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1. 事業目的 

2016 年 11 月にパリ協定が発効し、気候変動問題に対する世界共通の「長期目標」を掲げ、

その達成に向けて、すべての国が各国の能力に応じた温室効果ガス排出削減目標（NDC: 

Nationally Determined Contributions）を策定し、取り組むことになった。我が国としては、二

国間クレジット制度（JCM: Joint Crediting Mechanism）等を活用し、途上国において我が国

の優れた低炭素技術・製品の普及等を促進し、当該国での温室効果ガス排出削減を実現する

等、世界全体の温室効果ガス排出削減に貢献することとしている。 

また、2018 年 6 月に閣議決定された「未来投資戦略 2018」に掲げているとおり、我が国

としては、環境と経済成長との好循環を実現し、世界のエネルギー転換・脱炭素化と気候変

動対策を牽引していく。産業界においても環境問題への対応は単なるコストではなくビジ

ネスチャンスと捉える変化が見え、とりわけ世界の投資家は既にその方向に動いており、

ESG 投資が拡大している。加えて、持続可能な開発目標（SDGs: Sustainable Development Goals）

への取組みも重要視されており、その中でもエネルギー（目標 7）や気候変動（目標 13）へ

の対応を経済成長の機会と捉える企業の活動が活発化している。 

本事業は、アジア、中東、中南米等の国又は地域とのエネルギー転換・気候変動対応での

協力の強化に向け、当該国における低炭素技術・製品の普及等と制度構築・整備支援をセッ

トで推進するために実施する(1)実現可能性調査と(2)人材育成事業を支援する事務局の運営

等を目的とした。 
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2. 実施項目 

(1) 実現可能性調査支援 

エネルギー転換・気候変動対応においては、再生可能エネルギーの導入拡大、電力系統安

定化対策、省エネルギーの促進強化等が重要であるが、これらに資する低炭素技術・製品の

普及等に向けては、関連する政策・制度の構築や整備が必要となるケースも多くみられる。 

実現可能性調査（Feasibility Study、以下、FS）は、相手国における我が国の低炭素技術・

製品の有用性、当該国での中長期的な温室効果ガス排出削減のポテンシャル、当該技術・製

品等の普及に必要な当該国の政策・制度等を明確化し、経済産業省等とともに相手国政府等

への働きかけを行うことを目的として実施した。 

FS は再生可能エネルギー、電力系統安定化、省エネルギー等広範な分野を対象とし、個

別の低炭素技術・製品に関する専門的知見が不可欠であることから、FS の実施に当たって

は、本事業の FS 事務局として、FS 実施事業者の公募を行い、選定された FS 実施事業者と

再委託契約を締結し、各 FS 課題を実施した。また、FS 事業が円滑に進むよう進捗管理や調

査支援を行った。 

  

１）FS 案件の公募 

・公募要領の作成 

・公募の実施に関する広報・周知 

・公募説明会の実施 

・公募に関する照会や質問等への対応 

・応募案件の取りまとめ・整理 

・外部有識者で構成される FS 案件選定・採択審査委員会の開催及び運営事務 

・審査結果の取りまとめ・公表 

・審査結果の応募者への通知 

  

２）採択案件の実施委託及び進捗管理、調査支援 

・採択者との FS 実施に関する契約（再委託契約）の締結 

・各 FS 実施事業者のスケジュール管理、実施状況の把握、地球環境連携室への報告 

・各 FS の調査支援 

相手国政府へのコンタクト、FS 事業に関連する相手国政策・制度の調査及び具体的な

制度整備・改善案の検討及び相手国関係者への提案、FS 事業後の普及展開に向けたビジ

ネスモデル・普及戦略の検討、温室効果ガス排出削減量に係る定量化手法の具体化、事業

リスクの抽出・対応策の検討及び現地調査への同行等を含め実施した。 

・FS の実施に係る経理処理、各 FS 実施事業者への周知・指導 

・各 FS 実施事業者に対する確定検査の実施、精算 

  

３）FS 事業への助言等を行う検討委員会の開催 

・検討委員会の開催及び運営事務（中間報告会及び最終報告会） 

・議事録作成 
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(2) 人材育成事業支援 

2019 年 9 月、ASEAN＋３エネルギー大臣の下で、 ASEAN 全体でエネルギー転換と低炭

素社会を実現するための官民イニシアティブ「CEFIA: Cleaner Energy Future Initiative for 

ASEAN」が創設された。このような動きを受け、同年 11 月、フィリピン・マニラで、同国

エネルギー省及び ASEAN Center for Energy（ACE）の協力により、「第１回 CEFIA 官民フ

ォーラム」が開催され、その開催支援業務を行った。 

 

また、CEFIA の活動の柱の一つとして、フラッグシッププロジェクトを通じた ASEAN ワ

イドでの官民連携の取り組みが挙げられる。具体的には、フラッグシッププロジェクトは、

「ビジネス主導による ASEAN のエネルギー転換と低炭素化」に向けた重点テーマを設定

し、そのテーマに合致するプロジェクトの技術的課題と政策的・制度的課題を政策当局者と

企業・専門家がともに議論する取り組みである。 

第 1 回 CEFIA 官民フォーラムの開催に合わせ、ゼロ・エネルギー・ビルディング（ZEB）、

工場等の自動制御技術（連携制御：RENKEI）等のフラッグシッププロジェクト化の検討を

支援した。また、ZEB、RENKEI については、第 2 回 CEFIA 官民フォーラムに向け、フラ

ッグシッププロジェクトの具体化を進めた。また、今後は、日本企業のニーズのみならず、

ASEAN 側のニーズを踏まえ、取り組みテーマの拡大が重要となる。このため、スマートシ

ティ、高効率空調、ヒートポンプ、アモルファス高効率変圧器（送配電網の省エネ技術）に

関し、フラッグシッププロジェクト化の可能性に関し検討を行った。 

 

 

 

なお、FS 支援、人材育成事業支援の一部については、三菱 UFJ モルガン・スタンレー

証券株式会社（MUMSS）が実施した。 
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3. 実現可能性調査支援 

3.1 公募・進捗管理等の FS 事務局運営 

3.1.1 公募・実施課題の選定 

(1) 公募要領の作成 

公募期間を、令和元年 5 月 8 日（水）～5 月 30 日（木）（17 時必着）の約 3 週間とし、

実現可能性調査の企画提案の募集を行った。公募の開始日までに、前年度を参考に公募要領

を作成した。公募開始日には、弊社のウェブサイトに、公募要領の掲載用のウェブページを

開設した。ウェブページには、事業の概要（募集概要、事業内容）、応募手続き（対象、公

募期間、公募説明会、関連資料、質問受付、過年度の報告書、ヒアリング）、問い合わせ先

を掲載した。また、公募の関連資料として、募集要項、申請書、企画提案書の 3 点を添付し

た。 

 

（参考）【公募情報】 

令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（国際貢献定量化及び

JCM実現可能性調査）の企画提案の募集について 

2019.5.8 

三菱総合研究所 

株式会社三菱総合研究所では、経済産業省（担当：産業技術環境局 地球環境連携室）から

の受託事業「令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（国際貢献

定量化及び JCM 実現可能性調査）」を実施します。その一環として、以下の要領で、上記

の実現可能性調査の企画提案を募集します。 

  

概要 

（１）募集概要 

我が国は、JCM による海外展開のみならず、我が国企業が持つ温室効果ガス削減のため

の優れた低炭素技術、製品、システム、サービス、インフラ等の海外展開を通じて世界全体

の排出削減に貢献していくとともに、我が国の更なる経済成長に寄与することを目指す必

要があります。 

エネルギー転換・気候変動対応においては、再生可能エネルギーの導入拡大、電力系統安

定化対策、省エネルギーの促進強化等が重要であるが、これらに資する低炭素技術・製品の

普及等に向けては、技術的な課題への対応及び関連する政策・制度の構築や整備が必要とな

るケースも多くみられます。実現可能性調査（Feasibility Study、以下、FS）は、相手国にお

ける我が国の低炭素技術・製品の導入及び普及を促進するための課題・有用性、当該国での

中長期的な温室効果ガス排出削減のポテンシャル、当該技術・製品等の普及に必要な当該国

の政策・制度等を明確化し、経済産業省等とともに相手国政府等への働きかけを行うことを

目的とします。 

 

（２）事業内容 
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提案者等が保有する優れた低炭素技術・製品の途上国への普及等に資するよう、相手国に

対する政策や制度に関する提言や、当該提言と連動した低炭素技術・製品の普及等に向けた

事業計画（ファイナンスの検討を含む）の提案、排出削減の定量化の検討を含めた事業展開

に向けた具体的な検討等を行います。提案にあたっては、相手国の状況（市場動向・競争力、

ビジネス環境、政策等）を踏まえ、普及を目指す優れた低炭素技術・製品等の導入課題・事

業性・温室効果ガス排出削減効果をあらかじめ分析した上で、本 FS を活用した場合に普及

可能性のある技術・製品等を対象とします。 

 

 応募手続き 

（１）対象 

民間企業等 

（２）公募期間 

令和元年 5 月 8 日（水）～5 月 30 日（木）17 時必着 

（３）公募説明会 

 本公募に関する公募説明会を開催します。説明会へのご参加をご希望の方は、募集要

項をご参照の上、事前にお申し込みください。 

開催日時：令和元年 5 月 15 日（水）10 時 30 分～11 時 30 分 

開催場所：経済産業省 本館 2 階 西 3 共用会議室 

（４）関係資料 

関係資料等は以下からダウンロードしてください。 

募集要項 PDF 形式 

申請書（様式 1） PDF 形式 Word 形式 

企画提案書（様式 2） PDF 形式 Word 形式 

（５）質問受付 

本事業についてご質問のある方は、JCM-FS 事務局宛に電子メールにて送付ください。

メールの件名（題名）は必ず「【問い合わせ】令和元年度国際貢献定量化及び JCM 実

現可能性調査（公募）」としてください。皆様に共通する質問については、本ページに

て順次公開予定ですので、ご参照ください。  

質問先                 株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー事業本部 

JCM-FS 事務局 公募担当 

E-mail  

※質問は全て電子メールでの受付とさせていただきます。 

質問受付期間                 令和元年 5 月 24 日（金）12 時（正午）まで 

※受付期間終了後にご質問頂いた場合、回答できない場合があり

ますので、ご留意ください。 

※頂いた質問は順次回答しますが、回答に時間を要することがあ

りますので、早めのお問い合わせをお願いします。 

これまでの質

問 

令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査

事業（国際貢献定量化及び JCM 実現可能性調査）の企画提案 

Q&A 

（質問への回答を掲載した） 
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（参考）【募集要項】 

 

「令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業 

（国際貢献定量化及びＪＣＭ実現可能性調査）」（経済産業省事業） 

に係る企画提案の募集要項 

 

令和元年５月８日 

株式会社三菱総合研究所 

環境・エネルギー事業本部内 

JCM-FS 事務局 

 

 株式会社三菱総合研究所では、経済産業省（担当：産業技術環境局 地球環境連携

室）からの受託事業「令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調

査事業（国際貢献定量化及びＪＣＭ実現可能性調査）」を実施します。その一環と

して、以下の要領で、上記の実現可能性調査の企画提案を募集します。 

 

１．目的  

２０１６年１１月にパリ協定が発効し、気候変動問題に対する世界共通の「長

期目標」を掲げ、その達成に向けて、すべての国が各国の能力に応じた温室効果

ガス排出削減目標（NDC: Nationally Determined Contributions）を策定し、取

り組むことになった。我が国としては、二国間クレジット制度（JCM: Joint 

Crediting Mechanism）等を活用し、途上国において我が国の優れた低炭素技

術・製品の普及等を促進し、当該国での温室効果ガス排出削減を実現する等、世

界全体の温室効果ガス排出削減に貢献することとしている。 

また、２０１８年６月に閣議決定された「未来投資戦略２０１８」に掲げてい

るとおり、我が国としては、環境と経済成長との好循環を実現し、世界のエネル

ギー転換・脱炭素化と気候変動対策を牽引していく。産業界においても環境問題

への対応は単なるコストではなくビジネスチャンスと捉える変化が見え、とりわ

け世界の投資家は既にその方向に動いており、ESG投資が拡大している。加え

て、持続可能な開発目標（SDGs: Sustainable Development Goals）への取組み

も重要視されており、その中でもエネルギー（目標７）や気候変動（目標１３）

への対応を経済成長の機会と捉える企業の活動が活発化している。 

このような状況の中で、エネルギー転換・気候変動対応においては、再生可能

エネルギーの導入拡大、電力系統安定化対策、省エネルギーの促進強化等が重要

であるが、これらに資する低炭素技術・製品の普及等に向けては、技術的な課題

への対応及び関連する政策・制度の構築や整備が必要となるケースも多くみられ

る。実現可能性調査（Feasibility Study、以下、FS）は、相手国における我が

国の低炭素技術・製品の導入及び普及を促進するための課題・有用性、当該国で
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の中長期的な温室効果ガス排出削減のポテンシャル、当該技術・製品等の普及に

必要な当該国の政策・制度等を明確化し、経済産業省等とともに相手国政府等へ

の働きかけを行うことを目的とする。 

 

２．FS での実施内容  

（１）FS での調査項目  

提案者等が保有する優れた低炭素技術・製品の途上国への普及等に資するよう、

相手国に対する政策や制度に関する提言や、当該提言と連動した低炭素技術・製品

の普及等に向けた事業計画（ファイナンスの検討を含む）の提案、排出削減の定量

化の検討を含めた事業展開に向けた具体的な検討等を行う。提案にあたっては、相

手国の状況（市場動向・競争力、ビジネス環境、政策等）を踏まえ、普及を目指す

優れた低炭素技術・製品等の導入課題・事業性・温室効果ガス排出削減効果をあら

かじめ分析した上で、本 FS を活用した場合に普及可能性のある技術・製品等を対

象とすること。なお、本 FS の実施にあたっては、採択された提案内容を基に、実

施内容の詳細を経済産業省担当者と相談の上、決定する。 
 

区分 調査項目 調査内容 

Ⅰ ①関連政策・制度の

動向分析 

相手国における本 FSに関連する政策や制度の動向

（現状・将来）及び課題・現地ニーズを把握する。 

②事業化計画の検

討 

上記Ⅰ①の政策や制度を活用した事業ニーズの把

握、事業化に向けた具体的な事業化計画・普及戦略

の検討を行う（事業化のためのファイナンス、投資

及び事業リスクの軽減に必要な検討を含む）。 

Ⅱ ①課題と対応策の

検討 

上記 I の検討結果を踏まえ、今後の事業化・普及

戦略の課題（事業リスク、普及上のネックの抽出

等）及び将来の事業展開に向けた成功要因や解決

すべき課題と対応策を検討する（相手国における

規制、規格の制定に寄与するもの、政策や制度以外

でのアプローチを含む）。 

②具体的な制度整

備・改善案の検討 

上記Ⅱ①の課題及び対応策の検討を踏まえ、政策・

制度面でのアプローチを進めるため、相手国関係

者への働きかけのための方策の整理、具体的な制

度整備・改善案の検討を行う（下記Ⅲの実施に向け

た資料作成を含む）。 

③排出削減見込量

の試算 

事業化した場合に適用可能な温室効果ガス排出削

減方法論の検討、同方法論を用いた排出削減見込

量の試算を行う。 

なお、JCM 化を志向する場合には JCM 方法論の検

討、同方法論を用いた排出削減見込量の試算を行

うこと。 

Ⅲ 相手国関係者への

制度整備・改善案の

提案活動 

相手国政府関係者等との対話等により、上記Ⅱ②

で検討した具体的な制度整備・改善案の実現に向

けた働きかけ等を行う。相手国の関係機関や企業、
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大使館、JETRO、NEDO、JICA 等在外関係者等と連携

するための取組みを含む。必要に応じ、日本国内関

係施設の調査や相手国政府関係者等に向けたセミ

ナー等の開催等を効果的に行う。 

（想定される検討項目） 

⚫ 再生可能エネルギーの導入拡大を踏まえた電力システム高度化に向けた以

下例示する検討項目。 

① 電力システム全体の低炭素化に向けたロードマップの作成 

② 電力システム高度化の実現に必要な政策・制度提言、当該提言に連動し

た低炭素技術・製品の普及等に向けた事業化計画の提案 

⚫ 省エネルギーの促進強化に向けた以下例示する検討項目。 

① 省エネルギーの促進強化に向けたロードマップの作成 

② 省エネルギーの促進強化の実現に必要な政策・制度提言、当該提言に連

動した低炭素技術・製品の普及等に向けた事業化計画の提案 

（想定される調査対象国・地域） 

ASEAN 加盟国・インド等のアジア地域、サウジアラビア・ＵＡＥ等の中東地

域、メキシコ・チリ等の中南米地域等。再生可能エネルギーの導入拡大、電力

系統安定化対策、省エネルギーの促進強化等が重要な国・地域を重視する。 
 
   なお、これらは例示であり、本 FS の対象国・地域及び内容を限定するものでは

ない。各国が掲げる低炭素関連政策（削減目標（NDC）、電源構成における再生可

能エネルギー比率、セクター別 GHG 削減数値目標、規格化・標準化目標等）に合致

し、その内各国において優先順位が高い課題であるものが望ましく、ビジネスとし

て実施事業者が市場開拓に取り組んでいるもしくは取り組もうとしている国・地域

及び事業を重視する。 
 
（２）募集する FS の事業企画の類型 

  本 FS の提案類型は、提案者が実施する調査項目の範囲に応じ、以下のとおりと

する。いずれかの類型を選択し、企画提案を行うこと。 
 

 提案者が実施する調査範囲 備   考 

提案

類型

A 

区分 I～Ⅲの各調査項目 ・区分Ⅲについて、相手国政府関係者へのコ

ンタクト、現地での政策対話等を通じた働

きかけを含め、提案者が主体的に実施する

こと。相手国政府関係者と協力関係が築か

れている等、現地関係者への働きかけを的

確に実施できる体制が必要となることに

留意。 

提案

類型

B 

区分 I 及びⅡの各調査項目 

 

区分Ⅲについては、事務局

が主導的に行い、提案者は

参画及び協力を行う（現地

・区分Ⅱの実施において、事務局の支援を受

けて実施する提案を可とする（事務局によ

る支援調査の実施等）。 

・提案者が主導的に実施する部分、事務局の

支援調査を得る部分を明確にして提案す



 

 9 

での政策対話等の働きかけ

の場への参加、政策対話に

必要な資料の提供等） 

ること。なお、具体的な支援調査の内容は、

協議して決定するため、内容によっては、

提案時の経費を調整（減額）する可能性が

あることに留意。 

・区分Ⅲでの相手国での政策対話等に提案

者が参加するための旅費（１回想定。１回

あたり現地 2 日間）を予算額に織り込んで

おくこと。 

 

（３）FS 実施にあたっての留意事項 

FS 実施にあたっては、調査状況及び現地の情報等の具体的な実施内容について、

当事務局（当社及び事務局業務の一部を担当する三菱 UFJ モルガン・スタンレー証

券）及び経済産業省担当者と定期的に情報交換を行いつつ、効果的に実施する。また、

事務局が行う進捗管理に協力することが必要となることに留意すること（例：第三者

の有識者委員会による FS への助言〔中間、最終等〕への資料作成と出席、精算事務

〔中間・確定検査〕）への対応、現地出張に事務局等が同行する際の協力、本 FS と

連携しつつ事務局が行う本事業での人材育成事業〔受入研修、専門家派遣、ワークシ

ョップ〕への協力、方法論案に関する情報提供等を想定する。詳細は採択後に決定す

る。）。このほか、FS の実施にあたっては、国立研究開発法人 新エネルギー・産業

技術総合開発機構（NEDO）とも連携する予定である。 
 
①FS の進捗管理（提案類型 A、B 共通） 

事務局は、以下の FS の進捗管理業務を行うこととしている。 

１）採択者との FS 実施に関する契約（再委託契約）の締結 

２）各 FS 実施事業者のスケジュール管理、実施状況の把握、経済産業省への報   

  告 

３）FS の実施に係る経理処理、各 FS 実施事業者への周知・指導 

４）各 FS 実施事業者に対する確定検査の実施、精算 
 
②事務局による FS の支援 

事務局による各 FS の支援の内容は、提案時の提案者のニーズ、経済産業省の意

向等を踏まえ、採択後、経済産業省及び各 FS 実施事業者と協議し決定する。具

体的には以下の内容を予定している。 
 
提案類型 A,B

共通 

温室効果ガス排出削減量に係る定量化手法の具体化の支援（調

査区分Ⅱ③の実施支援） 

提案類型 B 現地調査への同行（FS 事業毎に２回程度を想定） 

調査区分Ⅱ①②（必要に応じ）、調査区分Ⅲ 

 

３．事業実施期間 

契約締結日～令和２年２月３日 
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４．応募資格 

次の要件を満たす企業・団体等とする。 

本事業の対象となる申請者は、次の条件を満たす法人とする。なお、二者以上に

よる共同申請（コンソーシアム形式での申請）も認めるが、その場合は幹事法人を

決めるとともに、幹事法人が企画提案書を提出すること（ただし、幹事法人が業務

の全てを他の法人に再委託することはできない）。 

①日本に拠点を有していること。 

②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について

十分な管理能力を有していること。 

④予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しないものであるこ

と。 

⑤経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領（平成

１５・０１・２９会課第１号）別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要

件のいずれにも該当しないこと。 

 

５．契約の要件 

（１）契約形態：委託契約。なお、当社との再委託契約（精算条項付きの概算契約）

を締結する。経済産業省本省において締結する標準的な委託契約書フォーマッ

トに準じる契約書であることに留意すること。 
 
（２）採択件数及び予算規模  

類型 採択件数 予算規模（税込み） 

提案類

型 A 

２件程度を

想定 

１件につき、27 百万円以内 

提案類

型 B 

６件程度を

想定 

１件につき、20 百万円以内 

（10 百万～20 百万円を想定。事務局による支援

調査の程度を勘案し必要額を提案すること） 

注１）採択件数：提案事業の内容等を勘案して経済産業省において決定する。 

注２）１件あたりの契約金額や最終的な実施内容については、経済産業省と調

整した上で決定する。 
 
（３）成果物の納入：調査報告書（和文・英文）電子媒体（ＣＤ－Ｒ） １式 

   調査報告書（和文・英文）電子媒体（ＣＤ－Ｒ）公表用 4 式（和文 2 式、英

文 2 式）を当社に納入（当社より経済産業省に納入）。 

  ※報告書の著作権は、経済産業省に帰属する。 

※電子媒体を納入する際、当社が指定するファイル形式に加え、ＰＤＦファイル

に変換した電子媒体も併せて納入する。 

  ※この他、以下を予定しており、詳細は契約締結時に決定する。 

ⅰ）調査報告書電子媒体 
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・調査報告書、調査で得られた元データ、二次利用未承諾リストを納入するこ

