
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 

 

新興国等における 

エネルギー使用合理化等に資する事業 

 

（省エネルギー人材育成事業） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 報 告 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

この報告書は、経済産業省 資源エネルギー庁「令和元年度新興国等におけるエネル

ギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）」により委託され実施

した報告書である。 (2020.3.31) 



 

目 次 

Ⅰ．事業実施内容の総括 ....................................................................................................................... 1 

Ⅰ-１. 事業の目的 .................................................................................................................. 1 

Ⅰ-２. 事業基本方針 ............................................................................................................... 1 

Ⅰ-３. 実施計画の立案 ........................................................................................................... 4 

Ⅰ-４. 実施の概要 .................................................................................................................. 7 

Ⅱ．国別の事業実施計画と実施結果及びフォローアップならびに実施結果に基づく新たな事業企画提案 .... 24 

Ⅱ－１．ASEAN 地域の多国間活動...................................................................................... 24 

Ⅱ－２．インドネシア ........................................................................................................... 58 

Ⅱ－３．マレーシア ............................................................................................................... 71 

Ⅱ－４．ミャンマー ............................................................................................................... 74 

Ⅱ－５．タイ .......................................................................................................................... 78 

Ⅱ－６．ベトナム .................................................................................................................. 84 

Ⅱ－７．インド ...................................................................................................................... 86 

Ⅱ－８．中国 .......................................................................................................................... 94 

Ⅱ－９．ブラジル ................................................................................................................ 100 

Ⅱ－１０．ロシア ................................................................................................................ 114 

Ⅱ－１１．資源国 ................................................................................................................ 127 

Ⅱ－１２．国際連携による活動を通じた日本の制度や技術などの情報の発信 ................. 137 

Ⅲ．収集・発信、国内外省エネ関係者とのネットワーク形成・維持........................................ 141 

Ⅲ―１．国内外の省エネルギー情報の収集、分析、発信の実施 ........................................ 141 

Ⅲ－１－１．海外諸国における省エネ政策・制度等へのニーズ調査 ................................ 141 

Ⅲ－１－２．各国の省エネルギー情報動向調査 ................................................................. 144 

Ⅲ－１－３．アジア省エネルギー協力センターを活用した情報収集と発信 ..................... 144 

Ⅲ－２．国内外省エネルギー関係者とのネットワークの構築と維持 ................................ 147 

Ⅳ．結び ............................................................................................................................................... 152 

 

添付資料 英語表記略語集  



 

 

図 表 の 目 次 

図Ⅰ－２－１．省エネルギーに係る人材育成事業のフロー ..................................................... 4 

表Ⅰ－３－１．育成対象者のカリキュラム ................................................................................ 5 

表Ⅰ－３－２．令和元年度の省エネルギー人材育成事業の計画 ............................................... 6 

表Ⅰ－４－１．専門家派遣の国毎の派遣人数（実績） ............................................................ 8 

表Ⅰ－４－２．受入研修生数（実績） ....................................................................................... 9 

表Ⅰ－４－３．令和元年度の省エネルギー人材育成事業成果一覧 ......................................... 11 

表Ⅰ－４－４．ASEAN 各国、中国及びインド、ロシア、ブラジル、サウジアラビアの省エネ

ルギー推進基盤評価 .................................................................................................................. 21 

表Ⅰ－４－５．ASEAN 各国、中国及びインド、ロシア、ブラジル、サウジアラビアの省エネ

ルギー推進基盤評価（続き） .................................................................................................... 22 

表Ⅰ－４－６．ASEAN 各国、中国及びインド、ロシア、ブラジル、サウジアラビアへの国際

協力実績及び成果 ...................................................................................................................... 23 

図Ⅱ－１－１．ASEAN（多国間）プロジェクトの進め方 ...................................................... 24 

図Ⅱ－１－２．ASEAN（多国間）プロジェクト推進体制 ...................................................... 25 

表Ⅱ－１－１．ASEAN 主要国エネルギー管理士の現状（2019 年 2 月現在） ...................... 26 

表Ⅱ－１－２．Scheme 2 の対象国のグループ分け ................................................................ 28 

表Ⅱ－１－３．エネルギー管理士指導者育成コース ............................................................... 30 

表Ⅱ－１－４．自国省エネ診断専門家派遣概要 ...................................................................... 35 

表Ⅱ－１－５．認定トレーナー活動（タイの例） ................................................................... 48 

図Ⅱ－１－３．エネルギー管理士数の 4 年間の推移 ............................................................... 49 

表Ⅱ－１－６．4 年間の各国受講スケジュールとトレーナー認定者実績 ............................... 49 

表Ⅱ－１－７．持続可能なエネルギー管理士指導者（トレーナー）制度構築に向けた実行計

画案 ............................................................................................................................................ 51 

表Ⅱ－７－１．PAT にかかる指定消費者（DCs）数 .............................................................. 88 

図Ⅱ－７－１．PAT の今後の展開 ........................................................................................... 88 

図Ⅱ－７－２．PAT Cycle1 の成果 .......................................................................................... 89 

図Ⅱ－７－３．PAT Cycle2 による成果 ................................................................................... 89 

図Ⅱ－９－１．ブラジルの省エネ推進基盤の現状と整備の方向性 ....................................... 109 

表 II－１－１．アンケート調査及びインタビューのまとめ .................................................. 143 
 

 

file:///D:/Downloads/【修正_0331】令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報告書)%20(002).docx%23_Toc36543416
file:///D:/Downloads/【修正_0331】令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報告書)%20(002).docx%23_Toc36543422
file:///D:/Downloads/【修正_0331】令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報告書)%20(002).docx%23_Toc36543422
file:///D:/Downloads/【修正_0331】令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報告書)%20(002).docx%23_Toc36543423
file:///D:/Downloads/【修正_0331】令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報告書)%20(002).docx%23_Toc36543423
file:///D:/Downloads/【修正_0331】令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報告書)%20(002).docx%23_Toc36543424
file:///D:/Downloads/【修正_0331】令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報告書)%20(002).docx%23_Toc36543424
file:///D:/Downloads/【修正_0331】令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報告書)%20(002).docx%23_Toc36543425
file:///D:/Downloads/【修正_0331】令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報告書)%20(002).docx%23_Toc36543426
file:///D:/Downloads/【修正_0331】令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報告書)%20(002).docx%23_Toc36543431
file:///D:/Downloads/【修正_0331】令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報告書)%20(002).docx%23_Toc36543432
file:///D:/Downloads/【修正_0331】令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報告書)%20(002).docx%23_Toc36543434
file:///D:/Downloads/【修正_0331】令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報告書)%20(002).docx%23_Toc36543434
file:///D:/Downloads/【修正_0331】令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報告書)%20(002).docx%23_Toc36543435
file:///D:/Downloads/【修正_0331】令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報告書)%20(002).docx%23_Toc36543436
file:///D:/Downloads/【修正_0331】令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報告書)%20(002).docx%23_Toc36543437
file:///D:/Downloads/【修正_0331】令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報告書)%20(002).docx%23_Toc36543438
file:///D:/Downloads/【修正_0331】令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エネルギー人材育成事業）事業報告書)%20(002).docx%23_Toc36543439


1 

＜本報告書について＞ 

本報告書では令和元年度新興国等におけるエネルギー使用合理化等に資する事業（省エ

ネルギー人材育成事業）実施計画書に基づき、一般財団法人省エネルギーセンター（以下、

ECCJ）が実施した 

① 専門家派遣 

② 受入研修 

③ フォローアップの実施、各国の政策担当者及び我が国企業等とのネットワークの構築 

の各事業について以下により整理し報告する。 

I. 事業実施内容の総括 

II. 国別の事業実施計画と実施結果及び新たな事業企画提案 

III. フォローアップの実施、各国の政策担当者及び我が国企業等とのネットワークの構築 

なお、各国ごとの実施結果の概要については「Ⅰ－４．実施結果の概要」にて整理し報告

する。 

Ⅰ．事業実施内容の総括 

Ⅰ-１. 事業の目的 

アジア地域を中心とした新興国や中東を始めとする資源国等では、引き続き大幅なエネ

ルギー需要の伸びが見込まれている。こうした国々における省エネルギー対策の促進は、

気候変動対策上重要であることに加えて、我が国のエネルギー安全保障確保にも資する。

一方、こうした国々では、省エネルギー対策の促進に係る制度・執行体制が十分整ってい

ないことが多く、導入促進の課題となっている。  

本事業は、これら各国に対して、我が国の省エネルギー政策・制度の紹介や我が国の優

れた省エネルギー関連技術を有する企業との意見交換を通じて、相手国人材の省エネルギ

ー政策・制度の整備や執行に関する能力育成を図ることを目的としている。  

また、世界でも高い省エネルギー実績のある我が国の政策・制度・技術及び各技術の省

エネルギー効果等の紹介をすることで、各国の制度・政策を省エネルギー対策が実効的に

促進される仕様に整備し、我が国企業の省エネ技術の海外展開を目指すものである。 

Ⅰ-２. 事業基本方針 

ECCJは本事業において、上記目的達成のため経済産業省の指導のもと所定の実施計画

書に基づき、我が国のシーズ、相手国のニーズを踏まえた適切な計画を立案したうえで 

① 専門家派遣 

② 受入研修 
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③ フォローアップの実施、各国の政策担当者及び我が国企業等とのネットワークの構築 

の各事業を効果的、効率的に実施した。 

事業実施にあたっての基本方針は次のとおり。 

（１）各国におけるエネルギー政策、省エネルギー政策の整備進展度合いおよび産業構造

など、エネルギー事情等各国の特徴に沿った対応を実施する。 

相手国の省エネルギー政策・制度に係る人材育成、我が国企業の省エネルギー技術

の展開が効果的かつ効率的に進むよう、各国ごとに省エネルギー政策・制度の整備

状況、省エネルギーが特に必要な産業・技術分野、省エネルギービジネス環境等を

把握した上で、最適なプログラムを企画し実施する。 

（２）それぞれの国におけるエネルギー事情、文化、生活習慣などにより、省エネルギー

に対する各国国民の意識に格差があることから、意識付けが遅れている国について

は国民意識の変化にも配慮した対応を行う。 

各国のニーズに応じ、本事業の各国での活動の内容・成果を国民各層に浸透させる

べく、各国エネルギー政策関係者による省エネルギーに関する国民意識を変えるた

めの施策について、日本及び各国の優秀事例（ベストプラクティス）を踏まえた具

体的な提案などを行う。 

（３）当該国に省エネルギーが導入されやすい制度・環境づくりのための課題などを整理

し、的確な提案を実施する。 

① 我が国省エネルギー法関連制度等の導入支援（エネルギー管理、S&L(エネルギ

ー効率基準及びラベリング)制度等）  

② 支援制度整備（省エネ診断、財政支援等）  

③ 日本の具体的な省エネルギー技術の情報発信  

④ 各国の制度整備段階に応じた事業の企画 

・エネルギー管理システム構築の支援 

・ECCJが開発したツール等を用いた独自のエネルギー管理手法等の適用  等 

（４）国別対応、専門家派遣と受入研修との連携、国際連携ネットワークの活用等により

事業が最大限の効果をあげるよう工夫する。  

① 「国別の事業企画」による的確な計画策定、ビジネス環境づくりへの戦略的対応

等により成果が期待される分野への資源配分の重点化を図り、事業効果を向上

させる。また、本事業全体の継続的改善に留意して実施することにより累積的

に効果が高まるよう工夫する。 

② 専門家派遣・受入研修の実施について仕様書で要求される基本的内容に即して

企画し、更に過去事業で得られた情報・経験及び各国の政策担当者及び我が国

企業等とのネットワークを通じて得られた情報を参考にレベルアップを図る。 
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③ 各国の省エネルギー推進機関、関係企業や国内関係企業等との連携を活用する。 

④ これまでの実績等に基づく効率的なスケジュールにより事業を実施する。また、二

国間エネルギー政策対話などの政府のスケジュールを考慮して、タイムリーな活動

実施を図る。 

⑤ 事業成果については速やかにホームページなどの場にて公開し、またニュースリリ

ース等の作成を通じて広く関係者に事業内容、成果を周知するよう努める。 

（５）危機管理を含め適切な実施体制の形成、効率的な実施に留意する。 

① 事業規模等を踏まえた適切な実施体制 

② コストパフォーマンスの向上の意識付け 

③ 事前情報収集、連絡体制強化、危機管理マニュアルの整備など危機管理体制の

徹底 

〇事業企画にあたっての主要な評価要素 

具体的な評価要素は主に以下のとおり。 

・ 二国間・多国間の政府間交渉における合意内容 

・ 省エネルギー政策・法制度等の導入進捗度（国民意識の向上度を含む）  

・ 省エネルギー制度の執行体制の確立状況と制度の実行状況 

・ 省エネルギーを特に配慮すべき産業分野、製品・技術分野 

・ 省エネルギービジネスに係る市場環境 

・ これまでの省エネルギー協力の経緯及びその効果 

・ 我が国企業の省エネルギー技術のニーズ 

〇省エネルギー推進基本フロー 

省エネルギーを体系的、戦略的に進めていくためには、制度整備や省エネ対策展開と

併せて省エネルギーを実施する基盤の強化が必要である。ここで、省エネルギーを実施

する基盤とは、省エネルギー推進責任省庁や法制度や支援制度の執行機関あるいは実際

の現場で省エネルギー対策を進める民間企業のエネルギー管理システムが想定される。

この関係を図Ⅰ－２－１．に示す。 

人材育成事業では、省エネルギー推進責任省庁の決定、法制度、諸方策、マスタープ

ランの策定を相手国が進めていく中でこれを担う人材の育成を行い、省エネルギー推進

基盤を強化する。また、これらの人材により着実に制度を執行することができるよう制

度整備を進める。具体的には、エネルギー管理のシステム構築、体制整備等を行うこと

により、省エネルギー対策の体系化と戦略的な実施を進めていく。 
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国際協力事業として省エネルギー推進事業を実施するにあたっては、このような各国

の制度整備状況および対策の進展具合および省エネ基盤の強化度合に応じた実施計画を

企画し、相手国のニーズを把握したうえで十分な理解を得て実施していくことが重要で

ある。 

Ⅰ-３. 実施計画の立案 

基本方針に則り経済産業省と協議の上、対象国を決定し、省エネルギー推進基盤整備

状況、各国の実情、ニーズに対応した実施計画を立てて専門家派遣、受入研修、フォロ

ーアップ、ネットワークの構築を実施した。 

（１）対象国・地域の決定にあたってはエネルギー利用の動向などから、省エネルギー

推進が気候変動防止上も我が国のエネルギー安全保障上も重要な国や地域から選定

し、ASEAN、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、タイ、ベトナム、インド、

中国、ブラジル、ロシア、サウジアラビアとした。 

（２）実施計画策定については、これまで実施してきた経緯も踏まえ、各国の省エネル

図Ⅰ－２－１．省エネルギーに係る人材育成事業のフロー 
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ギーをめぐる環境、すなわち制度整備進展状況、国民の意識、経済状況、エネルギ

ー資源や、我が国産業との関連性、我が国企業の省エネルギー技術のニーズ、地域

的な連携、政治的安定性なども考慮した上で、相手国のニーズにこたえるものとな

るよう相手国と十分に協議・検討を行った。 

（３）育成対象としては、決定したテーマを実現しうる人材を選定した。（基本的な対

象者の所属機関とカリキュラムの基本テーマの分類を表Ⅰ－３－１．に示す。）さ

らに、事業効率や効果を高めるために、各国の核となり決定権限を有する人物を育

成の対象とした。 

表Ⅰ－３－１．育成対象者のカリキュラム 

対象者の所属機関 カリキュラムの基本テーマ 

政府機関 省エネ政策や法制度構築・整備 / ビジネス展開を考慮した施策 

実施機関・民間団体 法制度執行支援、エネルギー管理・省エネ技術等の普及と運営 

民間 

(産業団体等) 

経営者啓発 / エネルギー管理 / 省エネ診断 / 省エネ技術・製

品導入に係るプロジェクトの形成 

対象となる各国や地域毎に、実際のエネルギー状況やこれに伴う省エネルギーに関す

る政策や各種制度等についての各国の現状と改善の課題を把握し、経済産業省による政

府間協議の場等で確認した上で具体的な改善テーマについて協力方針を含めて討議した。

この討議を通じて各国が行うべき改善とそれらに係る人材のニーズ及び求められるべき

資質を把握し、今までの事業で得た課題、フィードバックを通じて検討された今後の事

業企画などを参考として具体的なカリキュラムと活動の実施計画を策定し、具体的な活

動を実施した。 

（４）事業の実施円滑化のため、各国および各都市の関係者・実施機関との連携ネットワー

クの形成・拡大強化および情報収集を行った。さらに、東アジア諸国などの省エネルギ

ーに関する情報およびSEforALL（万人のための持続可能なエネルギー）の活動にかかわ

る情報発信を行うことで事業の成果を広く共有することに努めた。  

またIPEEC(国際省エネルギー協力パートナシップ)におけるEMAK（エネルギー管理

行動ネットワーク）およびTOP TENs（省エネルギー優秀事例及び最良技術リスト開発

普及プロジェクト）に関する日本の活動に関してノウハウの提供などの支援を行った。 

以上の考え方をもとに、関係各方面と成果を共有しその事業効果を最大化するととも

に、我が国企業の省エネルギー技術の海外展開を支援することにつなげることを目指し、

本人材育成事業をより多面的な視点により実施することとし、表Ⅰ－３－２．に示す計

画を策定した。 
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表Ⅰ－３－２．令和元年度の省エネルギー人材育成事業の計画 

事業対象 内 容 

中 国 
・優位技術の普及と中国の省エネ政策の強化に関する交流 

・専門家派遣 10人回／受入研修 1コース・10人 

インド 
・ECガイドライン(*1)普及支援 

・専門家派遣：10人回／受入研修：1コース・15人 

ロシア 

・熱供給プラント及び既設ビルのエネルギー管理及び3箇所のサマ

ースクールへの講師派遣 

・専門家派遣：13人回／受入研修：1コース・10人 

サウジアラビア 
・産業別の管理規制への支援要請への対応 

・専門家派遣：7人回／受入研修 1コース・10人 

ブラジル 

・ブラジルにおけるエネルギー多消費産業およびビル部門の省エネ

ルギー推進 

・専門家派遣：4人回 

インドネシア 

・エネルギー多消費産業のベンチマーク導入による省エネルギー

推進 

・専門家派遣：6人回／受入研修：1コース・ 5人 

ミャンマー 
・省エネ法発効に向けた工業省の実施する宣伝・教育活動への支援 

・専門家派遣：9人回 

タ イ 

・エネルギー管理システム確立を通じた体系的省エネ推進に資する

制度の改善 

・専門家派遣：4人回 

マレーシア 
・包括的省エネ法の草案作成と施行後の執行準備に係る支援 

・専門家派遣：4人回 

ベトナム 

・国家省エネルギープログラム（VNEEP）へのECガイドライン

(*1)の反映となるDecree21の見直し・改定支援 

・専門家派遣：6人回 

ASEAN 

・エネルギー管理士指導者（トレーナー）育成プロジェクトの継

続、カンボジア及びラオスに対する省エネ規制導入支援 

・専門家派遣：50人回／受入研修：3コース・39人 
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SEforALL 
・SEforALL事務局、Asia-Pacific Regional Hubとの情報交換 

・専門家派遣：2人回 

EAS 
(東アジアサミット) 

