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事業実施可能性調査事業
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3 事業内容
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本事業の狙い
 我が国のエネルギーインフラの海外展開の促進に向け、経協インフラ戦略会議(官房長官を議長とする閣僚級会議)において、

「2020年に約30兆円(2010年10兆円)」の受注目標を掲げ、日本再興戦略(2013年5月)にも位置付け。
 また、世界の膨大なインフラ需要を充足しつつ、新興国の持続的な成長につなげるためには、質の高いインフラ投資の促進が

重要であり、G７において首脳宣言「質の高いインフラ投資の推進のためのＧ７伊勢志摩原則」を採択(2016年５月27日)。
 加えて、我が国の競争力強化のため、「未来投資戦略2017」において、分野別海外展開戦略を策定することとされ、電力や

情報通信などの海外展開戦略を策定(2017年10月）。
 本事業においては、これらの方針に沿って事業の重点化を図り、質の高いエネルギーインフラの案件組成に向けた事業実施可能

性調査(F/S)を推進し、我が国の受注獲得とともに、新興国等の経済成長に貢献する。

２ 川上段階における支援の必要性

受
注

インフラプロジェクトのフロー

マスター
プラン Ｆ/Ｓ調査 入

札

川上段階

・川上段階において以下の項目が決定され､受注企業の実質的な絞込みが行われる。
○ 案件の枠組み
○ 仕様やスペックの概略
○ メーカ－の実質的な選定
○ 協力国の絞り込み 等
・本F/S調査を通じ、川上段階から政府間での対話の機会を設け、質の高いインフラの
導入を推進し、我が国の受注獲得と相手国の持続的な経済成長に貢献していく。

設
計

１ 世界の膨大なインフラ需要
 世界のインフラ需要は膨大。世界銀行によると、

2014-2020年の需要予測は18.2兆ドル。

 新興国等が持続的な経済成長を図るためには、
質の高いインフラ整備が重要。

電力
14.7兆ドル
（39%）

交通
1.8兆ドル
（31%）

通信
1.3兆ドル
（23%）

水・衛生
0.4兆ドル
（7%）

出所：WORLD BANK GROUP, “Infrastructure Investment Demands in Emerging 
Markets and Developing Economies”（2015.9）より、経済産業省作成

相手国政府等への売り込み支援(トップセールス、実証、招へいとの連携)

エネルギーインフラ案件の組成

案件の事業実施可能性の分析、相手国への提案書に必要となる項目
について調査を実施。
• 基本設計書の作成
• コスト・工期予測／ファイナンス検討／利益率予測
• 現地の法制度等との整合性／インフラニーズ発掘調査／セミナー開催
• 設備導入等によるエネルギー起源CO2削減効果予測 等

受注事例：最先端高効率石炭火力発電所の建設(インドネシア)
• 平成26年度に、国有電力会社等との協業の下、F/Sを実施。
• 現在、平成30年度中の稼働を目指して建設中。

事業実施可能性調査（F/S）

【CO2削減効果】約100万トン/年

採択事例：洋上天然ｶﾞｽ発電ﾌﾟﾗﾝﾄ、LNGｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ導入調査
• インドネシアにおけるLNGサプライチェーン形成、洋上浮体式天然ガス
発電プラント導入を調査。

• 日尼政府間対話の実施など、事業化に向けた検討を進めている。

案件受注



［課題への対応方針］
 効果的な予算執行に改善
＜平成30年度＞

• 平成29年度までは、関係各課が担当分野について公募を行っていたところ、平成30年度においては、貿易
振興課が一括して公募を実施。

• 審査については、横断的な評価基準の設定、外部有識者による評価を実施。

＜執行方法改善による効果＞
• 幅広い分野から、また、分野横断的事業の応募が可能。さらに、質の高い（事業実現性が高いと見込ま
れる）事業実施可能性調査をより採択可能。

• 予算の執行状況に合わせて柔軟に追加公募を実施することが可能。 3-1

本事業の成果と課題
［本事業の成果と課題］
＜成果＞
 平成25,26年度は成果目標①について(F/S終了後、60%が１年以外に詳細設計等次の段階に進む)目標件数を超えて達成。
（平成25年度 目標：20件、実績：22件、平成26年度 目標：22件、実績：23件）