と。 

・調査で得られた元データについては、機械判読可能な形式のファイルで納入

することとし、特に図表・グラフに係るデータ（以下「EXCEL 等データ」と

いう。）については、EXCEL 形式等により納入すること。 

ⅱ）調査報告書電子媒体（公表用） 

・調査報告書及び二次利用未承諾リスト（該当がある場合のみ）を一つの PDF 

ファイル（透明テキスト付）に統合したもの、並びに公開可能かつ二次利用

可能な EXCEL 等データを納入すること。 

・セキュリティ等の観点から、当社と協議の上、非公開とするべき部分につい

ては、削除するなどの適切な処置を講ずること。 

・調査報告書は、オープンデータ（二次利用可能な状態）として公開されるこ

とを前提とし、経済産業省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を報告

書に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出

典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。二次利用の了

承を得ることが困難な場合等は、二次利用未承諾リストに当該箇所を記述

し、提出すること。 

・公開可能かつ二次利用可能な EXCEL 等データが複数ファイルにわたる場合、

１つのフォルダに格納した上で納入すること。 

・各データのファイル名については、調査報告書の図表名と整合をとること。 

・Excel 等データは、オープンデータとして公開されることを前提とし、経済

産業省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を含まないものとするこ

と。 
 
（４）委託金の支払時期：委託金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払とす

る。 

※事業終了前の支払い（概算払）は行わない。 
 
（５）支払額の確定方法：事業終了後、受託者より提出する実績報告書に基づき原則

として現地調査を行い、支払額を確定する。支払額は、契約金額の範囲内であ

って実際に支出を要したと認められる費用の合計とする。このため、全ての支

出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要とな

る。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費に

ついては、支払額の対象外となる可能性がある。 

経費処理、確定検査等の実施については、経済産業省の委託事業事務処理

マニュアルに準じることとするので、留意すること。

（https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2019_itaku_manual.pdf） 
 
（６）なお、契約終了後も、案件のフォローアップのためにヒアリング・アンケート

等を実施する場合は、協力すること。 
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(2) 公募の実施に関する広報・周知説明会の実施 

公募を開始した直後には、経済産業省、NEDO、関連団体に広報・周知を依頼した。具体

的には、周知先のウェブサイトへのリンクの掲載、会員企業への周知を依頼した。 

(3) 公募説明会の実施 

公募説明会は、公募開始から 1 週間後の令和元年 5 月 15 日（水）10:30～11:30 に、経済

産業省の会議室で開催した。公募説明会への参加にあたっては、事業者から、公募要領に記

載した連絡先に事前に申し込みを受付けた。公募説明会では、経産省地球環境連携室から募

集要項を説明した後、参加者からの質問を受け付けた。 

(4) 公募に関する照会や質問等への対応 

公募説明会の実施後、公募締切の前週金曜日まで、公募に関する問い合わせをメールで受

け付けた。問い合わせに対しては、必要に応じて経産省に確認しつつ、質問者に返答を行っ

た。同時に、応募を検討している事業者に共通する質問や、あらかじめ説明が必要だと事務

局が判断した質問に関しては、質疑応答集を作成し、合計 34 問の質疑を公募ウェブサイト

に掲載した。 

(5) 応募案件の取りまとめ・整理 

各応募書類については、事務局で必要書類の不足を確認した後、第三者の有識者で構成さ

れる委員会での審査に向けて、案件の取りまとめ・整理を行った。なお、事務局は、FS に

係る公募の中立性、公平性を厳に確保するため、FS 案件の評価、選定、採択に関与しない

形で進めた。 

(6) 審査委員会の開催及び運営 

審査委員会は、ヒアリングが必要と判断した提案企業に対してのみ、令和元年 6 月 12 日

（水）9:00-17:00 に経済産業省で実施した。ヒアリング当日は、提案者が提案内容を説明し

た後、質疑応答を実施した。 

(7) 審査結果の取りまとめ・公表 

外部有識者による第三者委員会での厳正な審査を行った結果、以下の 7 件の応募者を採

択先として決定した。公募の結果は、弊社ウェブサイトに公表した。 
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表 3-1 公募の結果 

採択先 採択課題 相手国 

株式会社オリエン

タルコンサルタン

ツグローバル 

IoT による安定・最適なハイブリッド再生可能エネ

ルギー供給インフラの導入促進調査事業 

サウジアラビ

ア 

Global Mobility 

Service 株式会社 

ASEAN 諸国での車両の走行データと CO2 排出量

の定量化及び削減モデルの構築 

フィリピン 

ダイキン工業株式

会社 

サウジアラビアにおける省エネ空調機の普及基盤

整備 

サウジアラビ

ア 

株式会社チャレナ

ジー 

再エネ（風力・太陽光）利用を最大化するマイクロ

グリッド技術による分散型インフラシステムの島

嶼地域での事業化及び普及に関する実現可能性調

査 

フィリピン 

パシフィックコン

サルタンツ株式会

社 

島しょ向けマイクログリッドに関するインフラ整

備調査事業 

インドネシア 

北酸株式会社 

天然ガスによる低炭素交通及び省エネルギー・再生

可能エネルギー導入による低炭素都市実現可能性

調査 

インドネシア 

横河電機株式会社 

複数の石油化学プラント等の低炭素最適化：「クラ

ウド統合省エネコンピュータシステムの導入」及び

「省エネ効果の汎用的定量化」に向けた実現可能性

調査 

インドネシア

及びタイを中

心 と し た

ASEAN 諸国 

(8) 審査結果の応募者への通知 

審査結果は、応募者に対してメールで通知を行った。採択者に対しては、採択通知を作成

し、通知した。 

3.1.2 実施課題の管理、進捗把握 

(1) 実施課題の管理採択者との契約の締結 

採択者との契約では、経済産業省本省において締結する標準的な委託契約書フォーマッ

トに準じる契約書を利用し、契約を締結した。 

(2) 経理処理、事業者への周知・指導等 

経理処理に関して、事業者に統一して周知しておくべきことを纏めて事前に配布した。ま

た、各社からの経理処理に対する問い合わせに都度応じた。 
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(3) 各事業の進捗管理、実施状況の把握、地球環境連携室への報告 

各事業の進捗管理、実施状況等について、月次で進捗報告を把握した。また、各事業の現

地渡航時は、渡航計画、事後の実施結果について事業者から報告を受け、実施状況を把握し

た。 

(4) 第三者有識者による各事業の進捗評価 

第三者有識者による各事業の進捗評価として、令和元年 10 月 7 日（月）に中間報告会、

令和 2 年 1 月 14 日（火）に最終報告会を開催した。報告会（中間・最終）は、各事業者 15

分程度の報告時間後、質疑応答を行った。報告会で有識者から挙げられた指摘事項を、後日、

事業者に送付し、指摘事項に対する対処方針の作成を依頼し、整理した。 

 

3.2 各事業の成果概要 

3.2.1 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバルは、サウジアラビア国において、系統連

系された遠隔地での、風力発電、太陽光発電、ソーラーパネル清掃ロボット、蓄電池、及び

EMS からなるハイブリッド再生可能エネルギーインフラ導入可能性の検討を行った。 

検討にあたり、サウジアラビアでの電力需要状況、電力市場動向を調査した結果、サウジ

アラビアでは系統連系された遠隔地での需要の増加が見込まれていることが確認された。

そこで需要増加分への対応として考えられる以下のオプションについて経済性の比較を行

った。 

１. 基幹電源の容量増加と送配電線の増強 

２. 系統連系された遠隔地へ分散電源としてディーゼル発電機の導入 

３. 系統連系された遠隔地へ分散電源として本提案のハイブリッド再生可能エネルギーイ

ンフラの導入 

結果、送配電設備増強のための投資を抑制できること、また分散電源としてのディーゼル

発電が消費するディーゼル燃料を削減できることから３．の当該技術の導入が最も経済性

が良いことを確認した。加えて、本提案のハイブリッド再生可能エネルギーインフラは、化

石燃料を使わない分散電源であり、１．２．と比べ、CO2 排出量の削減にも貢献する。当該

インフラの導入による CO2 削減効果は１か所につき年間 1,181 t-CO2 と算定された。 

政策提言としては、サウジアラビアエネルギー省（MoE）、電力コジェネ規制庁（ECRA）、

カウンターパートとなるサウジ電力会社（SEC）を中心とした関係者とディスカッションを

行い、提言を行った。提言内容としてはサウジアラビアでの再エネ電源、特にハイブリッド

再生可能エネルギーインフラの普及に向けて系統安定化対策への民間資本の活用及び電源

価格への環境価値の反映を提言した他、小規模な分散電源の入札条件の緩和や出力要件の

設定についても意見交換を行い、引き続き議論していく方針を確認した。 
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サウジアラビアでは石油輸出による外貨獲得の為に国内での石油消費を抑え、再生可能エネルギーへのシフトが進んでいる。こ
のニーズを踏まえ、既設の風力発電設置地区を対象とし、太陽光発電、ハイブリッド蓄電設備、エネルギー管理システム(EMS)、
及びPVパネル清掃ロボットから構成され、これらがInternet of Things(IoT)を含むネットワーク技術で接続された「ハイブ
リッド再生可能エネルギー供給インフラ」の導入促進調査を行う。本調査では、公開入札時における設備の標準仕様に本事業の
技術仕様・基本スコープを盛り込めるよう政策提言を政府関係者に行い、制度面からも普及につながるよう働きかける。

「IoTによる安定・最適なハイブリッド再生可能エネルギー供給インフラの導入促進調査事業」
提案企業：株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

調査項目

令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業
相手国：サウジアラビア 分野：再エネ（太陽光、蓄電池、EMS、ソーラーパネル清掃ロボット）

調査概要

普及見通し

① 関係機関からのニーズの把握
② オフグリッド地域での適用に向けて、普及戦略を策定
③ 他国との価格面での競争等の課題と対応策の検討
④ 標準仕様書へのスペックイン等の具体的な制度整備案の検討
⑤ ④の制度整備案をサウジアラビア政府関係者に提案

電力会社が管轄するグリッドでは、系統連系されたマ
イクログリッドへ再エネを導入する方針がある。本調
査では、このマイクログリッドへの適用を考慮し、本
事業実証後の本格的な普及を目指す。また、同様の
ニーズがある他湾岸中東地域への普及も見込まれる。

サウジアラビアでは財政赤字の対策として外貨獲得の為の石油輸出を進めており、国内消費を抑えるため、石油を用いない再生可
能エネルギーの導入を進めている。我が国の安定的な再エネの電力供給技術を普及させ、サウジアラビアの再エネ普及に貢献する。

◼ 前提条件
•既存電源であるディーゼル発電を本インフラにより太陽光発電へ転換
•1案件当りの太陽光発電：1.2MW
•インフラ導入計画：2023年～2033年まで毎年1件ずつ合計10件

◼ 地域範囲：サウジアラビアの系統連系されたマイクログリッド
◼ 時間範囲：2023年～2033年まで
◼ 排出削減見込：64,955tCO2

(1件の導入削減量 = 1,181tCO2／年x 各インフラの導入後年数の累計55年）

排出削減見込量

※公開資料用

2020 ○

2021 ■ ○

2022 ■ ■ ○

2023 ■ ■ ■ ○

2024 ■ ■ ■ ■ ○

2025 ■ ■ ■ ■ ■ ○

2026 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○

2027 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○

2028 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○

2029 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○

2030 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 55 ←合計

累積年数の考え方

導入技術概要

令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業 相手国：サウジアラビア
分野：再エネ（太陽光、蓄電池、EMS、ソーラーパネル清掃ロボット）

※公開資料用

風力発電等の既存の電源に加え、太陽光発電、ハイブリッド蓄電設備を電源及び蓄電設
備とし、さらにPVパネル清掃ロボットが加わり、これらをEMSが制御するハイブリッ
ド再生可能エネルギー供給インフラを構築する。

太陽光発電
• 日本製の太陽光発電は価格優位性が低いため、サウジアラビア製を含む他国製品を

導入予定である。

ハイブリッド蓄電池（長周期用、短周期用）（日本製）
• リチウムイオン電池は日本の認証規格であるJIS規格を有している。JIS規格は国際

規格であるIECの規定範囲を網羅しており、国際水準を上回るものである。
• ナトリウム・硫黄電池は耐熱性が高く中東地域での導入実績があり、サウジアラビ

アの高温環境にも耐えうる。代表事例として日本では300MWhを導入している。ま
た、リチウムイオンとナトリウム・硫黄電池を合わせて、25.9MWh、29MWhの
日本での代表的な導入事例がある。

エネルギー管理システム（EMS）（日本製）
• 電力系統の変動を需要変動や再生可能エネルギーの長周期変動、短周期変動へ分解

し、各々の変動吸収に適切な蓄電池(長周期用及び短周期用)を制御する。
• 電力分野に適用されたICTシステムであり、PVパネル清掃ロボットなど、これまで

連携した実績のないIoT機器と連携しそれを監視・制御することも可能である。
• 日本の電力会社の中枢をなし、世界一平均停電時間が短い日本の系統安定化を支え

ている。

PVパネル清掃ロボット（日本製）
• PVパネル清掃ロボットは、水を使用せず自律走行で清掃することができる世界初の

ロボットである。
• 中東での試験の結果、従来の手作業での清掃方法と同等に、ほぼ100%まで発電性

能回復効果を確認している。
• サウジアラビアやUAEでの導入実績がある。

PVパネル清掃ロボット
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There is a shift from using fossil fuel to RE in KSA since the electricity price rise and increasing demand of electricity. Based on this situation, this feasibility 
study (F/S) considers the possibility to introduce the “Hybrid Renewable Energy Supply Infrastructure”, which consists of Sol ar PV, Hybrid battery storage 
facility, Energy Management System (EMS), and Solar panel cleaning Robot connected through the network technology include the Internet of Things 
(IoT) to the area, where there is the existing wind power generation. This F/S also approaches to the institution of KSA by p olicy recommendation such as 
incorporating the technical and basic specification of this project to a standard specification of the public bidding to diff use this infrastructure.

The Feasibility Study for the installation of stable and optimal “Hybrid Renewable Energy Supply Infrastructure” by using IoT

Proponent：Oriental Consultants Global CO., LTD.

Study Items

Overview  of Study

Prospects for Dissemination

① Recognize the demand and situation from the stakeholders.
② Formulate the diffusion strategy to adapt  them in the off-grid area. 
③ Consider the barrier and countermeasures in terms of price competition with 
other countries.
④ Consider the  improvement of the concrete institution such as incorporating  
the specification to a standard specification.
⑤ Propose the plan of “④” to the government officials of KSA.

There is the policy to introduce the RE to grid connected micro 
grid area, which is apart from the large scale grid of electric 
power utility company. This F/S aims to spread this project by 
considering the application of the infrastructure to the area. It is 
also expected to apply it to other middle-eastern countries.

Kingdom of Saudi Arabia (KSA) promotes introducing renewable energy (RE) to save the oil to increase  the amount of the oil f or export to obtain foreign 
currency to deal with the financial deficit. This study aims to diffuse the Japanese stable electricity supply of RE to diffuse the RE in KSA.

■Preconditions
• Change the existing diesel power generation to the solar power generation by this infrastructure.
• 1.2MW per one solar power generation
• Introduce one infrastructure with one year from 2023 to 2033 (total 10 infrastructure)
■Area: The grid connected microgrid area in KSA
■Time duration: from 2023 to 2033
■Potential emission reduction: 64,955tCO2
(emission reduction per 1 infra = 1,181tCO2/year
* total 55years with accumulation of introducing each infra)

GHG Emission Reduction

Feasibility Study project  for the JCM （2019FY）

Country：Saudi Arabia Category：Renewable Energy (Solar PV / Battery / EMS / Solar Panel Cleaning Robot)

※For publication

2020 ○

2021 ■ ○

2022 ■ ■ ○

2023 ■ ■ ■ ○

2024 ■ ■ ■ ■ ○

2025 ■ ■ ■ ■ ■ ○

2026 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○

2027 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○

2028 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○

2029 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○

2030 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 55 ←total

The Idea to calculate 

the accumulation year

Introduction Technology Outline

Feasibility Study project  for the JCM （2019FY） Country：Saudi Arabia
Category： Renewable Energy (Solar PV / Battery / EMS / Solar Panel Cleaning Robot)

Solar Panel Cleaning Robot

Adding to the existing wind power generation, the project organizes the “Hybrid Renewable Energy 
Supply Infrastructure”, which consists of Solar PV, Hybrid battery storage facility, and Solar panel 
cleaning Robot regulating these facility by EMS .
Solar PV
• Since the price advantage of Japanese products low, it is estimated to introduce other countries' 

products, include Saudi Arabian products.

Hybrid Battery Storage Facility (Long and Short Period) Japanese Products
• Lithium-ion Battery has Japanese Industrial Standards (JIS). JIS covers the standards of 

International Electrotechnical Commission (IEC), and this battery standard is more than the 
international standards.

• Sodium - sulfur battery has high heat tolerance and the experience of introducing them to the 
Middle east area, so it is durable to Saudi Arabian high temperature.As the representative 
example, 300MWh has been already introduced to Japan. Also as the representative example of 
introducing combined battery, which is consisted of Lithium-ion and Sodium –Sulfur battery, 25.9 
MWh and 29 MWh have been already introduced in Japan.

Energy Management System (EMS)（Japanese Products）
• This EMS resolve the fluctuation of power system to the fluctuation of demand, long term and 

short term fluctuation of RE, and control the battery storage (Long term and Short term), which 
absorb the each fluctuation.

• This EMS is adapted to the ICT system and it is possible to observe and control the IoT facilities, 
which don’t have the experience to connect with, such as Solar panel cleaning robot.

• EMS is the core system of the Japanese electric power company and support the stability of the 
grid system in Japan, where has the shortest black out period record in the world.

Solar Panel Cleaning Robot（Japanese Products）
• Solar panel cleaning robot is world-first robot, which clean the panel without water and  move 

autonomously.
• It is confirmed that the performance of the generation recover to 100% as same as the result of 

the cleaning by the conventional manual operation according to the test in the Middle East.
• There is the experience of introducing the cleaning robot in KSA and UAE.

※For publication
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3.2.2 Global Mobility Service 株式会社 

Global Mobility Service 株式会社（GMS）は、フィリピン共和国において、当該国における

我が国の低炭素技術・製品の導入及び普及を促進するための課題・有用性、当該国での中長

期的な温室効果ガス排出削減のポテンシャル、当該技術・製品等の普及に必要な当該国の政

策・制度等を明確化し、経済産業省等とともに相手国政府等への働きかけを行うことを目的

とし、調査を実施した。 

フィリピンは 2014 年に人口が 1 億人を超え､GDP 成長率が約 7％という成長著しい国で

ある｡一方同国で生活する人々のうち BOP(Bottom of the Pyramid)層として位置づけられる低

所得者層は 8 割を超える｡彼らの多くは貧困から脱出する手段としてタクシードライバーと

いう職業を選択することが多いものの､車両購入のための購入資金を持たず、同国の銀行口

座日保有率は 77％にも上る中でローン等の金融サービスを活用することができない場合が

大半である。結果として多くのドライバーが、古く経年劣化した旧式車両を利用し続けてお

り､温室効果ガスを多く排出する車両が恒常的に定着している状況が社会問題化している。

フィリピン政府は大気浄化法令である“Clean Air Act”により旧式の 2 ストローク車両の新規

登録を禁止する等の措置を講じているものの、ドライバーの資金不足及びローンを活用す

ることのできない環境により、低燃費車両や電動車両等の低公害型車両への入れ替えが進

んでいない。政府・自治体にも補助金を支給する程の財務的体力がなく、大気環境問題の改

善が進まないのが実情である。 

このような状況の中、GMS は 2013 年度末の会社設立以降、フィリピンにて 350 万台も走

行し国民の足として生活に根付いている三輪タクシー車両「トライシクル」に、GMS が開

発したエンジン遠隔起動制御を可能にする IoT 端末「MCCS」を用いた、ローン返済が滞っ

た際にはエンジンの再起動を制御することにより運転手への支払いを促し、支払い延滞率

や貸し倒れ率を大幅に低減させることを可能にする FinTech サービスを金融機関に提供し

ている。FinTech サービス活用によるリスク低減により、金融機関は従来のローン審査を通

過出来ないため新たな車両の購入を断念していた低所得者層に対しても、ローンの提供が

可能となり、これらの顧客層による旧式車両から新たな車両への買い換えを可能にする機

会を創出している。 

上記の GMS の取り組みは、今後は電動車両を始め新たな低公害型車両の普及に寄与する

ことを通じた、新興国の CO2 削減に大きく貢献するポテンシャルを秘めており、それを実

現するための新たな施策が求められている。 

本調査では、GMS の FinTech サービスにより提供される車両に搭載される IoT デバイス

から取得する車両走行データと CO2 排出量の相関性を分析することを通じた、CO2 排出量

の定量化及び削減モデルの構築を軸とした、新たな車両への入れ替えが生じた際の、実際の

CO2 排出削減量の可視化を実現するための調査を実施した｡また､GMS のビジネスモデルを

通じた電動車両等低公害型車両の普及を目的としたフィリピン政府に対する政策提言の実

施等､二国間クレジット制度への適用を見据えた調査を実施した｡ 
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本調査では、GMSのFinTechサービスにより提供される車両に搭載されるIoTデバイスから取得する車両走行データとCO2排
出量の相関性を分析することを通じた、CO2排出量の定量化及び削減モデルの構築を軸とした、旧式車両から新たな車両への
入れ替えが生じた際の、実際のCO2排出削減量の可視化を実現するための調査を行う。それらが実現することにより、電動車
両等の低公害型車両普及の定量評価が可能となるため、GMSの取り組みの推進を通じた低公害型車両普及政策等の提言やする
ことを含めた、二国間クレジット制度への適用を見据えた調査・検討を実施する。

「ASEAN諸国での車両の走行データとCO2排出量の定量化及び削減モデルの構築」
提案企業：Global Mobility Service株式会社

調査項目

令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業 相手国：フィリピン 分野：Fintech IoT

調査概要

普及見通し

①関連政策・制度の動向分析
②事業化の検討
③CO2排出削減量可視化の実現性検討
④具体的な制度整備・改善策の検討
⑤排出削減見込量の試算
⑥相手国関係者への制度整備・改善策の提案活動

フィリピン国内では事業内容を三輪のみでなく四輪に
拡大予定。
また現在現地展開しているカンボジア、インドネシア
を含めたASEAN各国に同様の事業を展開する戦略で
ある。

GDP成長率が年間平均約7%という成長著しい国フィリピンで、GMSスキームを活用した日本の低排出車両の導入によりCO2排
出量の削減に貢献しながら、フィリピンの経済発展や貧困層の所得向上に寄与することができる

2017年12月〜2020年1月時点でのGMSが提供を行ってきたトライシクルの総走行距離

約90,802,720km (地球約2890周分)

トライシクルの走行1キロあたりのCO2削減量 87.27g/km

GMSの取り組みにより削減に成功したCO2排出量の総量(CR)

CR2020 = 90,802,720km × 87.27g/km

= 7,627tCO2

5年後 10年後の年間あたりの国際貢献量
CR2025 = 10,000［tCO2/年］
CR2030 = 20,000［tCO2/年］

排出削減見込量

※公開資料用

導入技術概要

令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業 相手国：フィリピン分野：FinTech・IoT

タクシー・ライドシェア等

ドライバー

ローンを活用できず
車を購入できない人口 17億人

車両所有

ローン審査

支払い年数

できない

通らない

終わりがない

‥‥

‥‥

‥‥

デイリーレンタル

毎日支払い

事業モデル
デフォルト率＝0.9％

滞納した場合に遠隔制御

Fintechサービス提供

レベニューシェア

適正金利ローン

支払い

1 社会課題

車両オーナー

2 GMSの事業内容

契 約 者ファイナンス企業当 社

四方良し今後の事業展開3 導入効果 4 導入技術

すべてのステークホルダーに利益を
もたらす「四方良し」を実現

販売台数増

メーカー・販売店

車両を所有
将来への希望

契約者

融資先増

ファイナンス企業

大気汚染改善
経済発展

社会

「真面目に働く人が正しく評価される仕組み」を創造
社会課題を解決しながら、経済合理性を創出

MCCS

5 政策提言

MSPF

特許取得の独自技術を使用し、低公害型車両の導入を支援

・遠隔機動制御
・各種情報のセンシング

車両の走行データとCO2排出量データの計測により
低公害型車両への導入によるCO2削減量の定量化・促進

+

低公害型車両導入によるCO2排出量削減を目指し、フィリピン政府に以下の提言を行う
・電動車両等低公害型車両の購入時費用やローン金利への助成
・充電設備の設置に関する補助・貸し出し制度の設立
・整備や運用に関する教育プログラム制度の確立と補助

・車両走行記録の取得
・OpenAPIを通じたデータ連携

GMSの技術と事業を利用し
車両入替を促進

旧型車両 低公害型車両
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The purpose of this study is to visualize actual CO2 emission reductions when old vehicles are replaced with new vehicles. This is achieved by 

quantifying CO2 emissions by analyzing the correlation between CO2 emissions and vehicle driving data obtained from IoT devices installed 

onto vehicles provided by GMS‘s FinTech service , and building a reduction model. Through this, a quantitative evaluation of the spread of low-

pollution vehicles such as electric vehicles will be possible. Therefore, we will conduct surveys and examinations with an eye on the application 

to the bilateral credit system, including making recommendations on low-pollution vehicle diffusion policies through the promotion of GMS 

initiatives.