・ETCF（Energy Cooperation Task Force）会議出席、情報交換 

・専門家派遣：1人回 

EMAK 
・開催地候補をタイとして第10回ワークショップを開催 

・専門家派遣：11人回 

TOP TENs 
・第2回国際トップテンリスト（BAT建築以外）選考、第3回準備 

・専門家派遣：3人回 

政策・制度等への 

ニーズ調査 

・関係工業会等の協力を得て、省エネ技術搭載製品の海外展開での

課題や当該国へ望む政策・制度への改善の調査 

省エネルギー情報 

動向調査 

・アセアン10ヵ国および、ブラジル、中国、インド、ロシア、サ

ウジアラビアの合計15ヵ国の省エネルギー実施状況の整理 

AEEC 

・日本の省エネルギー政策や対策、国際協力状況、AEEC（アジア

省エネルギー協力センター）関連18ヵ国の省エネ法や政策に関

する情報の効果的な提供 

(*1)ECガイドライン：省エネルギーに関する判断基準 

Ⅰ-４. 実施の概要 

今年度の実施計画に基づく事業は概ね予定通り完了し、当初計画を満たす成果を得る事

が出来た。一方、12月に中国湖北省武漢市で最初の症例が確認されて以降世界的に流行し

た新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染による急性呼吸器疾患（COVID-19）の世

界的流行により、2月以降に予定していた中国、ブラジルへの専門家派遣の中止、AJEEP

（ASEAN-Japan Energy Efficiency Partnership:アセアン諸国に対する省エネ人材育成協

力）ポストミーティング及びASEANエネルギーセンター（ASEAN Centre for Energy、

以下、ACE）との総括会議の中止及びベトナムで開催予定のEMAK会議の来年度以降への

延期を余儀なくされた。中国、ブラジルへの専門家派遣とAJEEPポストミーティング及び

ACEとの総括会議の中止に関しては、事前の準備に加え中止決定後のフォローで所期の成

果を得ることができた。EMAK会議に関しては、発表内容と参加招聘者の人選を完了して

おり、延期開催時に速やかに対応できるよう準備を完了した。 

本事業の実施においては、今までのECCJ各部門の経験と活動成果を活用して、より充

実した内容とし、相手国のニーズに応えるものとするよう努めた。 

さらに、成果のフォローアップを行うとともに、国内外の省エネルギー関係者とのネッ

トワークの構築とこれらを通じた情報収集および事業成果の共有を行った。 
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本事業を通じて育成した人材が各国や各地域の目標とする制度構築等の事業に貢献し、

今後対象国において省エネルギーが一層推進される事が期待される。 

また、本事業においては国内企業・団体などとの連携も意識して実施しており、今後国

内企業等が海外進出を行う際に有意義に活用されることを合わせて期待する。 

専門家派遣の派遣回数・人数と受入研修の研修生の数を表Ⅰ－４－１．と表Ⅰ－４－２．

にまとめた。 

(１) 【専門家派遣】 

11 ヵ国および 1 地域に延べ 103 名、また国際連携のための事業として 5 名の合計 108 名

を派遣した。 

表Ⅰ－４－１．専門家派遣の国毎の派遣人数（実績） 

 実績 

派遣回数(回) 派遣人数(人回) 

二国間協力 25 55 

インド 3 9 

インドネシア 2 5 

中国 0 0 

マレーシア 1 2 

ミャンマー 3 11 

タイ 2 4 

ベトナム 2 4 

サウジアラビア 5 5 

オマーン 1 1 

ブラジル 1 1 

ロシア 5 13 

多国間協力 23 53 

ASEAN 19 48 

SEforALL 1 1 

EMAK 2 3 

TOP TENs 0 0 

AES - ECTF (*1) 1 1 

合 計 48 108 

 (*1) East Asia Summit – Energy Cooperation Task Force 
東アジアサミット－エネルギー協力タスクフォース 
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(２) 【受入研修】 

二国間協力及び多国間協力の枠組みの下で、7 コースの研修を実施し 4 ヵ国と 1 地域から

84 人を受け入れて実施した。 

表Ⅰ－４－２．受入研修生数（実績） 

区 

分 
国など名称 

コース数 

(コース) 

研修生数 

(名) 
実質日数 

(日間) 
テーマ 

二
国
間
協
力 

ロシア 1 10 5 地域熱供給設備エネルギー管理 

インドネシア 1 7 5 

エネルギー多消費産業の省エネ

推進のためのシステムと方案の

樹立 

中国 1 19 4 
省エネ政策等の情報共有と化学

工業分野による交流 

インド 1 12 5 

ECガイドライン(*1)の強制化を

視野に入れた遵守状況の評価シ

ステムの紹介とシステムの印エ

ネルギー制度への編入の検討 

多
国
間
協
力 

A 

S 

E 

A 

N 

ﾌﾞﾙﾈｲ 

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

ﾗｵｽ 

ﾏﾚｰｼｱ 

ﾐｬﾝﾏｰ 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

ﾀｲ 

ﾍﾞﾄﾅﾑ 

1 7 4 

エネルギー管理士の育成ならび

に管理士認定制度の構築・維持

管理に資する人材育成事業の推

進 

1 12 5 

ASEAN 各国の BEC （建築基

準） /GBC（グリーンビルコー

ド）の構築及び洗練化 

AEA(*2)でのZEB ready(*3)ビル

の案件提出の促進及び選考委員

の理解促進 

1 17 7 

自国での省エネ診断結果の報告

と技術講座及び理解度試験の実

施によりASEANエネルギー管

理士指導者（トレーナー）認証

の取得 

 合 計 7 84 35  

(*1)ECガイドライン：省エネルギーに関する判断基準 

(*2)AEA：ASEAN Energy Award アセアン省エネ表彰制度 

(*3)ZEB ready：外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備えた建築物 
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(３) 事業成果 

本年度の人材育成事業における各国別の対象者、目的、成果の概要については、多国間

事業も含めて令和元年度省エネルギー人材育成事業成果一覧（表Ⅰ－４－３．）に、各国

の省エネルギーにかかわる情報の整理は表Ⅰ－４－４．～ 表Ⅰ－４－６．にまとめた。 

また、事業を通じて得た国、地域ごとの現状認識、課題、実施内容、成果、今後の事業

企画案等の詳細についてはⅡ章にて報告する。 

(４) 各国の省エネルギーにかかわる情報の調査 

本年度は仕様に基づき、本事業実施対象国を中心として各国における省エネルギーにか

かわる情報を収集、調査、整理、分析し整理した。 

・省エネルギー導入促進政策や制度の具体的現状、計画、課題など 

・省エネルギーの実施、執行体制 

・その他省エネルギーに関する情報など 

(５) 事業活動の成果に関する情報提供 

本事業の成果を広く活用してもらうため、活動実施の都度概要を当センターのホームペ

ージに日本語及び英語で掲載した。これにより本支援事業の個別事例とともに全体像に関

して周知され、関係各国関係者の理解が深まり今後の協力関係拡大への契機となることが

期待される。 
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表Ⅰ－４－３．令和元年度の省エネルギー人材育成事業成果一覧 

１．ASEAN地域の多国間活動 

対 象 国 事業の目的 主な成果 
専門家派遣 

（人回） 

受入研修 

（人) 

ASEAN 10 ヵ国 ・ASEANにおいて、エネル

ギー管理士育成および管理

士認定制度の向上のため、

そのトレーナーを育成。 

 

AJEEP Scheme2（専門家派遣）およびECAP（受入研修）によ

り、下記活動を通して、ASEANのエネルギー管理士指導者(*1)

（トレーナー）としての認定資格を 19 名（昨年度からの継続参加

者 1 名を含む）に付与した。 

① ECAP18 では政策立案者を対象に省エネ法・省エネ判断基準・

管理標準・エネルギー管理士制度についての講義 

② タイ／ベトナムのトレーニングセンターでの省エネ実践教育 

③ 自国での工場／ビルにおいて省エネ診断の実践 

④ ECAP19 では省エネ診断結果の報告発表と省エネ法・省エネ判

断基準・管理標準・エネルギー管理システムの構築・省エネ熱

および電気技術等についての講義、工場見学と演習・試験実施 48 36 

ASEAN10 ヵ国 ・日本のBEC（建築基準）

/GBC （グリーンビル基

準）に関わる諸制度、優秀

事例等の学習により、建築

物に関する省エネレベルの

向上を目指す。 

 

ECAP20（受入研修）の成果は以下の通り。 

① 各国別情報（カントリーレポート、アクションプラン）から、

ASEAN 各国の BEC/GBC や ZEB 化の推進・取組み状況、課

題認識、今後の対応方針等に関わる情報を共有した。 

② 講義、現場見学を通じ、日本における ZEB 化推進の取組状況

に関する情報を共有した。 

③ JASE-Wからは、ZEB化推進の有力技術情報、ZEBの普及・推

進のための実践的アドバイス、ZEBの国際スタンダ－ド化に関

する情報等を得た。 
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(*1) 省エネ技術・診断・提案に渡る実践力を備え、自国のエネルギー管理士を育成することが可能な指導者 

(*2) ZEB ready：外皮の高断熱化及び高効率な省エネルギー設備を備えた建築物 

  

④ 2019 年のAEAのZEB Ready(*2)選考時の状況に関する事実を

踏まえ、案件応募数の増加、選考過程の合理化に向けた改善方

策を検討した。 

ASEANの省エネ法制度

整備遅延国（カンボジ

ア、ラオス） 

・省エネ推進基盤整備が遅れ

た国（カンボジア、ラオ

ス）に対する省エネ法制度

整備支援と法制度構築に関

わる人材の育成。 

AJEEP Scheme 3（専門家派遣）により以下の成果が確認された。 

1.カンボジア 

① 国家省エネ政策・戦略・行動計画（NEEP）案は 2020 年の制

定に向けて承認手続き中。 

② エネルギー管理制度は、定期報告書制度の導入に向け報告書様

式を検討。ECガイドラインについて理解。 

③ S&L制度は、規則文案の要修正箇所を理解し反映。鉱物資源エ

ネルギー省（MME）の幹部クラスも参加する省庁間会合にて

意見交換。今後の整備事項（製品登録制度等）を明確化。 

④ 上記の整備事項を踏まえた、次年度アクションプランを策定。 

2.ラオス 

① 省エネ首相令案は首相府の最終確認段階にあり、2020 年の制

定に向けて承認手続き中。 

② エネルギー管理制度は、定期報告書制度の導入に向け報告書様

式を検討。ECガイドラインについて理解。 

③ S&L制度は、規則文案の要修正箇所を理解し反映。今後の整

備事項（製品登録制度等）を明確化。 

④ 上記の整備事項を踏まえた次年度アクションプランを策定。 



13 

２．インドネシア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 象 者 目  的 主な成果 
専門家派遣 

（人回） 

受入研修 

（人) 

エネルギー鉱物資源省

(MEMR)や工業省(MOI)等

政府機関の関係者及び産業

団体関係者 

・産業部門の効果的な省エネ

推進のためのシステムと方

案の確立 

① MEMR及びMOIと事業の基本計画とロードマップを確認し、

両省及び産業界からなる事業推進を行うプロジェクトメンバ

ーの役割を確定した。 

② ベンチマークアプローチによるエネルギー多消費産業の省エ

ネ推進に関しては、対象業種をセメント及び肥料の２業種と

することを決定。２業種のエネルギー効率実態調査を行うた

めの調査票の作成を開始した。 

③ エネルギー管理システム（EnMS）と省エネの優秀事例を普

及するためのEnMS構築ガイドの作成普及に関しては、多く

の業種で共通的に利用可能な共通版ガイドを作成・普及する

こととし、ECCJが助言した構成（目次及び各項目で含むべき

要点）に基づき共通版ガイドの作成を開始した。 

5 7 
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３．マレーシア 

 

４．ミャンマー 

 

 

対 象 者 目  的 主な成果 
専門家派遣 

（人回） 

受入研修 

（人) 

エネルギー・科学技術・環

境及び気候変動省 

( MESTECC)などの政策関

係者 

・省エネ法の施行と実施に係

る体制の整備、省エネルギー

モデルの確立プロジェクト、

実行人材の育成に向けた支援

活動 

① 省エネ法の制定に向けたスケジュールについてMESTECCか

ら情報提供を受け、これをもとに省エネ法の施行と実施に関

連する規則などの整備と人材育成、省エネ法のもとで展開す

る省エネルギーモデル確立プロジェクトなどについて検討

し、MESTECCへの提案、説明、質疑を実施した。 

② これにより、今後の協力と支援のための基盤を共有し、支援

プロジェクトテーマ選択についてMESTECCによる検討に移

行した。今後、協議を継続し、実施するプロジェクトテーマ

の確定とその実行を目指すこととなる。 

2 0 

対 象 者 目  的 主な成果 
専門家派遣 

（人回） 

受入研修 

（人) 

計画財務工業省(MOPFI) 

省エネルギー部の省エネル

ギー法制度制定関係者及び

産業団体関係者  

・省エネ法策定及び付帯制度

整備への支援 

・産業分野におけるECガイ

ドライン策定支援 

・ルームエアコンの効率基

準・ラベリング基準策定支

援 

① エネルギー管理士制度の内容（目的、任務、資格付与条件

等）等を具体化した。 

② 省エネ法の対象となる指定事業者候補に対し、省エネ法とEC

ガイドラインの内容の周知が図られた。 

③ ミャンマーのエネルギー消費状況を考慮した定期報告書の形

式の作成が進んだ。 

④ ルームエアコンの効率基準・ラベリング基準の規則草案作成

が進展。実施のための関係省庁間の協議を開始した。 

11 0 
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５．タイ 

 

６．ベトナム 

 

 

 

 

 

 

対 象 者 目  的 主な成果 
専門家派遣 

（人回） 

受入研修 

（人) 

代替エネルギー開発・エネ

ルギー効率局（DEDE）等

の政府関係者 

タイ省エネルギーセンター

（ECCT） 

・協力事業案件確定のための

協議検討 

・タイの法制度整備状況及び

実施状況の確認 

 

① タイの省エネ制度の現状を踏まえ新たな事業を再開するため

協議検討を行った。協議の結果、事業テーマとしてECCJから

提案した「省エネガイドラインおよびエネルギー管理マニュ

アルの導入支援およびその策定に関する人材育成」について

当面3か年の事業として実施することで合意した。 

② 我が国におけるガイドライン、マニュアルの活用状況を解説

するとともに、具体的な事業内容ならびに事業の進め方を協

議し、DEDEにおいて適切な事業実施体制の構築を行うこと

を確認した。 

4 0 

対 象 者 目  的 主な成果 
専門家派遣 

（人回） 

受入研修 

（人) 

商工省(MOIT) 

省エネルギー持続開発局の

省エネ政策責任者・担当者 

・ベトナム国家省エネルギー

プログラム（VNEEP）ス

タートに伴う日本からの支

援内容の検討 

① 期中に担当者の交代があり、局長も交え当方提案の支援内容

の説明を行い以下の支援項目を確認した。 

・地方局員のエネルギー管理に関する能力向上 

・ECガイドライン作成支援 

4 0 
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７．インド 

(*1) https://beeindia.gov.in/latest-news/energy-conservation-guidelines-industries 

(*2) エネルギー使用合理化のために設備の管理要領（運転管理、計測・記録、保守・点検）を定めたマニュアルで、日本の「管理標準」に該当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 象 者 目  的 主な成果 
専門家派遣 

（人回） 

受入研修 

（人) 

エネルギー効率局  (BEE)

の関係者及び、主要産業部

門から選定されたモデル工

場 

・産業部門における省エネル

ギー推進の為のインド版

ECガイドライン (*1)（日

本の省エネ法における工場

等判断基準に準拠し導入）

普及支援および、同遵守状

況評価システムの導入支援 

① 先行9モデル工場が、インド版ECガイドラインに基づき作成

したEMマニュアル(*2)をレビューし完成度を向上させた。 

② 今年度に選定された約20のモデル工場におけるEMマニュアル

作成が開始した。 

③ 先行9モデル工場で得られた知見・教訓を後続モデル工場と共

有した。 

④ ECガイドライン遵守状況評価システム（日本の工場調査手

法）をBEEの実務担当者に紹介、理解させた。 

9 12 
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８．中国 

  

対 象 者 目  的 主な成果 
専門家派遣 

（人回） 

受入研修 

（人) 

国家節能中心(NECC)や中

央の組織並びに地方政府の

省エネ推進の責任者及び担

当者 

 

・中国における省エネ政策の

強化に関わる協力として日

中省エネ政策の情報交換と

共有を行う。 

① 中国の省エネ政策において、オンラインでの事業者のエネル

ギー消費把握による事業者に対する省エネ管理強化、地方政

府間でのエネルギー使用量の取引の導入による全体のエネル

ギー消費抑制と経済発展を図る枠組みが、重点策として試

行、継続されていることを確認した。 

② 日本側からは、省エネ法の動向（事業者評価、複数事業者に

よる省エネ）及び化学工業分野の省エネ・低炭素化推進策に

ついて情報提供を行ない、理解を深めた。 

0 19 

産業分野、化学工業分野に

関連する企業、協会の省エ

ネ活動推進部門の責任者及

び担当者 

 

・選定した普及テーマ（化学

工業とそのインフラの省エ

ネルギー）について、省エ

ネ普及の考え方、計画方

法、優れた設備及び技術へ

の理解を深め、これによっ

て省エネの普及を支援す

る。 

① 化学工業とそのインフラの省エネを中心的テーマとする受入

研修を実施し、省エネの取組方法、樹脂による省エネなどの

考え方を共有し、また、企業による講演によって当該分野で

の日本に競争力のある省エネ設備及び技術への理解を浸透さ

せた（ボイラ、蒸気マネジメント、化学工業における制御と

省エネ、イオン交換膜など）。 
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９．ブラジル 

対 象 者 目  的 主な成果 
専門家派遣 

（人回） 

受入研修 

（人) 

民間団体関係者  

産業団体及び協力企業の関

係者 

デマンド管理を含む省エネを

推進できる人材を育成する。 

・ISO 50001に基づくエネル

ギー管理システム (EnMS)

の構築と普及 

・EnMSに基づく目標設定と

目標達成のための効果的な

対策を体系づけて把握し実

現する。 

① 以前の事業成果（項目②）に基づき下記のプログラムから構

成する新規の事業を提案協議して具体的な活動を立ち上げ

た。 

(プログラム―1)  

エアコンを始めとする電気機器の省エネ推進 

(プログラム―2) 

ベンチマークアプローチによるエネルギー多消費産業の省

エネ推進 

② 2018年3月に完了した約3年間の節電・ピークカットを目的と

する事業の成果を広く共有し普及を推進した。（2018年11月

に実施した「エネルギー管理者ネットワーク」の第9回ワーク

ショップ（EMAK9）の成果普及を含む） 

1 0 

政府関係者 

鉱山エネルギー省 (MME)

や経済省 (ME) 等連邦政

府、及びサンパウロ州政府

の関係者 

以下の改善を具体的に策定し

執行できる人材を育成する。 

・エアコン始め電気エネルギ

ー多消費機器類の効率を向

上するためのS&L制度。 

・EnMSの普及を加速する省

エネ法改正と省エネ対策の

実現を促進する支援制度。 



19 

 

１０． ロシア 

  

官民関係者 

連邦政府や産業団体の関係

者 

業界ベースで省エネを推進す

る仕組みを作る人材の育成。 

・データ共有による省エネ目

標設定と達成のフォロー 

・広く共有できる効果的な省

エネ対策指針の策定運用 

対 象 者 目  的 主な成果 
専門家派遣 

（人回） 

受入研修 

（人) 

エネルギー省・省エネルギ

ー効率局関係者 

ロシアの熱供給設備省エネル

ギー推進用に日本の熱供給の

エネルギー管理および省エネ

技術について情報提供。 

・ウラジオストック市にて熱

供給設備省エネルギー診断

実施 

・サマースクールへの講師派

遣 

① 熱供給省エネルギー推進関係者10名を招聘し日本の熱供給に

関するエネルギー管理、最新省エネルギー技術、および熱供

給設備視察などの情報提供を行った。 

② ウラジオストック市の熱供給設備のエネルギー診断依頼に対

し、予備診断及び本格診断を実施した。 

③ 日本から計器を持ち込み、省エネルギー診断を実施しその結

果に基づき改善提案を実施した。 

④ ロシア内の２カ所（オケアン、スメナ）のサマースクールに

講師を派遣し、日本の省エネルギー文化等についてロシア全

土から選抜された青少年に講義した。 

13 10 
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１１． サウジアラビア / オマーン 

 