 また、F/Sについては、国の事業として、相手国との大臣会合(日尼政策対話、日越政策対話など)等に活
用し、相手国政府への働きかけを実施。

＜課題＞
 成果目標が一部未達成

• 成果目標①に関し、平成27,28年度事業が未達成。
• 成果目標②(F/S終了後、20%が３年以内に受注合意に至る)に関し、平成25,26年度事業が未達成。

 予算執行率の低下
• 平成25～27年度まで85%程度で推移したが、平成28年度は75%、平成29年度は56％に低下。



＜参考＞本事業に関連する政府内の動き
平成29年10月 ｢未来投資戦略2017」において、主要産業・重要分野の海外展開戦略を策定する

こととされたことを受け、電力分野の海外展開戦略を策定

平成30年4月 第36回経協インフラ戦略会議において、初めて「資源・エネルギー」をテーマとして
取り上げ、制度改革などについて議論

平成30年6月 インフラシステム輸出戦略(平成30年度改訂版)において、上記を政府決定(経協インフ
ラ戦略会議決定)

１．官民一体となった競争力強化
（２） 経済協力の戦略的展開（政策支援ツールの有効活用）
①Ｆ／Ｓや実証事業の充実及びコンサルティング機能等の強化
• 外国企業との連携による競争力の向上や「分野別海外展開戦略」等の方針に基づき、一層メリハリをつけたF／S
の重点運用を実施

（インフラシステム輸出戦略より一部抜粋）

海外エネルギーインフラの受注拡大に向けた対策
１．幅広い企業の参加を促し官民一体で案件を組成

(海外展開戦略(電力)より一部抜粋)

１．発電事業の海外進出
• ノウハウや実績のある日本のユーティリティ企業・商社等が、国内/現地/海外企業と戦略的に連携するなどグローバル化
を推進し、新たなビジネスモデル(高い品質の一気通貫サービスの提供等(Gas to Power等))を強みに案件獲得を
加速し、更なるノウハウ蓄積やコスト削減を達成

(会議資料より一部抜粋)

－ユーティリティ企業を中心に多様な事業主体の参入を促進しつつ、事業経験・技術・コスト競争力の高い他国
企業と連携を図るべく、政府支援ツールのさらなる活用を検討

3-2



28年度 29年度

26年度末 27年度末 28年度末 29年度末 27年度末 28年度末 29年度末 28年度末 29年度末 29年度末 29年度末

30 36

事業凍結 他国による落札 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0

相手国への
説明・交渉等

相手国への説明・交渉や詳
細F/S検討等 13 12 12 12 14 11 11 18 17 21 34

目標件数
(全数の60%) 18 22

目標達成件数 21 22 22 22 23 23 23 18 18 9 2

目標件数
(全数の20%) 6 7

目標達成件数 2 2 4 4 2 2 3 1 1 0 0

成果目標②FS終
了後、3年以内に受
注合意に至った件

数

7 7 7

全調査件数 34 37 36

成果目標①
FS終了後、1年以
内に詳細設計等次
の段階に進んだ件数

20 22 22

フォローアップ時点

年度 25年度 26年度 27年度
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本事業の成果目標及び成果実績について
 平成25～26年度の成果目標①(F/S終了後、1年以内に詳細設計等次の段階に進んだ件数)は達成。それ以外の目標は未達成。

このため、F/S実施後も、各案件をフォローアップし、トップセールス、JICAやJBIC等との公的金融機関への橋渡し、キーパーソン
の招へいや専門家派遣による理解向上(キャパビル)など、受注に向けた必要な支援を実施。

…評価年度に達していない項目

…目標を達成出来ていない項目

【成果目標①に至らない要因】
・相手国への提案・交渉(F/S結果の説明、研究)
・企業等による詳細F/Sの実施に向けた検討
・詳細設計の実施に向けたコンソーシアム形成
・ファイナンスの検討 等に時間を要していること

【成果目標②(F/S終了後、3年以内に受注合意に至った件数)に至らない要因】
・入札待ち
・詳細F/S、実証、詳細設計、仕様策定等を実施中
・許認可の取得手続き
・相手国による計画の後倒し 等

表．成果目標と成果実績の推移

…目標を達成出来ている項目
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本事業の執行状況について
 執行率は、平成25～27年度まで85%程度を維持。しかしながら、平成28年度は75％、平成29年度は56％に低下。
 不用額内訳のとおり、平成28年度以降、「相手国の事情等により事業規模が下回った」ことによる不用額が増加。