Quantification of vehicle travel data and CO2 emissions: Creating a model for CO2 reduction in ASEAN countries 

Proponent：Global Mobility Services Inc.

Study Items Prospects for Dissemination

① Trend analysis of policies and systems related to traffic and emission control 
② Diffusion strategy investigation concerning low pollution type vehicle introduction 

business using FinTech service 

③ Examination of replacement by purchasing business to electric vehicle 
④ Visualization examination of CO2 emission reduction effect and trial calculation of 

reduction prospect
⑤Proposal activities of  System development and diffusion measures to the Philippine 

Government

In the Philippines, our business will be expanded to not 

only three wheels but also four wheels.

In addition, we plan to expand similar businesses in 

ASEAN countries including Cambodia and Indonesia, 

where we have locally-developed business.

In the Philippines—a rapidly growing country with an average annual GDP growth rate of 7% — by introducing Japanese 

low-emission vehicles that adopt the GMS scheme, we can contribute to the economic development of the country and 

increase the income of the poor while committing to the reduction of CO2 emissions.

Total mileage of tricycles provided by GMS from December 2017 to January 2020

90,802,720km (2890 laps around the earth)

Amount of CO2 reduced per kilometer 87.27g/km

Amount of CO2 reduction GMS has contributed to so far

90,802,720km × 87.27g/km

=7,627tCO2

Contribution to the international society per year after 5 or 10 years

CR2025 = 10,000［tCO2/year］
CR2030 = 20,000［tCO2/year］

GHG Emission Reduction

Feasibility Study project  for the JCM （2019FY） Country：Philippines Category： Fintech・IoT

※For publication

Overview  of Study

Overview of Technology

Driver
Taxi and ride share,

Number of population 

without access

to finance to purchase 

vehicles
1.7 billion

Vehicle Ownership

Loan Assessments

Years of Payment

Cannot own

Cannot pass

Endless

‥‥

‥‥

‥‥

Daily rental

Daily Payment

Business Model
Default Rate＝0.9％

Remote control in case of late payment

Fintech Service

Revenue Share

Loan with

Payment

1 Social issues

Vehicle owner

2 GMS’s Business

ContractorFinancial InstitutionGMS

四方良し今後の事業展開3 Benefits 4 GMS’s Technology

Achieving a“four good sides" that 

benefits all stakeholders

Increase in sales 

quantity

Manufacture・
Sales Outlet

Own a car

Hope for the future

Contractor

Increase in 

number of the 

recipients of loans

Financial Institutions

Solve air pollution

Economic 

Development

Society

We create a system in which all earnest workers are correctly evaluated.

We achieve economic rationality while solving social problems.

MCCS

5 Policy Proposal

MSPF

Patented proprietary technology

・Remote Control

・ Sensing of various information

Enables investigation of the 
correlation between external 

factors such as travel speed and 
travel time and CO2 emissions by 

measuring vehicle travel data and 

CO2 emissions data

+

With our aim to reduce CO2 emissions by introducing low-emission vehicles, GMS will make the following proposal to 

the Philippine Government:

・Subsidies for purchasing costs and loan interest rates for low-pollution vehicles such as electric vehicles

・Assistance for setting up charging facilities and establishment of a lending system

・Establishment and assistance of educational program systems for maintenance and operation

・ Acquisition of vehicle travel record

・ Data linkage through Open API

Appropriate 

Interest Rate

Feasibility Study project  for the JCM （2019FY） Country：Philippines Category： Fintech・IoT
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3.2.3 ダイキン工業株式会社 

＜本事業の背景＞ 

サウジアラビア政府は、石油依存からの脱却やクリーンエネルギーへの転換と併せて、電

力需要抑制等の取り組みを強化している。特に気温が高い地域であることから、サウジアラ

ビアでは建物におけるエネルギー消費の約 7 割を空調機が占めており、日本が強みを持つ

省エネインバータ式エアコンの普及を図ることで電力需要の抑制と温室効果ガスの排出削

減が期待できる。 

しかしながら現状は、そのような省エネインバータ式エアコンの普及を後押しするよう

な制度とはなっていない。例えば、エアコンの性能評価値は 46℃と 35 ℃の定点での性能試

験に基づいて算定されているが、実際には 1 日の気温変化があり 46℃、35 ℃以外の気温条

件でエアコンが運転されることがほとんどである。そのため、外気温や冷房負荷に応じて冷

房能力を制御し、ロスが少なく効率の良い運転を行うインバータ式エアコンの性能が適切

に評価できず、実際の性能とカタログ上での性能値に差が生じている。 

インバータ式エアコンの性能が適切に評価されるためには、冷房運転が必要となる外気

温の出現時間・出現率を性能評価の計算に組み込んだ性能評価規格である期間性能効率

（ISO16358-1）がサウジアラビアにおいて導入される必要がある。 

 

＜本事業の普及対象技術＞ 

本事業を通して、サウジアラビアにおいてインバータ式エアコンの普及・拡大を目指す。 

 

＜本事業の目的及び目標＞ 

インバータ式エアコンとノン・インバータ式エアコンを比較運転することで、インバータ

式エアコンのエネルギー削減と温室効果ガス排出削減ポテンシャルを実測データで定量化

し、その結果に基づいてインバータ式エアコン普及のため、省エネラベル制度との紐づけを

意図した期間性能効率（ISO16358-1）の導入に向けた政策提言を行う。 

  

＜本事業の実施内容及び結果・成果＞ 

実測データの収集・分析 

夏季の実測データを基に、協力先である KACST (King Abdulaziz City for Science and 

Technology)との連携の下でデータ分析を行い、インバータ式エアコンの省エネ効果や費用

対効果、エアコンの省エネがサウジアラビアにもたらす利益、インバータ式エアコンが普及

した場合の温室効果ガス排出削減見込量等を定量化した。 

i. 実測データの分析結果としては、インバータ式エアコンは、ノン・インバータ式エアコ

ンと比べて 44％の省エネが可能。年間消費電力の試算値は、インバータ式エアコンが

3,471 kWh /年に対して、ノン・インバータ式エアコンが 6,230 kWh /年。 

ii. 費用対効果については、インバータ式エアコンとノン・インバータ式エアコンの 1.5 倍

の価格差は、現状の 18 Halalah/kWh の電気料金で計算すると約 3 年で回収可能である

（KACST の電気料金の値上げ予測に基づくとペイバック期間は更に短縮可能であり、

24 Halalah/kWh（2022 年）であれば 2.3 年、30 Halalah/kWh（2027 年）であれば 1.8 年）。 

iii. サウジアラビアにおける家庭用エアコンをノン・インバータ式からインバータ式へ転

換した場合のベストシナリオでは、今後 10 年間で約 425.6 TWh の消費電力量の削減が
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可能。それにより節約された石油・天然ガスを他国に輸出した場合の収益は、222 億 USD

と試算できる。 

iv. TEWI（Total Equivalent Warming Impact：総合等価温暖化因子）による CO2 削減量の分

析では、R32 インバータ式エアコンは R410A ノン・インバータ式エアコンに比べて、

温室効果ガス排出量を 49％削減可能（冷媒による直接的な排出削減量と電力消費によ

る間接的な排出削減量の合計）。 

  

＜サウジアラビア政府とのワークショップの開催＞ 

上記を踏まえて、本事業の成果を共有する場として、SASO (Saudi Standards, Metrology and 

Quality Organization)、SEEC (Saudi Energy Efficiency Center)等とのワークショップを開催し

た。 

ワークショップでは、KACST からデータ分析で定量化したインバータ式エアコンの省エ

ネ効果の高さや省エネによってもたらされるサウジアラビア全体のベネフィットを訴求し、

その実現のためにはインバータ式エアコンの性能がより正確に評価される期間性能効率

（ISO16358-1）の導入が必要という政策提言を行った。また、当社から、期間性能効率への

移行に関するグローバルトレンドや他国の事例を説明し、期間性能効率への典型的な移行

プロセスを提示した。 

それらを踏まえ、サウジアラビアにおける期間性能効率導入に関する議論を行った。SEEC

からは、期間性能効率導入を前向きに捉えており、様々なステークホルダーを集めて技術委

員会で移行に向けた検討を行っている旨、今年中にはサウジアラビア国内規格のドラフト

を策定予定である旨の説明がなされた。また、日本側が提示した期間性能効率導入に向けた

プロセスについては、サウジアラビアにおいても合理的との反応があった。ただし、実施時

期については、様々なステークホルダーとの調整や市場への導入方法等の検討を踏まえて

決定していくとのことであった。 

 

＜今後の制度提案に向けた働きかけ＞ 

サウジアラビア 

SEEC が定期的に開催している期間性能効率への移行に関する技術委員会に参加し、空調

メーカーとしてこれまで蓄えてきた知見をサウジアラビアの関係者とも共有しながら、期

間性能効率導入に向けた議論に貢献していく。 

また、ワークショップにおいて、今後の更なる連携・協力についても議論を行った。議論

にあたっては、参考として日本側より実測データ収集の継続・発展、エネルギー効率の向上

のためのサービス・スキルの改善、空調機試験所での試験に関する能力開発の 3 つの分野に

ついて連携のアイデアを提示したところ、SEEC、SASO からはポジティブな反応を得られ

た。SASO、SEEC の具体的なニーズを確認しながら、今後の連携内容を検討していく必要

がある。  

アラブ首長国連邦（UAE） 

中東地域における期間性能効率導入の一層の促進という観点から、UAE の規制当局であ

る Emirates Authority for Standardization and Metrology（ESMA）と本事業成果の情報共有を行

った。ESMA は、2022 年というマイルストーンで期間性能効率の導入を検討しており、課

題意識は UAE において期間性能効率をどのように実装していくかと、いかに消費者の省エ

ネ意識を高めるかということ。本事業で実施したような実測データの収集・分析を含めた日



 

 22 

本との連携・協力については歓迎の意向を示しているので、ESMA の期間性能効率導入に関

する検討状況に即した連携・協力案を提示し、インバータ式空調機の普及を通じたエネルギ

ー問題や温室効果ガス排出抑制に貢献すべく、期間性能効率の適切な導入を促す機会を作

っていきたい。 

 

（参考資料） 

＜ジェッダ SASO オフィスビルにおける実測データ＞ 

 

 
実測データ（ジェッダ・室外気温） 

 

 

実測データ（ジェッダ・室内気温） 

 

 

実測データ（ジェッダ・消費電力） 

出所）ダイキン工業作成 

 

＜実測データの分析結果＞ 

●省エネ効果の分析 

以下の 2 パターンを用いてデータ分析を行った。 

 ・パターン A：実測期間全体のデータ 

 ・パターン B：2 部屋の室内温度の差が±1℃の日のみを選択したデータ 
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パターン A 
 

 
 

パターン B 
  

 
 

出所）KACST 分析レポート 

 

上記パターン A のデータをもとに年間消費電力量を試算すると、ノン・インバータ式エ

アコンが 6,230 kWh、インバータ式エアコンが 3,471 kWh であり、インバータ式エアコン

を用いることにより 1 年間で 2,759 kWh の省エネが可能である。 

 

●費用対効果の分析 

現在の電気料金単価（18Halalah/kWh）の下では、3 年でインバータ機の初期コストのペイ

バックが可能であるとの結果を得られた。 

 
■計算条件 

消費電力量：パターン A の分析結果を利用。 

エアコンの価格：市場における販売価格を参考とした。 

電気料金：KACST による将来の電気料金の値上げ予測に 

基づき、電気料金単価が 2022 年に 24Halalah/kWh の場合、

2027 年に 30Halalah/kWh の場合も想定し、計算を行った。 

 

出所）KACST 分析レポート 
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●経済効果の分析 

①今後 10 年間の消費電力需要抑制 

家庭でのエアコンの総電力消費量に対して、実測結果に基づくインバータ式エアコン

の省エネ率を適用することで削減量を試算したところ、今後 10 年間においてサウジ

アラビア全体で 425.6TWh（2020 年～2029 年の合計値）もの削減が可能という結果を

得られた。 

 
出所）KACST 分析レポート 

 

②需要抑制に伴う石油・天然ガスの他国への販売による利益効果： 

この省エネによって節約された石油、天然ガスを他国に輸出した場合の収益は、222 

億 USD と試算された。 

 

 
出所）KACST 分析レポート 
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• 省エネインバータ式空調機によるエネルギー削減と温室効果ガス排出削減ポテンシャルを実測データで定量化し、省エネイン
バータ式空調機普及のため、省エネラベリング制度との紐づけを意図した性能評価規格（ISO16358-1）の導入や普及促進
に向けた政策提言を行う。

• サウジアラビア政府は、実際の建物における省エネ効果の実測が省エネ推進の重要な第１段階であると認識しており、上記の
新規格や制度の導入による省エネインバータ空調機の普及は、同国にとって電力需要抑制の点で大きなメリットがある。

「サウジアラビアにおける省エネ空調機の普及基盤整備」
提案企業：ダイキン工業株式会社

調査項目

令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業
相手国：サウジアラビア 分野：省エネ（インバータ式空調機）

調査概要

普及見通し

① 関連政策・制度の動向分析
② 事業化計画の検討
③ 課題と対応策の検討
④ 具体的な制度整備・改善案の検討
⑤ 排出削減見込量の試算
⑥ 政策提言とワークショップ等を通じた成果共有と省エネ機運の醸成

• 新しい制度の適用により、省エネインバータ式
空調機の普及基盤が整う。

• 実測データから導き出される経済的効果の訴求
によって普及を促進する。

サウジアラビア政府は、石油依存からの脱却や温室効果ガス排出抑制を進めており、電力需要抑制等の取り組みを強化している。
サウジアラビアでは建物におけるエネルギー消費の約7割を空調機が占めており、日本が強みを持つ省エネインバータ式空調機の普
及を図ることで電力需要の抑制と温室効果ガスの排出削減を期待できる。

排出削減見込量

今後10年間で省エネインバータ式空調機が広く普及した場合の、
電力及び冷媒を起因とする温室効果ガス排出量の削減見込量

・右記の条件に基づき、1台当たりの年間排出見込量を試算。
・今後10年間で、小型スプリット型エアコンの市場ストック台数がインバータ式

エアコンへ移行するシナリオ（Mitigation Scenario）と移行しないシナリオ
（Baseline Scenario）を策定。それぞれのシナリオに沿って温室効果ガス排出
見込量を試算・比較することで、10年間での排出削減シミュレーションを実施。

・Baseline Scenarioにおける排出量: 24,034 万t-CO2

（年間販売台数におけるインバータ比率(現状：30%)が今後も継続すると仮定）

・Mitigation Scenarioにおける排出量: 22,279 万t-CO2

（年間販売台数におけるインバータ比率が今後10年で80%に向けて成長すると仮定）

＝ 約1,755万 t-CO2

＜シミュレーション・計算根拠＞

※1 実測データに基づく分析値

※2 IGES-Version10.6

パラメーター
R410Aノン・

インバータ機
R32インバータ機

GWP (kg-CO2/kg) 2088 675

機器の運転年数 10年

機器への冷媒充填量 1.7kg 1.12kg

冷媒漏洩率 10%/年

機器廃棄時の冷媒回収率 0%

機器の年間エネルギー消費量*1 6,230 kWh/年 3,471 kWh/年

グリッド係数 *2 0.654 kg-CO2/kWh

導入技術概要

令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業 相手国：サウジアラビア 分野：省エネ（インバータ式空調機）

＜インバータ式空調機の特徴＞

インバータ式空調機 ノン・インバータ式空調機

特徴
電圧・電流・周波数をコントロールし、冷暖房能力を可変
とする。インバータが外気温や冷暖房負荷に応じて冷暖房
能力を制御するため、ロスの少ない効率的な運転が可能。

設定温度になると動作を停止し、温度が上がれば動作
を開始。ON/OFFを繰り返えすため、圧縮機起動時に
エネルギーロスが起こり、エネルギー効率は悪い。

インバータ式空調機の特徴の概要図

• 日本におけるインバータ機比率は100%

• 世界では、欧州、中国、オセアニア、
アジア等でインバータ機比率が大幅に増加

• 一方、中東では6%に留まる

※気候等の条件により
省エネ率は変動

＜インバータ式空調機の普及状況＞

■世界の住宅用エアコンのインバータ機比率
（2017年）

※住宅用エアコン：ウインド・ポータブルを除く住宅用ダクトレスエアコン。北米のみ住宅用ダクト型エアコンを含む。
（一社）日本冷凍空調工業会データを参考に当社作成。
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• We make policy proposal for implementing the performance evaluation standard (ISO 16358-1) linking with the energy saving labeling 
program and promoting energy efficient inverter air conditioners by quantifying the potential reductions of energy and GHG emissions 
brought by energy efficient inverter air conditioners with actual measurement data. 

• The Saudi Arabian Government recognizes that measurement of the energy saving effect in actual buildings is an important first stage of 
energy saving promotion, and the dissemination of inverter air conditioners by the implementation of the above new standard and program 
brings  great benefit on reducing energy demand to the country.

Study Items Prospects for Dissemination

① Analysis of related policies and systems
② Consideration of commercialization plan
③ Consideration of issues and countermeasures
④ Consideration of concrete program and improvement plan
⑤ Estimate of GHG emission reduction
⑥ Sharing results and fostering energy saving momentum 

through policy proposal, workshops, etc.

○ The environment to spread energy efficient air 
conditioners is established by the implementation of 
new standard and labeling program.

○ Promoting to disseminate the energy efficient air 
conditioners by appealing economic effects clarified 
from actual measurement data.

The Saudi Arabian government is tackling to reduce the dependency on oil and GHG emissions, and is strengthening efforts to reduce energy 
demand etc. Considering that air conditioners account for about 70% of the energy consumption in buildings in Saudi Arabia, i t is expected 
that energy demand and GHG emissions will be reduced by disseminating the higher energy efficient inverter air conditioners in which Japan 
has strengths.

GHG Emission Reduction

Feasibility Study Project for the JCM （FY2019）
Country： Saudi Arabia Category：Energy Efficiency (Inverter air conditioner)

Proponent：DAIKIN INDUSTRIES LTD.
Promoting to disseminate higher energy efficient air conditioners in Saudi Arabia

Estimated reduction of GHG emissions from electricity and refrigerants 
in the case energy efficient inverter air conditioners spread widely in the next 10 years ＝ Approx. 17.5 Million t-CO2

・Annual emission per equipment is estimated based on the condition on the right.
・Considering the next ten years, we set 2 scenarios: Baseline and Mitigation Scenario. In the former 

scenario, compact split air conditioners in the market will not be replaced by inverter air conditioners 
while in the latter scenario they will. According to each scenario, greenhouse gas emission was 
estimated and compared with each other. 

・Estimated emission on baseline scenario: 240.3 Million t-CO2

(Assuming the present inverter rate (30%) in annual sales volume will remain unchanged.)

・Estimated emission on mitigation scenario: 222.7 Million t-CO2

(Assuming the inverter rate in annual sales volume will increase to 80% in the next 10 years.)

＜Simulation・Calculation basis＞

*1 Analysis result based on collected data
*2 IGES-Version10.6

Overview of Study

Parameter R410ANon-Inverter R32Inverter

GWP (kg-CO2/kg) 2088 675

Equipment operating years 10 years

Amount of refrigerant charged into 

equipment 1.7kg 1.12kg

Refrigerant leak rate 10%/year

Recovery rate at the time of 

equipment disposal 0% 0%

Annual power consumption of 

equipment *1 6,230 kWh/year 3,471 kWh/year

Grid factor*2 0.654 kg-CO2/kWh

Overview of Technology Introduced 

Feasibility Study Project  for the JCM （FY2019） Country：Saudi Arabia Category： Energy Efficiency(Inverter air conditioner)

＜Feature of Inverter Air Conditioner＞

Inverter Air Conditioner Non-Inverter Air Conditioner

Feature

Inverter changes its capacity by controlling the voltage, electric 
current and frequency. It works efficiently because inverter 
adjusts its capacity in response to outside temperature and 
heating/cooling load.

It stops operation at the set temperature and starts 
operation when temperature rises. It consumes more energy 
because the operation turns ON/OFF repeatedly and energy 
loss occurs when the compressor starts.

• In Japan inverter products ratio is 100%.

• Inverter products ratio is drastically increasing 
in Europe, China, Oceania and other countries 
in Asia.

• On the other hand, inverter products ratio in 
the Middle East is just 6%. 