対 象 者 目  的 主な成果 
専門家派遣 

（人回） 

受入研修 

（人) 

サウジ省エネプログラム

(SEEP)、サウジ省エネル

ギーセンター (SEEC)、及

びサウジ家庭電気製品研修

所( SEHAI)の関係者 

 

電力会社、石油会社等  

・SEECが検討しているエネ

ルギー管理制度の構築に向

けて支援を行う。 

・SEEP・SEHAI等が推進し

ている啓発活動等を支援す

る。 

・官民連携ビジネスミッショ

ンの派遣。 

① SEECに対してサウジにおけるエネルギー管理制度構築作業を

支援するため、随時情報提供等アドバイスを実施。 

② SEEPが検討中の産業分野別（発電、石油化学、原材料など）

の省エネ制度制定支援のため、我が国の判断基準やベンチマ

ーク制度などを紹介し、サウジにおける制度設計の参考とし

て情報を提供した。 

③ SEHAIにおける省エネルギーセミナーに参加し、家庭部門に

おける省エネルギー啓発のための講演を行った。 

④ 我が国企業の進出を支援するため官民ビジネスミッションを

派遣し、日サ企業の事業展開の可能性を探った。 

5 0 

オマーン王宮府及び石油ガ

ス省の関係者 

・省エネルギー推進につい政

府関係者と意見交換。 

今後の事業協力可能性の検

討 

① 同じく資源国であるオマーンにおいて政府関係者と省エネ推

進について意見交換を行った。同国においても省エネの機運

が高まっていることが確認され、今後の事業協力について引

き続き検討することとした。 

１ 0 
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表Ⅰ－４－４．ASEAN 各国、中国及びインド、ロシア、ブラジル、サウジアラビアの省エネルギー推進基盤評価 

アセアン各国、及び他5カ国の省エネ推進基盤評価

参考国

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾏﾚｰｼｱ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾀｲ ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾌﾞﾙﾈｲ ﾐｬﾝﾏｰ ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ﾗｵｽ 中国 ｲﾝﾄﾞ ロシア ブラジル サウジアラビア 日本

省ｴﾈ Master Plan Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 草案  Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
省ｴﾈ目標 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
省ｴﾈ法（制定年） No 2020見込み Yes(2019) Yes (2012) Yes (1992) Yes (2010) No No No No Yes(1998) Yes(2001) Yes(2009) Yes(2001) No Yes(1979)

改正年      2017 2007 2008,2016 2010 2018 数次
省ｴﾈ規則・政令 Yes (2009) Yes (2008) Yes Yes Yes Yes(2011) No No No No Yes Yes Yes No Yes

ｴﾈﾙｷﾞｰ価格助成政策 Yes Yes No No なくなりつつある 統制価格 Yes No Yes(電気) Yes Yes Yes No

ｴﾈ管指定事業者制度
定期報告制度

Yes
≥6000toe/y

Yes
≥3GWh/6M

Yes
1種：0.5～

4GWh/y
2種：≥4GWh/y

Yes
≥54TJ/y

Yes
≥20TJ/y or
1000kW or
1175kVA

（一種は≥
60TJ/y）

Yes：工場
≥1000toe/y

ビル
≥500toe/y

No 準備中 策定中 策定中 Yes Yes Yes No No
Yes

≥1387toe/y

ｴﾈﾙｷﾞｰ管理者制度
Yes(ｴﾈ診断

士)
Yes (電気) Yes Yes Yes

Yes
(ｴﾈ診断士)

No 準備中 No No Yes
Yes(ｴﾈ診
断士)

Yes No 試験的導入 Yes

判断基準 No No No No No No No ガイドライン案 No No No Yes:2018 No No Yes

管理標準 No No No No No No No No No No No 順次作成中 No No Yes

省ｴﾈﾋﾞﾙコード Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No Yes Yes Yes No Yes Yes

省ｴﾈ研修ｾﾝﾀｰ Yes 進行中 No Yes Yes No 検討中 No No Yes Yes

省ｴﾈS&L制度
MEPS

ラベル強制
MEPS

ラベル強制
MEPS

ラベル強制
MEPS

ラベル強制
MEPS

ラベル任意
MEPS

ラベル強制
No 注（1） 注（2） 注（2）

MEPS
ラベル強制

MEPS
ラベル強
制・任意

MEPS
ラベル強
制・任意

MEPS
ラベル強制・

任意

MEPS
ラベル強制

ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰは
強制、ラベ
ルは任意

省ｴﾈ金融支援 Yes 省エネ法に規定 Yes Yes  Yes No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes

省ｴﾈ管轄政府機関

MEMR(ｴﾈﾙｷﾞｰ
鉱物資源
省）
MOI　(工業
省）
MFE(森林環
境省）

Ministry of
Energy,
Science,
Technology,
Environment
and Climate
Change
(MESTECC)

DOE(ｴﾈﾙｷﾞｰ
省）

ｴﾈﾙｷﾞｰ省
DEDE
エネルギー
政策・計画
室EPPO

MOIT: Energy
Efficiency
and
Sustainable
Development
Depertment
DOIT:(地方
局)担当部

Ministry
of Energy

Ministry
of
Planning,
Finance
and
Industry

MME
(Ministry
of
Industry,
Mines and
Energy)

Institute
of
Renewable
energy
promotion(I
REP)/Minist
ry of
Energy and
Mines(MEM)

NDRC
資源節約和
環境保護司

インド政
策委員
会、電力
省、省エ
ネルギー
局、各州
の州指定
機関

ロシア連邦
エネルギー
省（The
Russian
Ministry of
Energy）

連邦政府鉱山
エネルギー省
（Ministry
of Mines and
Energy
(MME)）
州政府の鉱山
エネルギー省

エネルギー省
が中心となり
SEEP（サウジ
省エネプログ
ラム）が立
案。SEEC、
SASO、SECな
どが具体化

METI/
ANRE(エネ
ルギー庁）

省ｴﾈ推進機関
MEMR、MOI、
MFE、MOF
（財務省）

Sustainable
Energy
Development
Authority of
Malaysia
(SEDA )
GTM(Green
Tech
Malaysia)、
EC(エネル
ギー委員会）

EUMB（エネル
ギー使用管理
局）

ECCT
(Energy
Conservatio
n Center of
Thailand)

Industrial
Promotion&De
velopment
Consultancy
Center/
Hanoi
Science
Technology
and Energy
conservation
Department

Brunei
National
Energy

Research
Institute
(BNERI)

No No No

NECC
省、市ﾚﾍﾞﾙ
（節能中心,
節能監察中
心）

TERI
PCRA

Center for
Energy
Efficiency
(CENEf)

国家産業連盟
(CNI)
伯エネルギー
等多消費産業
協会(ABRACE)
伯ESCO協会
(ABESCO)
など

サウジアラビ
ア省エネル
ギーセンター
（SEEC）

ECCJ
NEDO

国　　名
アセアン10カ国 その他の国

省
エ

ネ
政

策
制

度
構

築
・

展
開

省ｴﾈ法制度構築、省ｴﾈ
推進施策

大統領令、
MEMR省令施

行

・産業,輸
送,家庭部
門：省エネ

法
・ビル部

門：ビル規
則

省エネル
ギー促進法
(1992)、改
正法(2007)

施行

省エネ法
(2010)、詳細

を定めた
Decree

(2011)施行

ｴﾈﾙｷﾞｰ白書
(2014）に
基く取組み

実施

節電対策
（ﾋﾟｰｸｶｯ
ﾄ）等

発電：EMA
産業部門：
EDB、NEA、
SPRING
Singapore
ビル部門：
BCA、HBD、
NEA
輸送部門：
LTA、MPA、
CAAS
家庭部門：
NEA、BCA、
HDB

注（1）：エアコン、照明について準備中    注（2）：エアコンについて準備中

大統領令
草案策定
後、省エ
ネ法策定
(2020承認
目途）

国家省エ
ネ戦略草
案最終化

過程
（2020承
認目途）

首相令草案
最終化過程
（2020承認

目途）

第13次５ヶ
年計画(16-
20)実施

PAT制度
（2012-)

2009年連邦
法第261-FZ

'政府エネル
ギー管理プロ
グラム、省通

達

エネルギー効
率及び保全法
が承認される
予定(2020)

省エネ計画
（目標・施
策）はエネル
ギー効率指標
管理委員会
(CGIEE)で決

定

省エネ法は国
家省エネプロ

グラムの
「フェーズ
2」での目標
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表Ⅰ－４－５．ASEAN 各国、中国及びインド、ロシア、ブラジル、サウジアラビアの省エネルギー推進基盤評価（続き） 

参考国

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾏﾚｰｼｱ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾀｲ ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾌﾞﾙﾈｲ ﾐｬﾝﾏｰ ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ﾗｵｽ 中国 ｲﾝﾄﾞ ロシア ブラジル サウジアラビア 日本

GDP成長率%
(国連2018)

5.17 4.74 6.24 3.23 4.13 7.8 0.05 6.2 7.5 6.25 6.57 6.81 2.25 1.12 2.21 0.79

ｴﾈﾙｷﾞｰ価格助成撤廃 - - なくなりつつある 段階的実施 - 貧民対策除く 補助金額削減 -

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸの制定
Yes（環境省
プログラ
ム）

No 取り組み中 No No Yes No No No No Yes No No 試行中 Yes

ESCOビジネスの展開 Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No Yes Yes Yes Yes
Yes：Super
ESCO設立

Yes

ESCO事業支援 Yes Yes Yes Yes No No No No No Yes Yes
ABESCO-JASE-
W間でMOU有

登録制度あり Yes

工場/ビル診断支援 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 進行中 No Yes No Yes Yes No Yes

省ｴﾈ事業支援
（税制、金融、助成
金）

Yes Yes Yes Yes Yes No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes

省ｴﾈ技術支援 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 準備中 No Yes No Yes Yes Yes Yes Yes

省ｴﾈS&L制度実施推進 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 準備中 注（1） 注（2） 注（2） Yes Yes Yes Yes Yes Yes

注（1）：エアコン、照明について準備中     注（2）：エアコンについて準備中

国　　名
アセアン10カ国 その他の国

省
ｴﾈ
市
場

環
境

の
展

開
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ﾐｬﾝﾏｰ ｲﾝﾄﾞ ロシア ブラジル サウジアラビア

E
C

C
J
の

国
際

協
力

成
果

特記
事項

１．二国間研修成

果として省エネ規

則（2009）を施行、

特にエネルギー管

理者制度構築面を

支援

２．ｺﾞﾑ産業の省ｴﾈ

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを作成

３．工業省のﾓﾃﾞﾙ

事業として東ジャワ

州の省エネ推進基

盤構築支援（主要

産業の省エネ診

断、地方政府の法

制度整備に資する

人材育成）

４．ESCO導入主導

人材の育成

５．多国間研修の

エネルギー管理士

育成プロジェクトの

成果として７名に

AJEEP認定のト

レーナー資格を付

与

６．次の事業の基

本計画作成：①ベ

ンチマークの確立

②エネルギー管理

システム 構築③省

エネ優秀事例の普

及システムの確立

１．二国間研修

成果として省エ

ネ規則（２００８）

を施行（対象は

電気ｴﾈﾙｷﾞｰで

あるが、管理手

法は日本の省エ

ネ法に酷似）

２．電気及び熱ｴ

ﾈﾙｷﾞｰ使用機器

の省エネｶﾞｲﾄﾞﾗ

ｲﾝを作成

３．高官招聘研

修や専門家派遣

を行って省ｴﾈ法

案策定を支援（ﾏ

ﾚｰｼｱの事情に

より中断中）

４．多国間研修

のエネルギー管

理士育成プロ

ジェクトの成果と

して８名に

AJEEP認定のト

レーナー資格を

付与

１．ENMAP（省エ

ネ推進機関）の

人材育成を支援

（エネルギー管

理者認証、診断

士育成等）

２．モデル産業と

して食品や鉄鋼

産業の省エネ診

断を支援

３．多国間研修

のエネルギー管

理士育成プロ

ジェクトの成果と

して１名に

AJEEP認定のト

レーナー資格を

付与

各国
共通

研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（日本の省ｴﾈ法制度・普及活動等の情報提供、ｴﾈﾙｷﾞｰ管理の成功事例視察・学習、政策立案実習）を通じて多数の省ｴﾈ人材を育てた

専門家派遣事業では現地において数10から100名規模のセミナーを開催し、多くの省エネ関係者に日本の省ｴﾈ情報を提供した

主要産業、主要建物のエネルギー診断（簡易あるいは詳細）を実施して、その普及を支援し、産業＆建物部門のエネルギー管理レベルを向上させた

１．2年間の長期専門家派遣

(2007～2008)、中央政府

（MOP、BEE）及び州指定機

関（SDA）職員の受入研修

等を実施して省ｴﾈ法（2001)

の執行と執行人材の育成を

支援

２．PCRAとMOU(2006～

2015)を結び、産業の省ｴﾈ

推進対策、ｴﾈﾙｷﾞｰ診断指

導と診断ﾏﾆｭｱﾙ作成した。

また運輸の省エネ協力とし

て、自動車の燃費対策ﾌﾟﾛｸﾞ

ﾗﾑ等を支援し、省ｴﾈ実施機

関としての能力向上を支

援。特に自動車の効率基準

では欧州（CO2排出基準）で

はなく日本の燃費基準に目

を向けさせた

３．BEEに対するS&L事業支

援ではACの省ｴﾈ基準に

CSPFを入れてインバーター

方式の市場参入を可能とし

た

４．BEEに対しPAT制度の効

果的運用を促進するため、

日本の判断基準（ECガイド

ライン）の導入を支援、2018

年インド版ECガイドラインが

公表された。

５．受入研修を実施し、日本

の工場調査で行われている

判断基準（ＥＣガイドライン）

遵守状況の定量評価方法を

理解させた。

日露省エネル

ギー・イニシア

ティブ省エネ・再

エネWGでの合意

に基づき実施。

1．モスクワ学校

施設の省エネ診

断実施

2．カムチャッカA

大学の省エネ診

断・省エネセミ

ナー実施

3．ウラジオストッ

ク市B学校の省エ

ネ診断の実施

4．ロシアのサ

マースクールへ

の省エネ講師派

遣

5．ビル省エネ対

策に関し受入研

修の実施（ビル省

エネ規制・支援制

度・省エネ技術）

６．「地域熱供給

設備エネルギー

管理」に関し受入

研修の実施

７．ウラジオストッ

ク熱供給設備の

省エネ診断の実

施

A．政府間で合意した「スマートコ

ミュニティワーキング」下での省エ

ネ分野の協力事業として「節電・

ピークカットに資する事業」

「Phase-1事業」(2015年度－2017

年度)を成功裏に完了した。

Phase-1事業の実施成果

１．官民で取組む体制を確立し同

国の省エネ推進の礎を築いた。

２．産業部門でのISO50001に基づ

くモデル的EnMSを構築し普及を

開始した

・協力企業4社が協力。

・国家産業連盟 (CNI)が本プログ

ラムに整合する自主プログラム

(Alliance rogram) を確立し移行、

実施中。

３． エネルギー管理制度及び省

エネ推進支援制度に関する提案

書作成

（組織したワーキンググループに

よる）

４． 節電・ピークカットのための

「アクションガイド (産業全般用)」

の作成と普及に向け中小企業約

300社で試用

・今後建物用を作成。

B. Aの事業の成果に基づきIPEEC

のEMAKのワークショップ

(EMAK9)を開催した。

Ｃ．2019年度に新規に下記から成

るPhase-2事業を立ち上げた。

①ベンチマークアプローチによる

エネルギー多消費産業の省エネ

②エアコン始め電気機器類の省

エネ基準の改善

エネルギー価格が安価

で省エネ推進の動機に

乏しかったが、原油価格

低迷により補助金削減、

付加価値税導入等、原

油価格低迷で状況が変

化しつつある。この状況

下で省エネ制度構築や

省エネ意識向上に取り

組んだ。

１．エネルギー管理制度

構築に向けて専門化を

派遣し支援

２．エネルギー管理士制

度構築に向け、受入研

修・専門家派遣を行い

支援

３．省エネセミナーに専

門家を派遣し講演を行

う。学校教育・表彰制度

に関する情報提供など

普及啓発活動を支援

４．機器の性能基準作

成、ビル省エネ規則、、

産業の業種別規制の作

成にあたり判断基準、ベ

ンチマークなどの情報

提供により支援。

１．二国間研

修や2.5年間の

長期専門家派

遣等を実施し

て省ｴﾈ法

（2011)案の策

定、執行を支

援

２．省エネ法細

則の改定（EC

ガイドラインを

追加する）を検

討しているが、

その支援

３．多国間研

修のエネル

ギー管理士育

成プロジェクト

の成果として７

名にAJEEP認

定のトレー

ナー資格を付

与

４．二国間で

新国家省エネ

プログラムへ

の支援方針を

検討中

１．多国間

研修の成果

としてビル

省エネや機

器の省エネ

基準＆ラベ

ル制度構築

を推進中

２．多国間

研修のエネ

ルギー管理

士育成プロ

ジェクトの

成果とし５

名にAJEEP

認定のト

レーナー資

格を付与

1．省エネ大統

領令案策定支

援(省エネ法制

定に方針変

更）、省エネ法

案策定を継続

支援(2020年政

府承認目途）

２．省エネ関連

制度整備とし

て、エネルギー

管理士制度、

S&L制度草案策

定を支援。

３．多国間研修

のエネルギー

管理士育成プ

ロジェクトの成

果として４名に

AJEEP認定のト

レーナー資格を

付与

４．二国間でEC

ハンドブック、

ECガイドライン

作成支援。エネ

ルギー管理制

度構築支援を

実施

1．多国間研修

の成果として省

エネ法（2013）の

施行支援。

エネルギー管理

者認証制度に貢

献

２．．多国間研修

のエネルギー管

理士育成プロ

ジェクトの成果と

して２名に

AJEEP認定のト

レナー資格を付

与

１．TEM (Total

Energy

Management)ﾊﾝﾄﾞ

ﾌﾞｯｸ始め省ｴﾈﾊﾝﾄﾞ

ﾌﾞｯｸ類を作成した。こ

れはその後、各国の

言語に翻訳されて

ASEAN標準ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯ

ｸに発展

２．中小企業の省エ

ネ表彰制度構築を支

援

３．主要産業の省エ

ネ診断マニュアル作

成支援

４．ビル部門の省エ

ネのモデル事業とし

て総合大学の省エネ

モデル形成事業を支

援

５．多国間研修のエ

ネルギー管理士育

成プロジェクトの成

果として８名に

AJEEP認定のトレー

ナー資格を付与

アセ
アン

アセアン加盟国の省エネ目標達成に貢献（TPES/GDPを2015年度までに2005年比８%削減。2020年までに20％削減目標に対し2019年で24%削減達成）

2001年から実施する日－ASEAN省エネ多国間協力を通じた貢献（PROMEEC → AJJEP)

・アセアン省エネ表彰制度の維持発展に貢献

・アセアン加盟国標準として省エネ技術要覧及びTEMﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸの作成による管理研修等の実施を支援