年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

繰越含む予算額(百万円) 1,174 1,321 1,088 1,190 2,009 1,435

執行額(百万円) 1,006 1,127 940 895 1,127 －

執行率(%) 86% 85% 86% 75% 56% －

【不用額内訳】(百万円)
相手国の事情等により
事業規模が下回った 81 46 82 184 753 －

予定価格と落札価格の差 86 147 65 111 128 －

合計額 167 193 147 295 881 －

表．執行率及び不用額内訳等の推移

［成果実績及び執行率改善に向けた取組］
 成果実績及び執行率低下を受け、従来の執行方法を、平成３０年度に抜本的に見直し。
 分野所管担当局の各課ごとの公募から、貿易局における一括した公募に変更。
• 企業から応募された提案に関し、電力・情報通信などの分野別海外展開戦略との整合性、一気通貫サービスの提供など日本
ならではの差別化の有無、第三国企業と連携したコンソーシアムの形成の有無など、日本の競争力を活かせる横断的な評価
基準を設け、評価を実施。

 本見直しにより､全案件の一律した評価が可能となり､より質や実現性の高いFS案件の採択や、予算執行状況に応じた柔軟な
公募が可能となる。
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＜参考①＞データや現場意見を活用する仕組み
 平成30年度の公募要領において、効率的・効果的に情報収集等を行うべきことを明記。

 昨年秋､電力の分野別海外展開戦略を策定する際には､十数社にヒアリングを実施し､日本の強み弱みを分析した上で、課
題を整理。こうした情報に基づき､具体的なF/S案件の形成を促すとともに､評価基準にも取り入れ､F/S採択案件を方向付け。

 さらに、分野所管部局含め、民間企業、現地大使館や公的支援機関へのヒアリング等を通じ、相手国の実態やニーズ、現地
の課題、市場環境変化を吸い上げ、事業の見直しに活用することとしている。

（１）事業実施可能性調査
• 相手国への当該プロジェクト実施による裨益
• 相手国政府・自治体等の政策動向
• インフラ・システムの基本的な設計等（例えば、インフラの新設、改良、
近代化等の提案に必要な基本的な設計やビジネスモデルの策定）

• 提案に必要な情報収集・調査・分析（相手国インフラの現状等の
実態把握、相手国関係者のニーズ・課題の把握、市場規模予測、
需要予測、経済性評価、リスク分析等）

• 事業規模等の算出（運営、保守・メンテナンス費用を含む）
• 事業実施体制、事業スケジュール
• ファイナンスの検討・提案
• 政策支援等の活用見込み（招聘・専門家派遣等の各種ツールの
活用可能性の検討）

（中略）
（４）調査方法
• 関連文献の調査・整理（相手国の基礎情報等の基本的な調査に
ついては、既存情報を十分に活用し、（１）に必要な情報の調査
に限定すること）

• 利用可能な既存データベースの活用
• 現地調査（２～３回程度、専門知識を有する複数名を想定）
• 相手国政府関係者や国内外企業、有識者等へのヒアリング 等

表．公募要領(2018.3.9より抜粋) 図．電力の海外展開戦略の策定の際の分析例

出典：平成２８年度製造基盤技術実態等調査事業（重電機器産業における競争力強化
策の検討に向けたグローバルベンチマーク分析等調査）/三菱総合研究所
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本事業の課題と今後の方向性
【本事業の課題】

• F/S実施後、組成した案件を速やかに詳細設計等次の段階や、発注に進めるためには、
・相手国政府が、組成案件の発注を進めるメリットを見出すこと、
・組成した案件の発注時の競争入札において、コスト競争力を有すること、が必要不可欠。

【今後の方向性】
• これまで、ファイナンス制度の改善やリスクマネーの供給、電力や情報通信等分野別海外展開戦略の策定など、重点的かつ効
果的な公的支援を実施。

• 今後の方向性としては、従来の取組に加え、上記課題を踏まえ、重点的に以下の取組を講じ、受注率の向上を図る。
・相手国に対する一段上の貢献(現地雇用の創出、現地への技術移転促進、エネルギーインフラ計画の策定支援等)
・オールジャパンに捕らわれない第三国協力によるエネルギーインフラのコスト競争力向上