※Energy saving rate fluctuates 
depending on conditions 
such as climate

＜Penetration of Inverter Air Conditioner＞

■Inverter Products as Percentage of All Residential 
Air Conditioners Worldwide(2017)

※Residential air conditioners: Ductless air conditioners other than window and portable type products. Only in North
America does the category include duct-type air conditioners for residential use.
Source: Compiled by Daikin based on data from the Japan Refrigeration and Air Conditioning Industries Association

Inverter Non-Inverter

Japan

North America 

67%

6%

17%
China

Oceania
100%

94%

Europe

100%

Other Countries 

in Asia

41%

Middle 
East

Feature of inverter unit
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3.2.4 株式会社チャレナジー 

本事業は、フィリピンにおけるオフグリッド地域での再生可能エネルギーの導入による

エネルギーアクセスの改善と気候変動対策に資するマイクログリッド（MG）技術の実現と

ビジネスモデルの普及促進に向けて、バタネス州バタン島での MG の導入可能性を検討し

たものである。 

検討の結果、バタン島内に導入される MG 設備により、発電コストを大幅に削減が可能

であり、ディーゼル燃料費の削減に繋がることが確認出来た、同島で MG 事業を実施した

場合の事業性が十分にあることが確認出来た。 

一方で、MG 技術を導入するにあたっては、通信環境の脆弱性が課題となる事も判明した。

通信設備は、MG 内の各装置を発電状況に応じて制御する為の基盤となるインフラであり、

また日本においては電波が脆弱な環境がほとんど存在しない為、通信環境に課題がある場

合の MG 制御については検討されて来なかった。しかしながら、フィリピンのオフグリッ

ドでは、通信環境が脆弱な地域がほとんどであることから、既存の通信インフラが活用でき

ないことを前提とした技術検討が必要であることが分かった。 

また、MG 事業を普及展開させる為の事業環境も整備されつつあることが確認出来た。同

国政府は、オフグリッド地域のサービス改善と発電コストの低減に向けて、民間企業の参入

促進を掲げており、これまで国営企業が担っていた市場を民間へと開放する為の環境整備

を進めていく方針である。一方で、発電事業に関わる煩雑な許認可制度と、認可取得の遅延

リスクが発電事業を開始する上で最も民間企業が懸念している点であることも判明した。

日本企業も含めた民間企業の参入促進には、許認可制度の簡素化とスピードアップが必要

であり、民間企業からの働きかけだけでなく、政府間での政策提言や新たな支援プログラム

の策定を後押ししていく必要があると考える。 

同国での MG 事業の普及展開にあたっては、MG 技術の実証と政策・制度の改善という両

輪で進めていく必要がある。同国においては、風力と太陽光、蓄電池を組み合わせた MG は

実績がなく、加えて前述した通りの技術的課題も存在する。したがって、技術実証により技

術・経済面での妥当性を現地関係者に対して示していくことで、MG 技術の普及可能性を現

地政府が認識すれば、同技術を普及展開させていくための政策・制度の改善へと繋がる。 
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対象国はNDC(見込)において2030年までにCO2排出量67%削減を掲げ、再エネ普及を最優先課題の一つとしている。風力
発電ポテンシャルもASEAN諸国の中で随一であるが、台風襲来リスクが高い為、風力発電の普及率はわずか0.5%である。更
に、離島地域でのディーゼル発電による電力供給を維持する為に、毎年262億円もの政府補助金を使用している。この課題に対
して、再エネとマイクログリッド制御技術の導入、その技術と資金を持った民間企業の参入による政府補助の削減と地方部での
エネルギーアクセスの向上が期待されている。民間企業の参入促進には、発電事業に対して200以上の許認可が必要で、約4年
もの期間がかかる現行制度を改善し、より簡素化・短期間化することが求められている。加えて、再エネが有する変動性の制御
もオフグリッドでは重要となるが、対象国では十分に認識されておらず、再エネ機器単体の初期コストだけで技術が評価される
傾向にある。この電力品質の重要性についても対象国関係者の理解を促進し、将来的な規格化を目指す。

「再エネ（風力・太陽光）利用を最大化するマイクログリッド技術による分散型インフラシステムの島嶼地域での事業化及び普及に関する実現可能性調査」

提案企業：株式会社チャレナジー

調査項目

令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業
相手国：フィリピン 分野：再エネ

調査概要

普及見通し

① 関連政策・制度の動向分析
② 事業化計画の検討
③ 事業化に向けた課題と対応策の検討
④ 具体的な制度整備・改善案の検討
⑤ 排出削減見込量の試算
⑥ 相手国関係者への制度整備・改善案の提案活動

同国のオフグリッド市場は約4,700億円規模と推定される。
経済成長に伴う電力需要の伸びにより、2025年までには約2
倍へと市場規模が拡大する見込み。オフグリッドの多くが台風
が頻繁に襲来する同国の東側に集中しており、本提案技術の優
位性が最大限発揮される。事業開始時は、JCM等の資金を活
用し、2025年までに最大で9億円の売上を見込む。

フィリピンは約7,000以上の島で構成される島嶼国であり、且つ台風の襲来を頻繁に受けている。離島における電力インフラの
課題は、高コスト・環境負荷・自然災害に対する脆弱性である。これに対し、日本発の台風下でも発電可能な風力発電機と小規模
系統を安定化させる制御技術を導入し、エネルギーコストと環境負荷の低減、自然災害に対するレジリエンスの向上を目指す。

本事業では、同国離島におけるディーゼル発電機による発電を再エネ発電が代替することによるCO2排出削減を達成するも
のである。2025年までには約 27,073トン-CO2/年の削減を見込む。
【前提条件】
マイクログリッド導入容量：40MW（2025年）

•排出係数：0.533 t-CO2/MWh（事業対象地域は、殆どが未電化あるいはディーゼル発電に100％依存している為、CDM方
法論で採用されている排出係数を使用）

排出削減見込量

台風発生リスク図離島グリッド分布図

出典：Renewable Energies for Off-Grid Power
Generation in the Philippines, GIZ

導入技術概要

令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業 相手国：フィリピン 分野：再エネ

垂直軸型マグナス式風力発電機

① 発電可能な風速域が広い

40 m/s

25 m/s

② 風向に依存せず発電できる

マグナス風車は強風に対応でき、風向に依存しない特徴より

台風でも安全に発電することを実現する。

風の流れ：速い

風の流れ：遅い

風車の円筒翼を回転させることにより
マグナス力を発生させ、その力で風車を回す
（野球のカーブボールの原理と同じ）

技術の概要：マグナス力
円筒翼を上から見た図

日本の優れた技術を活用したマイクログリッド技術のイメージ

技術の概要：日本の高品質な環境製品・技術のパッケージ

電機産業の裾野の広い日本の技術はハードとソフトの連携において優位性がある

技術の特徴：高品質な電力供給

① エネルギー関連技術とICT技術の融合

② 多様なアセットと組み合わせたエネルギーソリューションの提供

✓ 電気・通信インフラ建設ノウハウ
✓ BEMSによる省エネサービス

✓ 充実したサポート・サービス基盤

ハードとソフト技術が連携したマイクログリッド技術により、
品質の高い電力供給を担保する。

蓄電システム
EV用充電器

コンピュータ

クラウド技術

技術の特徴：台風でも発電可能
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The country advocates in its NDC (tentative) 67% of CO2 emission reduction by 2030 and renewable energy is one of the nation’s top priorities. The wind energy
potential is one of the highest in ASEAN countries but its penetration rate is only 0.5% due to high risk of tropical storm visit. Furthermore, every year, almost 26
billion US dollars of government subsidies are used to maintain the supply of electricity from diesel power in remote islands. For this challenge, introduction of
renewable energy and micro-grid controlling technology, the reduction of the governmental subsidy by entry of the private that possess the technology and
financial capability, and improvement of the energy access in the rural areas are expected to be achieved throughout this study. The current system requires more
than 200 permits and the process takes around 4 years for electricity generation business and thus it is necessary to simplify and shorten the process to promote
the entry of private sector. In addition, although the control of a variability of renewable energy for micro-grid is essential, the technologies tend to be evaluated
only by the initial cost of the equipment without being considered enough in the quality of electricity itself. We would like to enhance a better understanding of all
the parties concerned to off-grid power generation of the country regarding the importance of this electricity quality and aim at the future standardization of power
generation.

Feasibility study on the dissemination of the decentralized infrastructure system by micro hybrid-grid technology maximizing renewable 

energy (wind and photovoltaic) in remote islands                                                                             Proponent：Challenergy Inc.

Study Items

Overview  of Study

Prospects for Dissemination

① Analysis of the related policies, laws and regulations  
② Development of the business plan
③ Study of challenge and its countermeasures for the business development      
④ Examination of  institutional development and improvement plan
⑤ Estimation of the expected GHG emission reduction 
⑥ Proposal of institutional development and improvement plan for 

dissemination in the country.

The off-grid electricity market in the Philippines is estimated to be
approximately 40 billion US dollar. As the energy demand is increasing
due to the economic growth, the electricity market will almost double in
size by 2025. Most of off-grids are concentrated on the east side of the
country where typhoon hits frequently, and the advantages of the
proposed technology are shown to the maximum. Although in the
beginning we will utilize public sector’s funds such as JCM, in the future
mobilization of private funding for the market is also expected.

The Philippines is an island-country consisting of more than 7,000 islands and is frequently hit by typhoons. The challenges of the electricity infrastructure
in the remote island are that high cost of power generation by diesel, carbon footprint and low-resilience to natural disaster. We will combine the wind
turbine that is capable of harnessing energy even during typhoon time with a power controlling system (PCS) that stabilizes electricity from renewable
energy in micro-grid system aiming for reduction of energy cost, carbon footprint and enhancement of resilience to natural disaster.

The project aims to achieve CO2 emission reduction by replacing electricity generated by diesel with renewable sources in remote islands of the Philippines.  It is estimated 
to reduce approximately 27,073 t-CO2 /year in 2025.
[Precondition]
Micro-grid installed capacity: 40MW (2025)  
CO2 emission factor : 0.533 t-CO2/MWh
* CO2 emission factor is selected from Approved CDM methodology for captive diesel power generation since the targeted project site is mostly non-electrification or 
depends 100% on diesel generation.

GHG Emission Reduction

Feasibility Study Project  for the JCM （2019FY）
Country：Republic of the Philippines Category： Renewable Energy

Introduction Technology Outline

Feasibility Study Project  for the JCM （2019FY） Country：Republic of the Philippines Category： Renewable Energy

Typhoon RiskOff-grid Map

出典：Renewable Energies for Off-Grid Power
Generation in the Philippines, GIZ

Magnus Vertical Axis Wind Turbine

① Wide wind speed range

40 m/s

25 m/s

② Not depend on wind direction

Magnus VAWT is capable of generating power under 

strong wind and does not depend on wind direction so it 

enables us to harness energy from typhoon safely.

Generate Magnus force by spinning cylinders of 
the wind turbine to turn itself.

（The same principal of curve ball in baseball）

Microgrid System with Japanese High Quality Technologies

Technology Overview：Package of Japanese high quality 
low carbon product and technology

Japan is leading linked technology of hardware and software 
because of extensive experience in electronic industry.

Technology Features：High quality electricity supply

① Combination of energy related technology and ICT technology

② Supply of energy solution combined with various assets 

✓ Know-how of electricity and ICT infrastructure
✓ Energy saving service by BEMS

✓ After-sales support and maintenance

Ensure a high quality energy supply by a microgrid 

technology combination of hardware and software.

Battery

EV Charger

Computer

Cloud

Wind speed：High

Wind Speed：Low

View of Cylinder 
from above

Magnus force

Wind

Technology Overview：Magnus Effect

Technology Feature：Typhoon power generation
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3.2.5 パシフィックコンサルタンツ株式会社 

2016 年 11 月に発効したパリ協定で掲げられた気候変動問題に対する世界共通の「長期目

標」の達成にあたり、全ての国が各国の能力に応じた温室効果ガス（GHG）排出削減目標

（NDC）を作成し、取り組むこととなった。これを受け、我が国では二国間クレジット制度

（JCM）等を活用し、途上国において我が国の優れた低炭素技術・製品の普及を促進すると

共に、当該国での GHG 排出削減を実現する等、世界全体の GHG 排出削減に貢献すること

を目指している。加えて我が国では、2018 年 6 月に閣議決定された「未来投資戦略 2018」

において、環境と経済成長との好循環を実現し、世界のエネルギー転換・脱炭素化と気候変

動対策を牽引していくこととしており、産業界でも環境問題への対応をビジネスチャンス

と捉え、世界の投資家による ESG 投資が拡大しているほか、持続可能な開発目標（SDGs）

への取組みも重要視されており、中でもエネルギー、気候変動（目標７及び 13）への経済

成長の機会と捉える企業による活動が活発になっている。 

本調査対象国であるインドネシアでは、2017 年時点の国全体の電化率が 95.35%であるも

のの、東西で見ると西部では 99.9%であるのに対し、東部は 59.84%と、東西で格差が見ら

れることから1、国全体の電化率向上には東部の島嶼への電力供給が重要である。 

こうした我が国の政策やインドネシアの電力事情を背景に、我が国の低炭素技術・製品の

導入及び普及促進のための課題や有用性、中長期的な GHG 排出削減のポテンシャル、当該

技術・製品等の普及に必要な政策・制度等を明確化し、経済産業省等と共にインドネシア政

府等へ働きかけることを目的として本調査が実施された。 

パシフィックコンサルタンツ株式会社は、本調査で、インドネシア東部の島嶼部へ太陽光

（PV）、蓄電池（BAT）を導入し、これら導入設備と既設電源を協調制御するエネルギー管

理システム（EMS）による効率的な電力の運用及び電力供給の安定化を実現する「マイクロ

グリッド制御システム」の普及可能性を調査した。この調査により、電化率向上だけでなく、

インドネシアでの再エネ利用拡大や化石由来燃料使用量及び基本供給料金（BPP）の削減、

GHG 排出量削減へ貢献し、JCM 設備補助事業の実施へ繋げることを目指した。 

本調査では、まず関連政策・制度の動向分析を行った。この結果、インドネシアでは系統

連系要件は国際的なものと類似だが、再エネの系統連系要件は明確に定義されていないこ

とが明らかになった。また、原則として国営電力会社（PLN）による入札案件は、PLN によ

る電力供給事業計画（RUPTL）に沿う必要があることも明らかになった。しかし、南／南東

／西スラウェシ州内では RUPTL に案件未定の 10MW 分の発電計画が既に存在し、本事業

はこの案件未定分に含めることができるため、新たに RUPTL に本事業の計画を登録する必

要はないことが明らかになった。 

次に、事業化計画の検討を行った。事業ニーズとしては、インドネシアは大規模再エネ導

入後の周波数変動問題に直面しており、周波数変動制御のニーズがあることを確認した。ま

た、本事業の候補地である南東スラウェシ州はインドネシア国内でも再エネ導入に積極的

な姿勢であることが明らかになった。具体的な事業化計画の策定にあたっては、JCM 設備

補助事業を活用することを検討し、その上で入札条件等についてカウンターパートである

PLN と協議を行った。また、JCM 設備補助事業を活用する場合、PLN としての本事業にお

 
1 ここでは、西部はジャカルタ特別州, 西ジャワ州、バンテン州、ジョグジャカルタ特別州、東カリマン

タン州, バンカ・ブリトゥン州、東部は東部ヌサトゥンガラ州を指す。 
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ける設備投資回収年数は 7 年という算出結果となった。普及後のビジネスモデルとしては

EPC 調達案件と IPP 案件の 2 パターンを検討した。普及戦略としてはインドネシア、フィ

リピンを中心とした 30 以上の島嶼を対象とし普及させていくこととした。 

さらに、本事業の課題と対応策の検討を行った。まず、通信環境、既存の電力系統の状況

等を把握した。その結果、PLN から入手した上記の情報に基づき、PV 発電所設置場所、PV

発電容量を決定し、バッテリーシステム、システム構成、単線結成図等を作成した。また、

本事業を行う上で JCM 設備補助事業について PLN に理解してもらい、活用へとつなげるこ

とが課題であったため、JCM 設備補助事業の概要を説明した。JCM 設備補助事業を活用す

ることで PLN にとっても再生可能エネルギーの導入コストを削減できる旨を伝えた結果、

PLN は JCM 設備補助事業に対して興味を示した。 

また、インドネシア・日本 JCM 承認済方法論 ID_AM017「Installation of Solar PV System 

and Storage Battery System（Version 1.0）」を参照し排出削減見込み量の試算を行った。 

具体的な制度整備・改善案及び相手国関係者への制度整備・改善案の提案活動としては、

本事業で導入する蓄電池、EMS 等技術の標準仕様書化の検討を行った。インドネシア国家

標準管理庁（BSN）からの聞き取りにより、PV に関する規格は策定中であることが明らか

になった。また、インドネシアの国家規格である Standar Nasional Indonesia （SNI）を策定

するにあたっては、International Electrotechnical Commission （IEC）などの国際規格を参照

することがもっぱらだが、外部のみならず BSN にて独自に検討することもあることが明ら

かになった。さらに、エネルギー鉱物資源省（MEMR）は FIT 制度を改定中である為、調査

団から系統連系要件の整備について、在インドネシア日本大使館を通して MEMR に提案し

た。提案内容は、（1）連系点電力の出力変動幅を 1~10%に平準化する系統連系規程、（2）

出力変動の小さい発電事業者に経済的インセンティブを付すことである。この提案内容は

在インドネシア日本大使館を通して 2019 年 12 月に MEMR に提案された。今後、提案内容

が改定案に盛り込まれるよう、必要に応じて MEMR が求める内容に提案内容を修正してい

く等の取り組みを行っていく。 
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「島しょ向けマイクログリッド制御システムの普及可能性調査」
提案企業：パシフィックコンサルタンツ株式会社、三菱電機株式会社

令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業
相手国：インドネシア 分野：再エネ(太陽光・蓄電池・EMS)

多数の島しょで構成されるインドネシアにおいて、化石燃料に頼る各島しょの電源を再生可能エネルギーへ転換することは、島しょのエネル
ギーセキュリティの強化と共に、大きなGHG削減ポテンシャルの実現に寄与する。本調査では、調査対象地域において我が国の最高精度のエ
ネルギー管理システム（EMS）を中心とする島しょ向けマイクログリッド制御システムの普及の可能性を検討する。

※公開資料用

インドネシア東部の島しょ部に太陽光発電、蓄電池を導入し、既設電源とこれら導入設備を協調制御するEMSを中心とするマ
イクログリッド制御システムの普及可能性を調査する。インドネシアは、発電容量の増加、再生可能エネルギーの拡大、電化率
の増加という目標を掲げており、島しょの閉じた電力系統であるマイクログリッドへ高品質な電力を供給する当システムは、こ
のニーズに的確に応えるシステムである。本調査の成果を最大化するため、蓄電池、EMS等技術の標準仕様化、電力品質指標
の系統連系規程等への盛込みを提言する。

調査項目

調査概要

普及見通し

① エネルギー関連の政策の情報収集及び整理
② 事業ニーズの把握・事業化計画・経済性評価・普及戦略策定
③ 通信環境・既存電力系統の把握
④ 制度整備・改善案の提言
⑤ 排出削減見込量の試算

調査対象地域(Buton島, Muna島)において「島しょ
向けマイクログリッド制御システム」の事業モデルを
確立させ、同事業モデルを離島を多数有するインドネ
シアをはじめとした他島しょ地域へ展開する。

◼ 前提条件
•既存電源である化石燃料による発電を本システムにより太陽光発電へ転換
•1か所当りの太陽光発電は10MWと仮定
•システム導入計画を2024年まで1件/2年、202６年以降1件/1年、2030年までに合計8件とする

◼ 地域範囲：インドネシア島しょ部8か所
◼ 時間範囲：2030年まで
◼ 排出削減見込：231,778tCO2

(1システムの導入削減量6,817tCO2 ／年x 各システムの導入後年数の累計34年）

排出削減見込量

累積年数の考え方
2020 ○

2021 ■

2022 ■ ○

2023 ■ ■

2024 ■ ■ ○

2025 ■ ■ ■

2026 ■ ■ ■ ○

2027 ■ ■ ■ ■ ○

2028 ■ ■ ■ ■ ■ ○

2029 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○

2030 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○

10 8 6 4 3 2 1 34 ←合計

導入技術概要

※公開資料用

電力系統安定化のためには需要と供給を常にバランスさせる
必要があるが、制御できない再エネが系統に多く入り込んだ
場合、需要と供給のバランスが崩れ、電力系統が不安定とな
る。これを防ぐため、既設の電源と蓄電池、再エネを協調制
御するエネルギー管理システム（EMS）が必要となる。
EMSは以下の階層化された以下の機能を備える。

エネルギー管理システム（EMS）

本EMSは、他国のEMSにはない、通信ネットワークを活用し
た機能分散型システムであり「高速処理が必要な機能を備え
た安価なオンプレミスサーバのみを各島に設置するためコス
トが低く抑えられる」「島から離れた都市部でも運用可能」
「遠隔地から保守が可能」という利点を持つ。日本の複数の
島へ導入済みであり、再エネ導入可能量を増やす効果（本
EMSが無い場合に比べて約4倍）を確認している。本EMSの
導入により、輸送費が上乗せされ高額となる島しょの化石燃
料由来電源を再エネへ転換でき、燃料費削減に直結する。

需要と供給のバランスの必要性

通信ネットワークを活用した機能分散型のEMS

短期需給想定
数日先までの需要及び再エネ出力を予
測し需給計画を策定

経済負荷配分計算
数分刻みで数時間先までの発電機及び
蓄電池の出力を計算

負荷周波数制御
1秒周期で周波数偏差に基づき発電機
及び蓄電池の出力を補正

需給制御
周波数偏差や受電点電力の変動に基づ
き蓄電池の出力を補正し系統を安定化

令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業
相手国：インドネシア 分野：再エネ(太陽光・蓄電池・EMS)

三菱電機

気象情報

クラウドサーバ

オンプレミスサーバ

監視・制御

インドネシア離島
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In this study, the photovoltaic (PV) system and the battery system will be installed to the eastern islands in Indonesia to study the possibility 
of spread of the micro-grid controlling system which has EMS to coordinate and control them and the existing power source. Indonesia aims 
to increase of the power generation capacity, to expand the renewable energy, and to increase the electrification rate. The system we will 
certainly correspond to these needs since it can supply high quality power to the micro-grid in the islands. To maximize the study result, this 
study will propose the standardization of the battery system and EMS, and the incorporation of power quality index to the grid code.

The Feasibility Study for the diffusion of the Micro Grid Control System for Islands
Proponent：Pacific Consultants  Co., Ltd. and Mitsubishi Electric Corporation

Study Items Prospects for Dissemination

1. Collect and organize energy related government policy
2. Grasping the business needs, commercialization plan, economic 

evaluations, and diffusion strategy formulation
3. Grasp the communication environment and existing power system
4. Propose the improvement of government policy
5. Estimated the amount of GHG reduction

To establish the business model of the “Micro-grid 
controlling system for islands” in the targeted area (Buton
island and/or Muna island), and apply it to the other islands 
in Indonesia and other island countries.

Indonesia consists of many islands which rely on the fossil fuel for electricity. Shifting the energy source from fossil fuels to the r enewable 
energy in the islands will contribute to enhanced energy security and GHG emission reductions. This project will study the feasibility of 
applying the micro-grid controlling system composed of energy management system (EMS) with highest accuracy widely used in Japan to 
remote islands in Indonesia, as well as its dissemination prospects.

◼ Prerequisites:
• To change the existing power source by fossil fuel to the photovoltaic power generation.
• The capacity of the photovoltaic power generation per one site is assumed to be 10MW.
• To install total 8 system by 2030 (1 project every 2 years by 2024 and 

1 project every year in 2026 and after).
◼ Area: 8 sites in the islands in Indonesia
◼ Period: by 2030
◼ Estimated amount of GHG reduction: 231,778 tCO2

(Reduction per 1 project: 6,817tCO2 x total years of installed systems: 34)

GHG Emission Reduction

Feasibility Study project  for the JCM （2019FY）
Country：Indonesia Category： Renewable Energy (PV/Battery/EMS)

※For publication

Overview of Study

2020 ○

2021 ■

2022 ■ ○

2023 ■ ■

2024 ■ ■ ○

2025 ■ ■ ■

2026 ■ ■ ■ ○

2027 ■ ■ ■ ■ ○

2028 ■ ■ ■ ■ ■ ○

2029 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○

2030 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ○

10 8 6 4 3 2 1 34 ←Total

The Idea to calculate 

the accumulation year

Introduction Technology Outline

※For publication

Energy Management System（EMS）

Demand > Supply 
Frequency dropped

Demand < Supply 
Frequency risen

Demand

Po
w

er

Time

Po
w

erSupply

Time

Base Power Gen.

Frequency

Increasing Renewable Energy 
(unable to regulate) 

Necessity of balancing the demand and supply 

Mitsubishi 
Electric

Weather 
information

Cloud
Server

On-premise Server

Monitoring & Operation

Indonesia island

Functionally distributed EMS 
utilizing the communication network 

To stabilize an electrical grid, demand and supply needs to be
balanced. When uncontrollable renewable energy penetrate the
electrical grid, demand and supply get unbalanced and the
electrical grid become unstable. To prevent the electrical grid
from being unstable, EMS is needed to coordinate and control
existing power sources, batteries, and renewable energy. EMS has
the following hierarchized functions.