・エネルギー管理士を育成できる指導者の養成トレーニング実施し（タイ研修センターを活用した省エネ実技研修の実施を含む）、ASEANトレーナ資格認定を付与

・グリーンビルディングコードの普及推進及びゼロエミッションビル　コンセプトの普及促進

1．省ｴﾈ法

制度整備

ロードマップ

の作成支援

２．エネル

ギー管理制

度案、S&L

制度案

（Draft Sub

Decree on

S&L)など省

エネ関連規

則案の作成

を支援

３．多国間

研修のエネ

ルギー管理

士育成プロ

ジェクトの

成果として４

名にAJEEP

認定のト

レーナー資

格を付与

1．省ｴﾈ法

制度整備

ロードマップ

の作成支援

２．省エネ

首相令案の

策定、エネ

ルギー管理

制度案、

S&L制度案

など(Draft

Provision

on S&L)省

エネ関連規

則案の策定

を支援

３．多国間

研修のエネ

ルギー管理

士育成プロ

ジェクトの

成果として４

名にAJEEP

認定のト

レーナー資

格を付与

１．日中省エネ法及び執行

状況の比較検討・ドキュメ

ント化を通じた、省エネ法

改正（2019年度実施想定）

への協力

２．ビル・産業における現

場訪問と、現場における管

理体制の改善促進

・北京・河北省・山東省

ビル（ホテル）、製紙工場、

苛性ソーダ工場での現場

訪問（診断・管理手法に関

する協議）

・上海

ホテルにおけるボイラの現

場管理確認と、高効率ボイ

ラの導入関連セミナーの

実施

３．中央・地方政府の政策

立案者、実施者の研修、・

エネルギー管理士養成分

野等での支援により、省エ

ネ目標達成実現に貢献

＊以下は5カ年計画時の

GDPあたりエネルギー原

単位削減達成率

・第11次　▼20%、・第12次

▼16%、第13次▼15%（目

標）

４．今回の研修は中国側と

の協議に基づき、特定重

点分野として化学工業

を

選定し、技術面での交流を

実施した。

国　名
アセアン二国間及び多国間協力 アセアン多国間協力 二国間協力

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾏﾚｰｼｱ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾀｲ ﾍﾞﾄﾅﾑ ﾌﾞﾙﾈｲ ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ﾗｵｽ 中国

表Ⅰ－４－６．ASEAN 各国、中国及びインド、ロシア、ブラジル、サウジアラビアへの国際協力実績及び成果 
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Ⅱ．国別の事業実施計画と実施結果及びフォローアップならびに実施結果に基づく新た

な事業企画提案 

Ⅱ－１．ASEAN 地域の多国間活動 

Ⅱ－１－１. 現状認識と課題 

ASEAN多国間活動は専門家派遣（AJEEP Scheme2 とScheme 3）と受入研修（ECAP）

の 2 形態で進めている。（図Ⅱ－１－１．） 

 

実施にあたっては、ASEANの公式多国間プロジェクトとして承認されることが必要。

このためASEANエネルギー大臣会合（AMEM)のもとで運営されるエネルギー効率・削

減サブセクターネットワーク（EE&C-SSN)に事業計画を提案し、エネルギー次官級会合

（SOME)の承認を得て進めていく。（図Ⅱ－１－２．） 

図Ⅱ－１－１．ASEAN（多国間）プロジェクトの進め方 
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（１）専門家派遣 

①AJEEP Scheme 2（以降、Scheme 2）については、質の高いエネルギー管理士を育

成するために、実践力・技術力の高いエネルギー管理士指導者（トレーナー）を養成

することが必要。。具体的な目標として、(i)ASEAN各国のエネルギー管理士の質の向

上、(ii)ASEAN各国のエネルギー管理士の量の拡大、(iii)ASEAN各国のエネルギー管

理士認定制度の整備・改善、(iv)ASEAN独自のエネルギー管理士指導者（トレーナー）

研修プログラムの構築に向けた検討の開始の４項目を掲げて本プロジェクトを開始し

た。2016 年から 4 年計画で開始したものであるが、養成されたトレーナーが核となっ

て、それぞれの国で質の高いエネルギー管理士を育成していくと共に、エネルギー管

理士認定制度を維持向上させていくことが必要である。また、このシステムを自立的

かつ持続的に向上させるためには各国政策担当者、FP（Focal Point：アセアン各国の

省エネ担当窓口)、ACEとの連携による継続的なフォローが重要である。また、4 年間

プロジェクトの最終年度に当たり、初年度に作成したロードマップの確認と 4 年間のま

とめを実施する必要がある。 

現状（2019 年 2 月現在）のエネルギー管理士数および 2016 年に設定した 4 年後

（2020 年 3 月時点）の目標管理士数を表Ⅱ－１－１．に示す。 

図Ⅱ－１－２．ASEAN（多国間）プロジェクト推進体制 
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表Ⅱ－１－１．ASEAN 主要国エネルギー管理士の現状（2019 年 2 月現在） 

 インドネシア マレーシア タ イ ベトナム 

現状のエネル

ギー管理士数 
686 1,129 

C-PRE:13,898 

S-PRE: 4,218 
3,340 

2020/3 時点 

での目標 
677 1,106 

C-PRE:14,772 

S-PRE: 3,955 
3,550 

C-PRE(Conventional Person Responsible for Energy) : エネルギー管理士 

S-PRE(Senior):指定工場/ビルの規模により配置される高水準のエネルギー管理士 

②AJEEP Scheme 3（以降、Scheme 3）は、省エネ推進基盤整備が遅れた国に対する

省エネ政策策定と省エネ法制度構築に関わる人材育成を行なう事業であり、カンボジ

アとラオスを対象に実施している。 

カンボジアは、NEEP案の承認に向けた手続きが進行している。関連規則の一つであ

るS&L規則案（エアコン）を 2016 年度のScheme 3 において作成した。多段階評価基

準、MEPS、ラベルデザインの各案（第１案）を 2017 年度のScheme ３において作成、

2018 年度のScheme 3 において見直しを行った。 

エネルギー管理制度は、指定事業者のエネルギー使用量等の閾値案策定を目的に

2017 年度のScheme3 において食品工場の実態調査を実施し、2018 年度のScheme 3 に

おいて電力使用量データを基に暫定的な閾値レベルを作成した。産官学によるモデル

プロジェクトを通じて、制度整備を進めることについて合意を得た。 

ラオスは、2016 年度以降のScheme 3 において日本側が改善提案をした点を反映した

省エネ首相令案の制定に向けた手続きが進行している。S&L制度は、エアコンを対象

とし、2017年度のScheme3における28の店舗調査を基に、多段階評価基準、MEPS、

ラベルデザインの各案（第１案）を作成し、2018 年度のScheme 3 のテクニカルワーキ

ンググループ（以降、TWG）にて最終化した。これらや製品登録制度などを規定した

エアコンのS&L規則案を 2018 年度のScheme 3 において草案した。エネルギー管理制

度は、指定事業者のエネルギー使用量等の閾値案策定を目的に、2017 年度のScheme 3

において業務ビルの実態調査を実施し、2018 年度のScheme 3 において閾値案を作成し

た。産官学によるモデルプロジェクトを通じて、制度整備を進めることについて合意

を得た。 

しかしながら、依然としてASEAN諸国の中で両国の制度整備は遅延している。これ

までのScheme3 事業の中で、ACEとともに再三に亘りTWGメンバーの固定化や関係省

庁との連携による制度整備推進の提言を行ってきたが、未だ抜本的な解決には至って

いない。 

（２）受入研修 

ASEAN多国間プログラムを効果的、効率的に進めるためには、専門家派遣とのさらな
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る緊密な連携が必要である。コストパフォーマンスの観点からも実施事項相互間の連携や

シナジーを追求すべき状況にある。このため、３回の研修計画のうち 2 回は、Scheme２

に連動した形とし、実践力・技術力の高いエネルギー管理士指導者（トレーナー）を養成

するという課題に対応する。 

第 1 回目は昨年度からグループ討議で開始した持続可能なエネルギー管理士制度構築に

向けた討議をASEAN各国の政策担当者を対象に継続する。 

第 2 回目は、タイ／ベトナムのミニプラントでの訓練と自国省エネ診断を実施した研修

生を対象に、エネルギー管理制度・省エネ新技術（熱技術、電気技術）・システム構築の

講義および日本の省エネ新技術紹介を民間企業からの講義と現場見学を合わせて実施し、

エネルギー管理士のトレーナーとしての技術力・実践力向上を目的に研修を実施する。 

残る１回については、ASEAN域内各国においてZEB化を含む建築物省エネ技術レベル

向上への関心が高いビル分野の省エネ推進をテーマとする。 

（３）課題の整理 

以上の専門家派遣、受入研修に関する現状認識を踏まえた各プログラムの課題は以下

の通りである。 

① AJEEP Scheme２ 

 ・4 年目の活動を実行するとともに、管理士育成ロードマップとして設定した目標

を達成すること 

 ・4 年間プログラムとしての成果を含めた総括とプログラム終了後のアクションを

明確化すること 

 ・各国の育成数増加への要望に対して、最終年度のプログラムの中で具体化してい

くこと 

② AJEEP Scheme 3 

 ・緒に就いたエネルギー管理制度整備のためのモデルプロジェクトの活動を構成メ

ンバーの固定化を含め、軌道に乗せていくこと 

 ・検討の進捗したS&L制度規則文案については、最終コメントの提示と反映を行い、

承認プロセスに進むための最終案に仕上げること。 

また制度運用システムを検討していく関係省庁間の協働体制構築を促すこと 

③ 受入研修（ECAP) 

 ・エネルギー管理士認定制度に関する各国政策担当官の管理士育成ロードマップに

対するコミットメントの強化とASEANとしてのエネルギー管理士育成・認定制度

構築に向けた検討を深めること 

 ・エネルギー管理士指導者育成研修の一環として、質の高い技術講習を提供してい

くこと。併せて受講者と修了者間の相互研鑽環境を醸成すること。Scheme3 の活

動とも連携させること 
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 ・AEAの表彰対象部門となったZeb Readyビル部門において、応募件数の増加と受

賞案件の実現のため、表彰審査関係者の理解及び各国内のZEBファミリーコンセ

プトの認知度を促進させ、ZEBに起用される省エネ技術の普及を図ること 

 

以上、専門家派遣と受入研修を有機的に連携させて、諸課題の解決とより充実した成

果の獲得を目指す。ASEAN多国間プログラムを効果的、効率的に進めるためには、専

門家派遣とのさらなる緊密な連携が必要である。コストパフォーマンスの観点からも実

施事項相互間の連携やシナジーを追求すべき状況にある 

Ⅱ－１－２. 課題解決に向けての対応方針と事業実施計画 

（１）専門家派遣 

① Scheme 2 

今年度のScheme 2は、実践力・技術力の高いエネルギー管理士指導者（トレーナー）

を養成する４ヵ年プロジェクトの４年目を実施する。従来活用してきたタイに加えて、

新たにベトナムを加え 2 か所のミニプラントを活用することで参加機会を倍増して、参

加しやすくなるように改善する。具体的には、タイおよびベトナムのトレーニングセン

ター（ミニプラント）を活用して実践訓練および理解度試験を実施（受入研修では電

気・熱技術講習、理解度試験を実施）する。また、ミニプラントでの訓練の結果を元に、

自国での省エネ診断を実際の工場やビルで実施し、実践力の涵養を図る。それぞれの活

動に専門家を派遣し、ミニプラント操作訓練指導・省エネ診断指導・結果報告書のまと

め方の指導などを実施する。Scheme 2の対象国として、エネルギー管理士制度の進捗度

合いによって表Ⅱ－１－２．のようにグループ分けをしている。2016 年度の対象国はグ

ループAとしたが、2017 年度以降はASEAN全体のレベルアップのために、全AMSs

（ASEAN Member States）を支援対象としている。B・Cグループにおいては、本プロ

ジェクト実施期間中にエネルギー管理士制度構築がなされた段階でAグループに移行す

るものとする。 

表Ⅱ－１－２．Scheme 2 の対象国のグループ分け 

Aグループ 
制度構築済みだが、管理士が不足 

インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム 

Bグループ 
制度構築中 

ブルネイ、ミャンマー、フィリピン 

Cグループ 
制度構築準備中 

カンボジア、ラオス 
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サ ポ ー ト  
制度構築済みで管理士が充足（支援国として位置づけ） 

シンガポール 

 

本年度のエネルギー管理士指導者（トレーナー）育成コース、および 4 ヵ年の各国受

講スケジュールとトレーナーとしての認定者目標数を表Ⅱ－１－３．に示す。  
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表Ⅱ－１－３．エネルギー管理士指導者育成コース 

日

程 
形態 項目 目的 活動内容 再委託先の役割 

① 
派遣 

(6 月) 

インセプション 

ミーティング 

1 人選（継続参加可能

者、指導的立場) 

2 運営方法（費用負

担）の確認 

3 持続可能なエネルギ

ー管理士指導者育成

システムの構築 

1 プログラム趣旨説明、

討議 

2 エネルギー管理士育成

の啓蒙、広報支援 

3 制度概要説明、討議 

1 会議開催、運営業務 

2 各国運営指示、議事録

作成 

② 
派遣 

(8 月) 

実践トレーニング 

コース－１ 

タイ・ベトナム 

トレーニングセン

ター 

1 実践力を養う 

2 自国での省エネ診断

に繋げる 

1 ミニプラントによる実

践教育 

2 実践手法の理解度チェ

ック試験 

1 スケジュール調整 

2 トレーニングセンター

との契約締結 

3 研修運営支援 

③ 
受入 

 (9 月) 

育成制度 

討議 

1 エネルギー管理士指

導者育成制度構築に

むけた討議 

2 組織、教科書、カリ

キュラム、運営方

法、支援体制の構

築、共有化 

1 メンバー・組織構築 

2 トレーニング教材の討

議 

3 トレーニングセンター

設備の整備 

4 支援体制（資金）の構

築 

1 招聘業務 

2 会議運営支援 

3 最終レポート作成 

④ 
派遣 

(9-12 月) 

実践トレーニング 

コース－２ 

自国での 

省エネ診断 

1 原則的には自主的な

運営を促す 

2 専門家派遣でアドバ

イス 

3 認定トレーナーの参

加 

1 自国での省エネ診断実

習の自主実践 

2 省エネ診断結果のまと

め、レポート提出 

1 現場実習実施フォロー 

2 結果レポートの受領 

⑤ 
受入 

 (1 月) 
講義コース 

1 プレゼン能力・指導

能力の涵養 

2 試験実施 

1 省エネ診断結果報告 

2 技術演習および試験 

3 認定資格の総合評価 

1 招聘業務 

2 会議運営支援 

3 最終レポート作成 

⑥ 
派遣 

(2 月) 

ポスト 

ミーティング 

1 結果発表のプレゼン

で指導者としての資

質向上を目指す 

2 次年度への展開の確

認 

3 ロードマップの進捗

確認 

4 運営方法（費用負

担）の再確認 

1 自国での省エネ診断結

果の発表、評価 

  ASEAN 認定トレーナ

ーの実績報告 

2 ASEAN 認定システム

構築に向けた討議 

3 ロードマップ最終確認 

1 会議開催、運営業務 

2 各国運営指示、議事録

作成 

3 トレーナー実績まとめ 

  

トレーナーとしての認定資格は、参加者が年間を通して活動を実施することを前提と

する。総合評価が一定の基準を超えた者をASEANエネルギー管理士指導者（トレーナ

ー）として認定する。認定されたトレーナーは、ACEのウェブサイトにリストアップさ
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れ、自国はもとよりASEAN全体のトレーナーとして貢献していくことが期待される。 

② Scheme 3 

昨年度に引き続き、カンボジア、ラオスとも、エネルギー管理制度およびS&L制度の

整備を優先的に進める。 

実施に際しては、「１．現状認識と課題」に記載した課題を念頭におき、実施事項と

進め方の手順を明確にするとともに、実習形式のプログラムを用意し、カンボジアの

MME、ラオスのMEMおよびTWGメンバーが直接関与でき、内容を体得できるように

する。また、Scheme 2 のTOT（エネルギー管理士指導者育成プログラム）受講者・修

了者を中心に、工場・ビルの簡易エネルギー診断を行い、それを通じて現場のエネルギ

ー管理実態等を把握し、制度設計に活用できるよう誘導する。MME、MEMの技術的知

見を補完するために、TWGメンバーであるカンボジア工科大学（ITC：Institute of 

Technology of Cambodia）（以降「 ITC」）、ラオス国立大学（NUL：National 

University of Laos）（以降「NUL」）の積極的な参画を促す。ACEを通じてTWGメン

バーを固定化させるよう要請し、情報や議論内容の共有化を図り進展に繋げる。支援国

からの協力も得ながら、日本のみならず、既にエネルギー管理制度およびS&L制度の整

備が行われているASEAN内の他の国の制度や経験についても提供する。 

（２）受入研修 

① ECAP18（政策担当者向け省エネ制度研修） 

ASEAN におけるエネルギー管理の質的向上を図るために政策担当者を対象として、(ⅰ)

省エネ法制度整備・判断基準・管理標準の講義、(ⅱ)エネルギー管理士認定制度の構築・

改善を目標としたグループ討議、(ⅲ) Scheme 2 で述べたトレーナー養成プロジェクトの

初年度に策定した 4 ヵ年ロードマップの進捗状況の確認を実施する。併せて、本年度が

Scheme 2 の最終年に当たるため、 Scheme 2 TOT ４ヵ年プログラム終了後を見据えて、

ASEAN における自立的かつ持続可能なエネルギー管理士指導者（トレーナー）育成シス

テムの構築に関するグループ討議を継続し、Scheme 2 が終了した後に、ASEAN で自立

したシステムへの移行ができるように具体的な活動計画を策定することを目的に研修を実

施する。 

② ECAP19（エネルギー管理士指導者研修） 

ASEAN各国におけるエネルギー管理士育成のためのエネルギー管理士指導者（トレ

ーナー）を対象として、(ⅰ)省エネ法制度整備・判断基準・管理標準の講義、(ⅱ)エネ

ルギー管理システム構築の講義、(ⅲ)熱技術・電気技術・ASEAN用空調の講義、(ⅳ)省

エネ診断結果報告およびプレゼンテーション、(ⅴ)エネルギー管理・熱技術・電気技術

の演習および試験による研修を実施する。従来エネルギー管理士制度が充実した 4 か国

（インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム）から 2 名、その他の国からは 1 名ずつ

と指定していたが、ミャンマーやブルネイなどからの強い要望があり、各国の参加人
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数を予め決めるのではなく、全体枠を 20 名として要望の強い国からの参加を促す方法

を採用する。各国の人数配分はACEが取りまとめ、1 国で 2 名以上参加希望がある場合

は、自費参加とした。 

③ ECAP20（省エネ基準の充実化による建築物の省エネ推進） 

日本における政策や対応策を学ぶことにより、ASEAN におけるBEC/GBCの構築及び

強化を図る。また、JASE-Wとの連携により、ZEBの普及・推進のための技術的方策を探

索する。さらに、AEA の省エネビル部門のサブカテゴリーとなったZEB Readyビルに関

し、昨年度における案件提出及び選考結果を踏まえ、今後の案件数増加や選考プロセスの

改善に資する対策を検討する。特に域内各国においてはZEB化も含む建築物省エネ技術

レベル向上への関心が高く、表彰制度などASEAN域内全体の省エネ意識を向上させる

ためのしくみも存在していることから、それらを有効活用して、制度構築のみならず、

JASE-Wとの連携も踏まえ省エネビジネス発掘を目指した活動を進めていく。 

Ⅱ－１－３. 実施内容 

３.１ 2019 年度AJEEP事業開始に向けての合意形成 

専門家派遣と受入研修を円滑に進めるため、当該プロジェクトの 2018 年度の活動成果

報告と 2019 年度の基本計画合意形成に向けた活動を以下により実施した。 

（１）EE&C-SSNの年次会合（第 23 回）に出席 

本会合は 2019 年 4 月バンコクで開催され、2018 年度のAJEEP事業の成果と 2019

年度の省エネ人材育成事業の基本方針がASEAN各国のEE&C-SSN(Energy Efficiency 

& Conservation- Sub-Sector Network)のFP（Focal Point：アセアン各国の省エネ担当

窓口）により承認された。この結果は６月のSOMEの第 20 回会合でACEより報告され

承認された。 

（２）SOME－METI 会合（第 20 回）等でのAJEEP事業の成果報告 

タイ・バンコクで開催されたASEAN諸国のエネルギー担当省の次官クラスの会合で

あるSOME(ASEAN Senior Officials Meeting on Energy)とMETI(経済産業省)の会合に

オブザーバーとして出席し、日本の支援事業について、ASEAN各国からの合意を確認

した。加えて第 18 回SOME+3-EPGG（Energy Policy Governing Group）Meeting及

び第 24 回EAS -ECTF (East Asia Summit - Energy Cooperation Task Force) Meeting

に出席した。特にSOME+3-EPGGでは、日本のASEANにおける省エネ推進支援の現

状として、AJEEPやECAP等日本の省エネ支援事業の 2018 年度活動実績について報告

し、東アジア各国との間で情報共有を行った。 

（３）インセプションミーティングの開催（ベトナム・ホーチミンシティ） 

EE&C-SSN 第 23 回年次会合、第 20 回 SOME-METI を経て実行を合意された

AJEEP Scheme2、及び Scheme3 事業に関して、専門家派遣及び受入研修（ECAP ワ

ークショップ）の詳細な計画を協議し決定した（ECCJ が実施計画案を策定しこの会議
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で協議してスケジュールを含めて合意）。今回のインセプションミーティングでは、 