質の高いエネルギーインフラの投資促進・受注獲得を目指し、
日本が強みとしている技術をスペックインした案件組成を図るため、事業実施可能性調査(F/S)を実施

第三国協力によるコスト競争力向上

現地雇用創出など相手国に対する一段上の貢献

質の高いエネルギーインフラ投資促進

に資する
エネルギーインフラ計画の策定の実施

事業実施可能性調査(F/S)への支援

従来

今後の方向性



経済・社会等の変化
（誰が／何が、どう変化することを目指しているか）

直接コントロールできる部分

事業名：質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施
可能性調査事業

予算
[31要求]    980
[30当初] 1,435
[29当初] 2,009
[28当初] 1,190
[27当初] 1,088
[26当初] 1,321
[25当初] 1,174
（単位：百万円）
協力企業等
・商社
・コンサル
・ユーティリティ
・メーカー 等

事業実施可能性調査
(FS)の実施

[測定指標]
事業実施可能性調査
(F/S)の件数
［H31見込] 28件
［H30見込] 28件
［H29実績] 36件
［H28実績] 30件
［H27実績] 36件
［H26実績] 37件
［H25実績] 33件

事業実施可能性調査(FS)
実施後の進捗

[測定指標]
終了年度から向こう1年にお
いて、採択案件数のうち入
札に向けた詳細設計等、次
の段階に進んだ割合(目
標:60%)
［H29実績] 6%(評価年度未達）
［H28実績] 30%
［H27実績] 50%
［H26実績] 62%
［H25実績] 62%

終了年度から向こう3年にお
いて、受注等に至った割合
(目標:20%)
［H29実績] 0%(評価年度未達）
［H28実績] 0%(評価年度未達）
［H27実績] 3%(評価年度未達)
［H26実績] 5%
［H25実績] 12％

（ｲﾝﾌﾟｯﾄ） （ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ） （ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ） （ｱｳﾄｶﾑ） （ｲﾝﾊﾟｸﾄ）

※太字囲いが今回のレビュー
対象事業
※二重線囲いは最重要指標

F/S後の実証事業等

トップセールス

相手国のキーパーソン等の招へいや現地への専門家
派遣等による日本の技術の理解向上 等

JBICやNEXI等による金融等支援制度の強化

質の高いインフラの国際スタンダード化

我が国の質の高いインフラ
システムに係る案件の組成
を図る事業実施可能性調
査(F/S)の実施

経協インフラ戦略会
議における受注目標

[H32]
受注目標：約30兆円
(H27：約20兆円)

グローバルな新エネ・省
エネの推進による我が国
のエネルギー安全保障の
強化

我が国のエネルギーイン
フラ技術の導入により、
世界のエネルギー需要の
緩和に貢献し、我が国の
エネルギーの安全保障の
強化を図る。
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※日本のユーティリティ企業・商社・メーカー等が持つノウハウ・
マネジメント力・技術力

＜参考②＞電力における海外展開戦略
• 世界の電力需要は増加、国内の電力需要は2030年度時点では2013年度とほぼ同レベルの見通し
• アジアなど新興国を中心とする海外インフラ需要を取り込むべく、日本企業は海外展開を図るも、

欧米企業に加えコスト競争力のある中国・韓国企業等との競争が激化
• 発注側（現地国）においては、「質の高いインフラ」の重要性への理解が浸透しつつあるものの、

債務抑制の観点からコストも重視
→「質の高いインフラ」を大前提としつつ、発注側のニーズを踏まえた価格・品質で提供すること
が重要。

→高い技術力・コスト競争力と共に、「マネジメント力・ノウハウの活用」、「新たなビジネスモ
デル（一気通貫サービス等）による差別化」が重要

発電所整備

燃料受入施設整備
（ＬＮＧ受入基地等）

発電・売電

「質の高いインフラ」を実現するマネジメント力・ノウハウを発揮

※１０年後も勝ち続けることを目指す分野
（市場動向、競合状況、日本の強みなどを踏まえると、
ガス火力・石炭火力・地熱が特に重要）

新たなビジネスモデル
（一気通貫サービス等）による差別化
（LNG基地と発電所の一体開発（Gas to Power等））

（１）発電事業

（４）地熱
（３）石炭火力

（２）ガス火力

オペレーション

機器
メンテナンス

機器
（タービン等）

導入

設計 調達 建設

（
５
）
送
配
電
事
業

高い技術力を維持しつつ、
コスト競争力を強化

※燃料受入施設・パイプライン・発電所の一体的な整備・
運営は、開発規模が大きく、燃料調達を含む場合も多
く、プロジェクトマネジメント（リスク管理・ファイナ
ンス含む）の難易度が高い。