Supply and demand 
estimation

Predicts demand and renewable energy output for a
few days and decides demand and supply plan

Economic  load 
dispatching

Calculate every minute generator output and the
battery charge/discharge for a few hours

Load frequency 
control

Adjust generator output and battery charge/discharge
based on the frequency variation every one second

Supply and demand 
control

Stabilizes an electrical grid by adjusting battery
charge/discharge based on the frequency variation
and the tie-line power variation

This EMS, only Japan can provide, is the functionally distributed
system which utilizes the communication network. The EMS has
advantages: (1) Low installation cost because only a low cost on-
premises server with high-speed functions needs to be deployed to
each island and (2)Operated and maintained remotely. This EMS
has already been installed to several islands in Japan and the effect
to increase of renewable energy penetration was confirmed
(almost 4 times compared to the case without this EMS). This EMS
can convert the power source from expensive fossil fuel due to
transportation cost to renewable energy and reduce the fuel cost.

Feasibility Study project  for the JCM （2019FY）
Country：Indonesia Category： Renewable Energy (PV/Battery/EMS)
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3.2.6 北酸株式会社 

北酸株式会社は、本事業において、環境未来都市に選定されるなど、環境政策を積極的に

推進している富山市との国際連携の下、インドネシア共和国アチェ州バンダアチェ市

（Banda Aceh）並びに北スマトラ州トビンティンギ市（Tebing Tinggi）を対象に、天然ガス

燃料への転換、ガス空調システム、太陽光発電等の省エネ・再エネに関する低炭素技術につ

いて検討した。 

2 度の現地調査の結果、バンダアチェ市では天然ガスへの燃料転換事業が 3 ヶ所、再生可

能エネルギー・省エネルギー設備の導入が 2 ヶ所の計 5 ヶ所のポテンシャルサイトを確認

し、年間約 1,400t-CO2 の削減が可能であることがわかった。また、トビンティンギ市では

天然ガスへの燃料転換事業が 1 ヶ所、再生可能エネルギー省エネルギー設備の導入が 5 ヶ

所の計 6 ヶ所のポテンシャルサイトを確認し、年間約 400t-CO2 の削減が可能であることが

わかった。このうち、特に導入可能性の高い事業として、Trans Koetaradja の所有するバス

の天然ガスへの燃料転換事業及びアチェ市場へのカーポート型太陽光発電事業が挙げられ、

普及に向けた戦略や課題について整理するとともに、MRV 方法論に基づく温室効果ガス削

減見込み量について試算した。 

また、技術の導入に向けた政策については、両市及びインドネシア中央政府が推進する低

炭素化政策について整理した。また、本調査で検討した低炭素技術の導入がよりスムーズに

行えるような制度整備・改善案について検討するとともに、現地関係者の本邦への招へい及

び中央政府関係者も含めたフォーカスグループディスカッションを通じて、具体的な制度

整備・改善案の提案活動を行うことで、今後の事業化の実現に向けた方法やその道筋につい

て確認することが出来た。 
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インドネシアスマトラ島北部に位置するバンダ・アチェ市及びトゥビンティンギ市では、近年の人口増加や経済成長を背景とし
て、交通渋滞をはじめとする都市問題が顕在化している。両市の共通課題である交通分野の低炭素化のためには、化石燃料から
電力や水素等、カーボンフリーな燃料への転換が理想的であるものの、インフラ整備状況や、経済性の観点からはまだ普及を見
込むことは難しい。そこで、本調査では、「環境未来都市」である富山市の低炭素都市モデルを参考とし、公共交通、漁船、自
家発設備等の燃料として、ガソリンやディーゼルと比較して、よりクリーンな燃料である天然ガスへの転換及びガス空調システ
ムや太陽光発電等の低炭素技術について、導入可能なメニューの特定とその導入効果を算定する。また、インドネシア政府は、
天然ガスへの燃料転換を推進している一方、天然ガス元売であるPertamina Gas社等は、天然ガスの需要量を正確に予測でき
ないと、供給に踏み切らないという実態がある。このため、本調査では両市における需要量を定量的に把握し、エネルギー鉱物
資源省への政策提言とガス需要の正確な情報提供を通じて、両市へのガス供給の流通基盤整備に貢献することを目指す。

「天然ガスによる低炭素交通及び省エネルギー・再生可能エネルギー導入による低炭素都市実現可能性調査」
提案企業：北酸株式会社、富山市、株式会社日本空調北陸

調査項目

令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業
相手国：インドネシア共和国 分野：再エネ（太陽光発電）/その他（天然ガス燃料への転換）

調査概要

普及見通し

① 天然ガスへの燃料転換ポテンシャルの把握
② 省エネ・再エネ設備導入ポテンシャルの把握
③ 事業化計画・普及戦略の検討
④ 事業化に向けた課題と対応策の検討
⑤ 具体的な制度設備・改善案の検討及び相手国関係者への提案

本調査を通じて、天然ガス燃料転換や太陽光発電を中
心とした再エネ設備導入の効果や実績を示し、導入の
意思決定を促すとともに、政府関係者には天然ガス燃
料の需要を示すことで、低炭素技術の導入及びインフ
ラ整備を同時に普及させることを目指す。

環境未来都市として国際展開を進める富山市と連携し、天然ガス燃料への転換（公共分野、漁船、自家発設備等）、ガス空調シス
テム、太陽光発電等の省エネ・再エネ等の低炭素技術の導入により、都市問題の解決及び低炭素都市化を目指す。

燃料転換については、現在、アチェ州交通局が管轄しているTrans Koetaradja社が、バンダ・アチェ市内で公共交通車両として
大型バス25台、中型バス15台の計40台のバス運用しており、それらを全てCNG燃料へと燃料転換すると仮定した場合、年間
約1,214t-CO2の削減が可能となる。その他にも、フェリーや廃棄物収集車などのディーゼル燃料設備へのCNG燃料転換を推進
し、さらなる排出削減の実現を目指す。
省エネ及び再エネの導入については、バンダ・アチェ市が所有・運営している大型ショッピングモールのアチェ市場の屋上駐車場
に対して、カーポート型の太陽光発電設備を設置することを想定しており、年間約171t-CO2の削減が可能となる。その他、
バンダ・アチェ、トゥビンティンギ両市の未利用地において、大型の太陽光発電設備の設置を検討し、さらなる排出削減の実現を
目指す。

排出削減見込量

※公開資料用

電力会社

買電

売電

蓄電池

太陽光パネル

パワーコンディショナ

需要家

導入技術概要

令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業
相手国：インドネシア共和国 分野：再エネ（太陽光発電）/その他（天然ガス燃料への転換）

※公開資料用

◆ 天然ガス燃料への転換 ◆ 省エネ・再エネの普及

◆ コンパクトシティの実現
• 震災からの復興
• 低炭素都市
• レジリエンスシティ

導入技術：Diesel Dual Fuelシステム 導入技術：防災型太陽光発電システム

◆ 相手国の課題
• 人工増による都市問題
の深刻化

• 災害が多い（地震）

導入技術：ガスヒートポンプシステム

蒸発器 凝縮器

圧縮機

ガスエンジン

冷房 給湯

• 総合エネルギー効率の向上
• 電力供給の安定性向上（停電防止）
• 災害時の迅速な復旧

エンジン

既存の設備DDFキット

CNGタンク
CNG燃料
噴射装置

• 大がかりな工事が不要≒低コスト
• 車両以外への応用が可能
• 燃料転換による低炭素化
• NOxの排出削減も可能

エンジン 燃料噴射
装置

燃料タンク

既存エンジンの改造不要約半日で取付可能

中央ジャワ州スマラン市の公共交通バス72台にシステム導入(2018)

既存設備とのコスト比較
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Banda Aceh City and Tebing Tinggi City in in northern Sumatra, Indonesia are facing urban problems such as traffic jams due to population growth 

and economic growth in recent years. This feasibility study will contribute to the effective formulation of low-carbon policies by identifying possible 

options and calculating the effects of low-carbon technologies, such as fuel conversion to natural gas for public transport, fishing vessels. In 

addition, this study will consider the possibility to power generation equipment, gas air conditioning systems, and solar power generation for 

promote low carbon urbanization. As well, proponents will try to making improvement of  the infrastructure for gas utilization through policy 

recommendations. At present, government of Indonesia is promoting the fuel conversion to natural gas, subsidizing the use of CNG (compressed 

natural gas) fuels. On the other hand, PT Pertamina Gas a natural gas distributor, remain ill-prepared for supply natural gas due to its inability to 

accurately predict demand. Therefore, this project aims to quantitatively assess the demand for natural gas in these two citi es , and to contribute to 

the development of gas distribution infrastructure by providing policy recommendations to the Ministry of Energy and Mineral Resources and 

accurate information on gas demand.

① Survey of the potential for fuel conversion to natural gas

② Survey of the potential for introduction of energy-saving and 

renewable energy technologies

③ Consideration of commercialization plans and diffusion strategy 

④ Consideration of issues and measures for commercialization

⑤ Consideration and suggestion of system and equipment and 

improvement plan

Through this Feasibility study, proponents will show the effects and 

achievements of the conversion to natural gas fuels and the 

introduction of energy-saving and renewable energy technologies to 

local companies and encourage them to make decision on the 

introduction. Herewith proponents and counterparts will aim to 

promote the introduction of low-carbon technologies and infrastructure 

development.

※For publication

"Feasibility Study project of the development for a low-carbon city through low-carbon transportation using natural gas and introduction of 

energy-saving and renewable energy technologies“ Proponents： Hokusan Co., Ltd., Toyama City, Japan Air Conditioning Hokuriku Co., Ltd.,

Feasibility Study project  for the JCM （2019FY）
Country：Indonesia Category：Renewable Energy(PV) / Other(Conversion to natural gas fuel）

Proponents will introduce low-carbon technologies such as conversion to natural gas fuel (For public facilities, fishing vessels, power 

generation equipment), gas air conditioning system and energy-saving and renewable energy technologies(such as photovoltaic 

power generation). Proponents are Toyama City and Toyama city's companies which has promoted  a low-carbon city model.

At present, Trans Koetaradja, which is governed by the Aceh Region Transport Authority, operates 25 large buses and 15 medium-sized buses as 

public transport vehicles in Banda Aceh city, a total of 40 buses, all of which are CNG fueled. Assuming that the fuel is swi tched to, it can reduce 

about 1,214 t-CO2 per year.In addition, promote the conversion to CNG fuel to diesel engines such as ferries and waste collection vehicles, aiming 

to further reduce GHG emissions.

Regarding the introduction of energy saving and renewable energy, it is assumed that a carport-type solar power generation facility will be installed 

in the rooftop parking lot of the Aceh Market, a large shopping mall owned and operated by the city of Banda Aceh. As a result, about 171 t-CO2 

can be reduced annually.In addition, the company will consider installing photovoltaic power generation facilities in unused areas in Banda Aceh 

and Tebing Tinggi and aim to further reduce emissions.

Overview  of Study

GHG Emission Reduction

Prospects for DisseminationStudy Items

Introduction Technology Outline

※For publication

◆ Fuel conversion to natural gas ◆ Promotion of energy conservation 

and renewable energy

◆Realization of a compact city
• Recovery from the earthquake 

disaster

• Low-carbon city
• Resilience city

Technologies introduced : Diesel Dual Fuel system

Technologies introduced : Disaster-prevention 

photovoltaic power generation system

◆Issues of the other country
•Aggravation of urban problems due to 

an increase in manmade buildings

•Heavy disaster (earthquake)

Evaporator Condenser

Compressor

Gas engine

Cooling
Hot water 

supply

• Improvement of total energy efficiency

• Improvement of power supply stability 

(power failure prevention)

• Rapid disaster recovery

Engine

Existing equipmentDDF kit

CNG tank
CNG fuel

injector

• No large-scale construction ≒ Low cost

• Applicable to other than vehicles

• Low-carbon technologies using fuel 

conversion

• NOx emissions can also be reduced..

Fuel 

injection 

system

Fuel tank

No need to modify existing enginesMountable in about half a day

Installation of the system on 2018 public transportation 72 buses 

in Semarang City, Central Java

Cost comparison

Feasibility Study project  for the JCM （2019FY）
Country：Indonesia Category：Country：Indonesia Category：Renewable Energy(PV) / Other(Conversion to natural gas fuel)

Technologies introduced : Gas Heat Pump System

Power Grid

Buying

Selling

Battery

Solar Cells

Power conditioner

Consumers
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3.2.7 横河電機株式会社 

本事業では、省エネポテンシャルの高いインドネシア及びタイの二か国を対象として、以

下に示す 3 つの主題に基づいて、CO2 排出削減ポテンシャル及びその費用対効果に基づい

て事業化の可能性を明確にするとともに、関連政策や制度を活用した省エネ技術普及の可

能性を調査した。  

 

【ビジネスモデル 1： 個別プラント省エネ】の実現可能性調査 

インドネシアの 1 プラントの運転データに基づいて、最適化システム上で稼働する省エ

ネモデルを構築し、省エネシミュレーションを実施した。省エネモデルを用いた CO2 排出

削減見込み量は 12,000t-CO2/年、年間創出利益は 100 百万円、投資回収年は 1 年を得た。  

 

【ビジネスモデル 2： クラウド統合省エネ】の実現可能性調査 

上記 1 プラントにタイの 2 プラントを加えて、クラウド統合した場合の省エネ効果を調

査した。調査結果での全体 3 プラントの CO2 排出削減見込み量は 42,000t-CO2/年、年間創

出利益は 360 百万円、投資回収年は 1.8 年等の結果を得た。クラウド統合による、個別省エ

ネに対する費用対効果は，10 プラント統合以上で効果が見込まれる。  

 

【汎用的定量化インフラ： 汎用化方法論の開発】の実現可能性調査 

ビジネスモデル 1 及び 2 の事業実施を主目的として、汎用的に CO2 排出削減量を計測で

きる「汎用化方法論」を開発した。この汎用化方法論では、季節変動要因などを補正式で数

値化することで、これまでの方法論で求められていた 1 年以上の長期に亙るリファレンス

計測を不要とすることが可能となった。  

 

省エネ技術の普及を支援する政策や制度の調査では、省エネを管轄する政府機関及び大

学有識者との意見交換の場をもち、省エネルギーへの期待、Industry4.0 等の次世代技術への

期待、ファンドの活用方法など、対象国内の省エネへの前向きな取組状況を確認することが

できた。 

また、本事業後の普及促進に向けて、本事業事務局との連携で、インドネシアに於いてワ

ークショップを開催し、参加した政府関係者、横河グループの顧客、大学の有識者の間で横

河グループの技術・サービス概要の共有、関連政策や制度活用のポイントの共有などを行っ

た。 

本事業で得られた省エネポテンシャルは、エネルギーの安価な対象国でも投資に値する

ものであり、関連政策や制度との連携で、高い事業性があると思料する。 

  



 

 38 

  

 

 

 

相手国は，化石燃料の使用量が増加する中，省エネ法(インドネシア)やエネルギー推進法(タイ)で産業分野の省エネを推進しており，本調査では以下
のテーマによる相手国の課題解決を通して事業化に向けた実現可能性を明確にする。
・ 日本および先進国を中心に実績のある省エネコンピュータシステムを(1)相手国の複数の石油関連プラントを対象に，その約50%のエネルギーを

消費しているユーティリティー設備へ導入する場合(個別プラント省エネ)，及び(2)これらをクラウドコンピュータ上に機能統合・共通化し専門家
による集中的運用支援・ナレッジの自動化を行う場合(クラウド統合省エネ)の，省エネ効果，投資費用および課題の明確化

・ 事業毎に異なる手法で開発される低炭素化方法論を，最適化システムの性能評価で実績の多いコミッショニング時の性能評価手法で汎用化する場
合の適用性，課題及び汎用化方法論開発に向けた要件の明確化

・ 相手国に於ける制度整備・改善策の実現に向けたセミナー等での働きかけ及び実現性の高いものに対する実施計画書の策定

複数の石油精製プラント等の低炭素最適化：「クラウド統合省エネコンピュータシステムの導入」及び
「省エネ効果の汎用的定量化」に向けた実現可能性調査

提案企業：横河電機株式会社

調査項目

調査概要

普及見通し

① 対象１プラントの実運転シミュレーション解析と，他プラントへの解析結果
の水平展開による省エネ効果及び投資費用算出の信頼性向上の確認

② 省エネコンピュータシステムのクラウド統合・共通化可能な対象地域の明確
化，クラウド統合による省エネ効果確認及び事業化に向けた課題の明確化

③ 汎用化方法論の開発要件、適用分野、及び対象設備・装置の明確化
⓸ 相手国関係者への効果的な政策提言の検討

本調査対象の省エネコンピュータシステムは，既存プラントのプ
ロセス制御システム(DCS)の使用を前提としている。 このため，
普及に於いては，横河電機製DCSユーザの多いASEANを中心に
プロモーションを行うことで，効果的な普及拡大が可能となる。
また，相手国企業は，当該国に於いて影響力の大きなトップレベ
ル企業であり，これらによる関連業界への影響力も活用する。

石油関連産業は化石燃料の消費(CO2排出)が多く，当該相手国ではパリ協定下のNDCに於いても，化石燃料消費量の増加を見込んでいる。
オイルショック以降，生産設備の増改造を伴わず即効性のある投資費用対効果が高いことから日本で導入が進んだ省エネコンピュータシステムについ
て、クラウド統合により期待される更なる省エネ効果を確認する。 またGHG排出削減効果の定量化では，煩雑な方法論開発に伴う機会損失の低減と
短期間での経済的なクレジット取得を可能とすべく、プラント・設備・装置に依存しない汎用的定量化のための方法論開発を目指す。

※公開資料用

排出削減見込量

令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業
相手国：インドネシア及びタイを中心としたASEAN諸国 分野：省エネ(産業用最適化システム)

年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

年間導入件数 1 2 4 5 8 5 5 5 5

累計稼働件数 1 3 7 12 20 25 30 35 40

削減量見込み年間累計（t/年）

稼働件数より算出
10,000 30,000 70,000 120,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 1,730,000

ユーティリティープラントでの

普及

生産プロセスへの普及

導入年毎の2030年

までの排出削減見

込み（t）

導入技術概要

※公開資料用

ユーティリティ
ー設備 1

ユーティリティ
ー設備 2

ユーティリティ
ー設備 n

変数
他

プラント個別変数等
(プラント個別部分)

クラウド統合省エネ
コンピュータシステム （

共通部分）

常時監視改善指導

専門家：ハイレベルナレッジ

定周期で切り替え
て演算処理

クラウド

省エネコンピュータ
システム 1

専門家：ハイレベルナレッジ

ユーティリティ
ー設備 1

ユーティリティ
ー設備 2

ユーティリティ
ー設備 n

定期訪問監視
改善指導

専門家：ハイレベルナレッジ

専門家：ハイレベルナレッジ

定期訪問監視
改善指導

定期訪問監視
改善指導

(1)個別プラント省エネ (2)クラウド統合省エネ

変数
他

変数
他

専門家ナレッジ
の自動化

省エネコンピュータ
システム 2

省エネコンピュータ
システム n

プロセス設備の電力，高圧蒸気および低圧蒸気の使用量を
確保の下，ユーティリティー設備でのCO2排出最小・エネ
ルギーコスト低減となる買電量，ボイラー，タービンの運
転台数と運転負荷などを計算しDCSへ運転指示する

最新テクノロジーを駆使して個別プラント省エネからクラウド統合省エネへ

想定効果 個別プラント省エネ クラウド統合省エネ 専門家ナレッジ自動化

年間エネルギー削減による創出
利益 (百万円)
 (FOE価格 6000円/bblで換算)

85～350 > 85～350 >> 85～350

年間省エネ・CO2排出削減効果
(t-CO2)

5,000～20,000 > 5,000～20,000 >> 5,000～20,000

令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業
相手国：インドネシア及びタイを中心としたASEAN諸国 分野：省エネ(産業用最適化システム)
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With the increase of fossil fuel demand, the target countries are promoting energy optimization in industrial sectors through reinforcing relevant regulations (i.e. Energy 
Conservation decree in Indonesia and Energy Conservation Promotion Act in Thailand). This study focuses on the solutions for application to the aforementioned challenges 
to make clear the feasibility of commercialization :
• In the installation of “Energy Optimizing Computer System” with proven results mainly in Japan and developed countries: (1) Energy Optimization effectiveness, costs and 

challenges targeting oil related plants’ utility units which consume around 50% energy of the plant (Individual plant energy optimization) and (2)  Function integration and 
commonality of the cloud computer of all target plants and centralized operational support and knowledge automation by expert s  (Cloud integrated energy 
optimization) 

• Applicability, challenges and  requirements of general measurement method when it replaces the past low carbon methodologies and hires performance evaluation 
method at the commissioning of optimization projects.

• Promotion at dissemination seminar for the target countries’ policy making & improvement activities, and formulation of implementation plan for highly probable 
candidates.

① Simulation analysis of the target plant / applying the results of simulation analysis to other 
plants; confirming the increased reliability on the expected energy efficiency improvement and 
the investment amount estimate. 

② Cloud-integration of the existing energy optimization systems; clearly defining the target areas 
which can be integrated; confirming energy efficiency improvement due to cloud-integration; 
identification of outstanding issues for the feasibility of the business plan

③ Development of versatile methodology; identifying applicable fields, and targeted 
plants/equipment

⓸ Considering the effective policy proposal toward partner countries  

The Energy Optimizing Computer System targeted in this 
study assumes the use of process control system (DCS) of the 
existing plant. For this reason, effective dissemination can be 
expected in ASEAN countries where Yokogawa’s DCS are 
popularly used.
In addition, the targeted companies are top-level companies 
in the target country with a large influence towards the 
related industries for dissemination.

The oil-related industries consume large amount of fossil fuels (thus CO2 emission) and the target countries in this study also expect increase of fossil fuel consumption in their NDCs under Paris 
agreement. After the oil crisis, Energy Optimizing Computer Systems (IoT) have been widely utilized in the industry because of its immediate impact on cost effectiveness improvement without 
plant modification or large additional investment. The cloud-based integration of existing energy optimizing systems is expected to achieve further efficiency improvement in plant operation.  
In addition, the generalized methodology for measuring Energy Efficiency Improvement that does not depend on specific condition of  the plant/units/equipment developed under the study 
will assist  is expected to achieve its economic cost with less opportunity loss as it does not require complicated methodology development.

Overview  of Study

Prospects for Dissemination

※For publication

Low Carbon Optimization in Oil refineries : Feasibility Study for “Introduction of Cloud-Integrated Energy Optimizing  Computer System” and 
development of a “Versatile methodology for measuring Energy Efficiency Improvement”   Proponent : Yokogawa Electric Corporation

Feasibility Study Project  for the JCM （2019FY）
Country： Indonesia, Thailand & other ASEAN Category： Energy Efficiency (Industrial optimization system)

GHG Emission Reduction

Study Items

Year 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Annual introdcution 1 2 4 5 8 5 5 5 5

Cumulative number of

introduction
1 3 7 12 20 25 30 35 40

Estimated reduction amount

（t/Year), which is calculated
10,000 30,000 70,000 120,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 1,730,000

Disemminate to utility process

Disemminate to production

process

Total amount of

CO2 emission

reduction amount

by 2030 （t）

Outline of the Technology

※For publication

Utility Unit 1

Utility Unit 2

Utility Unit n

Para-
meters

Plant specific 
parameters etc.