① AJEEP Scheme2 は、エネルギー管理士の質と量を向上させるための指導者育成プ

ログラムとして ECAP（受入研修：ECAP18,19）を含めて実行するとともに、4 年

間プロジェクトの最終年度として、これまでの活動とその成果を総括すること 

また、Scheme2 終了後の ASEAN 主体のエネルギー管理士指導者（トレーナー）研

修プログラム構築に向けた具体的提言を目的に ECAP18 で討議を継続すること 

② AJEEP Scheme3は、S&L規則文案の作成や産官学モデルプロジェクトによるエネ

ルギー管理制度の検討など、法制度整備構築支援プログラムとして、カンボジア、

ラオスを対象に継続実施すること 

③ ECAP20 では AMSs 各国の BEC/GBC の策定・改善、ZEB の普及を目的に昨年度

に引き続き継続実施すること 

が合意され、下記に示す各活動を展開した。 

３.２ Scheme2 関連（エネルギー管理士指導者育成・認定制度維持向上） 

インセプションミーティングで確認・合意された内容に沿って、フィリピンを除く

ASEAN9 ヵ国を対象に専門家派遣を実施した。 

下記に概要を示す。 

（１）省エネ技術模擬訓練：タイ／ベトナム 

年間のトレーニングプログラムの皮切りとして、タイおよびベトナムのトレーニン

グセンターを活用し実技訓練、技術講義、理解度試験を実行した。講師陣はシミュレ

ーションソフト・設備の活用手法などに熟練しており、また、大学等からの外部講師

の指導方法も研修修了後、質の高いトレーナーとして期待される受講生にとって非常

に参考になった。 

① 実施概要 

実施期間 

(１) ECCJ から 2 名の専門家をタイに派遣 

・2019 年 8 月 4 日 ～ 8 月 6 日（1 名：現地研修 1 日間） 

・2019 年 8 月 8 日 ～ 8 月 10 日（1 名：現地研修 1 日間） 

内訳： 

・ シミュレーション・データ採取、解析(ミニプラント：３日間) 

・ シミュレーション・実践見学(デモンストレーションセンター1.5 日間) 

・ 試験実施、自国での実践計画発表・討議等(0.5 日間) 

(２) ECCJ から 2 名の専門家をベトナムに派遣 

・2019 年 8 月 25 日 ～ 8 月 31 日（現地研修 5 日間） 

内訳： 

・データ採取、解析(ミニプラント：３日間) 

・講義：1.5 日間 

・試験実施、自国での実践計画発表・討議等(0.5 日間) 
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研修目的／ 

実施事項 

 目的：ASEAN10ヵ国におけるエネルギー管理士の育成強化ならびに管

理士認定制度の構築・改善に資する人材育成事業の推進。 

 実施事項： ４ヵ年プロジェクト最終年度の本年度は、タイおよびベト

ナムのトレーニングセンターで実践教育を実施した。 

本年度は参加各国それぞれの参加人数枠を決めずに、全体枠として

20名の参加を呼び掛けた。各国それぞれの要望を ACEが調整、取りま

とめて合計 20 名で実施することとした。 

本年度は参加人数が増えたことや、TOT 参加機会の増加を考慮し

て、ベトナムでのミニプラントを活用した研修を新たに実施した。今

後の訓練にも継続して活用が見込まれる。 

エネルギー管理士指導者認定のため、現在指導者にある人や専門知

識のある政府関係者を対象にタイ・ミニプラント施設、デモンストレ

ーションセンターを使った実践研修を実施。日本から派遣した専門家

から以下の講義を実施。 

① スキーム２の本年度の概要説明 

② 自国での省エネ診断の進め方、報告書の作成方法 

また、タイの講師（トレーニングセンター所属および外部（大学）

から招聘）からは以下の講義・シミュレーション・実践研修がなされ

た。 

③ ミニプラント設備紹介 

④ ポンプ・ファン、圧空設備、燃焼炉、バーナー設備 

⑤ ボイラー、スチームトラップに対するシミュレーション・データ

採取・解析 

⑥ 照明、空調、産業設備、住宅設備 

⑦ シミュレーション・展示施設紹介：デモンストレーションセンタ

ー（タイのみ） 

ベトナムの講師もタイ同様の設備紹介、講義、設備を使ったデータ

採取・解析を実施した。 

対象者 

 研修者数：19名  

・ タイのミニプラント：８名（昨年度からの継続参加者1名を含む） 

・ ベトナムのミニプラント：11名 

ASEAN９ヵ国から各２名ずつ（インドネシアは 1 名）、（フィリピンは

不参加）と ACE の 1 名を合わせて合計 19 名 

（昨年度からの継続参加者 1 名を含む） 

重点内容 

(１) ミニプラント設備を使った実践手法の習得 

(２) 講義内容の理解度チェックのための試験実施 

(３) 省エネ診断手法、省エネのための測定手法の講義 

(４) 省エネ診断経験と省エネ診断に対する各国現状の問題点 

(５) 自国での省エネ診断計画の確認 



35 

 

理解度試験 
タイ／ベトナム共に講義終了後、最終日の午前、理解度試験を実施。合

計40問の質問内容で正答を４択する回答形式の試験を1時間30分で実施。 

（２）自国省エネ診断指導 

タイ・ベトナムのトレーニングセンターでの研修に引き続き、各研修生の自国で

の工場／ビルを対象とした省エネ診断を指導した。その概要を表Ⅱ－１－４．に示す。 

表Ⅱ－１－４．自国省エネ診断専門家派遣概要 

No. 月日 出張国 診断場所 
内容 

（対象設備） 

その他 

（指導・提案） 

1 9／3,4 タイ 

薬品工場 

照明 

エアーコンプレッサー 

チラー 

電力データの解析 

機械工場 

照明 

エアーコンプレッサー 

チラー 

エアーコンプレッサ

ー、チラーの負荷カー

ブの作成と分析 

2 9／12,13 ラオス 

タバコ工場 
ボイラー 

空調設備 

蒸気漏れ防止、メンテ

改善 

ショッピン

グ 

モール 

空調設備 

照明 

CO2 濃度測定による外

気導入の調整 

3 9／18,19 マレーシア 

家禽工場 

空調 

照明 

クーリングタワー 

洗浄工程の見直し、ク

ーリングタワーのメン

テ 

縫製工場 

ボイラー 

エアーコンプレッサー 

照明 

蒸気配管のリーク防

止・断熱化 

4 10／10 ベトナム 

携帯電話付

属品工場 

電気炉 

エアーコンプレッサー 

照明 

エネルギー原単位での

データ解析 

縫製工場 

エアーコンプレッサー 

照明 

スチームトラップ 

蒸気リーク防止、圧空

設備の設置圧力変更、

蒸気パイプの断熱化 

5 10／22,23 
インドネシ

ア 

苛性ソーダ

工場 

燃焼炉 

ボイラー 

主配電 

空気比適正化、蒸気リ

ーク防止 配管バルブ

部分の断熱化 

水道事業工

場 

ポンプ 

主配電 

照明 

ポンプの VSD 化、ポ

ンプの集約、LEDの採

用 
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6 11／13,14 ミャンマー 

薬品工場 

空調 

照明 

チラー 

チラー・AHU のエネ

ルギー管理強化、LED

の採用 

ショッピン

グ 

モール 

空調 

照明 

クーリングタワー 

排気ファン 

設定温度の見直し、外

気導入の減少、外装の

断熱化 

7 11／28,29 カンボジア 

オフィスビ

ル 

照明 

空調 

外装 

LEDの採用、空調設備

へのインバーター導

入、外装材の断熱化 

縫製工場 

ポンプ 

ボイラー 

ファン 

蒸気配管 

照明 

エアーコンプレッサー 

各設備の清掃・メン

テ、配管の断熱化、設

定温度の見直し 

8 12／3 ブルネイ 

バイオ工場 

モーター 

ポンプ 

空調 

照明 

電力分析、発電機の運

用見直し 

飼料工場 

ボイラー 

エアーコンプレッサー 

蒸気ヘッダー 

ボイラー内壁断熱強

化、フランジ・バルブ

部分の断熱化、設定吐

出圧力の変更 

9 12／5 
シンガポー

ル 

ベアリング 

製造工場 

チラー 

エアーコンプレッサー 

ポンプ 

クーリングタワー 

チラーの運用変更、エ

アーコンプレッサーの

VSD 化、ポンプ配管の

変更 

段ボール 

製造工場 

エアーコンプレッサー 

モーター 

主配電 

各設備のメンテ改善、

配管・タンクの容量見

直し、断熱強化 

 

３.３ Scheme 3 関連（省エネ推進基盤の国別格差の縮小） 

カンボジア、ラオスを対象に省エネ法制度整備のための関係省庁等が参加するワーク

ショップを各国 2 回開催し、日本から専門家を各回 4 名派遣した。ASEAN支援国として

は、カンボジアに対してはマレーシアから 1 名、ラオスに対してはマレーシア１名（2

回）、タイから 2 名の派遣を得た。ワークショップに先立ち、省エネ法制度整備の各テ

ーマに関係する機関から、第 1 回・第 2 回とも同一参加者の出席を要請し、提供した情

報の蓄積とそれに基づいた議論ができるようにした。また、ワークショップに加えて、

MEM/MMEやNUL/ITC、ACE、日本側のみの会合も設け、円滑な活動のための打合せ

や規則文案への詳細な修正提案に関する説明等を行った。 
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(１) カンボジアに対しては、以下を実施した。 

① 第１回ワークショップでは、NEEP案承認の進捗状況を参加者間で共有した。エネル

ギー管理制度整備を行う産官学によるモデルプロジェクトの活動として、日本の定期

報告書様式の簡易版を活用した定期報告書の作成実習を行い、自国版の様式を草案す

る上で考慮すべき点などを明確にした。本年度のScheme 2 のTOT（エネルギー管理

士指導者育成プログラム）受講者を中心に、日本側専門家の指導の下、縫製工場およ

びオフィスビルの簡易エネルギー診断を行い、現場におけるエネルギー関連データの

計測・記録状況、エネルギー管理の状況を把握し、診断指導方法等についての理解を

深めた。 

S&L制度は、MMEが草案した「Draft Sub-Decree on Energy Efficiency Standard 

and Labeling for Air-Conditioner」（以降「Sub-Decree案」）に対して、（一社）

日本冷凍空調工業会の技術的アドバイスを含め、修正・追加等すべき点について日本

側が説明し、理解を得た。また、制度開始に向けて今後必要な整備事項として、受け

入れる試験所の決定、監視等（MV&E: Monitoring, Verification and Enforcement）

の方法、国際的な手続きとしてWTOのTBT協定（Agreement on Technical Barriers 

to Trade）について説明を行い、MMEを始めとしたワークショップ参加者に理解を

得た。 

 

②第 2 回ワークショップでは、エネルギー管理制度整備については、支援国（マレーシ

ア）から定期報告書様式や報告制度の運営について情報提供した。日本側から、ECガ

イドライン、EMマニュアルの目的、日本および日本が作成支援をしたインド・ミャ

ンマーのガイドラインの構成などについて情報提供した。S&L制度整備に関しては、

MMEの高官および他省庁から約 100 名が出席するコンサルテーション会合を開催し、

多段階基準、MEPS、ラベルE案、および、第１回ワークショップにおいて日本側が

提案した修正コメントを反映した規則文案を示し、意見交換を行った。 

 

 

場 所 プノンペン 

期 間 
・ワークショップ・第１回：2019 年 10 月 26-29 日 

・ワークショップ・第２回：2020 年 2 月 12-14 日 

出張者 ECCJ専門家 4 名／回 
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ASEAN 

支援国 
マレーシア：ワークショップ第２回 

概 要 

・省エネ法制度構築のためのワークショップ開催 

・エネルギー管理制度構築のためのモデルプロジェクトに関わるステーク

ホルダーミーティング開催 

・S&L制度整備のためのコンサルテーションミーティング開催 

対象者 省エネ法制度構築に関わる省庁等、モデルプロジェクト参加工場・ビル 

主な内容 

 ワークショップ・第 1 回 

・NEEP案承認の進捗状況確認 

（エネルギー管理制度） 

・定期報告書作成実習 

・工場・ビル簡易エネルギー診断 

・第２回ワークショップまでの実施事項の確認 

（S&L制度） 

・エアコンS&LのSub-Decree案の修正箇所等の確認 

・運営に向けた未整備事項の確認 

・第２回ワークショップまでの実施事項の確認 

 ワークショップ・第 2 回 

（エネルギー管理制度） 

・定期報告書様式の検討 

・マレーシアの定期報告書様式、報告制度の理解 

・ECガイドライン・EMマニュアルに対する理解 

・今後の実施事項の明確化 

（S&L制度） 

・エアコンS&LのSub-Decree案に関するMME幹部・関係機関との意見

交換 

・今後の実施事項の明確化 

 

（２）ラオスに対しては、以下を実施した。 

① 第１回ワークショップでは、省エネ首相令制定の進捗状況を参加者間で共有した。 

エネルギー管理制度整備を行う産官学によるモデルプロジェクトの活動として、日

本の定期報告書様式の簡易版を活用した定期報告書の作成実習を行い、自国版の様

式を草案する上で考慮すべき点などを明確にした。本年度のScheme 2 のTOT（エ

ネルギー管理士指導者育成プログラム）受講者を中心に、日本側専門家の指導の下、

タバコ工場、複合ビルの簡易エネルギー診断を行い、現場におけるエネルギー関連
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データの計測・記録状況、エネルギー管理の状況を把握し、診断指導方法等につい

ての理解を深めた。 

S&L制度は、IREP/MEMが草案した「Draft Provision of the Minister of Energy 

and Mines on Energy Label and Energy Standard Power Usage of the Electronic 

Appliance Type Air Conditioner in Lao PDR」（以降「Provision案」）に対して、

（一社）日本冷凍空調工業会の技術的アドバイスを含め、修正・追加等すべき点に

ついて日本側が説明し理解を得た。また、制度開始に向けて今後必要な整備事項と

して、受け入れる試験所の決定、監視等（MV&E）の方法について、国際的な手続

きとしてWTOのTBT協定について説明し理解を得た。支援国（マレーシア）から

S&L制度の運営についてMV&Eを中心に情報提供した。 

② 第２回ワークショップでは、省エネ首相令制定の進捗状況を参加者間で共有すると

ともに、昨年度日本側が提案した省エネ首相令案の修正アドバイスの反映状況を確

認し、未反映箇所について再度修正提案をした。エネルギー管理制度整備について

は、支援国（マレーシアおよびタイ）から定期報告書様式や報告制度の運営につい

て情報提供した。日本側から、ECガイドライン、EMマニュアルの目的、日本およ

び日本が作成支援をしたインド・ミャンマーのガイドラインの構成などについて情

報提供した。S&L制度整備に関しては、日本側からProvision案について修正すべ

き点を再度提案し、理解・反映を促した。ラベルの申請から貼付までの運用プロセ

スの詳細を検討した。 

 

場 所 ビエンチャン 

期 間 
・ワークショップ・第１回：2019 年 9 月 10-13 日 

・ワークショップ・第２回：2019 年 12 月 18-20 日 

出張者 ECCJ専門家 4 名／回 

ASEAN 

支援国 

・マレーシア：ワークショップ第１回  

・マレーシア、タイ：ワークショップ第２回 

概 要 

・省エネ法制度構築のためのワークショップ開催 

・エネルギー管理制度構築のためのモデルプロジェクトにかかるス

テークホルダーミーティング開催 

・S&L制度整備のためのミーティン開催 

対象者 
省エネ法制度構築に関わる省庁等、モデルプロジェクト参加候補工

場・ビル 
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主な内容 

 ワークショップ・第 1 回 

・省エネ首相令案制定の進捗状況の確認 

（エネルギー管理制度） 

・定期報告書作成実習 

・工場・ビル簡易エネルギー診断 

・第２回ワークショップまでの実施事項の確認 

（S&L制度） 

・エアコンS&LのProvision案の修正箇所等の確認 

・運営に向けた未整備事項の確認 

・第２回ワークショップまでの実施事項の確認 

 ワークショップ・第 2 回 

・省エネ首相令案制定の進捗状況の確認 

・省エネ首相令案に対する修正状況確認 

（エネルギー管理制度） 

・定期報告書様式の検討 

・マレーシア・タイの定期報告書様式、報告制度の理解 

・ECガイドライン・EMマニュアルに対する理解 

・今後の実施事項の明確化 

（S&L制度） 

・エアコンS&LのProvision案の修正箇所の再確認 

・運営プロセス詳細検討 

・今後の実施事項の明確化 

 

３.４ 受入研修 

受入研修は政策担当者を対象に省エネ法制度整備、省エネ判断基準・管理標準の教

育・持続可能なエネルギー管理士育成制度の構築に向けたグループ討議をECAP18 で行

った。特に持続可能なASEANエネルギー管理士指導者育成プログラムについては、昨

年度のECAP15 の場を第 1 回目のワーキンググループとして討議を開始したが、

ECAP18 では第２回目の討議を継続した。 

討議の結果、持続可能なASEANエネルギー管理士指導者育成プログラムの構築に向

けて、以下のように 2020 年度から 2022 年度までに実施する項目を検討し、2 年間の実

行計画案を策定した。 

・2020 年度：補助金の申請完了、認定委員会の設置、カリキュラム・試験委員会

の設置 

・2021 年度：シラバスの改善、トレーニング教材の改善 

・2022 年 3 月：プラットフォーム創設、各国毎のトレーニング設備の創設 

 

トレーナー候補を主な対象にエネルギー管理手法・省エネ判断基準・管理標準・熱／

電気設備の省エネ技術・試験演習と試験の実施をECAP19 で行った。タイおよびベトナ
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ムでのTOT（エネルギー管理士指導者育成プログラム）での試験結果、自国省エネ診断

レポート、診断結果プレゼン、ECAP19 での試験結果を総合して、参加者 19 名（昨年

度からの継続参加者 1名を含む）にASEANエネルギー管理士指導者（トレーナー）の認

定を行い、このうち成績優秀者 6 名（昨年度からの継続参加者 1 名を含む）はAMEM会

合で表彰することとした。 

BEC及びGBCの開発はAPAEC（ASEANエネルギー協力行動計画）主要戦略の 1 つで

あり、建築物の省エネは常にAMSs（ASEANメンバー10 ヵ国）の主要テーマに位置付

けられている。これを踏まえ、ECAP20 では、我が国の進んだ政策・制度・技術や、各

技術導入に関わる優秀事例の紹介を行うことを通じ、AMSsにおける建築物の省エネ推

進体制のレベルアップを支援した。 

以下に実施内容を記す。 

 

（１）ECAP18（政策担当者向け省エネ制度研修） 

実施期間 
2019 年 9 月 24 日 ～ 9 月 27 日（4 日間） 

内訳：講義(1 日間)、助言・討議等(1.5 日間) 、発表(1.5 日間) 