燃料調達・供給
（LNG調達、再ガス化等）
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• 以下の取組を官民協力の下に推進
• これまでに制度改善を図ってきた各種経協ツール（ＮＥＸＩ，ＪＢＩＣ，ＪＩＣＡによるファイナ

ンス支援等）を迅速かつ効果的に活用すると共に、トップセールスの推進や要人招聘及び現地/海
外企業との連携等を支援

＜参考③＞電力における海外展開戦略 具体的な戦略

（１）発電事業の海外進出

（５）送配電事業の海外進出

 ノウハウや実績のある日本のユーティリティ企業・商社等が、国内/現地/海外企業と戦略的に連携するなどグローバル化を推
進し、新たなビジネスモデル（高い品質の一気通貫サービスの提供等（Gas to Power等））を強みに案件獲得を加速し、
更なるノウハウ蓄積やコスト削減を達成

 日本のユーティリティ企業等が持つノウハウ（運転、環境対策、人材育成等）を、技術・マネジメント・コスト等の面で競争力
ある形で発揮（IoT活用・ビッグデータ分析に基づく高度なO&M等）し、事業拡大

 太陽光・風力等、電力需要の伸びが最も大きい再エネ分野においても、企業連携等を活かして競争力を強化

 コスト競争力を、多方面（イニシャル・メンテナンスコスト/発電コストの削減）から強化し、シェアを拡大
 Gas to Power等のパッケージ輸出においても、日本製機器の高い発電効率等の強みを活かす

 先進的な技術（IGCC等）について、他国に先んじて海外案件を獲得し、量産効果によるコスト削減を目指す
 高効率分野（USC）及び環境装置分野では、ニーズに応じた最適価格によるシステムを提供することで競争力を強化

 地熱資源国に対して、人材育成・適地調査など多面的に支援し、シェアをさらに拡大

 外資開放・民営化などの動向や現地ニーズを的確に把握しつつ、ユーティリティー企業・メーカー間の協業等を通じた新たな
サービス展開（オペレーション＆メンテナンスとセンサー技術等のパッケージ提案等）により、案件獲得を加速化

（２）ガス火力（主要機器の輸出）

（３）石炭火力（同上）

（４）地熱（同上）
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低炭素技術を輸出するための人材育成支援事業
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「低炭素技術を輸出するための人材育成支援事業」の狙い
 世界的にエネルギー需要が拡大する中、地球温暖化対策やエネルギー安全保障の観点から、省エネ
の取組を途上国等でも進めていくことが重要。

 パリ協定を踏まえた「地球温暖化対策計画（2016年5月閣議決定）」では、世界全体の温室効果ガス
排出削減に向けて、省エネルギー技術等の世界への展開を、官民の力を結集して進める旨記載。

 途上国等における省エネ化の推進に向けては、日本企業の技術力を活かすことが重要。本事業では、
日本のエネルギーインフラの海外展開や海外の産業分野でのエネルギー利用の効率化を進めるため、
日本での研修、現地への専門家派遣を通じ、現場を担う外国人材を育成する。

本事業の
ターゲット

①海外エネルギーインフラの
運転・保守等を担う現地人材

②海外工場の生産プロセスの
省エネ化を担う現地人材

政策課題  日本製の高効率なエネルギーインフラが
仕様どおりの能力を発揮しない。

日本製の高効率火力発電、地熱発電等を海外に
導入する際、運転・保守等を担う現地人材が、性能
発揮のための条件（燃料品質、運転条件、定期点
検・保守等）を理解し、実践しないできていない等

 企業の自主性に任せては、エネルギー利用の
効率化が進展しない。

企業の海外工場やその取引先等では、離職率が高く、
生産工程に必要な最低限の教育しか行われず、非効率
的な機器の運転が行われたり、省エネ型の生産設備が使
いこなせない等