(Individual plant)

Cloud integrated 
Energy Optimization 

Computer System 

(Common Use)

Cyclic switch 
over

Cloud

Energy Optimization 
Computer System 1

Expert: High level knowledge

Utility Unit 1

Utility Unit 2

Utility Unit n

Periodic visit & 
Improvement advice

(1) Individual Plant Energy Optimization (2) Cloud-Integrated Energy Optimization

Para-
meters

Para-
meters

Automated 
Expert 

knowledge

Energy Optimization 
Computer System 2

Energy Optimization 
Computer System n

To keep necessary utility amount  (EP, HPS, LPS) at process

unit, the optimum amount of EEP, number of operating 

boilers, turbines and the load to minimize CO2 emissions and 

reduce the cost are calculated, and then instruct to DCS

Expert: High level knowledge
Expert: High level knowledge

Periodic visit & 
Improvement advice

Expert: High level knowledge

Periodic visit & 
Improvement advice

24 hours monitoring & 
Improvement advice

To realize the Integrated energy saving system powered by latest technologies
From Individual energy optimization to cloud integrated energy optimization

Expected effect
Individual plane energy

optimization

Cloud integrated

energy optimization

Automated expert

knowledge

Annual profit by energy saving (M-

USD)

 (FOE 50 USD/bbl)

0.8 - 3.3 > 0.8 - 3.3 >> 0.8 - 3.3

Annual CO2 emission reduction (t-

CO2)
5,000～20,000 > 5,000～20,000 >> 5,000～20,000

Feasibility Study Project  for the JCM （2019FY）
Country： Indonesia, Thailand & other ASEAN Category： Energy Efficiency (Industrial optimization system)
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3.3 温室効果ガス排出削減量に係る定量化手法の検討まとめ 

(1) 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

同社のプロジェクトは基本的には系統連系地域における再エネプロジェクトであり、リ

ファレンス排出量を系統またはオフグリッドといった再エネ・マイクログリッドが供給す

る先の電源として捉える限りにおいて、排出削減量算定方法論上には大きな問題はない。同

様のことは（4）、（5）で述べるプロジェクトにも言える。 

ただし、太陽光発電の洗浄設備、EMS、蓄電設備等再エネ・マイクログリッドにおける特

徴的な技術のみを抽出してプロジェクトとみなし、それらが存在しない再エネプロジェク

トと対比する場合は算定手法の構築に関しては困難が生じる。 

(2) Global Mobility Service 株式会社 

同社が想定する JCM プロジェクト（4 ストローク車→EV）に関する方法論は燃費法を用

いており、これまでの JCM 方法論及び CDM 方法論と軌を一にするものである。 

国際貢献の定量化としてのプロジェクト（2 ストローク車→4 ストローク車）については、

エンジン回転数と CO2 原単位の相関を用いたリファレンス排出量、プロジェクト排出量の

算出方法を用いている。これは非常にユニークなアプローチであり、GMS 社のビジネスモ

デルに即したモニタリング技術を活用したものであるが、下記の点でさらなる検討が必要

である。 

▪ エンジン回転数と CO2 原単位には関係があるが、単純ではなく、車両のモデル、メン

テナンスの状況に依存することが想定される。 

▪ CO2 濃度計測に伴う誤差は、カタログスペックや燃料消費量データと比べて誤差が大

きい可能性がある。 

 

このため、リファレンス排出量は「プロジェクト導入車両の走行距離または人キロ・トン

キロ」×「原単位」とし、原単位はベースとなる車両（~在来車両）について下記のいずれか

を選択（優先度順）とすることも考えられよう。 

▪ 過去の燃料消費量、輸送距離・輸送量データに基づく 

▪ プロジェクト実施後に在来車両で一定期間の「キャンペーン」を行う（キャンペーン期

間の選定が課題となる） 

▪ プロジェクト実施後に対照群と比較する（対照群と走行パターン、在来車両が同等であ

る必要がある） 

▪ カタログスペック（燃費法のみと想定） 

(3) ダイキン工業株式会社 

本方法論は省エネ冷凍・空調システムに関するものであり、既存の JCM方法論VN_AM006

を参考とした。 

インバータ式エアコン導入を対象に、JCM 方法論を適用する際には、機器の効率として、

インバータ式エアコンの性能評価を適切に表すことが可能な SEER (Seasonal Energy 

Efficiency Ratio)を用いることが妥当であるとしている。現状、サウジアラビアにおいては、
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エアコンの性能評価の指標として EER((Btu/h)/W)が用いられており、SEER の導入には至っ

ていないため、従来機器の SEER がカタログに記載されていないケースが想定され、従来機

器の SEER の把握が課題となる点を指摘している。 

(4) 株式会社チャレナジー 

（1）、（5）で紹介したプロジェクト同様、本プロジェクトも再エネプロジェクトであり

プロジェクトの算定方法に関してはこれまで JCM や CDMで確立した手法が適用されよう。

ただし EMS 部分を抽出する場合は算定が困難となる。 

課題としては貢献度に関するものであり、本プロジェクトの性質に鑑み競合企業の可能

性が排除されないため、この点について検討が望ましい。 

(5) パシフィックコンサルタンツ株式会社 

（1）、（4）で述べるプロジェクト同様、再エネプロジェクトとして考えるため、方法論

上の大きな課題はない。 

貢献度算定にあたり、PV＋EMS という本プロジェクトの特質に鑑み離島地域を想定して

いる。ここで、離島地域のような電力需要が小さい地域こそ導入する再エネに対して蓄電や

EMS が求められる（即ち単純な PV のみの導入が難しいのではないかと考えられる）また、

EMS 及び蓄電の併設により、途上国の多くで電力需要がピークを迎える夕方～夜間に再エ

ネを効果的かつ安定的に提供することが可能となる。 

(6) 北酸株式会社 

本プロジェクトは車両のガス化（CNG バス）及び PV の導入を併せた複合的なプロジェ

クトである。ガス利用増大に伴う、採掘時等の CO2 排出量の増加が懸念されるが、同様の

懸念は在来燃料の石油にも採掘時のエネルギー消費、オフガス、石油精製時のエネルギー消

費という形で存在し、上流部門の排出量は石油とガスでは大きく変わらない（液化しない場

合むしろガスの方が小さい可能性がある）ことが考えられる。CDM ではこのような上流部

門の排出量についてデフォルト原単位を用いたツールが策定されており、この点を用いて

方法論の簡略化に成功した。 

(7) 横河電機株式会社 

本方法論は JCM 方法論 ID_AM006 で想定した APC を導入するプロジェクトを対象とし

ており、対象施設は製油所、化学プラント等が想定される。適格性要件にはプロジェクト開

始前に DCS が導入されていることが記載されており、この点も ID_AM006 と同一である。

ID_AM006 に比べて簡潔な性能検証（コミッショニング）を用いていることを特徴として記

載しているが、過去のデータからリファレンス排出量が算定できる場合は、コミッショニン

グは求められず、またコミッショニングと同様の「キャンペーン」を用いることを選択肢と

して記載している点で本質的には変わらない。 

APC に基づく排出削減率は 2%程度と想定されるため、過度に原単位を保守的にしないこ

とが排出削減量の推計のために重要である。このため本方法論ではコミッショニングによ
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り算定したリファレンス原単位について、最大の変動要因である温度で補正している

（ID_AM006 では温度変化要因を排除するため 3 年間のデータを求めている）。 

今一つの特徴として経年劣化要因を排除していることが挙げられるが、この手法により、

プロジェクト実施後のパフォーマンスが悪いほど排出削減量が大きく算定される可能性が

生じる。これを排除するため、削減量の算出にあたり、APC の正常稼働時のデータのみを

勘案することとした。具体的には、「最適化システムの運転指示」（システムログとして記

録）と「DCS の操作の値および/または状態」（システムログとして記録）が一致している

時間を排出削減算定対象とし、これ以外の時間は、算定対象から除外することとしている。 

(8) 総括及び課題 

1) 個別プロジェクトの方法論 

本調査において検討した方法論を横断的にみて、既存の JCM 及び CDM 方法論及びその

考え方を大きく変えることなく多くのプロジェクトについて排出削減量の算定が可能とな

ることが分かった。ただし、再エネシステム全体ではなく EMS や蓄電といった個別の要素

のみを抽出すると難度が上がり、これについては今後の課題となろう。 

なお、排出削減量の算定に当たり最大の課題と考えられる事項として、何年間排出削減量

を計上してよいか、というものがある。これはクレジットが生成する期間を明記していない

JCM という制度全体に係る課題であるが、今後検討すべき事項である。具体的には下記の

通り。 

▪ リファレンスが別の新規プロジェクトと考えられる場合（例：低効率設備の導入に代

わり高効率設備を導入）：リファレンスは新規に導入されたプロジェクト設備と考え

られ、設備の耐用年数に大きな差がない場合、排出削減量を計上する期間はプロジェ

クト設備の耐用年数と同一と考えるのが妥当である（即ち排出削減量の計上期間につ

いて特段の考慮は不要）。 

▪ レトロフィットの場合（例：排熱回収設備の導入）及び稼働している在来設備の代替

の場合：リファレンスとなる在来設備の耐用年数はプロジェクトで導入した設備の耐

用年数と比べて短いと考えるのが自然である。従って排出削減量を計上する期間はプ

ロジェクト設備の耐用年数より短いはずであり、同一と考えると排出削減量を過大評

価している可能性がある。 

▪ バックグラウンドに対する導入の場合（例：公共交通の導入、系統連系再エネプロジ

ェクト）：リファレンスとなる「バックグラウンド」である交通や系統は時とともに

変化する。どのように変化するかは導入対象や地域によりさまざまであるが、昨今の

低炭素化の要請により、交通手段や系統は低排出型に移行すると思われる。従って過

去の原単位を将来にまで敷衍すると、排出削減量を過大評価することになる可能性が

ある。 

 

また、似たような問題としてプロジェクトの適格性が挙げられる。例えば太陽光発電の価

格は近年大幅に下落し、系統より安価となるグリッドパリティを実現した地域も出ている

が、このような地域では太陽光発電の導入はむしろ自然と考えられ、新たな排出削減プロジ

ェクトと見なされない可能性がある。これは CDM における追加性の概念と近い。 
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ここで、太陽光発電の実施がいわゆる business-as-usual となったとしても、系統に化石燃

料が存在する場合、太陽光発電を連系することにより排出削減がもたらされうる。その意味

で適格性はリファレンス（ベースライン）と表裏一体であるが、同一ではない。 

2) 貢献量の把握 

本調査では対象となるプロジェクトの貢献量について把握することとした。ここで貢献

量とは JCM 等の対象となる個別プロジェクトの実施により同種事業が同一の事業者により

拡大する可能性として捉えた。ここで主な制約要因を 3 つ設定している。 

表 3-2 主な制約要件 

要因 概要 

時間的制約 ▪ 対象としたプロジェクトが温室効果ガス排出削減プロジェクトとし

て見なされる期間は有限であるという認識に立脚する。前述のクレ

ジット期間の議論に近い。 

地理的制約 ▪ 対象としたプロジェクトが温室効果ガス排出削減プロジェクトとし

て成立する地域は有限であるという認識に立脚する。例えば EMS＋

再エネのマイクログリッドの導入はオフグリッド地域に限定される

と考えるのが妥当である。また電気バスの浸透が想定される地域で

は CNG バスの浸透には限界がある。 

競合の存在 ▪ 対象としたプロジェクトと同種のプロジェクト、あるいは背反する

プロジェクトの導入を意図する同業他社の存在が考えられる。 

 

本調査ではこれらについてプロジェクト事業者に対して規定するよう求め、議論を重ね

た。ただ上記の 3 つの制約条件はプロジェクトの性質、導入を促進あるいは阻害する制度の

状況や個別事業者の野心によって異なっている。この点については、まずは異なっているこ

とを認識しつつ、なぜそのように考え方、という前提について記載することを優先している。 
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4. 人材育成事業支援 

4.1 第 1 回 CEFIA 開催 

4.1.1 第 1 回 CEFIA 官民フォーラム開催に向けた事前調整 

(1) タイでの関係者との会合 

2019 年 9 月 3 日にタイ・バンコクで開かれた ASEAN Energy Business Forum（AEBF）に

て新しい官民イニシアティブである CEFIA のコンセプトや今後の取り組み内容について発

表するため、地球環境連携室の室長の出張に事務局として同行した。また同日開催された

ASEAN+3 高級事務レベル会合（SOME+3）にも参加し、CEFIA のロゴについて紹介を行っ

た。別イベントとして世界銀行で開かれたアジア太平洋クライメートウィーク（Asia Pacific 

Climate Week）の「Carbon Pricing and Markets in the Asia Pacific "Session 5: Carbon Pricing and 

Energy Transition"」において室長がパネリストとして登壇し、CEFIA の概要について紹介を

行った。 

2019 年 9 月 4 日に開催された第 16 回 ASEAN+3 エネルギー大臣会合（AMEM+3）には経

済産業省副大臣が出席し、本大臣会合において、日本が提案する新イニシアティブ、CEFIA

の立上げと、同年 11 月末に第 1 回 CEFIA 官民フォーラムを、フィリピン・マニラで開催す

ることに合意した。また、以下の機関と面談し、CEFIA についての意見交換を行った。 

・フィリピンエネルギー省（Department of Energy: DOE） 

・ASEAN エネルギービジネスフォーラム 2019（Asia Energy Business Form: AEBF） 

・ASEAN+3 エネルギー高級事務レベル会合（ASEAN+3 SOME） 

・タイ代替エネルギー開発・省エネ局 

 （Department of Alternative Energy Development and Efficiency: DEDE） 

・世界銀行 (World Bank) 

・アジア太平洋クライメートウィーク（Asia Pacific Climate Week） 

・日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所 

・天然資源・環境政策企画事務局 

（Office of Natural Resource and Environmental Policy Planning: ONEP） 

・国際エネルギー機関（International Energy Agency: IEA） 

・タイ温室効果ガス管理機構（Thailand Greenhouse Gas Management Organization: TGO） 

(2) フィリピンでの関係者との会合 

2019 年 9 月 4 日に開催された第 16 回 ASEAN+3 エネルギー大臣会合（AMEM+3）におい

て、本年 11 月末にフィリピン・マニラで第 1 回 CEFIA 官民フォーラムを開催することに合

意したことを受けて、10 月 15～18 日に開催ホスト国であるフィリピンのマニラを訪問し、

フォーラム開催の事前打ち合わせや、関係機関との意見交換等を行った。訪問先は以下の通

りである。 

・日本貿易振興機構（JETRO）マニラ事務所 

・フィリピンエネルギー省（Department of Energy: DOE） 
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・アジア開発銀行（Asian Development Bank: ADB） 

・クリーン・エア・アジア（Clean Air Asia: CAA） 

・国家再生可能エネルギー局 (National Renewable Energy Board: NREB) 

・フィリピン電気自動車協会 (Electric Vehicles Association of the Philippines: EVA) 

・アジア太平洋開発金融機関協会  

(Association of Developing Financial Institution in Asia and the Pacific: ADFIAP) 

・JICA フィリピン事務所 

・フィリピン商工会議所 (Philippine Chamber of Commerce and Industry) 

(3) フィリピンへの本会合時の出張 

第１回 CEFIA 官民フォーラム開催日の前後日程で、フィリピンにおける主要なカウンタ

ーパート候補との意見交換を実施した。フィリピン・エネルギー省（DOE: Department of 

Energy）、貿易産業省（DTI: Department of Trade and Industry）の他、マニラに拠点を置くフ

ァイナンス機関として、アジア開発銀行（ADB: Energy Division, Southeast Asia Department)、

フィリピン土地銀行（Land Bank）、BDO Bank 等を訪問し、CEFIA におけるフラッグシッ

ププロジェクトに対するファイナンスの可能性について意見交換を実施した。また、フィリ

ピン・太陽光蓄電協会（PSSEA: Philippine Solar and Storage Energy Alliance）、フィリピン・

気候変動委員会（CCC: Climate Change Commission）を訪問し、今後の新たなフラッグシッ

ププロジェクトの発掘に向けた意見交換を行った。 

4.1.2 第 1 回 CEFIA 官民フォーラム本会合 

1) 目的・日時 

2019 年 9 月、ASEAN＋３エネルギー大臣の下で、ASEAN 全体でエネルギー転換と低炭

素社会を実現するための官民イニシアティブ「CEFIA: Cleaner Energy Future Initiative for 

ASEAN」が創設された。同年 11 月、フィリピン・マニラで、同国エネルギー省及び ASEAN 

Center for Energy（ACE）の協力により、「第１回 CEFIA 官民フォーラム」を開催した。オ

ープニングは ASEAN+3 新再生可能・省エネルギーフォーラムとの合同オープニングセッシ

ョンとして開催された。 

 

開催概要 

新再生可能・省エネルギーフォーラム・CEFIA 合同オープニングセレモニー 

⚫ 日時：2019 年 11 月 27 日（水）9：00-10：00 

⚫ 場所：Makati Diamond Residence Manila 

第１回 CEFIA 官民フォーラム 

⚫ 日時：2019 年 11 月 27 日（水）10：30-17：45 

⚫ 場所：Makati Diamond Residence Manila 
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2) 主な参加者 

第 1 回 CEFIA 官民フォーラムには、ASEAN 各国の政府関係者や民間企業、関連する組

織・団体、国際機関等から 175 名が参加した。 

 

3) アジェンダ 

27 November 2019 Wednesday: 

Joint Opening Plenary of NRE and EE&C Forum CEFIA Forum 

(9:00-10:00) 

MC by DOE, Philippines 

Time Activity Remarks 

8:00 – 8:50 Registration By Participants 

8:50 – 9:00 Security Briefing Makati Diamond Residences 

9:00 – 9:20 

Opening remarks  

(10 minutes each) 

 

 

 Secretary, Department of Energy, The 

Philippines  

 Parliamentary Vice-Minister of Economy, 

Trade and Industry, Ministry of Economy, 

Trade and Industry, Japan 

9:20 – 9:40 

Messages from ACE and 

Dialogue Partners 

(10 minutes each) 

 Manager of APAEC, ASEAN Centre for 

Energy 

 Ministry of Trade, Industry and Energy 

(MOTIE), Korea  

9:40 – 9:50 
Keynote speech 

(10 minutes) 

 Chief of Energy Sector Group, Asian 

Development Bank  

9:50 – 10:20 Group Photo and Coffee Break 

 

Day 1: 27 November 2019, Wednesday 

Government-Private Forum on Cleaner Energy Future Initiative for ASEAN (CEFIA) 

(10:20-17:00) 

Session I: CEFIA and Future Potential 

Moderator: Mitsubishi Research Institute, Inc 

 

⚫ This session will address the main objectives and activities of CEFIA. 

⚫ The speakers will highlight potential areas of cooperation under CEFIA to accelerate 

development and deployment of cleaner energy technologies in ASEAN region. 

 

Time Activity Remarks 

10:20 – 10:25 Short Statement  
 Researcher, Mitsubishi Research Institute, 

Inc. 

10:25 – 10:40 
Key Concept and Main 

Activities of CEFIA 

 Deputy Director, Global Environment 

Partnership Office, Ministry of Economy 

Trade and Industry, Japan 

10:40 – 10:55 Expectation for CEFIA 
 Manager of APAEC, ASEAN Centre for 

Energy 
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10:55 – 11:35 

CEFIA and Future 

Potential: 

Private Sector Perspectives 

(10 minutes each) 

 Director for Renewable Energy Global 

Project Team, Korea Energy Agency 

 Managing Director and Project 

Development Manager of PowerChina 

Philippines Co. 

 Developers of Renewable Energy for 

AdvanceMent, Inc. (DREAM), 

 Indonesia Renewable Energy Society  

11:35 – 11:55  

CEFIA and Future 

Potential: 

International organisation 

perspectives. 

(10 minutes each) 

 

 Head of Division, Asia-Pacific and 

Partnerships Office of Global Energy 

Relations, International Energy Agency 

(IEA) 

11:55 – 12:15 

Discussion of CEFIA 

Mission Statement (for 

endorsement by SOME+3 

EPGG and AMEM+3) 

 To be led by Manager of APAEC, ASEAN 

Centre for Energy 

 

12:15 – 12:30 Q&A and Discussion 

 Moderator: Deputy Director, Global 

Environment Partnership Office, Ministry of 

Economy Trade and Industry, Japan 

12:30 – 14:00 Group Photo and Lunch Break 

 

Session II: Introduction of Flagship Projects Ideas 

Moderator: Manager of APAEC, ASEAN Centre for Energy 

 

⚫ This session will introduce cleaner energy technologies and solutions with potential to become 

“CEFIA Flagship Projects”. 

 

Time Activity Remarks 

14:00 – 14:10 

Facilitating Transitions 

towards Zero Energy 

Building (ZEB) for 

Decarbonizing ASEAN 

 Director of Technical Development and 

Facilitation, Sustainable Energy 

Development Authority Malaysia 

 General Manager, Japanese Business 

Alliance for Smart Energy Worldwide  

14:10 – 14:20 

Optimization Control 

"RENKEI" for High-

Performance Plant/Factory 

Operation 

 Faculty of Industrial Technology, Bandung 

Institute of Technology, Indonesia 

14:20 – 14:30 

Renewable Energy Hybrid 

Micro-Grid Solution with 

Typhoon-Proof Wind 

Turbine 

 Director, Challenergy Philippines, Inc. 

14:30 – 14:40 

Providing solutions to air 

pollution and poverty 

through the Creation of 

 Administration Department Head, Global 

Mobility Service Philippines, Inc.  
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Economic Rationality 

14:40 – 14:50 
Introduction of APAEC 

Phase 2: 2021-2025 

 Manager of APAEC, ASEAN Centre for 

Energy 

14:50 – 15:00 

Creating corporate value to 

promote climate actions 

and ESG in Asia 

 Deputy Director-General for Industrial 

Science, Technology, and Environmental 

Policy, Ministry of Economy Trade and 

Industry, Japan 

15:00 – 15:20 Q&A and Discussion 
 To be moderated by Manager of APAEC, 

ASEAN Centre for Energy 

15:20 – 15:40 Group Photo and Coffee Break 

 

Session III: Panel Discussion on Branding, Driving and Financing 

Moderator: Deputy Director, Global Environment Partnership Office, Ministry of Economy, 

Trade and Industry, Japan 

 

⚫ This session will address the major elements to promote energy transitions, low-carbonisation 

and economic growth. 

⚫ The panelists will highlight the role of the private sector in introducing and expanding cleaner 

energy. 

⚫ Discuss the importance of policy support (systems, regulations, subsidies, financial support, etc.) 

for promoting business development, and the significance of analysis and policy 

recommendations by specialised and neutral organisations such as international organisations. 

⚫ Organise as one of the outcomes of the Forum, how to improve the environment (that is, promote 

business activities) for promoting energy transition in ASEAN region and on a global scale in 

practical means 

 

Time Activity Remarks 

15:40 – 16:40 

Panellists: 

 Association of Development Financing 

Institutions in Asia and the Pacific 

(ADFIAP) 

 Asian Development Bank (ADB)  

 Land Bank of the Philippines   

 ASEAN Centre for Energy  

 

Key questions:   

 What are the benefits of packaging that 

combines low carbon technology with 

policy framework development? 

 How can we achieve collaboration 

between low carbonisation and 

industrial growth in the ASEAN region 

with new market creation and business-

led development for low carbonization? 

 What is the role of government and 

private sector for introducing and 

expanding cleaner energy technologies 

 Legal Advisor, Sustainable 

Finance and Green 

Development, Association of 

Development Financing 

Institutions in Asia and the 

Pacific 

 Senior Energy Specialist, 

Energy Division, Southeast 

Asia Department, Asian 

Development Bank 

 Department Manager, Land 

Bank of the Philippines   

 Manager of AGEP, ASEAN 

Centre for Energy 

 

 Moderator: Deputy Director, 

Global Environment 

Partnership Office, Ministry 

of Economy Trade and 

Industry, Japan 
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in the ASEAN region? 