研修目的 

(１) 持続可能なASEANエネルギー管理士指導者（トレーナー）育成プ

ログラムの構築 

エネルギー管理士指導者（トレーナー）育成プログラムが2020年に

終了するに当たり、持続可能なASEAN独自のエネルギー管理士指導

者（トレーナー）育成制度を構築する必要がある。2020年に新制度

への移行が円滑に進むように、制度設計・スケジュール決定の討議を

継続。 

(２) 2016年度に作成したRoad Mapの進捗確認、2016～2018年度研修

修了者の活動状況確認、省エネルギー進捗状況の確認 

過去３年間の省エネ実績をフォローアップすると共に、トレーナーの

活動内容の確認と省エネ推進への寄与を確認する。 

対象者 

 研修者数：7 人（＋ACE 2 名） 

 内訳（参加組織：人数） 

カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、シンガポール、タ

イ、ベトナム、ACE の合計 9 名 

実施内容 

（講義） 

(１) 基調講演：日本の省エネ政策（経済産業省） 

① 省エネ政策の枠組み：分野毎の省エネ目標、2030 年度目標まで

の進捗 

② 省エネ法、2018 年改訂：省エネ法の歴史、定期報告書、ベンチマ

ーク制度、グループ会社の報告書、貨物運輸業者の再定義 

③ ZEB の紹介：ZEB の定義、デモプロジェクト、国際協力状況 

(２) スキーム２概要説明（ECCJ） 

(３) JASE-W 活動の紹介 
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(４) 最新の省エネ技術・設備の紹介（民間 3 企業のプレゼン） 

実施内容 

(ワークショ

ップでの討

議・助言) 

 討議内容： 

(１) 持続可能なASEANエネルギー管理士指導者（トレーナー）育成

プログラムについてグループ討議を実施し、ECAP15のワーキン

ググループに引き続いて討議を実施。約1年遅れとなったが、来

年度のEE&C-SSN、SOME会合、AMEM会合への提案に向けて

スケジュールを確定し、検討を継続していく。2020年の本活動

の終了以降、スムースに新システムに移行できるようにAMSs各

国、ACEと協力して検討を継続していく。 

(２) 2016年に策定したロードマップの進捗を報告してもらい、ほぼ

計画通りであることを確認した。過去３年間の認定者の活動状況

を報告してもらい、トレーナーとしての活動実績をフォローアッ

プできた。スキーム２の4年間のまとめを予定。 

 今後の活動内容と計画の確認： 

(１) 持続可能なASEANエネルギー管理士指導者（トレーナー）育成

プログラムの構築に向けて、スケジュールに基づいて同じメンバ

ーでのワーキンググループ活動を継続する。 

(２) 本年度のトレーナー候補について、自国の省エネ診断に参加し、

レポート作成、プレゼン作成を支援し、次回のECAP19で総合評

価をして本年度のトレーナーを認証する。 

 

（２）ECAP19（エネルギー管理士指導者（トレーナー）研修） 

実施期間 

2020 年 1 月 15 日～ 1 月 23 日（7 日間） 

内訳：講義・試験(3.5 日間)、見学(0.5 日間)、助言・討議等(2日間)  

発表(1 日間) 

研修目的 

(１) 自国省エネ診断報告プレゼン、レポート提出 

(２) 省エネ技術講座の受講 

(３) 省エネ技術理解度試験 

(４) ASEANのエネルギー管理士指導者（トレーナー）認定に向けた

受講者の総合成績評価 

対象者 

研修者数：17 人 

内訳（参加組織：人数） 

ブルネイ、カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー､シンガポ

ール、タイ、ベトナム：各 2 名 

インドネシア：1 名 

フィリピン：不参加 
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実施内容 

（講義・試験） 

(１) プログラムガイダンス、AJEEP スキーム２後の持続可能な

ASEAN エネルギー管理士指導者（トレーナー）制度 

ECAP19のプログラム説明、2016-2018年度の成果と今後の方針

および ASEAN エネルギー管理士指導者（トレーナー）育成プロ

グラムの概要を説明 

(２) 日本のエネルギー管理制度・判断基準・管理標準 

エネルギー管理制度の概論を説明。昨年度のビデオ講義をアンケ

ート結果に基づき、今年度は通常の講義に変更。 

(３) エネルギー管理システム構築 

エネルギー管理システムの構築手法について説明。 

(４) 熱技術講義＆試験演習 

省エネに関わる熱設備・熱技術の考え方を説明｡ 

(５) 電気技術講義＆試験演習 

省エネに関わる電気設備・電気技術の考え方を説明｡ 

(６) ASEAN に特有な空調設備技術の説明｡ 

(７) 省エネ診断時の省エネ対策導入余地の探索方法 

(８) 理解度試験の実施 

見学 

・エネルギーマネジメント会社 

H30年度・省エネ大賞「エネルギー庁長官賞」を受賞している「地

域熱供給施設における高効率プラント」の実績を紹介。 

全体総括 

・研修結果総括 

タイ／ベトナムのミニプラントでの試験結果、自国省エネ診断レポ

ート、プレゼン、ECAP19での試験結果を総合して、参加者19名

（昨年度からの継続参加者及びACEからの参加者各1名を含む）に

トレーナー認定を行なった。 

 

（３）ECAP20（省エネ基準の充実化による建築物の省エネ推進） 

実施期間 
令和元年 12 月 2 日～6 日（5 日間） 

内訳：講義(1.5 日間)、見学(1.5 日間)、発表・討議等(2.0 日間) 
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研修目的 

ASEAN10 ヵ国における建築物の省エネレベルの向上に資する人材育

成事業として、以下の諸点を目的とした研修を行う。 

① 日本における政策や対応策を学ぶことにより、AMSsにおけるBEC

（Building Energy Code）/GBC（Green Building Code）の構築及

び洗練化を図る。さらに、世界省エネルギー等ビジネス推進協議会

（JASE-W）との連携により、ZEB(Zero Energy Building)の普

及・推進のための技術的方策を探索する。提供される情報内容は、

前年度 ECAP17 での ZEB Ready 評価基準等の検討結果及び

ASEAN 側の直近の要望を踏まえたものである。 

② アセアン省エネ表彰制度（AEA : ASEAN Energy Award）の省エ

ネビル部門のサブカテゴリーとなった ZEB ready ビルに関し、案

件提出の促進及び選考委員（BOJ）の理解推進のための討議を行

い、ASEAN における「ZEB Family Concept」の普及促進を図っ

ていく。 

③ グループ討議を行い、各国の現状に適応した BEC/GBC の構築又は

洗練化のための知識・方策を習得する。 

対象者 

計 12 名(詳細情報は以下の通り) 

・各国政府の建築関連部門の担当者11名（インドネシア以外の9か国各

1名に自費参加2名（フィリピン1名、シンガポール1名）） 

・ACEから1名 

実施内容 

（講義） 

（１）日本におけるZEB普及推進を含む最近の省エネ政策について 

（２）ASEANにおける最新の政策及び法的枠組み及び、ZEB Ready選

考基準の新設を含む全体的改善について 

（３）日本におけるBEC/GBCの最新情況及び課題認識 

（４）大規模ビルへのZEB普及を狙った日本のZEB定義の拡充 

（５）ZEBの国際規格化及びアセアン各国とのZEB化推進活動 

（６）ビル外皮構造の高断熱化による省エネ 

（７）高効率照明による省エネ 

（８）高効率エアコンによる省エネ 

（９）日本のZEB設計の動向 

見学 

① Net ZEBの事例（既築ビルへの適用） 

② ZEB Orientedの事例（同上） 

③ ZEB Readyの事例（新築ビルへの適用） 
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全体総括 

(１) 各国の現状に関する報告及び質疑応答等により、各国の BEC/GBC

推進状況の現状と課題を的確に認識し、各国の状況に即応したアク

ションプランを作成した。 

(２) 日本における ZEB 推進状況について、制度・政策、設備技術の両面

からテーマに最適な講師を準備し、現場見学は、ZEB Family 

Concept の理解を図るため、ZEB パタン別に適切な事例を３件用意

した。 

(３) JASE-W の全面的な協力により、ZEB 関連技術の講義を充実させ

た。 

(４) ACE との連携により、本テーマに適した ASEAN 各国の専門家の参

加に努めた。 

 

３.５ ポストミーティングの開催中止 

2019 年度のAJEEP活動を終了するにあたり活動内容を総括するポストミーティングを

インドネシア（2020 年 3 月 12-13 日）で開催すべくASEAN各国、ACEとともに準備を

進めていたが、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染拡大防止の観点から、関係

者間での協議の末、開催中止となった。この会合で確認、ならびに協議すべき事項とな

っていた本事業の 1 年間の活動の成果と課題、及び今後の方向性については、書面やメ

ール等により確認を行うこととした。この一環として、AMSsに対しては、AJEEP 

Scheme２については 4 年間の活動の総括、Scheme3 対象国は、産官学“Model Project”

の活動やS&L規則文策定ワークショップの成果をも含めたカントリーレポートの提出を

要請した。EE&C-SSN年次会合への報告・提案事項については、ACEと電話、メール等

を通じて以下の方向性で合意した。 

(１) Scheme2 に関しては、管理士指導者育成コースの運営実績を確認し、19 名（昨年度

からの継続参加者 1 名を含む）の修了者に対してASEANエネルギー管理士指導者

（トレーナー）としての表彰を実施。4年間プロジェクトの総括としては、2018年度

までの修了者が自国でのエネルギー管理士セミナー講師や省エネルギー診断指導員と

して活動していることを成果として報告する。4 年間プロジェクトの終了後は、

ASEANからの要請に応えて 2 年間のTOT（エネルギー管理士指導者育成プログラム）

延長期間を設けること、また、自立的なASEAN管理士育成システムの継続検討は、

AJEEP全体会合（インセプションミーティング、ポストミーティング）の場で実施

することを提案する。 

(２) Scheme3 に関しては、カンボジア・ラオスにおける国家省エネ政策・省エネ首相令

や関連制度整備の進捗について確認を行った。両国ともに、S&L制度整備については

規則文案の最終稿を完成させた。また、エネルギー管理制度整備については、産官学

“Model Project”の運営を通じて、ECガイドライン、管理マニュアル、定期報告書な

ど制度構成要素の検討が進捗し、特に、両国で定期報告書様式案が策定されたことを



46 

 

報告する。次年度もS&L制度運用システム整備、産官学“Model Project”2 年目の活動

を実施することを提案する。 

(３) ECAPについては、政策担当者を対象としたECAP18、TOT受講者を対象とした

ECAP19、ビル分野のASEAN表彰基準等をテーマとしたECAP20の実施内容を報告

する。次年度は、省エネ法付帯制度整備としてビル・産業の省エネ基準の策定および、

実践的エネルギー管理士育成のための技術講義をテーマに実行することを提案する。 

(４) 今後のAJEEPの新しいテーマについて、AJEEP インセプションミーティング、ポ

ストミーティングなどの機会を捉えて、2021年からのAPAEC・Phase II（2021～

2025年までに2005年比30％の原単位削減）やASEAN地域におけるニーズや最重要

課題に基づき、AMSｓやACEと共に協議を進めることを提案する。  

 

３.６ ACEとの総括会議の開催中止 

2019年度のAJEEP事業のACE－ECCJ総括会議（2020年3月17日-18日）をインドネ

シア／ジャカルタで予定していたが、ポストミーティングと同様に新型コロナウイルス

（SARS-CoV-2）の感染拡大防止の観点から、ACEとの協議の上、開催を中止した。なお、

運営上の課題やEE&C-SSNへの報告・提案事項については、ポストミーティングのため

に準備されてきた各国のレポートやECCJの資料に基づき、電話、メール等の手段により、

ACEと協議していくことを確認した。 

 

Ⅱ－１－４. 成果と課題 

（１）専門家派遣（Scheme 2） 

① 今年度の成果 

（i）タイおよびベトナムのトレーニングセンターにおいて、AMSsおよびACEから

の研修生（合計 19 名：昨年度からの継続参加者 1 名を含む）を対象に実機を使

った模擬訓練および技術講義、最終日に理解度試験を実施し、受講者の実際の

現場での省エネ診断スキルの向上につなげた。 

５日間の研修を通して、下記のように予定していた成果を得ることができた。 

・ 今年度受講者に対するスキーム２実施内容と４ヵ年計画の内容の周知徹底と

ASEAN各国のエネルギー管理士認定制度の現状を情報共有した。 

・ 設備のシミュレーション→設備を使った実践研修・データ採取→データ解析

という研修の流れが受講生に好評であり、理解促進が図られた。 

・ 設備の準備、管理、計測装置の管理も十分実施されており、講師陣を含めて

サポート体制が充実。隣接するデモンストレーションセンター（タイ）含め、

各国が将来研修センターを建設していく上での参考となった。 

以上、タイのトレーニングセンターは設備、講師陣も充実化しており、今後も
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模擬訓練の拠点として本プロジェクトで活用していきたい。本年度からベトナ

ムのトレーニングセンターも新たに活用を開始したが、設備的にはタイと同様

で、大学からの講師陣を中心に講義も遜色なく実施できた。今後ともASEANの

トレーニングセンターとしての位置づけで活用を継続していく。 

（ii）研修ツールの改善としては、本年度はECAP19 でビル部門の講義を充実。日本

のエネルギー管理の要諦を網羅したASEAN向け講義と理解度試験を実施した。 

（iii）エネルギー管理士に関わる制度整備・改善や管理士育成のため、昨年度に作成

したロードマップの進捗確認を実施し、4 ヵ年ロードマップの最終年度の計画を

ASEAN４ヵ国が修正・策定した。このロードマップを元に各国の管理士認定シ

ステム改善スケジュール、エネルギー管理士育成スケジュールの管理と問題発

生時の支援を継続していくことになる。 

（iv）本プロジェクト全コースを終了したASEAN9 ヵ国 19名（昨年度からの継続参加

者 1 名およびACE 1 名を含む）を対象に総合的に評価し、ASEANエネルギー管

理士指導者（トレーナー）の認定を与えることにした。成績優秀者 6 名に対し

ては 2020 年度のASEANエネルギー大臣会合（AMEM）での表彰をACEとの調

整のもと実行する予定である。 

 

② 4 年間の成果 

Scheme ２の 4 ヵ年間プロジェクト最終年のまとめとして、当初の目標を再掲する

と共にそれぞれに対する成果を以下に示す。 

・当初の目標： 

（i）ASEAN各国のエネルギー管理士の質の向上 

（ii）ASEAN各国のエネルギー管理士の量の拡大 

（iii）ASEAN各国のエネルギー管理士認定制度の持続・向上 

（iv）ASEAN独自のエネルギー管理士指導者（トレーナー）研修プログラムの構築に

向けた検討の開始 

・4年間の成果： 

（i）認定されたトレーナーが各国でトレーニングセンターの講師、セミナー講演、省

エネ診断のアドバイス、トレーニングツール（カリキュラム、教科書）の改善、

省エネ法制度改善などトレーナーとしての活動を実践し、質の高いエネルギー管

理士育成に寄与している。認定トレーナーの活動を、タイを例にとって表Ⅱ－１

－５．に示す。 
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本プロジェクトが始まった 2016 年度に主要 4 か国（インドネシア、マレーシア、タ

イ、ベトナム）は 4 ヵ年間プロジェクトの活動中に目標とするエネルギー管理士数

を設定した（既出の表Ⅱ－１－１．）が、毎年のポストミーティングでフォローア

ップを継続することにより、4 か国ともに 4 年間のエネルギー管理士目標数をほぼ

100%達成でき、エネルギー管理士の量的な拡大を確認できた。エネルギー管理士数

の推移を図Ⅱ－１－３．に国別に示す。 

 

 

表Ⅱ－１－５．認定トレーナー活動（タイの例） 
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また、2016 年からの 4 年間でトレーナーの認定数は目標の 50 名を超えて 53 名のトレー

ナーを認定できた。結果を表Ⅱ－１－６．にまとめる。 

表Ⅱ－１－６．4 年間の各国受講スケジュールとトレーナー認定者実績 
 

初年度 

2016-2017 

本格実施 

2017-2018 

本格実施 

2018-2019 

本格実施 

2019-2020 
認定者数 

グループＡ 

(4 カ国) 

認定システ

ム整備国 

・インドネシア 

・マレーシア 

・タイ 

・ベトナム 

各国 2 名 

(政府関係者、 

認定機関から) 

各国認定 2 名 

各国 2 名 

(政府関係者、 

認定機関から) 

各国認定 2 名 

各国 2 名 

(政府関係者、 

認定機関から) 

各国認定 2 名 

合計 20 名の目標枠 

各国人数の割り振り

は各国からの要求を

ACE が調整 

【実質の内訳】 

ブルネイ：2 名 

カンボジア：2 名 

インドネシア：1 名 

ラオス：2 名 

マレーシア：2 名 

ミャンマー：2 名 

タイ：3 名 

ベトナム：2 名 

シンガポール：2 名 

ACE：1 名 

インドネシ

ア：7 

マレーシア：8 

タイ：8 

ベトナム：7 

 

合計 30 名 

グループＢ 

(3 カ国) 

認定システム

整備中の国 

・ブルネイ 

・ミャンマー 

・フィリピン 

各国 1 名 

(政府関係) 

認定制度整備

の動機づけ 

認定なし 

各国 1 名 

(政府関係) 

認定制度整備

の動機づけ 

ブルネイ：1

名自費参加 

各国 1 名 

(政府関係) 

認定制度整備

の動機づけ 

各国認定 1 名 

ブルネイ：5 

ミャンマー：4 

フィリピン：1 

 

合計 10 名 

図Ⅱ－１－３．エネルギー管理士数の 4 年間の推移 



50 

 

グループＣ 

(2 カ国) 

認定システム

準備中の国 

・カンボジア 

・ラオス 

各国 1 名 

(政府関係) 

認定制度整備

の動機づけ 

認定なし 

各国 1 名 

(政府関係) 

認定制度整備

の動機づけ 

各国認定 1 名 

各国 1 名 

(政府関係) 

認定制度整備

の動機づけ 

各国認定 1 名 

カンボジア：4 

ラオス：4 

 

合計 8 名 

サポート国 

エネルギー管

理士充足国 

・シンガポール 
情報提供 

助言 
ACE：1 名 ACE：1 名 

シンガポール：

2 

ACE：3 

 

合計 5 名 

認定者数 

実績合計 
8 名 

14 名 

（累積 22 名） 

12 名 

（累積 34 名） 

19 名 

（累積 53 名） 
合計 53 名 

（ii）認定制度の維持・向上に対しては、タイ／ベトナムのミニプラントでの訓練を通し

て、ASEANトレーニングセンターの拠点としてASEANで共有できるようになった。

ミャンマー、ブルネイではミニプラント創設の検討を開始している。インドネシア

では既存の研修設備の拡張、マレーシアでは大学や研究機関の設備を集約したい意

向が示された。シンガポールでは、研修設備を使ったトレーニング手法の模索を開

始している。中でもブレネイの取り組みが大きな成果のひとつとして挙げられる。

認定トレーナーが中心となって第 1 回国家エネルギー管理士育成ワークショップを

開催し、20 名の国家エネルギー管理士を認定している。このワークショップには、

AJEEPのTOT（エネルギー管理士指導者育成プログラム）で実施したカリキュラム

や講義内容が参考にされている。今後、第 2 回目のワークショップを計画しており、

トレーナーとしての活動の継続が期待できる。 

（iii）本プロジェクト終了後に計画しているASEANの持続可能なエネルギー管理士指導者

（トレーナー）制度構築に向けた討議は昨年度から継続しており、今年度は表Ⅱ－

１－７．に示す具体的な実行計画案の策定ができた。  
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2 年間の延長を受けて、今後はインセプションミーティングやポストミーティング

でのフォローアップを実施し、ASEANで自立した制度構築を実現する。 

③ 課題 

４ヵ年プロジェクトの４年目を終了した。一方で、ASEANの管理士制度未整備・

整備中のグループB・C各国からは、近い将来の省エネ法の整備・施行に備えて、エネ

ルギー管理士指導者の育成を急ぎたいとの意向がある。このため、かねてより受講者

数の増員に関する要請が出されてきた。また、整備国からは、質の高い研修を評価し

プログラムの継続を期待されている。こうしたニーズへの対策としては以下のアプロ

ーチが考えられる。 

・ 未整備国からの要請に対する対策としては、全体受講者数は一定のままで、各国

からの受講者数は必要性の高さに応じて、ASEAN各国とACEとの間で調整する 

・ プログラムの継続については、４ヵ年プログラムを２年間延長するとともに、一

方でACEを中心としたASEAN管理士育成持続システムの検討を加速させ、

Scheme ２延長終了に接続させる。 

以上については、日本国内での調整、およびEE&C-SSNでのASEANでの調整・合意

形成を行う必要がある。 

 