事業効果 日本から納入するエネルギーインフラが、仕様
どおりの性能を発揮することで、温室効果ガス
の削減を実現（プラス：インフラ輸出促進）

途上国の生産現場における省エネ化の定着、
取引先企業を含めた省エネ化の推進
（プラス：コスト削減による競争力強化）

現地人材の育成
（受入研修、専門家派遣）
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「低炭素技術を輸出するための人材育成支援事業」の成果
 直近の平成29年度事業では、約111万トン／年（推計）の温室効果ガスの削減に貢献。
 今後も中長期的な人材育成の成果として、生産現場に省エネ化が定着し、普及していくことにより、
日本からの省エネ製品の輸出拡大等の波及効果が期待できる。

エネルギーインフラ、生産プロセス
を担う人材の研修者数：

2,024人

人材育成の目的達成度：81.1％
本事業による温室効果ガスの削減効果：
約111万トン／年（推計）の削減に貢献

・省エネ製品、エネルギーインフラの輸出拡大
・海外進出日本企業の競争力強化 等

＜海外拠点を担う外国人材の育成＞

＜省エネ技術の国際展開＞

＜人材育成による波及効果＞

眼鏡部品メーカーのベトナム工場における省エネ化［中小企業：福井県鯖江市（従業員約80名）］

 現地採用した幹部候補のエンジニアが、コンピュータで数値制御を行う工作機械を使いこなせず、
これまでは、不具合の発生を回避するために、かなり長い時間をかけ、非効率な作業を行っていた。

 本事業を通じ、製品ごとの特徴を踏まえた最適なプログラミングや、工具の段取り替えに関して、
日本式のものづくり技術を移転することで、製品１個あたりの生産時間を10％短縮。
成果として、年間消費電力の換算で約650kg-CO2/年を削減。

（プログラムを指導中）

支援事例

平成29年度事業における実績
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執行改善の取組について
 大企業案件の絞り込みなど、民間ベースで可能な人材育成と区分けするための執行改善をこれまで実
施。中堅・中小企業の増加など、難易度の高い人材育成が増えていることもあり、人材育成の目的達
成度が直近2年間で減少。

 研修途中に達成状況の確認とフィードバックを行うなど、運用改善を実施する。

人材育成の目標達成度（アウトカム指標）
外国人材の育成に取り組む案件毎に設定する人材育成の目標達成度100%を目指す

（目標例：現地拠点で責任者として期待される役割を果たす人材に成長させる）

26年度 27年度 28年度 29年度
成果実績 86.3％ 90.7％ 84.2％ 81.1％

これまでの制度見直し状況

●28年度：大企業支援の限定化
生産プロセスの省エネ化の支援において、タイ、インドネシア、ベトナムには、既に大手の日本企業が多く進出

していることから、大企業案件は出資額50％未満の関連会社に限定し、民間ベースで可能な取組と区分け。

●29年度：支援の必要性が高い案件への重点化
採択審査において、インド・アフリカなど日本企業がこれから事業展開を進める地域や、中堅・中小企業に

よる取組、初めての海外進出となる取組等を優遇する措置を適用し、支援が必要な案件を絞り込み。

執行改善に向けた取組
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・先進国の削減目標

・国内対策
・ＣＤＭ等のクレジット購入

＜参考①＞パリ協定という国際情勢変化（１）
 京都議定書では、先進国のみが排出削減目標を持ち、既に省エネ対策等が進み、削減余地が少
なかった日本にとって不利なゲームであった。

 パリ協定では、途上国を含め、ほぼ全ての国が削減目標を約束しており、今後、日本が世界全体
の削減にどのように貢献していくかというゲームに変わった。

京都議定書とパリ協定の比較①

京都議定書
（1997年）

パリ協定
（2015年）

削減の
法的拘束力 あり なし

対象国と
削減の位置づけ

先進国のみ
削減義務

途上国を含め
削減約束

世界の排出量
カバー率

22％ ※１

（2010年時点）
約99％ ※２

（2016年時点）

※１ IEA,CO2 Emissions from Fuel Combustion(2014)を基に経済産業省作成。
世界計から、国際海運・航空部門を除いた。

※２ UNFCCC, Updated synthesis report on the aggregate effect of INDCs(2016)