 How can horizontal expansion of good 

practices be achieved? 

 How can clean energy finance and 

investment be mobilised? 

 How can SDGs/ ESG information and 

analysis be incorporated to investment 

process?  

 

Moderator to conclude the 

lessons learnt 

 Group Photo and Coffee Break 

 

Session IV: Wrap-up and Closing 

Time Activity Remarks 

16:40-17:00 Wrap-up  
 Manager of APAEC, ASEAN Centre for 

Energy 

17:00 – 17:10 Closing Remarks 

 Senior Undersecretary and SOE Leader, 

DOE-Philippines  

 Deputy Director-General for Industrial 

Science, Technology, and Environmental 

Policy, Ministry of Economy Trade and 

Industry, Japan 

19:00– 23:00 
Welcome Reception 

(inside the Hotel) 
DOE, Philippines 

4) 当日の議論 

 各セッション別での議事概要は以下の通り。 

a. オープニング 

⚫ 2019 年 11 月 27 日（水）、フィリピンのマニラにて、ASEAN＋3 新再生可能・省エ

ネルギーフォーラム及び第１回 CEFIA 官民フォーラム合同のハイレベルセッション

を開催。ホスト国であるフィリピンのエネルギー大臣、日本の経産大臣政務官が開会

挨拶を述べられ、CEFIA の事務局を担う ASEAN Center for Energy や韓国貿易産業エ

ネルギー省、アジア開発銀行から CEFIA 歓迎の挨拶があった。 

⚫ 本ハイレベルセッションにおいては、第１回 CEFIA 官民フォーラムのオープニング

として、ASEAN 地域のエネルギー転換と低炭素化社会の実現をビジネス主導で目指

すことを目的として、政策協調や国際協力に向け各国の官民関係者が連携していく

ことの重要性が表明された。 

b. セッション I 

⚫ セッション I では、CEFIA のキーコンセプトと今後の協力について地球環境連携室

からプレゼン。ビジネス主導によるエネルギー転換と低炭素社会の実現のためには、

低炭素技術・制度・ファイナンスの 3 要素が重要であり、これらを一体としてビジネ

ス環境整備を進めていくことが大切であることを発表した。 
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⚫ また、IEA から、世界やアジアのエネルギー動向から再エネ・省エネの伸び幅や CEFIA

との連携、ACE から ASEAN のエネルギー動向や CEFIA に対する期待、韓国・中国・

フィリピン・インドネシアの民間セクターから各国のエネルギーに関する市場動向

や、CEFIA の今後の活動への期待が共有された。 

⚫ Q&A セッションでは各登壇者がフロアからの質問に答え、活発な議論が行われた。 

c. セッション II 

⚫ セッション II では、CEFIA の具体的プロジェクトとなるフラッグシッププロジェク

トの提案がプレゼンされた。 

⚫ ZEB は、これまで ASEAN で推進してきた ZEB の活動を紹介するとともに、マレー

シアの持続可能エネルギー開発庁から今後の CEFIA における協力可能性を発表。ま

た、IoT 連携制御を“RENKEI”として新たに定義づけるべく、早稲田大学やインド

ネシアバンドン工科大学、ハノイ工科大とともにフラッグシップの今後の活動可能

性を紹介した。 

⚫ 日本企業 2 社（チャレナジー、Global Mobility Service）の現地支社より、フィリピン

で実施中の FS 調査及びプロジェクトについて発表し、現地金融機関からも大きな関

心を得た。 

⚫ 経済産業省産業技術環境政策統括調整官からは、ESG 投資拡大やグリーンファイナ

ンス獲得のための手法として TCFD について発表した。 

d. セッション III 

⚫ セッション III では、CEFIA が加速していくための企業価値やファイナンスの向上を

議論すべく、ADB、 アジア太平洋開発金融機関協会、ACE 等の参加によるパネルデ

ィスカッションを実施。CEFIA の重要３要素である技術・制度・ファイナンスの観点

から、ASEAN 各国において低炭素技術の普及が加速するためのポイントや、ファイ

ナンスの動員に向けた同プラットフォームの活用について議論された。 

e. セッション IV 

⚫ セッション IV では、ACE からハイレベルセッション及び第１回 CEFIA 官民フォー

ラムで実施した内容及び意見交換の内容をまとめ、第二回開催に向け、事務局として

調整していく旨が表明された。 

⚫ フィリピンエネルギー省次官及び経済産業省産業技術環境政策統括調整官より、閉

会の挨拶を行い、繰り返し、官民連携が重要であることと、今後の CEFIA 発展への

期待、第二回開催に向けた更なる連携・協力について表明された。 

4.1.3 第 2 回 CEFIA 官民フォーラム開催に向けた調整 

(1) 第２回に向けたシンガポール・フィリピンにおける関係者との意見交換 

第 2 回 CEFIA 官民フォーラム開催及びフラッグシッププロジェクトに係るニーズ検証の
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ためにシンガポール及びフィリピンへの現地調査を実施した。シンガポールでは、スマート

シティ関連として Singapore of Institute Technology (SIT) や Centre for Liveable Cities (CLC) を

訪問、また、ZEB 関連取組として SGBC 及び BCA との意見交換を実施した。また、フィリ

ピンでは第 1 回 CEFIA 官民フォーラムにも登壇した ADB や ADFIAP と第 2 回に向けた具

体的な協力領域に係る議論を実施した。シンガポール及びフィリピンで会合を行った関係

者は以下の通りである。 

・Singapore of Institute Technology（SIT） 

・Centre for Liveable Cities（CLC） 

・GREENWAY GRID GLOBAL PTE. LTD.（GGG） 

・Singapore Green Building Council（SGBC）, Building and Construction Authority（BCA） 

・Asian Development Bank（ADB: Energy Division, Southeast Asia Department) 

・Asian Development Bank（ADB: Sustainable Development and Climate Change Department) 

・Association of Development Finance in Asia-Pacific（ADFIAP） 

・The Land Bank 

(2) 第２回に向けたインドネシアへの出張 

経済産業省地球環境対策室長の出張に随行するかたちで、エネルギー鉱物資源省及びイ

ンドネシアに所在する国際機関（ACE, ERIA）へ訪問した。第 1 回 CEFIA 官民フォーラム

の開催を受けて、その後の振り返りやフォローアップ、及び CEFIA への期待についての意

見交換を実施し、第 2 回開催に向けた準備の検討材料とすることを目的として、ACE、MEMR

（Ministry of Energy and Mineral Resources）、DGR（Directorate General of Electricity）、RIA

（Economic Research Institute for ASEAN and East Asia）の関係者と意見交換を行った。 

(3) CEFIA に類似するイニシアティブ（SHIFT-SEA）の概要調査 

ASEAN 各国政府や関連組織への CEFIA コンセプトや活動を説明していくに当たり、類

似する国際イニシアティブの動向を踏まえて、差別化領域や協調領域を特定していくこと

が重要である。特に、関連するカウンターパートの関心を集め、コミットを強く持ってもら

うために、CEFIA の位置づけの明確化が求められる。今年度はその取組の一つとして、

ASEAN 政府側に認識されていた「SHIFT-SEA（Shifting Financial Flows to Invest in Low-carbon 

Development in Southeast Asia）」についての取組概要を以下の通り整理した。 

 

SHIFT-SEA は、東南アジアの官民両部門に対するグリーンファイナンスの支援や財政フ

ローの転換に関するガイダンスを提供するプロジェクトである2。プロジェクト期間は 2018

年 5 月から 2019 年 10 月で多様なステークホルダーとの関係構築を実施した3。目的、参加

者、活動概要、今後の活動や方向性は以下の通り。 

 
2 MOIT/GIZ Energy Support Programme, “SHIFT SEA project activities in the Asia Pacific Climate Week in 

Bangkok,” http://gizenergy.org.vn/en/article/shift-sea-project-activities-asia-pacific-climate-week-bangkok （2020

年 3 月 17 日閲覧） 

3 Sustainable Energy for All, “Shifting Financial Flows in Southeast Asia,” 

https://www.seforall.org/interventions/shifting-financial-flows （2020 年 3 月 17 日閲覧） 
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1) 目的 

SHIFT-SEA プロジェクトの目的は 3 点挙げられる4。 

- インドネシア、フィリピン、ベトナムの低炭素エコノミーへの転換と、複数のステー

クホルダーによるパートナーシップの創出（Transition to Low Carbon Development 

Economy in Indonesia, Philippines and Vietnam – The Role of Multi-stakeholder Partnerships 

- 市民社会から首脳へのアジア太平洋地域における石炭利用の廃止の呼び掛け（Civil 

Society Calls on Leaders to End Coal in Asia Pacific） 

- 再生可能エネルギーへの投資の加速と資金フロー転換による、石炭利用の回避と南ア

ジアや東南アジアにおける機運の向上（Raising Mitigation Ambition in South Asia and 

Southeast Asia through Accelerating Investment in Renewable Energy and Shifting Financial 

Flows away from Coal） 

2) 参加者 

SHIFT-SEA プロジェクトは、ドイツ連邦環境・自然保護・原子力安全省（Federal Ministry 

for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety）の基金である国際気候イニシアチ

ブ（IKI: International Climate Initiative）によって資金提供されたプロジェクトであり、2018

年 5 月から 2019 年 10 月の間で、2,236,996 ユーロの資金提供がなされた5。 

主導機関はエネルギー・気候の国際的な専門家である SE4All（Sustainable Energy for All）、

CAN（Climate Action Network）、E3G（Third Generation Environmentalism）、M2020（Mission 

2020）の 4 機関によるコンソーシアムである。さらに、参加機関として 3 か国それぞれの現

地専門家であるインドネシアの YMH（Yayasan Mitra Hijau)、フィリピンの ICSC（Institute 

for Climate and Sustainable Cities)、ベトナムの GreenID（Green Innovation and Development）

がプロジェクトを支えている6。 

3) 活動概要 

SHIFT-SEA プロジェクトの活動内容としては 6 点挙げられる7。 

1. インドネシアの低排出ネットワークである JIRE（Jejaring Indonesia Rendah Emisi）、

ベトナムの気候変動対策連合である VCCA（Vietnam Coalition for Climate Action）、フ

ィリピンの気候変動に関するネットワークである AKP（Aksyon Klima Pilipinas）の創

設や複数ステークホルダーの融合の強化 

 
4 MOIT/GIZ Energy Support Programme, “SHIFT SEA project activities in the Asia Pacific Climate Week in 

Bangkok,” http://gizenergy.org.vn/en/article/shift-sea-project-activities-asia-pacific-climate-week-bangkok （2020

年 3 月 17 日閲覧） 

5 International Climate Initiative, “Global influencers initiative on shifting financial flows,” 

https://www.international-climate-initiative.com/en/nc/details/project/global-influencers-initiative-on-shifting-

financial-flows-18_I_348-2979/?cookieName=search_results&source=single （2020 年 3 月 17 日閲覧） 

6 E3G, “Shifting Financial Flows to Invest in Low-Carbon Development in Southeast Asia,” 

https://www.e3g.org/library/shift-SEA-financial-flows-investing-low-carbon-development-southeast-asia （2020 年

3 月 17 日閲覧） 

7 Sustainable Energy for All, “Shifting Financial Flows in Southeast Asia,” 

https://www.seforall.org/interventions/shifting-financial-flows （2020 年 3 月 17 日閲覧） 
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2. ベトナムやフィリピンの Million Green Homes initiative などに代表される、屋上設置型

太陽光発電とグリーンな解決策の草の根プログラムの後押し 

3. インドネシア政府に対する省エネ政策の提案や、インドネシアエネルギー鉱物資源省

（MEMR）による省エネロードマップ作成への貢献 

4. アセスメントや財務フローの現状に関する報告書の発表による、官民両部門への財務

システムの支援 

5. 東南アジアにおける低炭素化の可能性についてデータやエビデンスに基づいたスポ

ットライトを当てることを目的とした、積極的なメディア関与とイベントへの参加、

また代表者によるハイレベルな外交活動 

6. 低炭素化への転換に向けて、インドネシア、ベトナム、フィリピンにおいて優先的に

行うべきアクション領域の特定 

特に JIRE は、インドネシアの GHG 排出量を 2030 年までに 29%以上削減する国家目標を

達成するための施策の一つとして 2019 年 2 月 19 日に立ち上げられており、SHIFT-SEA に

支援されている Green Partner Foundation（YMH: Yayasan Mitra Hijau）がコーディネートして

いる8。JIRE の目的としては、国・民間のパートナーシップ強化、国や地方自治体の低炭素

開発に関する政策導入・レビューの支援、低排出技術や優良事例に関する情報提供、低炭素

ファイナンシャル資源へのアクセス改善、低炭素開発に関する政策への民間関与の増加な

どが挙げられる。参加主体としては、企業、NGO、研究者を含む、60 以上の団体・個人が

JIRE への参加を表明している。 

4) 今後の方向性や活動 

SHIFT-SEA プロジェクトとしては 2019 年 10 月 31 日に完結しており、E3G 社が SHIFT-

SEA プロジェクトの下で作成した最終報告書を発行している。最終報告書では、3 か国にお

ける政治経済状況についての分析結果と、高炭素な現状から低炭素な未来へのシナリオを

実現するためのアクションエリア/プランの提案がなされており、具体的には、エネルギー

転換が必要とされるベトナム、インドネシア、フィリピンにおいて低炭素社会や経済市場を

実現するために優先的に行うべき 5 つのアクションエリアと、今後行うべき 10 個のアクシ

ョンが提案されている9。 

現在では、活動内容はそれぞれの国のローカルの活動にバトンタッチされており、特にイ

ンドネシアではプロジェクトの一環として立ち上がった JIRE が今後を担う主体として期待

されている。 

 
8 Sustainable Energy for All, “Indonesia Low Emission Network is launched as part of SHIFT project,” 

https://www.seforall.org/news/indonesia-low-emission-network-is-launched-as-part-of-shift-project （2020 年 3 月

17 日閲覧） 

9 Claire Healy and Tina Marie Marchand (2019) “SEA CHANGE: DELIVERING A ZERO CARBON ECONOMY 

IN SOUTHEAST ASIA,” p.6-13, 

https://www.e3g.org/docs/31_10_19_E3G_report_SEA_Change_delivering_zero_carbon_economy_Southeast_Asia.

pdf （2020 年 3 月 17 日閲覧） 
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4.2 フラッグシッププロジェクト 

4.2.1 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB） 

(1) 関係者との会合 

ASEAN 各国では人口増加、経済発展に伴い近年建物分野でのエネルギー消費が増加して

おり、GHG 削減に向け、建物の省エネ化への関心が高まっている。いくつかの国では ZEB

に関する取り組みが実施されており、ASEAN での ZEB 導入促進に向け、ASEAN+3 での共

創を加速化させることが望まれている。 

このようなニーズを踏まえ、ZEB のフラッグシップ化に向け、ASEAN で先行する取り組

みを行っている以下の機関と今後の連携に向けて意見交換を行った。 

・2019 年 10 月：フィリピン建築家協会（UAP: United Architects of Philippines）との意見 

交換（マニラにおいて実施） 

・2019 年 11 月：マレーシア持続可能エネルギー開発庁（SEDA: Sustainable Energy 

Development Authority Malaysia）との意見交換（電話会議）  

 

意見交換では、CEFIA の取り組みとフラグシップ形成に向けた動き説明し、CEFIA での

フラッグシッププロジェクトとしての ZEB の展開に関するアイデアを紹介した。ZEB に関

する取り組みが始まっているリーディングカントリーの関係機関が先導し、順次、ASEAN

の他国関係機関への拡大させていく考えを示し、CEFIA の場を活用した各機関との連携の

可能性について意見交換を行った。 

意見交換を踏まえ、第１回の CEFIA 官民フォーラム（フォーラム前日の ZEB に関する事

前打ち合わせを含む）には、SEDA、UAP からも参加することとなり、今後、フラッグシッ

ププロジェクトの具体化に向けた議論を進めていくこととなった。 

この他、ZEB に関する先進的な取り組みを行っているシンガポールの関係機関（Singapore 

Green Building Council、Building & Construction Authority）とも、今後の連携の可能性に関し、

意見交換を行った。 

(2) 第１回 CEFIA 官民フォーラム 

第１回 CEFIA 官民フォーラムのセッション II（Introduction of Flagship Projects Ideas）にお

いて、世界省エネルギー等ビジネス推進協議会（Japanese Business Alliance for Smart Energy 

Worldwide）及び SEDA より「Facilitating Transitions towards Zero Energy Building (ZEB) for 

Decarbonizing ASEAN」について発表し、各組織での取り組みを紹介するとともに、今後の

フラッグシッププロジェクト化について言及した。 

また、第１回 CEFIA 官民フォーラムに先立ち、前日には、世界省エネルギー等ビジネス

推進協議会の ZEB 普及ワーキング、SEDA、UAP の関係者が集まり、事前打ち合わせを行

った。 
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4.2.2 RENKEI 

(1) 事前の関係者との会合 

第 1 回 CEFIA 官民フォーラムの開催に先立ち、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリ

ピンを訪問し、関係大学機関、業界団体、政府系機関に対して、CEFIA フラッグシッププロ

ジェクトとしての RENKEI 推進における協力の意向を確認した。各会合の概要について以

下に示す。会合では、第 1 回 CEFIA 官民フォーラム及び RENKEI フラッグシッププロジェ

クトについて説明後、意見交換を行った。 

本調査を通じて、5 か国 10 団体から RENKEI 推進に賛同表明を得た後に、第 1 回 CEFIA

官民フォーラムでは、フラッグシッププロジェクトとしての立ち上げ宣言に繋がった。 

(2) 第１回 CEFIA 官民フォーラムの前日での関係者会合 

2019 年 11 月 26 日（火）に、第１回 CEFIA 官民フォーラムのフラッグシッププロジェク

ト「RENKEI」に係る準備会合を行った。 

招へい者同士は初対面であることから、お互いの自己紹介をはじめ、METI から CEFIA フ

ラッグシッププロジェクトとしての趣旨の説明を受けた後、翌 27 日（水）のフォーラムで

の発表実施に向けた認識擦り合わせのためのディスカッションを行った。ディスカッショ

ンでは、RENEKI Working Group として、フラッグシッププロジェクトの目的説明が早稲田

大学よりなされ、今後の具体的な活動方針案が一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA: 

Japan Electronics and Information Technology Industries Association）から共有された。  

1) 会合内容 

参加者は「RENKEI（＝連携制御）」の定義・概念に精通しているが、今後の ASEAN 域

内における産官学各方面での関係者への展開にあたっては、定義の明確化による共有が重

要であるとの考えから、RENKEI Control の定義と効果について、参加者においてまずは共

通認識でいることの確認がなされた。RENKEI フラッグシッププロジェクトは、産官学それ

ぞれの活動と連携が不可欠であるという点に加え、当該枠組みにおいて、（JEITA メンバー

等は技術プロバイダーであり、）民（顧客）は工業界となるが、参加者には民にあたるメン

バーがおらず、今後の協力体制の確立が必要となること、インドネシア、ベトナムにおいて

それぞれ、過去の JCM プロジェクトの構築等から、大学と工業界とのネットワークがある

といったこと、等が確認された。参加者からは、JEITA より展開された大学との協同プログ

ラムに対する賛同が得られ、日本の技術者による学生への教育プログラム等に対する関心

の高さや、プログラム構築への協業可能性が示された。また、海外機関との共同研究の実績

から円滑な連携が期待できること、大学間での交換プログラム等が検討可能であること、教

育プログラムの一環として実際の現場での調査や省エネ提案を、日本の技術者と各国の大

学機関（学生）が一緒に行うこと、等が想定されることも確認された。 

翌 27 日、第 1 回 CEFIA 官民フォーラムのプレゼン内容は、招へい依頼を目的とした事前

の各国訪問前後で、既に各参加者に共有はされていたが、最終内容を改めて JEITA が説明

した。27 日のフォーラムにおけるプレゼンでは、特に、RENKEI の定義の説明に加え、産官

学連携によるワーキンググループの設立であり、足もとではフィリピンをはじめ、日本を含
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む 5 か国、10 の関連機関から賛同が得られていることを、フォーラム参加者に宣言するこ

と等が目的である点を確認し、フォーラムでの発表者となるインドネシア大学関係者及び

他の参加者から合意を得た。 

なお、本ディスカッション及び前後での関係者との継続的な意見交換をもとに、JEITA が

今後 3 年間における活動案を纏め、翌 27 日に関係者へ共有した。内容として、2020 年の初

年度以降、セミナー等の啓蒙活動を行いつつ、各国での FS 実施先事業者の選定と協力の取

り付けや、FS からパイロットプロジェクトへの実施に向けて省庁・事業者・学生（大学）・

ワーキンググループ（ベンダー）間の協働を目指していくといった方向性を確認した。 

  

2) アジェンダ及び会合概要 

表 4-1 RENKEI 制御分野での協働に向けたネットワーキング会合 

時間 内容 

13:00 - 参加登録開始 

13:15 - 13:30 - 開会挨拶 - CEFIA の目的と RENKEI への期待 

 経済産業省産業技術環境局 地球環境連携室 

13:30 - 14:50 - 参加者自己紹介 

- 議論 

- CEFIA プラットフォームでの産学連携の在り方 

- 2020 年度 RENKEI Working Group の構造及びプログラムに対するア

イデア 

- 第 1 回 CEFIA フォーラムにおける RENKEI 関連プレゼンテーショ

ンの内容 

14:50 -15:00 - 閉会挨拶 

 

表 4-2 実施概要 

日時 2019 年 11 月 26 日（火） 13：00～15：00 

場所 CEO SUITE Manila Boardroom Makati, Philippines 

参加者 METI  

インドネシア側組織: ITB 

ベトナム側組織:HUST 

日本側組織: 早稲田大学、アズビル株式会社 

Azbil Philippines Corporation 

MRI、MUMSS 

(3) シンガポールにて次期に向けた打合せ 

ASEAN 最先端のシンガポールにおいて、RENKEI の協力関係を構築すべく、シンガポー

ルを訪問し、関連団体との会合を実施した。会合では、2020 年 2 月 12 日から予定された

RENKEI 関連団体の日本への招へいプログラムの紹介および参加願いを行った。本調査によ
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り、シンガポール南洋理工大学（NTU: Nanyang Technological University）のプログラムディ

レクターから、RENKEI 日本招へいプログラムへの参加表明を得たが、新型ウィルスの影響

で、実行には至らなかった。シンガポールで会合を行った関連団体は以下の通りである。 

・シンガポール 南洋理工大学 Nanyang Technological University, NTU 

・シンガポール 国家環境庁 National Environment Agency, NEA 

・シンガポール国立大学太陽エネルギー研究所 Solar Energy Research Institute of Singapore 

in National University of Singapore, NUS SERIA 

・シンガポール SGTECH 

 

(4) 日本への招へい 

2019 年 11 月 27 日に開催した第 1 回 CEFIA 官民フォーラムにおいて立ち上げられた

RENKEI WG として、次年度以降の具体的な活動プランのすり合わせ及び JEITA メンバー

各社が有する連携制御技術の現地での紹介を通じた相互理解を深めることを目的とし、2020

年 2 月 11 日から、インドネシア、タイ、ベトナムの大学および政府機関関係者を日本へ招

へいした。 

  