（２）専門家派遣（Scheme 3) 

・カンボジアでのAJEEP Scheme 3 

① 成果 

（i）第１回、第２回ワークショップとも、MME（鉱物資源エネルギー省）を始め関

表Ⅱ－１－７．持続可能なエネルギー管理士指導者（トレーナー）制度構築に向けた実行計画案 
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連省庁等からの出席を得て、発表されたテーマについての理解を深め、熱心な

議論・意見交換が行われた。特に、TWGメンバーであり、かつ、Scheme2 の

TOT（エネルギー管理士指導者育成プログラム）受講者・修了者であるITC 2 名

の積極的な協力が得られ、技術面でのMMEに対する支援がなされた。 

（ii）NEEP（国家省エネ政策・戦略・行動計画）案は、当初予定よりも遅れているが

2020 年に承認の見込みである。また、ADB（アジア開発銀行）より、これまで

は電力供給策を中心に政策を進めてきたが、電化率が 9４％になったことから、

今後は省エネルギー（需要側）政策も重視すべき、との意見を受け、MME内に

早急な省エネ政策推進の動きが見られ始めた。 

（iii）S&L制度整備は、エアコンを対象に、多段階基準、MEPS、ラベルの各案や製

品登録制度などが盛り込まれた規則案「Draft Sub-Decree on Energy Efficiency 

Standard and Labeling for Air-Conditioner」が、日本側の追加・修正提案に基

づき改善された。MMEの高官および他省庁が参加するコンサルテーション会合

において本Sub-Decree案がMME案として示され意見交換が行われた。最終化に

向けさらに内容を検討することとなった。また、早期のボランタリーでの制度

開始に向けて、Sub-Decree案に規定していない詳細箇所を決定することとなっ

た。2019 年度の成果としてSub-Decree最終稿と 2020 年度の具体的なアクショ

ンプランが示された。 

（iv）エネルギー管理制度は、指定事業者の義務の一つである定期報告書制度整備に

向け、報告書様式の具体的検討が行われた。工場・ビルのECガイドラインにつ

いて、日本および他国の事例を理解し、カンボジア版の草案に向けた作業に着

手した。2020 年度の具体的なアクションプランが示された。 

② 課題 

2020 年に承認が見込まれるNEEPは、カンボジアの省エネ推進の柱となる政策や行

動計画を定めたものであり、承認後の省エネ推進基盤整備の加速が期待される。しか

しながら、省エネ法・首相令等がなく、草案の予定もないため、付随する規則類の整

備にMME自身が緊急性を強く感じていないことが推測される。これらの草案を終え、

承認に向けた手続きが進んでいるラオスやミャンマーとは大きな違いがある。 

S&L制度については、上記の状況ではあるものの、ASEAN SHINE（ASEAN 

Standard Harmonization Initiative for Energy Efficiency）において作成された

ASEAN Regional Policy Roadmapに記された基準調和のスケジュールが、整備の後押

しとなっている。本年度MMEが開催した、Sub-Decree案をMME幹部および関係省庁

に説明するコンサルテーション会合において、多くの基本的な質問や意見が発せられ

た。合意形成に向けては、責任部署である省エネ課を支えるべきフォーカルポイント

のリーダーシップとマネジメント、MME上層部の強い関与が必須である。 

エネルギー管理制度整備については、昨年度に産官学から成るモデルプロジェクト 
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を組織し、本年度から具体的な活動（定期報告書の様式検討等）を開始したが、活動

前進のために必要となる協力企業からの情報が思うように得られなかった。MME省エ

ネ課が産業界に対して影響力を持つMOIH（Ministry of Industry and Handcraft：産

業手工業省）等のキーパーソンをモデルプロジェクトのメンバーとして参画させる必

要性が明らかになった。 

以上、MME省エネ課の主体性を向上させ、省エネ関連法制度整備をさらに加速させ

るためには、関係諸官庁のキーパーソンの取り込み、MME上層部の強い関与など、推

進体制の再構築が急務である。また、今回のMMEトップの省エネ関連会議出席を契機

として、省エネ法の策定に着手する機運を、多国間プログラムのASEAN事務局でもあ

るACEとともに盛り上げることも必要である。 

 

・ラオスでのAJEEP Scheme 3 

① 成果 

（i）第１回、第２回ワークショップとも、IREP/MEMを始め関連省庁・大学等から

の出席を得て、発表されたテーマについての理解を深め、熱心な議論・意見交換

ができた。TWGメンバーであるNUL助教の積極的な協力が得られ、技術面での

IREPに対する支援がなされた。 

（ii）省エネ首相令案は首相府での審査段階にあり、2020 年に承認される予定である。

この間も IREPによる修正が可能であるため、日本側が行った改善提案の反映に

ついて確認し、首相令案の内容の最適化に、また、今後首相令の下に策定され

る規則類を含めた体系的な法制度構築につながる改善提案を再度行った。 

（iii）S&L 制度整備は、エアコンを対象に、多段階基準、MEPS、ラベルの各案や製

品登録制度などが盛り込まれた規則案「Draft Provision of the Minister of 

Energy and Mines on Energy Label and Energy Standard for Air-Conditioner」

に対し、日本側から修正・改善提案を行った。制度運営についても、効率的な

運営とラベルの偽造防止策を両立できる方法を検討した。2019 年度の成果とし

ての Draft Provision 最終稿と 2020 年度の具体的なアクションプランが示され

た。 

（iv）エネルギー管理制度は、指定事業者の義務の一つである定期報告書制度整備に

向け、報告書様式の具体的検討が行われた。工場・ビルのECガイドラインにつ

いて、日本および他国の事例を理解し、ラオス版の草案に向けた作業に着手し

た。2020 年度の具体的なアクションプランが示された。 

② 課題 

2020 年に省エネ首相令の制定が見込まれる中、首相令に規定されているエネルギー

管理制度や S&L 制度に関する規則の策定が急務である。 
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S&L 制度整備については、規則文案の TWG 案が最終化されたが、案にて規定して

いる事業者登録、製品登録、受け入れる試験所に関わる事項は他省庁が係っているた

め、これら省庁との調整・合意が必要である。加えて、MEPS の導入やラベル貼付に

ついては、サプライヤーへの事前説明が求められる。IREP/MEM が責任省庁としての

リーダーシップを発揮すること、技術的知識を補強するための大学との協働が不可欠

である。 

エネルギー管理制度整備については、カンボジアと同様の課題がある。 

昨年度に産官学から成るモデルプロジェクトを組織し、本年度から具体的な活動

（定期報告書の様式検討）を開始したものの、IREP からのプロジェクト参加工場・ビ

ルに対する適切な協力依頼ができていなかった。 

2012 年から始めたラオスでのScheme3 の活動は、この 2 年間で、省エネ首相令最

終稿を完成し、S&L制度規則文案を作成するなど大きな成果を上げてきた。しかしな

がら、更に整備を進展させるためには、IREPの要員の補充とMEM上層部からの支援

が必須である。マンパワーの補強、責任省庁との横断的協働体制の構築、これらを解

決可能とする上層部の強い関与は、整備遅延国に共通の課題となっている。 

 

（３）受入研修（ECAP) 

・ECAP18（政策担当者向け省エネ制度研修）  

① 成果 

本研修に参加した 9 ヵ国の間で、各国のエネルギー管理制度の整備状況、課題、改

善の方向性、エネルギー管理士育成の実態等について情報共有を行ったことにより、

ASEANにおける自国の立ち位置をお互いに確認することができた。また、管理士認定

システムを構成するテキスト、カリキュラム、試験問題等の改善・整備計画および今

後の管理士育成計画を策定した。特に、グループA4 ヵ国の前年度TOT（エネルギー管

理士指導者育成プログラム）修了者が自国の制度改善、後塵の育成など様々な分野で

貢献されていること、政策担当者が修了者の活動を把握・管理していることが確認で

きた。これらは、グループB・Cの政策担当者にとっても参考とすべき事例となった。

グループ討議を通じて、持続可能なASEANエネルギー管理士指導者（トレーナー）プ

ログラムを構築するための活動計画を策定した。Scheme 2 については４年間のプロジ

ェクトが２年間延長されることに伴って 2021 年度のScheme 2 の終了時期に合わせて

ASEANで自立したシステムに移行できるように実行計画を推進する。次年度以降、実

際のシステム改善が目に見える成果として確認できること、育成計画に沿って質の高

い管理士が輩出されていくことを期待したい。 

② 課題 

このワークショップはASEAN各国政府の省エネ担当を招聘し、AJEEP事業の現状
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の把握と将来の方向付けを議論するワークショップである。昨年度からの討議で課題

の抽出、具体的なアクションプランの作成はほぼ完了した。項目別のワーキンググル

ープや実行委員会を通じて、ACEを中心に進捗状況を確認しながら 2022 年度からのス

ムースなシステム開始に向けて支援を継続する。当面の課題はシステム運営基金の調

達であり、ACEとともに早期の解決を目指す。 

 

・ECAP19（エネルギー管理士指導者（トレーナー）研修）  

① 成果 

診断レポート、診断プレゼン、エネルギー管理・熱技術・電気技術についての試験、

指導者模擬訓練を実行し、本年度トレーナー認定のための評価対象項目が出揃った。

通年の活動に参加した 19 名（昨年度からの継続参加者 1 名を含む）については、全員

が合格及第点に達することが確認できた。本研修での試験結果に加えて、タイおよび

ベトナムでの試験結果、省エネ診断レポート、診断結果プレゼン内容の 4 項目を総合

的に評価し、ASEANエネルギー管理士指導者（トレーナー）の認定を行う。総合評価

100 点中 60 点以上を合格としてトレーナー認定し、そのうち 80 点以上を成績優秀者

とする。 

② 課題 

2016 年度から開始したカリキュラム・教科書・講義・試験問題については年々改善

を実施してきた。教科書はVersion.4 を数え、本年度はコスト削減や普及効果を狙って

電子データ化を実施した。カリキュラムには民間企業から最新の省エネ技術の紹介お

よび最新設備の現場見学を実施した。さらなるコスト削減および普及効果を高め、講

義・演習の効果的な学習のため、電子データ化および教材（音声解説付のスライドな

ど）の改善が課題である。また、フィリピンからの参加がなかったが、ACEを通して

強く参加を要望し、ASEAN全体としての活動であることの認識を再度徹底したい。 

 

・ECAP20（省エネ基準の充実化による建築物の省エネ推進） 

① 成果 

（i）カントリーレポートの発表、関連質疑応答等から、ASEAN各国においては、

BEC/GBCやZEB化の推進・取組み状況がそれぞれ異なることから、各国事情に適

合的な行動計画が必要であることが共通認識できた。 

（ii）日本におけるZEBの設計、運用、省エネ評価関連ツール等に関わる情報共有につ

いては、講義・現場見学にて効果的・効率的に学ぶことができた。特に、現場見

学では、ZEB Oriented、ZEB Ready、Net ZEBそれぞれのカテゴリーにおける代

表的な民間企業の取り組みに関する知識を習得できた。また、効率的なZEB化に

は省エネ評価ツ－ルやエネルギーマネジメントの導入が効果的であること、ZEB

化に際しては段階的なレベルアップが重要であること等が深く理解された。各国
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の施策立案に実践的に役立つことが期待される。 

（iii）JASE-Wからは、ZEBの普及・推進のための技術的方策として、ビルの計画・設

計・建設・運用に関するアドバイスや、ZEB Family Conceptの国際スタンダ－ド

化等に関する情報提供が行われた。JASE-Wを通じECCJ及びASEAN間の連携を

更に強化することが出来た。 

（iv）2019 年のAEAのZEB Ready選考過程について 

提出案件数が 2 件しかなく、表彰された案件ゼロ件だった事実を踏まえ、その具体

的改善方法に関し議論した。今年度の選考に反映して行くことになった。 

・ 案件提出のハードル緩和に繋がるZEB Orientedの導入 

・ 応募件数増加に繋がる国の政策面での支援強化の検討 

・ AEAの審査員がオンライン参加できるような仕組みの検討 

② 課題 

（i）参加者：来年度も本年同様、課題に即したアウトプットを期待できる参加者の派

遣を要請していく。 

（ii）講師：来年度は、従来の講師（経済産業省、有力企業他）に加え大学関係者の参

加も含め、産官学を包括した高いレベルの講義を企画していく。 

（iii）現場見学：来年度は、オフィスビル以外の用途に関わる事例も含め、ASEANの現

地ニーズにより密着した現場見学を企画していく。  

（iv）グループ討議：来年度も、本年度同様に実質的なアウトプットに繋がる議論が可

能となるよう、的確な準備を行っていく。 

（v）講義、現場見学の具体的なテーマは、下記も含め最適なものとしていく 

・ 建築物省エネ基準の義務化プロセス 

・ 建築物専用のラベリング制度の構築、充実化等を含む、ZEB化促進に向けた

社会的な意識向上施策 

・ JASE-WのZEB化推進（ISO規格化推進含む）活動に関する情報共有 

 

Ⅱ－１－５．実施結果から得られた新たな人材育成ニーズに基づく事業企画提案 

５.１ 専門家派遣 

(１) Scheme 2 のエネルギー管理士指導者（トレーナー）育成プログラムにおける専門

家派遣としては、本プログラムが 2 年間延長されることで、本年度と同様の活動を

実施していくが、今後の持続可能なプログラムに導くための新たな活動が要求され

る。トレーニングセンターでの実習訓練については、新たに、ベトナムのトレーニ

ングセンターの起用を実現させた。今後も ASEAN トレーニングセンターのハブと

しての役割が期待できる。省エネ診断指導については、本プログラムにより育成さ

れ、認定された指導者を有効的に起用し、指導させ、活動の充実を図ることが重要

である。プログラム終了後に計画されている ASEAN として自立したシステムに移
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行することへの支援については、訓練指導だけでなく、インセプションミーティン

グやポストミーティングの場を通し、アドバイスを行っていく。また、ECAP の活

動の機会を使っていくことも効果的である。 

(２) Scheme 3 では、省エネ政策・制度の国間格差縮小を目的に、整備が遅れている国

の、政策策定及び実施の政府担当者に対して、自国の政策や法制度の合理的な策定

や改善を行う能力を有する人材に育成することが要求されている。本年度は、昨年

度に引き続き、カンボジアおよびラオスにおいて実施した（ミャンマーは、2015

年度より二国間協力に移行）。 

カンボジアにおいては NEEP が、ラオスにおいては省エネ首相令が間もなく承認

される見込みである。ASEAN における国間格差を縮小するためには、今後、これ

らの計画／首相令のもと、個別の規則策定や制度構築などが急務である。また、両

国とも、ASEAN 内における制度構築の遅れについて十分認識しており、構築に向

け日本に対する引き続きの支援を要望している。 

このような状況を踏まえ、制度構築を加速させるためにカンボジア、ラオスに対

するScheme 3を継続して実施することが必要である。実施に際しては、これまでと

同様、具体的かつ詳細な実施項目を決め、方法論を含めた情報提供やアドバイスを

行う。 

エネルギー管理制度については、カンボジア、ラオス両国とも、指定事業者の義

務の一つである、定期報告書制度における報告書様式を決定する。また、ECガイド

ラインの起草を行う。その際、カンボジアにおいては、MMEが 2020 年に組織する

予定のITCを主要メンバーとするエネルギー管理者育成委員会（EMTC: Energy 

Manager Training Committee）と有機的な連携を図る。 

S&L制度については、両国に対し、TWGにて作成した規則文案に対する関係省

庁内での合意形成とボランタリーでの制度開始に向けた条件整備の支援を行う。 

カンボジア、ラオスとも事業実施に際しては、先行するASEAN諸国からアドバ

イザーを派遣してもらい、自国の制度や整備に向けた進め方などについて助言を得

る。また、Scheme2 修了者の積極的な参加、技術的視点や文書起草能力の補強を目

的に工学系大学・研究所からの多数参画を求める。 

日本企業への裨益や高度な技術支援を可能とするため、日本の企業・業界団体と

の更なる連携に努める。以上、実施事項を具体的かつ詳細に示し、両国の実態やレ

ベルに合わせた適切な資料や情報を提供、助言をし、着実な進展につなげる。 

 

５.２ 受入研修（ECAP） 

① 産業分野のスタンダード整備に関するワークショップ 

エネルギー管理者が参考とし省エネ法に規定されたエネルギー管理を実行するための

スタンダード（ECガイドライン）は、ASEAN各国では未だどの国も策定・実施されて
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いない、産業分野においてECガイドラインを策定するための人材育成を行う。本活動に

おいてはJASE-Wと連携し、ECガイドラインの設備項目に日本の進んだ省エネ技術を含

むなどして、この人材育成が日本の企業の裨益となる内容とする。 

② エネルギー管理士指導者の育成に関するワークショップ 

Scheme 2 でのTOT（エネルギー管理士指導者育成）プログラムの 2 年間の延長を受

けて、引き続きトレーナー候補の省エネ診断レポート、診断プレゼン、試験実施を行い、

総合評価によるトレーナー認定を実施する。来年度は参加人数をASEAN各国 1名ずつ合

計で 10 名とし、10 名を超える希望者のある場合は、自費参加とする。 

③ 建築物の省エネ基準（BECやGBC、ZEB等）に関するワークショップ 

APAEC（ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation））の重要課題の 1 つであ

るBEC/GBCの策定、内容改善への研修については、基準の義務化を目指した施策を主テ

ーマとして行なう。又、ZEB Family ConceptのASEAN内での普及については、JASE－

Wとの連携により、ISO化のための支援国発掘や日本のZEB化有力技術普及のため、日

本企業の更なる本研修への参加を促進する。加えて、AEAのサブカテゴリーに 2019 年度

に新しく加えられた「ZEB Ready」については評価基準・方法が改善されたことで、応

募件数の増加と、公平な評価が実現出来るよう研修を実施する。 

Ⅱ－２．インドネシア 

Ⅱ－２－１．現状認識と課題 

１.１ 省エネ政策及び法制度の現状 

インドネシアは、2009年末のCOP15で2020年までに二酸化炭素排出量を自国で 26％

削減するとの国際公約を発表し、2016 年 10 月に批准したパリ協定下でも 2030 年までの

BAU (Business as Usual)ベースに対し条件なしで 29%、国際支援を受けた場合には 41%

削減するという温室効果ガス削減・抑制目標を掲げており、これが環境・省エネに係る

大きな国家目標となっている。 

この目標を達成するために、大統領のリーダーシップの下各省庁で各分野での取組み

を進めている。エネルギー政策に係る枠組みとしては、国家エネルギー政策（KEN、

2014 年第 79 号政府政令）によるエネルギーの持続的な供給と環境に配慮したエネルギ

ー保障に立脚した国家エネルギー政策と国家エネルギー計画（RUEN、2017 年第 22 号

大統領令）による国家レベルでのエネルギー計画の策定がある。 

この中で省エネ推進は重要な対策として位置付けられ、国家としてもエネルギー消費

原単位を年平均で 1％削減すること及びエネルギー弾性率を 1.0 以下として 2025 年に

2010 年に比べ対BAUベースで 17％削減することを目標に設定している。 

この目標を達成するために、エネルギー鉱物資源省は省エネ法制度の整備や執行を通
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じて、また工業省は産業部門を対象に省エネ及び二酸化炭素排出削減のためのエネルギ

