年の取組としては、2012年 11月の経済産業省と環境

省による「発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化等

に関する連絡会議」中間報告を踏まえ、発電所に関する環

境アセスメントの審査期間の短縮に取り組んでいる。2014
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年度は、国と自治体の審査を同時並行で進めること等によ

り実質的な審査期間を確保した上で、方法書の審査（従来

30日程度）において、知事意見の提出から、火力発電所

（実績４件）は平均 19日、風力・地熱発電所（実績２件）

は平均 15日、準備書の審査（従来 90日程度）において、

火力発電所（実績２件）は平均 21日、風力・地熱発電所

（実績 16件）は平均 22日で経済産業大臣の勧告を行い、

評価書の審査（従来 30日）においては、評価書の届出か

ら、火力発電所（実績１件）は８日、風力・地熱発電所（実

績８件）は平均８日で経済産業大臣の確定通知を行った。 

また、2013 年４月の経済産業省及び環境省による「東

京電力の火力電源入札に関する関係局長級会議」において、

１.新電力を含む電力業界全体のＣＯ２排出管理により対

応することを基本とし、電力業界にそのための取組を促す

こと、２.環境アセスでは、建設中の最新技術の採用の可

能性も検討した上で、現在商用運転を開始している最新鋭

の発電技術以上の技術を採用することを求めること等が

合意されたことを受け、火力発電所の環境アセスメント手

続が進められている。 

局長級合意以降 2014 年度末までに、計画段階環境配慮

書審査手続完了が 10 件、準備書審査手続完了が６件、ア

セス審査手続完了が５件となっている。 

 

４．７．税制、財政投融資による公害防止設備投資支援 

 事業者の公害防止対策に対する取組を支援し、環境対策

の推進及び良好な生活環境の保全を図るために、企業の公

害防止設備投資について、税制及び財政投融資による支援

措置を実施している。 

税制については、公害防止設備に係る固定資産税の課税

標準特例制度について、地域決定型地方税制特例措置（わ

がまち特例）により、特例率 1/3 を参酌して 1/6～1/2の

範囲内において市町村の条例で定める割合とした上で、

2014年度から２年間の適用期限の延長を行った。 

 財政投融資については、株式会社日本政策金融公庫「環

境・エネルギー対策資金」において、ばい煙や汚水・廃液

等の対策を行う公害防止施設、アスベスト除去工事、建設

機械等を取得するために必要な設備資金等の低利融資を

実施しており、2014 年度から１年間の適用期限の延長を

行った。 

 

４．８．国際環境協力 

（１）日中省エネルギー・環境総合フォーラム 

日中省エネルギー・環境総合フォーラムは、日中両国の

省エネルギー・環境保護分野に関する政策交流により、相

互理解を促進し、また協力プロジェクトをはじめとするビ

ジネスマッチングによる具体的なビジネス、協力の機会を

拡大するためのプラットフォームである。2006 年より毎

年１回開催されているが（2013年は休止）、2014年は、中

国側の要望により、初めて「大気汚染対策分科会」が開催

された。 

「大気汚染対策分科会」では、日中の政府、自治体、企

業による大気汚染対策の動向等が紹介された。我が国から

は、日本の高度経済成長期に発生した大気汚染等の公害と

それに対する政府として講じた施策の紹介や現在の我が

国の環境対策施策、最新の発電所の環境対策技術の紹介等

を行った。 

 

（２）環境技術の海外展開促進に資する事業等の実施 

我が国の優れた環境技術の海外展開と相手国の環境対

策の推進を促進する観点から、独立行政法人新エネルギ

ー・産業技術開発機構（ＮＥＤＯ）を通じて以下の事業等

を実施した。 

○環境・医療分野国際研究開発・実証プロジェクト 

（公害防止分野） 

・中国における実証設備を用いた汚泥処理と資源化

利用の実証プロジェクト 

・マレーシアにおけるパーム油搾油・生成工場の排

水浄化とスラッジ燃料化技術のＦＳ調査 

・マレーシアにおける金属廃液・汚泥から有用金属

を回収し、汚泥を削減する技術のＦＳ調査 

 

４．９．研究開発支援 

土壌汚染対策のための技術開発（原位置処理重金属等土壌

汚染対策技術開発） 

我が国の土壌汚染の７割以上を占める重金属等を対象

に、汚染土壌の搬出を伴わずにその場で安価に浄化できる

以下のテーマについて技術の開発を行う事業者に対し、費

用の一部を補助する支援を行った。 

１.物理化学的処理対策技術の開発 

２.生物的処理対策技術の開発 
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2014年度の事業においては、１.物理化学的処理対策技

術の開発については、これまでに技術を確立した新型重金

属吸着材と井戸構造の最適化技術を用いて、鉛汚染土壌浄

化の実証試験を行った。また、２.の生物的処理対策技術

の開発については、2013 年度で実証試験を行った技術に

加え、さらなる浄化の効率化のためにシアンを分解する菌

を補填するシアン汚染土壌浄化についての実証試験を行

った。 

 本事業については、当初の成果目標を達成し、2014 年

度に事業を終了した。 

  

５．環境配慮型産業の振興施策 

５．１．環境に配慮した企業経営の推進 

 企業が発行した環境報告書をデータベース化した「環境

報告書プラザ」において、利用状況やニーズ、環境情報の

公表に関する意識調査を行うとともに、約 850の企業・団

体の報告書を掲載・提供するウェブサイトとして、更なる

利用上の充実を図った。 

 

５．２．カーボンフットプリントを活用したカーボン・オ

フセット制度の推進 

2011 年度まで国の試行事業として、製品の原材料調達

から製造、流通、使用、そして廃棄・リサイクルに至るま

でのライフサイクル全体での温室効果ガス排出量をＣＯ2

排出量に換算して表示するカーボンフットプリント（ＣＦ

Ｐ）制度を実施してきた（2012 年度より民間事業として

運用開始）。 

ＣＦＰ制度での取組を踏まえ、2012 年度よりＣＦＰを

算定した事業者が別途取得したクレジットにより埋め合

わせ（カーボン・オフセット）を行ったことを事務局が認

証し、「どんぐりマーク」を付与する「ＣＦＰを活用した

カーボン・オフセット制度」を開始した。また、2013 年

度より消費者への訴求力を高めるため、ＣＦＰを活用した

カーボン・オフセット製品・サービスに、環境に配慮した

製品等と交換が可能なポイントを付けて流通させる「どん

ぐりポイント制度」を開始した。2014 年度は、北海道・

横浜・愛媛の３地域に対して普及広報や参加事業者の巻き

込みを重点的に実施した。その結果、小売との連携が実現

した愛媛地域においては、７事業者 19製品の参加があり、

昨年度同時期に比べ参加商品全体の売上げが約 1.3 倍に

増加した。「ＣＦＰを活用したカーボン・オフセット制度」

については 46 事業者 97 製品・サービスの、「どんぐりポ

イント制度」については、34事業者 56製品・サービスの

参加を得た。 

 

５．３．環境負荷可視化に係る国際動向 

ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）を活用した環境

負荷の「可視化（見える化）」に関する国際動向が活発化

したことを受け、ワークショップ「温室効果ガス削減貢献

量評価の国際動向と今後の考え方」及び「欧州環境フット

プリントとマルチクライテリア評価の動向」を開催する等、

我が国産業の先進性が適切に評価される枠組み作りの促

進に向け、学界、産業界、各種団体による議論や意見交換

を実施した。 
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