⚫ 2020 年 2 月 11 日(火)～15 日(土) 

  

⚫ 招へい者： 

・Bandung Institute of Technology, Indonesia 

・Chulalongkorn University (CU), Thailand 

・Hanoi University of Science and Technology (HUST), Vietnam 

・ASEAN Centre for Energy (ACE) 

・Electrical and Electronics Institute (EEI), Thailand  

・Ministry of Industry and Trade (MOIT), Vietnam 

 

⚫ 主な日本側受け入れ関係者： 

・早稲田大学 

・アズビル株式会社 

・株式会社荏原電産 

・富士電機株式会社 

・横河ソリューションサービス株式会社 

・横河電機株式会社 

・（一社）電子情報技術産業協会（JEITA） 

  

⚫ 招へいの行程 

1日目：   招へい者来日 

2日目： （午前）オープニングミーティング 

（午後）横河電機株式会社等での施設見学 

3日目： （午前）アズビル株式会社での施設見学 
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（午後）早稲田大学での施設見学 

4日目： （午前）経済産業省への表敬訪問 

（午後）富士電機株式会社での施設見学 

5日目：   招へい者帰国 

  

⚫ 招へいの成果 

2020 年度から 3 年間の活動内容等に関して、3 月中に各国・機関より改めて方向感を確

認した旨の返答を受領次第、産業界への声掛けや大学内での学生への実施に向けた頭出し

等の体制を整えていくことが合意された。JEITA メンバー各社事務所及び工場並びに武蔵野

クリーンセンター及び早稲田大学 EMS 新宿実証センターでの各現地訪問を通じ、各社及び

施設の歴史的背景から、具体的な事業及び操業内容に関し、参加者からは実地見学と併せて

各パートでの多様な質疑応答を行うといった関心の高さが伺えたと同時に、相互理解を深

め、関係者との接点を構築した。 

RENKEI WG として、2020 年の第 2 回 CEFIA 官民フォーラムでの中間報告を念頭に置き

つつ、連携制御技術の ASEAN 域内への横展開を志向すると同時に、汎用的な方法論の作成

を並行して検証していく。 

4.2.3 新規テーマの検討 

(1) マイクログリッド含むスマートシティ 

CEFIA 関連の新規テーマ・案件発掘として、ASEAN 諸国におけるスマートシティ分野の

取組みを整理した。 

1) ASEAN 諸国及び日 ASEAN におけるスマートシティ分野の取り組み動向 

a. ASEAN・官民・クロスセクターでの取り組み 

2018 年 ASEAN 議長国シンガポールの提案で、ASEAN 各都市のスマートシティ化を推進

すべく、ASEAN スマートシティ・ネットワーク（ASCN: ASEAN Smart Cities Network）が設

立された。10 ヵ国から 26 都市が選ばれ、都市間での協力、民間連携、諸外国からの資金調

達を目的とした活動が進む。ASCN で重点を置く分野は、①Civic and Social、②Health and 

Well-being、③Safety and Security、④Quality Environment、⑤Build Infrastructure、⑥Industry and 

Innovation の 6 分野であり、そのうち、エネルギー分野に関連する分野としては④Quality 

Environment、⑤Build Infrastructure が挙げられる10。 

 
10 Centre for liveable cities “ASEAN Smart cities network” https://www.clc.gov.sg/docs/default-source/books/book-

asean-smart-cities-network.pdf （2020 年 3 月 12 日閲覧） 
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重点分野 

①Civic and Social 

②Health and Well-being 

③Safety and Security 

④Quality Environment 

⑤Build Infrastructure 

⑥Industry and Innovation 

図 4-1 ASCN での重点分野 

出所）Centre for liveable cities “ASEAN Smart cities network” https://www.clc.gov.sg/docs/default-

source/books/book-asean-smart-cities-network.pdf （2020 年 3 月 12 日閲覧） 

ASEAN 外のパートナーと連携した取り組みも進められており、エネルギーを優先分野と

して取り上げているのは、中国、韓国、米国、ドイツ、日本である11。 

 
11 Centre for liveable cities “ASEAN Smart cities network” https://www.ur-

net.go.jp/overseas/AseanSmartCityNetwork/lrmhph00000162t5-att/Singapore.pdf （2020 年 3 月 12 日閲覧） 
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表 4-3 ASCN における ASEAN 外のパートナーの優先活動項目 

 

出所）Centre for liveable cities “ASEAN Smart cities network” https://www.ur-

net.go.jp/overseas/AseanSmartCityNetwork/lrmhph00000162t5-att/Singapore.pdf （2020 年 3 月 12 日閲

覧） 

ASCN では、ASEAN 各国でのスマートシティの取組みを進めるにあたり、以下の点を共

通の障壁として挙げている12。 

 
12 Depa “Smart cities development in Thailand” 

https://www.nstda.or.th/nac/2019/images/seminar/26_Smartcity_passakorn.pdf （2020 年 3 月 12 日閲覧） 
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表 4-4 ASEAN でのスマートシティ推進における障壁 

障壁 主な内容 

Decision-making barriers 

（意思決定における障壁） 

 Information failures: No sufficient or adequate information 

about the availability of actions, the true costs and benefits of 

actions, or the nature of the technology involved. 

 Prioritization. 

 Misalignment of incentives between key stakeholders. 

Financial barriers 

（金銭的な障壁） 

 Return on investment. 

 Fiscal capacity. Infrastructure project requires high upfront 

costs. 

 Alternative capital sources. 

Implementation barriers 

（実装における障壁） 

 Lack of clear and robust long-term planning. 

 Implementation capacity: lack of adequate manpower, 

technology, technical expertise or materials. 

 Coordination. 

 Regulatory structures. 

出所）Depa “Smart cities development in Thailand” 

https://www.nstda.or.th/nac/2019/images/seminar/26_Smartcity_passakorn.pdf （2020 年 3 月 12 日閲覧） 

b. 日 ASEAN・官民・クロスセクターでの取り組み 

ASCN との協力を推進するため、2019 年 10 月に、内閣官房（補室）、内閣府、総務省、

外務省、経済産業省、国土交通省、環境省は、我が国が有するスマートシティを推進する技

術や経験等について、ASEAN 各国に対して積極的かつ持続的に情報発信すると共に、相手

国との官民双方の関係構築を図るために、「日 ASEAN スマートシティ・ネットワーク官民

協議会(JASCA)」を設立した。想定される活動内容は、以下の通りである。スマートシティ

では、エネルギー以外のセクターでの取組みも存在するものの、エネルギー分野では、経済

産業省が「スマートライフ（ヘルスケア・教育・エネルギー）」分科会を主催している。 

 各国（都市）の課題・ニーズ把握・マッチング 

➢ 日本側（会員企業等）の情報を各国（都市）に共有 

➢ 都市ごとの課題・ニーズを詳細に把握、会員企業にフィードバック 

 各国（都市）向けハイレベル会合フォローアップ会議 

➢ 協議会会員によるプロジェクトチームの設立 

➢ 各国（都市）を対象にフォローアップ会議を開催 

➢ JICA、JOIN、JBIC、NEXI、UR 等を含めた案件組成を推進 

 既存の不動産・都市開発プラットフォームとの連携 

➢ 既存の取り組みを強化 

➢ 次なるプラットフォーム設立候補を模索 
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図 4-2 JASCA の関係図 

出所）国土交通省「日ＡＳＥＡＮスマートシティ・ネットワーク官民協議会」

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001310449.pdf （2020 年 3 月 12 日閲覧） 

c. タイ・官民・エネルギー分野での取り組み 

タイでは、ASEAN 諸国の中でも、スマートシティ政策にエネルギー省が深く関与してい

る国の一つであり、政策的にスマートシティの推進を行っている。 

タイエネルギー省13 

タイエネルギー省のエネルギー政策計画局（EPPO: Energy Policy and Planning Office）で

は、タイのエネルギー計画、省エネ計画、代替エネルギー計画、ガス計画、石油計画を統合

した Thailand Integrated Energy Blueprint（TIEB）の一環として、エネルギー4.0 を推進してい

る。エネルギー4.0 の取組みの一つにスマートシティ、スマートグリッドを掲げており、ス

マートシティは長期的な政策の中に位置づけられる重要なテーマとされる。 

2016 年からタイではスマートシティ、クリーンエネルギープロジェクトを推進しており、

スマートシティの発展を、政府が支援するためのアワードを実施している。 

 
13 Ministry of Energy “SMART City - Clean Energy” 

http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/NEWS/2017/06Jun/08Jun/SmartCityEPPOUBM1.pdf （2020 年

3 月 12 日閲覧） 
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図 4-3 タイエネルギー省が進めるクリーンエネルギープロジェクト 

出所）Ministry of Energy “SMART City - Clean Energy” 

http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/NEWS/2017/06Jun/08Jun/SmartCityEPPOUBM1.pdf 

（2020 年 3 月 12 日閲覧） 

プロポーザルの提出、マスタープランの作成、選定プロセスを経て、2017 年 8 月に絞り

込まれた 7 カ所のスマートシティは、以下の通りである。 

1. NIDA SMART COMPACT CITY 

2. KHONKAEN SMART CITY (PHASE 1) : MOBILITY DRIVE CITY 

3. NEW TOWN BAN CHANG SMART CITY 

4. CMU Smart City-Clean Energy 

5. WHIZDOM 101 

6. Thammasat @ Rangsit : A Leading Model of Smart Campus 

7. CU Smart city 

 

同プロジェクトの中では、スマートエネルギーの要件として、発電、エネルギーの分配、

GHG 削減、スマートグリッドを挙げている。 
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表 4-5 クリーンエネルギープロジェクトにおけるスマートエネルギー 

分野 内容 

発電 

 

 30%の再生可能エネルギー由来電力 

 オンサイトでの発電 

 エネルギー貯蔵 

エネルギーの分配  地域冷暖房 

 エコな自動車（EV、PHV、FCV、HV） 

GHG 削減  30%の CO2 削減 

スマートグリッド 

 

 エリアエネルギー管理システム 

 スマートメーター（AMI） 

 マイクログリッド 

 配電マネジメントシステム 

出所）Ministry of Energy “SMART City - Clean Energy” 

http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/NEWS/2017/06Jun/08Jun/SmartCityEPPOUBM1.pdf 

（2020 年 3 月 12 日閲覧） 

2) 次年度のフラグシップ展開への提言 

CEFIA に類似の ASEAN 地域でのクロスセクターでの取り組みとして ASCN, JASCA があ

るが、スマートシティという広範な分野での活動のため、低炭素技術に特化した CEFIA の

特長を生かして連携できる可能性がある。また、ASEAN 諸国の中でも、スマートシティ分

野を政策的に推し進めており、先行した取り組みが行われているタイ政府と連携し、その後

の ASEAN 展開に繋げることが考えられる。 

日本企業への裨益という観点からは、コスト競争が必要な技術プロバイダー単独での低

炭素技術の展開支援ではなく、日系/現地ディベロッパー等による都市開発事業への参入や、

日系送配電事業者による関連分野への事業参画を契機として、我が国の低炭素技術・サービ

スの展開を行うことが一案となる。そのためには、スマートシティ案件の形成段階から有望

案件に参画し、有力な現地パートナーを見つけ出すことが鍵となる。 

次年度以降は、スマートシティでの取組みを推進するため、現地/日系企業のコンソーシ

アムを組成し、日系企業がスマートシティの案件形成段階から有望案件に参画し、事業投資

や技術展開に繋げることが一案である。そのために、ASEAN 側のスマートシティ分野での

ニーズ把握や連携可能性の調査、日系企業の CEFIA に対するシーズ把握を行うことが求め

られる。 

(2) ヒートポンプ 

本事業では、CEFA フラッグシッププロジェクトの案件発掘活動として、産業用ヒートポ

ンプ（以下、「HP」）をテーマに、活動の方向性を検討した。検討にあたり、一般財団法人

ヒートポンプ・蓄熱センター（以下、「HPTCJ」）、一般財団法人日本エレクトロヒートセ

ンター（以下、「JEHC」）、株式会社前川製作所、株式会社神戸製鋼所、東京電機大学、

東京電力エナジーパートナー株式会社（以下、「東電 EP」）等と協議を重ね、今後の活動

方針を作成した。 
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以下に産業用ヒートポンプのプラットフォーム案を示す。電力事業者の省エネルギー促

進事業を中心としたビジネス展開を後押しするため、各国のエネルギー関連省と提携し、関

係機関が有する大規模事業者の熱情報を有効活用し、効果的な提案活動を行う。また、HPTCJ

はすでに構築されている ASEAN の大学機関とのネットワークにより、技術の啓発、政策提

言、成功事例の紹介などを進めていく。 

HPTCJ や JEHC などの業界団体に加盟する日本の製造事業者は、自社の技術拡販のため、

情報提供やセミナー開催の支援を行う。HPTCJ は、ASEAN の空調関連業界団体とのネット

ワークを有しており、ASEAN大の活動として情報の共有化、企画の統一化を目指していく。 

  

 

図 4-4 産業用ヒートポンププラットフォーム 

出所）一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター 

 

表 4-6 HPTCJ の有する各国のネットワーク 

 

出所）一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター 
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以下に、主な活動予定を示す。 

  

ステップ 1（2020 年度）：1 号案件となるタイでのベストプラクティス創生へ注力 

①プラットフォームの構築（日本とタイの関係者間の合意）＠タイ 

・関係者のプラットフォーム参加への合意形成 

 ⇒日本：METI、東電 EP、HPTCJ、東京電機大学  

 ⇒タイ：エネルギー省、EGAT、DEDE、キングモンクット工科大学 

②日本への招へい研修（日本の HP の紹介）＠日本 

・プラットフォーム構成員やタイの工場等のユーザーを日本へ招へいし、HP 関連施設 

（東電の PR 施設：アイスクエア＠川崎やメーカー工場、等）の見学を主体に勉強会開催 

③タイでのセミナー開催（タイ関係者に向けた HP の紹介）＠タイ 

・東京電機大学、HPTCJ などによる、HP 全般、HP 採用事例を紹介するセミナーを開催 

・タイからは大学、エネ省などからエネルギー関連制度や省エネの取組みを紹介 

④第 2 回 CEFIA 官民フォーラムにおいて、ASEAN 各国へタイでの活動を紹介 

・日本とタイのプラットフォームの構築、活動内容及び将来見通しについて紹介 

・東電 EP にて成約した案件があれば紹介 

  

ステップ 2（2021 年度以降）：タイの事業推進及びタイに続く他国でのタイモデルの展開 

i. タイ 

⓪「日本への招へい研修」、「タイでのセミナー開催」、「CEFIA 官民フォーラムにお 

ける発表」はベース事業として継続 

①HP 導入前の実測を基にした人材育成＠タイ 

・工場を選定し、計測を実施（エンジニアリング会社への発注） 

・計測内容について、両大学間の協同研究とし、日本メーカー、現地サブコンなどを巻き 

込んだ OJT 研修とすることでタイの HP 人材の育成を図る 

②タイ独自の HP 認知度向上活動＠タイ 

・ワークショップを開催し、人材育成や認知度向上活動 

・学会において、HP の省エネ性について発表 

・補助事業、省エネ表彰制度、ラベリング制度などの支援政策を創設 

  

ii. その他の国 

①プラットフォームの構築 

②市場調査 

③CEFIA 官民フォーラムにて活動内容の紹介 

  

ステップ 3（2022 年度以降）：タイの事業推進及び他国におけるプラットフォームの構築 

i. タイ 

⓪「日本への招へい研修」、「タイでのセミナー開催」、「CEFIA 官民フォーラムにおけ 

る発表」「タイ独自の HP 認知度向上活動」はベース事業として継続 

①HP 導入後の実測を基にした人材育成＠タイ 

・HP 導入後の工場において、計測にて効果検証を実施し、同様に OJT にて効果検証を 
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行い人材育成を図る 

  

ii. その他の国 

①日本への招へい研修（日本の HP の紹介）＠日本 

②相手国でのセミナー開催（相手国関係者に向けた HP の紹介）＠相手国 

(3) 高効率空調 

高効率空調のテーマの追及においては、一般社団法人日本冷凍空調工業会（JRAIA）と協

議を行った。現在、JRAIA では、ASEAN 各国の省エネをけん引する ASEAN SHINE の活動

として、使用実態に則したエアコンのエネルギー消費効率評価方法である期間エネルギー

消費効率を規定した新国際規格 ISO16358 について、より簡便に試験・効率評価ができる手

法等を ASEAN 諸国に提案し、各国の省エネ政策機関や標準化機関の開催によるセミナー等

に参加すると共に、各国規格や省エネ施策の評価方法への採用に対する協力を行ってきた。 

その結果、タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナムの 4 か国で、ISO16358 が MEPS

（Minimum Energy Performance Standard）最低エネルギー消費効率基準や省エネルギーラベ

ルの評価規格として採用の方向性を示した。また、インドネシア、シンガポールを含む他の

ASEAN 諸国においても、ISO16358 の認知度が向上した。こうした ASEAN SHINE と通じた

規格のハーモナイゼーションを受けて、CEFIA フラッグシッププロジェクトとして、次な

る活動に繋げていく。 

具体的な活動として、①高効率空調の適正な評価を行うための試験評価方法の標準化整

備、共有制度化の確立、②ASEAN 各国の推進インセンティブの確立と啓発活動、が挙げら

れる。期待される成果としては、①域内で統一の試験評価方法・制度、②試験施設の精度維

持に向けた体制確立、③性能認証の ASEAN 1 ストップ認証制度の確立が考えられる。 

統一評価方法・制度の確立には、ISO16358 の共通認識化を CEFIA プラットフォームで継

続的に進めていく。既に存在する試験設備の精度維持においては、相互キャリブレーション

の枠組み構築により実現する。この相互キャリブレーションプログラムは、一般財団法人日

本冷凍空調研究所が中心となり、すべての試験施設の精度を一定に保つ。 

性能認証の ASEAN1 ストップ認証制度は、相互キャリブレーションにより精度が保証さ

れたすべての試験期間において認証された機器は、ASEAN 諸国共有の認証機器として認め

られることを意味する。この取り組みには、試験施設導入済諸国と試験施設非導入国に分け

たインセンティブの検討・協議が不可避である。先行して、試験施設導入済諸国（マレーシ

ア、タイ、ベトナム）の試験センター関連団体（官・民）との協議を進める。次いで、試験

施設非導入国（シンガポール、インドネシア、フィリピン）の関係政府との協議を進める。

以下に、こうした活動の体系を示す。 
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図 4-5 高効率空調フラッグシップ体系図 

出所）一般社団法人日本冷凍空調工業会 

(4) アモルファス高効率変圧器 

ASEAN におけるアモルファス変圧器普及は、平成 22 年度経済産業省「地球温暖化対策

技術普及等促進事業」によるベトナムにおける「アモルファスへ高効率変圧器の普及による

送電ロスの減少および温室効果ガス排出量削減事業」を起源とする。その後も、国立研究開

発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の実現可能性調査を経て、現地の変

圧器製造事業者が、独自で製造・販売を開始し、ベトナム国内での普及拡大に繋がっている。 

一部のベトナム配電事業者では、現在、100%の変圧器がアモルファスになるなど、日本

政府の普及啓発過程での政策提言及びキャパシティビルディングによる国際貢献は計り知

れない。一方で、アモルファス合金の市場は、国策として推進する中国の低コスト戦略によ

り、日本企業へ十分な裨益を齎していない。CEFIA プラットフォームでは、日本政府の政策

によるベトナムの GHG 排出量削減の効果を定量化し、ベトナム政府、電力会社、変圧器製

造事業者、大学が一体となった取り組みを、成功事例として ASEAN 諸国に紹介する。以下

に、ベトナムでアモルファスを推進した産官学の団体・機関を示す。 

表 4-7 ベトナムのアモルファス変圧器推進機関 

＜関係団体・機関＞           

Ministry of Industry and Trade （MOIT）, Vietnam 

Vietnam Electricity （EVN）, Vietnam 

Hanoi University of Science and Technology （HUST）, Vietnam 

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện （Thibidi）, Vietnam 
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アモルファス変圧器が世界レベルで普及した場合のポテンシャルは、6,240,000tCO2/年に

上ると試算され、ASEAN 大で普及する効果・日本の貢献は多大である。本事業は、基本、

現地の変圧器製造事業者に利益を齎すものであり、エネルギーロスの低減により政府のエ

ネルギー施策の後押し、販売電力量の増加による電力会社の利益拡大にも寄与する。また、

技術の検証、政策の提言、制度・基準構築には、大学機関との連携も重要になる。ベトナム

の成功事例を、CEFIA プラットフォームに乗せて、ASEAN 大への拡張を目指す。 
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5. まとめ 

 

実現可能性調査の実施 

低炭素技術・製品の普及等に向けては、技術的な課題への対応及び関連する政策・制度の

構築や整備が必要となるケースも多くみられる。このため、実現可能性調査では、相手国に

おける我が国の低炭素技術・製品の導入及び普及を促進するための課題・有用性、当該国で

の中長期的な温室効果ガス排出削減のポテンシャル、当該技術・製品等の普及に必要な当該

国の政策・制度等を明確化した。その成果を基に、FS 実施者、FS 事務局、経済産業省等が

連携して、相手国政府等への働きかけを行った。 

相手国政府関係者等との対話等（例：ワークショップの開催）の相手国関係者への制度整

備・改善案の提案活動については、相手国政府とのネットワークを有する FS 事務局が主導

的に行い、FS 実施者が参画する方式も設け、より効果的、効率的に相手国政府等への働き

かけを行う工夫をした。 

 

官民イニシアティブとして CEFIA の立ち上げ 

2019 年 9 月に ASEAN 域内のエネルギー転換と低炭素社会を実現するための官民イニシ

アティブとして CEFIA（Cleaner Energy Future Initiative for ASEAN）を日本主導で提案し、昨

年 11 月から活動を開始している（事務局は ACE：ASEAN エネルギーセンター）。 

第 1 回 CEFIA 官民フォーラムの成功を踏まえ、次回開催に向け、CEFIA の場を起点とし

た、官民（含むファイナンス機関）、日 ASEAN、ACE、国際機関との新たな連携の強化、

各機関の活動との連結などの具体化が課題である。 

 

CEFIA でのフラッグシッププロジェクトの推進 

CEFIA の活動の柱の一つとして、フラッグシッププロジェクトを通じた ASEAN ワイド

での官民連携の取り組みが挙げられる。フラッグシッププロジェクトは、「ビジネス主導に

よる ASEAN のエネルギー転換と低炭素化」に向けた重点テーマを設定し、そのテーマに合

致するプロジェクトの技術的課題と政策的・制度的課題を政策当局者と企業・専門家がとも

に議論する取り組みである。 

第 1 回 CEFIA 官民フォーラムでは、セッションⅡ「Introduction of Flagship Projects Ideas」

において、CEFIA において活動するフラッグシッププロジェクトの候補として、ゼロ・エネ

ルギー・ビルディング（ZEB）、工場等の自動制御技術（RENKEI）、Fin-Tech 技術、台風

下でも稼働可能な風力発電が紹介された。 

ZEB、RENKEI については、第 2 回 CEFIA 官民フォーラムに向け、フラッグシッププロ

ジェクトの具体化を進めた。また、今後は、日本企業のニーズのみならず、ASEAN 側のニ

ーズを踏まえ、取り組みテーマの拡大が重要となる。このため、スマートシティ、高効率空

調、ヒートポンプ、アモルファス高効率変圧器（送配電網の省エネ技術）に関し、フラッグ

シッププロジェクト化の可能性に関し検討を行った。 
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