京都議定書とパリ協定の比較②

計画段階

実行段階

京都議定書

・先進国の削減目標 ・途上国の削減目標

・国内対策 ・途上国の取組
・JCMによる海外展開 ・先進国による協力

パリ協定

実行段階

計画段階

＊長期地球温暖化対策プラットフォーム「海外展開戦略タスクフォース」（2017年度：経産省）配付資料から作成 15



＜参考②＞パリ協定という国際情勢変化（２）
 世界全体の温室効果ガス排出量に占める日本のシェアは2.7％※１に過ぎず、世界の排出削減の
ためには、残り約97％の海外での取組が重要。（協力して世界の排出削減を最大化）

 途上国は、約束草案の中で先進国からの国際支援を期待。日本が自国の総排出量を超えて世界
の削減に貢献していくビジネスチャンスが生まれている。

パリ協定における途上国の削減目標（ＮＤＣ）※２

※１ IEA,CO2 Emissions from Fuel Combustion(2016)を基に経済産業省作成。
世界計から、国際海運・航空部門を除いた。

※２ COP21のCOP決定において、パリ協定締結時に既に約束草案（INDC）を提出している国については、協定締結時に、
当該ISDCをNDC（nationally determined contribution:自国が決定する貢献）と見なすこととされている。

※３ GHG（Green House Gas：温室効果ガス）
※４ BAU（Business As Usual:特段の対策のない自然体ケース） ＊長期地球温暖化対策プラットフォーム「海外展開戦略タスクフォース」（2017年度：経産省）配付資料から作成

インドネシア 2030年までにGHG排出量をBAU※4比29%削減。
技術移転や資金提供等の国際支援を条件に、最大
41%まで削減可能。

インド 2030年までにGHG排出量を単位GDPあたり33-
35%削減。
ただし実現は、先進国によって提供される実施手段
を含む野心的なグローバル合意次第と付記。

メキシコ 2030年までにGHGおよび短寿命気候汚染物質の
排出量をBAU比25%削減（うち、GHGのみでは
22%削減）。
ただし、資金・技術支援等の条件次第では、最大
40%（うち、GHGのみでは36%）まで削減可能。

世界の排出削減の最大化

世界の総排出量

民間による排出削減

官民による排出削減

JCMによる
排出削減

日本の
総排出量2.7％

国内の削減を最大化＋クレジット購入=国内対策
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＜参考③＞「低炭素技術を輸出するための人材育成支援事業」の支援内容

日本での受入研修

帰国後、中核人材として活躍

 日本語や日本の企業文化の理解

 専門技術、マネジメントスキルの習得
（単純作業、同一作業の反復研修は不可）

事務局での座学研修（約1～2か月間）

企業での実務研修（座学研修と合わせて最長１年間）

現地への専門家派遣

17

 外国人材を育成するため、日本での受入研修や現地への専門家派遣に取り組む日本企業に対して、
研修の準備から実施に向けた支援や、必要経費（渡航費等）の補助を実施。

 外国人材を日本に受入れ、日本の企業文化等
を学ぶ座学研修と、企業内での実務研修を組
み合わせて実施。

来日

現地で多くの人材の技術水準が向上

 日本企業の出資・取引関係のある現地
企業への技術移転

現地での指導（最長10か月程度）

 日本から現地企業に専門家を派遣して、
OJTによる技術指導を実施。

派遣

現地拠点の外国人材
＜管理監督、指導的な職務にある者＞

専門家となる日本人
＜指導分野で５年以上の業務経験を有する者＞

＜対象国＞ 制限なし 【H29実績上位：中国、インドネシア、インド、メキシコ、タイ】
＜対象企業＞ 海外拠点を担う外国人材の育成に取り組む日本企業

【H29実績上位（日本企業の産業分野別）：自動車、産業機械、電機】
＜対象経費＞ 渡航費、国内移動費、滞在費等
＜補助率＞ 中小企業2/3、大企業1/3等



＜参考④＞平成29年度事業の実施企業リスト

18

受入研修の実施企業（受入人数の上位10社）

中
小
・
中
堅
企
業

企業 ※五十音順 分野

大
企
業

企業 ※五十音順 分野
アークテック株式会社 金属製品 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 自動車
株式会社エムケー その他 株式会社エクセディ 自動車
堅田電機株式会社 電子部品 スズキ株式会社 自動車
株式会社三幸工務店 窯業・土石 スタンレー電気株式会社 自動車
城南電機工業株式会社 自動車 セイコーエプソン株式会社 情報通信機器
中西輸送機株式会社 産業機械 株式会社デンソー 自動車
株式会社中村製作所 自動車 トヨタ紡織株式会社 自動車
株式会社名古屋精密金型 産業機械 日本電気株式会社 情報通信機器
株式会社ノダ その他 三菱電機株式会社 産業機械
美濃工業株式会社 ※中堅企業 自動車 株式会社リケン 自動車

専門家派遣の実施企業（派遣人数の上位10社）

中
小
・
中
堅
企
業

企業 ※五十音順 分野

大
企
業

企業 ※五十音順 分野
石塚化学産業株式会社 プラスチック製品 東洋紡株式会社 繊維
ウラセ株式会社 繊維 日鉄住金テックスエンジ株式会社 鉄鋼
金田工業株式会社 自動車 株式会社前川製作所 産業機械
株式会社工進 産業機械 ※大企業は上記３社のみ

株式会社サン・エンジニアリング その他
トヨタ工機株式会社 窯業・土石
株式会社ナカキン 自動車
八田経編株式会社 繊維
株式会社フクナガエンジニアリング 非鉄金属
松本産業有限会社 自動車



エネルギーインフラの輸出、
途上国等への技術移転を推進

ＯＤＡによる人材育成 ほか

相手国政府関係者を中心に、
制度構築・普及に関する知見を向上

セミナー等の普及活動 ほか

＜参考⑤＞他の人材育成事業と一体なった省エネ技術の国際展開
 本事業は、民間企業の取組を応援することで、途上国等への省エネ技術の国際展開を図るもの。
 世界のエネルギー需給を緩和していくためには、省エネ技術の国際展開と併せ、制度・環境整備による
省エネの幅広い普及の両面から取り組んでいくことが重要。

エネルギー分野における外国人材育成の主な取組

エネルギーインフラの運転・保守
生産プロセスの省エネ化を担う人材育成

（経産省）【企業人材】

省エネルギー、再生可能エネルギー等の
制度・環境整備のための政府人材の育成

（経産省）【政府系人材】

インフラ輸出促進のための
キーパーソン招聘（経産省、JETRO）

【政府系人材】

二国間クレジット制度（JCM）の理解促進・
運用のための人材育成（経産省・環境省）

【政府系人材・企業人材】

＜省エネ制度の構築＞ ＜省エネ技術の展開＞

… …

省エネ市場
創造

省エネ制度
高度化

省エネ技術の国際展開を、ファイナンス、技術開発、人材、制度等の相手国ニーズに応じて支援
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経済・社会等の変化
（誰が／何が、どう変化することを目指しているか）

直接コントロールできる部分

低炭素技術を輸出するための人材育成支援事業
（ロジックモデル）

予算
[30当初] 1,147
[29当初] 1,350
[28当初] 900
（単位：百万円）

協力企業等
・（一財）海外
産業人材育成
協会

海外エネルギーイ
ンフラの運転・保
守を担う現地人材
の育成

海外人材の育成プロ
ジェクトの実施
[測定指標]
人材育成のための
受入研修人数
[H31見込]730人
[H30見込]805人
[H29実績]1,300人

人材育成のための
専門家派遣人数
[H31見込]38人
[H30見込]43人
[H29実績]62人

（ｲﾝﾌﾟｯﾄ） （ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ） （ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ） （ｱｳﾄｶﾑ） （ｲﾝﾊﾟｸﾄ）

※太字囲いが今回のレビュー対象事業
※二重線囲いは最重要指標

日本の省エネ技術の
国際展開
[測定指標]
研修で求める業務遂行
能力を得た割合
[H31見込]100%
[H30見込]100%
[H29実績]81.1%

温室効果ガスの削減量
（推計）

[H29実績]111万トン

海外の生産現場に
おける省エネ化を
担う現地人材の
育成

質の高いインフラの
輸出促進 エネルギーインフラの

海外展開・省エネ技術
の海外移転

温室効果ガスの
排出量削減
[測定指標]

日本及び世界におけ
る温室効果ガスの
排出削減量

[2050年度見込み]
2013年度比80%削減
（日本）
[2030年度見込み]
2013年度比26%削減
（日本）

２国間クレジット
制度(JCM)の推進

政府間協議や
人材育成等の実施

省エネ、再エネ等の
普及・制度整備
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