ー管理の確立と省エネ・環境改善技術の導入促進や技術開発を通じた取り組みを行って

いる。 

法制度に関しては、2008年に省エネルギー規則が施行されている。（エネルギー管理、

機器のエネルギー効率基準とラベリング、インセンティブ及びディスインセンティブ -

支援策及び罰則- などが主要なスコープ） 

省エネルギー規則そのものは規制の対象や範囲及び主たる規制事項を規定するもので、

具体的な指針や基準及び方法は別途省令などで規定し執行している。徐々にではあるが

これらの規定が整備され進捗しつつある。これまでに具体化された主な規制事項は以下

である。 

①6000 toe/年以上のエネルギーを消費する指定事業所の義務 

法的義務を負うエネルギー管理者の任命や定期報告書の提出 

②エネルギー管理士の認定 

能力基準を設定し試験で能力を認定。資格付与は労働省の国家資格認定による。 

工場などで省エネ推進の中核となるエネルギー管理士に関しては、2020年3月時点での

目標677名に対して、686名に資格が付与されている。AJEEP Scheme 2の管理士育成

ロードマップに基づいて順調に有資格者が増加している。 

併せて2018年にはエネルギー監査員の国家資格認定も規定された。 

③電化製品（照明、エアコン、冷蔵庫等）のエネルギー効率基準とラベリング 

④ESCO事業者の登録制度 

省エネ推進のための支援策として2016年エネルギー鉱物資源省の省令で規定されたが、

計測・検証等の規定が未整備であり、まだ有効な執行が行われている状態とは言えな

い。 

 

１.２ 民間における省エネの推進状況 

政府によるエネルギー補助金は 2015 年に 241.8 兆ルピアから 119.2 兆ルピアに削減

（燃料：74.7%減、電気：42.7%減）され、エネルギー価格は上昇しているものの全体的

には市場価格より低く、省エネインセンティブはまだ高まっているとは言えない。しか

しながら、産業部門はエネルギー価格の上昇が大きくかつ地域により例えば電力の供給

がタイトなジャワ島のスラバヤなど人口も密集する工業地帯では、年間で最大 65％も電

力料金が上昇する事態が発生している。また、天然ガスも需要が伸びて、同じ地域で供

給がタイトになっており、供給制約を受ける企業も出ている。 

この急速な変化の影響を受け、これらの地区の企業特に製造業は、経営環境が悪化し

コスト削減が急務となっており、省エネを推進せざるを得ない状況も顕在化しつつある。

これに迅速に対応するためには省エネ対策を体系的に見出して合理的に実施するエネル

ギー管理システムが効果的であるが、人材的にも恵まれた非常に限られた企業が構築し
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ているに過ぎず、エネルギー管理に関するISO50001 認証を取得している企業も 75 社に

とどまっている。さらに、省エネルギー規則の規制の対象か否かに係らず、エネルギー

管理や省エネルギーを担当する担当者を配置している企業も大企業の一部に限られる。 

一方、有効な省エネ技術や省エネ対策に関する情報ソースが事業関係を有するサプラ

イヤー等に限られている。 

加えて、市中銀行の貸し出し金利は年率 10％を超えているうえ、金融システムが未整

備・小規模であることにより投資回収期間が長い事業や投資額が大きい事業は資金を借

り入れることが困難である。このため、各企業が許容する自己資金の枠内で投資できる

事業を実施しているのが現実である。このため有効な技術や設備導入の制約は大きい。

実際は、このような環境と条件の下で効果的な省エネの推進が求められている。 

従い、民間企業においては、国に対して有効な省エネ対策や技術、省エネ投資に関す

る金融支援の要望や、ESCOの導入活用やJCM (Joint Crediting Mechanism)等の資金メ

カニズムへの期待を有している。 

上記の現状に基づき次のような課題が把握される。 

・省エネ政策及び法制度上の課題 

国家としての民間の省エネ推進強化の観点から以下が課題として挙げられる。 

課題‐1：エネルギー管理制度の整備が十分ではない。 

① エネルギー管理者が実施すべき業務の指針や基準（日本の「判断基準」

や「エネルギー管理標準」の策定義務）が設定されていない。 

課題‐2：省エネ推進のための支援制度が設定されていない。 

① 省エネ投資を促進するための補助金などの金融支援制度が設定されて

いない。 

② 金融支援の対象となる有効な省エネ技術や設備の指針が存在しない。 

・民間における省エネの推進の課題 

課題‐3：多くの企業でエネルギー管理システムが構築されていない。 

① 経営者の省エネや環境保全に対する理解が不足している。 

② エネルギー管理システム構築の具体的なガイドラインが整備されておら

ず、必要な知識を有する構築人材が不足している。 

③ エネルギー管理を実践するための実務に必要なプロセスや設備省エネの

指針、エネルギー管理標準及びデータベース等の管理ツールが整ってい

ない。 

④ 社内のエネルギー管理に従事する人材を訓練育成する教育カリキュラム

は一部の企業では整備・実施されているが、多くの企業では自社内の教

育訓練が行われていない。 
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⑤ 結果、エネルギー管理担当者の具体的な改善策を策定する能力の偏差が

大きい。 

課題‐4：把握された省エネ対策中有効な対策のプロジェクト化できず実施効果が低い。 

① 金利が高く長期の資金調達が困難などの制約があり投資回収が 3 年程度

を超す設備投資は困難。 

② 効果的な省エネ対策や技術を実証した優秀事例の情報が共有されていな

い。 

③ 具体化した対策を体系付けしプロジェクトとして実施する能力が不足し

ている。 

課題‐5：ESCO等外部の省エネ支援団体が不足している。  

エネルギー価格は政府からの補助によりまだ安価、かつ市中金利が高い等の市場

要因のため、省エネに対する動機付けが弱く企業の投資条件が限定される環境にある。

しかし、補助金は削減されエネルギー価格もこの 3～4 年の間に地域によっては 2 倍

前後となり、企業経営を圧迫している。これら資金面に加え技術面からも省エネ支援

をESCO等外部に頼る必要がある企業も多い反面以下の課題が存在する。 

① ESCO等支援団体の技術能力が不足している。 

② 顧客や金融機関のESCOに関する理解が薄い。 

③ 発効した登録制度では技術力が具体的に評価されておらず登録ESCOの

信頼性が低い。 

 

Ⅱ－２－２．課題解決に向けての対応方針と事業実施計画 

２.１ 事業の背景：課題解決に向けて築いた礎 

前 述 の 課 題 の 解 決 に 向 け 、 こ れ ま で GAP （ Green Aid Plan ） や MIDEC

（Manufacturing Industry Development Center Initiative）での省エネ協力やインドネ

シアエネルギー鉱物資源省の中堅政策担当官資質向上研修を実施し、2015年度から2017

年度まで工業省をカウンターパートに同国のCO2削減の国家目標を達成するための協力

としてインドネシアの産業分野の省エネ促進のため効果的なエネルギー管理システムを

構築し普及する省エネ協力事業を実施した。 

この3年間の協力事業で得られた成果に基づくエネルギー管理規制の効果的な執行を実

現し省エネが実質的に推進できる制度の完成を支援するため、2018年度にはエネルギー

鉱物資源省をカウンターパートとしてエネルギー管理規制の執行に必要な細則やガイド

の策定及び具体的な省エネ促進支援策の実現、効果的運用に資するエネルギー管理シス

テムの普及に必要な情報システム構築を内容とする協力プログラムを提案した。 

 

２.２ 課題解決に向けての対応 

2018年度の協力事業ではエネルギー鉱物資源省が作成した省エネ規制の改善の草案に、
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先の事業で検討した省エネ指針の導入やエネルギー管理標準策定義務化などを含むこと

ができなかった。このため日本側の提案内容に対しインドネシア側で新たな要望を検討

し2019年度より新たな協力プログラムとして「ベンチマークアプローチによるエネルギ

ー多消費産業の省エネ推進」及び「エネルギー管理システム (EnMS) 及び省エネの優秀

事例の普及促進の為のEnMS構築のガイド策定」の2つのプログラムからなる協力事業を

開始した。 

今年度開始した協力事業においては、把握されている課題に以下のように対応している。 

（１）課題‐1への対応の要点 

ベンチマーク指標の導入とエネルギー多消費産業の省エネ技術要覧のエネルギー

管理指針（日本の「判断基準」に該当する）に基づく整理を進める。 

（２）課題‐2への対応の要点 

・省エネルギー推進のための支援策の整備 

ベンチマークとして業種内で標準となる省エネ技術を把握し普及する。 

（３）課題‐3への対応の要点 

多くの業種・セクターで共通的に利用可能な共通版のエネルギー管理システム構

築ガイドを作成し普及する。 

（４）課題‐4への対応の指針 

ベンチマークとして業種内で標準となる省エネ技術を把握し普及することで、合

理的で効果の高い対策の技術内容を把握し実践できる人材の育成が要点となる。ま

た、把握された省エネ技術とリンクした金融支援及びインドネシアでの省エネ活動

に関心を有する日系企業を含む技術支援の活用がポイントとなる。 

（５）課題‐5への対応の指針 

具体的な事例となり、ESCO事業関係者の人材育成が可能となるモデルプロジェ

クトを検討する。 

 

Ⅱ－２－３．実施内容 

先に述べたように、エネルギー鉱物資源省をカウンターパートにして工業省の参画を

得て以下の２つのプログラムに関して連携を取りながら実施した。 

・事業プログラム 

プログラム‐１：ベンチマークアプローチによるエネルギー多消費産業の省エネ推進 

エネルギー多消費産業の省エネ指針を定義し、可能な改善目標を明確にして省エネ可

能性を推測、省エネ目標を達成するための有効な対策や技術を具体化するため、以下の

活動を実施した。 

・ ベンチマーク指標の導入と指標設定のためのデータ収集 

・ ベンチマーク達成に資する省エネ技術の体系化 
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プログラム‐２：エネルギー管理システム（EnMS）と省エネの優秀事例を普及するため

のEnMS構築ガイドの作成普及 

ISO50001に基づき省エネルギーのP-D-C-Aサイクルとその管理要素、およびエネルギ

ー管理改善のためのそれらの運用方法を具体的に示したガイドを普及するため、以下の

活動を実施した。 

・多くの業種・他セクターで共通的に利用可能な共通版エネルギー管理システム構築

ガイドの作成 

・エネルギー管理システムをエネルギー多消費産業に普及する方案の検討 

・事業プログラムを実行する具体的な活動と実施計画 

上記の事業を、3回の現地での活動と１回の日本での受入研修を通じて実施すること

とした。それぞれの活動の流れと目的を示す。 

(１) 第1次専門家派遣（2018年6月） 

・エネルギー鉱物資源省や工業省との実施計画の協議と最終化 

・エネルギー多消費産業のベンチマークと効果的な省エネルギー技術の導入に係る

業務打合せ 

(２) 受入研修（BEC ID9）（2019年9月） 

・招聘予定者：５名 (エネルギー鉱物資源省、工業省の関係者及び作業グループの

代表者) 

・次の活動計画を策定する。 

① エネルギー多消費産業のベンチマークと効果的な省エネルギー対策の要覧の

導入 

② ベンチマーク策定に必要なデータ収集の手順 

・エネルギー多消費産業に有効な省エネルギー技術を持つ日本企業との意見交換。 

(３) 第2次専門家派遣（2019年11月） 

・エネルギー多消費産業で収集したベンチマークに係るデータを解析するワークシ

ョップの開催 

・エネルギー多消費産業の協力工場でのEnMS構築のキックオフ会合 

(４) 第3次専門家派遣（2020年2月） 

・2019年度事業の成果の評価 

・エネルギー多消費産業で確認したベンチマーク 

・エネルギー多消費産業でのEnMS構築に係る課題と対応策の共有 

 

Ⅱ－２－４．成果と課題 

４.１ 実施結果 

本年度は受入研修に当初予定していたエネルギー鉱物資源省の関係者の参加が取りや

めとなった。このため、研修成果として策定した活動計画の最終確認を研修生がインド
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ネシア帰国後に実施する必要が生じた。このため、第 2 次専門家派遣を 2020 年 1 月に実

施することとし、第 3 次専門家派遣を中止した。 

各活動の実績と実施結果を以下にまとめる。 

 

（１）第1次専門家派遣（2019年7月29日～8月1日（実質2日間））／派遣専門家2名 

目的・目標 実施結果 

・Phase-2事業の基本計画の協議。 

2018年3月に終了した①モデル的

エネルギー管理システムの構築・

普及支援及び②エネルギー管理規

則と省エネ推進支援策の改善提案

の成果に基づく省エネ協力事業の

協議 

2015年から2017年まで実施した「エネルギ

ー多消費産業産業の省エネ協力」のPhase-2

として3年間の事業として以下の2つのプログ

ラムを実施することを決定した。 

 プログラム‐１ 

ベンチマークアプローチによるエネルギー多

消費産業の省エネ推進 

 プログラム‐２ 

エネルギー管理システム（EnMS）と省エネ

の優秀事例を普及するためのEnMS構築ガイ

ドの作成普及。 

プログラム‐２は日本側の提案は、「EnMS

構築の工業標準化」であったが、先の事業の

成果に基づきMOIが一部の業種向けにガイダ

ンスを作成したことやISO50001が中小企業

を含め企業による理解がなかなか深まらない

現実を踏まえ、新たな工業標準は作成せず

EnMS構築の分かり易いガイドの作成とする

ことに見直した。 

・日本でのワークショップ（BEC

ID9）の基本計画の協議と準備の

開始 

・受入研修の成果を最大化するため、以下2点

を決定した。 

・日程を１週間早め、9月30日～10月4日とす

る。 

・参加者を２名増やし７名とする。 

・在インドネシア日本大使館訪問 ・エネルギー鉱物資源省及び工業省との

Phase-2事業の基本計画の協議内容の報告。 

・本事業の支援やフォローを依頼した。 
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（２）受入研修：BECID 9（2019年9月30日～10月4日（5日間））／研修生7名 

目的・目標 実施結果 

対 象 者  受入人数：７人。 

工業省が3名、工業省の技術コンサルタント及び産業部門の代表が

4名。 

上記参加者が、事業推進するためのワーキンググループのメンバ

ーになる予定。 

なお、本来参加することになっていたエネルギー鉱物資源省の参

加予定者が同省の事情により参加できなくなった。 

実施内容 (１) 情報共有 

参加者が日本の省エネ政策の現状と前事業 (Phase-1) の情報を共

有し本事業に係る実状と課題を確認した。 

① 日本の省エネの最近の施策や取組み、本事業と関係する施策 

② 前事業 (Phase-1)の成果と本事業（Phase-2）への展開 

③ 最新のインドネシアの省エネ政策の実状と課題 

(２) 情報提供及び意見交換 

① 工場訪問：セメント工場における省エネ法に基づく取組みの

理解 

② JASE-Wによるエネルギー多消費産業の省エネ技術の紹介 

・JASE-Wの取組み 

・日本の鉄鋼分野の省エネ技術 

・ガラス溶解炉の省エネ技術 

・高効率のボイラー及びチラーの技術（K社） 

(３) ワークショップ 

① ２つのプログラムを実施する実行体制 

・プログラムの成果の連携とインドネシア産業界の省エネ推進 

② ベンチマークアプローチによる省エネ推進 

・日本の省エネ法下での省エネ指針とベンチマークの運用等 

・ベンチマークアプローチの概念と具体的内容の案 

③ EnMS構築ガイド策定とEnMS普及方案 

・ISO50001に基づくEnMS構築のためのガイドの要点 

・EnMSを機能するためのツール類 

成 果 ・本事業の基本計画案とロードマップの作成。 

・不参加のMEMRへは参加者より研修結果を報告し確認する。 

(１) 本事業の実施体制 

・本事業を実施するためMEMRとMOI及び関係産業団体から成

る単一のワーキンググループを組織して実施する。 

・事業期間：2022年3月までの約3年間で実施する。 

・インドネシアの省エネ政策や規制に基づく将来計画に従い、
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本事業が貢献すべき目標と、事業完了後2025年までに展開す

べき事項を明確化。 

(２) 省エネ推進のためのベンチマークアプローチの確立 

・エネルギー多消費産業の省エネ指標を定義し、改善目標を明

確化。 

・8業種（セメント、鉄鋼、肥料、窯業、製紙、化学、繊維、

食品）を対象。 

・省エネに有効な技術リストを策定し企業が参照できる指針と

する。 

(３) エネルギー管理システム (EnMS) 構築のためのガイド策定と

EnMS及び省エネ優秀事例の普及システムの確立。 

・ISO 50001に基づくエネルギー管理の運用の理解を深める。 

・ワークショップや討論会等の開催によりEnMSガイド普及を

促進する。 

 

次回の専門家派遣は当初11月を予定していたが、10月末にインド

ネシアの省庁改編があるとの説明を受け第2次専門化派遣の日程

を変更した。 

 

（３）第2次専門家派遣（2020年1月21日～1月25日（実質3日間））／派遣専門家3名 

目的・目標 実施結果 

事業の基本計画とロードマップ

の確認 

10月に実施した日本でのワークショップ 

(BEC ID9) で参加者が策定した本事業の基本

計画とロードマップを、MEMRの責任者を

始めとする政府および民間の関係者と確認し

た。 

尼側のプロジェクトメンバー（ Steering 

Group とTechnical Groupの）を個々の基本

的役割と共に確定した。 
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プロジェクトメンバーとプログラ

ム‐１（ベンチマークアプローチ

によるエネルギー多消費産業の省

エネ推進）とプログラム‐２

（EnMSと省エネの優秀事例を普

及するためのEnMS構築ガイドの

作成普及）の計画を協議 

＜プログラム‐1＞  

対象業種をセメントと肥料の２業種とする事

を決定。 

２業種での実態調査を行うための調査票の作

成を開始。 

産業団体への調査票の回答依頼は2020年3月

に発出することを目標とした。 

＜プログラム‐2＞ 

最初に多くの業種・他セクターで共通的に利

用可能な共通版ガイドを作成し普及する。 

ECCJが助言した目次と各項目で含むべき要

点に基づき共通版ガイドの作成を2月から開

始する。 

個別業種用のEnMS構築ガイドは、完成した

共通版の構造と主要点をテンプレートとして

作成する。 

在インドネシア日本大使館訪問 ・エネルギー鉱物資源省及び工業省との活動

内容の報告 

・本事業の内容、進捗及び今後の活動予定の

共有 

・本事業に関する助言を頂いた 

 

４.２ 成果の要約 

以上の活動の結果、以下の成果を得た。 

(１) エネルギー鉱物資源省と工業省が協力してエネルギー多消費産業の省エネを推進す

るための作業部会を組織した。 

・以下の２プログラムを統一的に推進するため、エネルギー鉱物資源省、工業省、

関係産業団体から選出 

(２) プログラム‐1（ベンチマークアプローチによるエネルギー多消費産業の省エネ推

進）の成果。 

・セメント及び肥料産業を対象に必要なデータ収集方法の検討に着手 

(３) プログラム‐2（EnMSと省エネの優秀事例を普及するためのEnMS構築ガイドの

作成普及）の成果。 

・多くの業種・他セクターで共通的に利用可能な共通版ガイドを作成し普及する方

針を確認 

・共通版ガイドの目次構成を決定し項目内容の検討に着手 
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４.３ 課題の認識 

項目４.１に述べたように、エネルギー鉱物資源省及び工業省との協議に基づき省エネ

協力事業「産業部門の効果的な省エネ推進のための方案の確立」を開始した。本事業で

は、インドネシア側の作業グループの活動をエネルギー鉱物資源省及び工業省が連携し

て管理するよう体制を整え、十分な成果が得られるよう留意した。 

一方で、受入研修に出席予定のエネルギー鉱物資源省職員が内部の事情で参加できな

くなり、また 10月に組織改正が予定されるなど、事業遂行を阻害する案件も発生した。

現在まで、連絡を密に取る等の対応で概ね計画通りの事業進行をおこなっており、ロー

ドマップに設けた成果を今後も着実に刈り取るようプロジェクトの進行管理に努めてい

く必要がある。 

 

Ⅱ－２－５．実施結果から得られた新たな人材育成ニーズに基づく事業企画提案 

５.１ 課題に基づく人材ニーズ 

前述の第Ⅱ章の項目Ⅱ―２―1 項で現在の課題を述べた。 

Ⅱ－２－２項で整理した基本的対応案を含め具体的な対応の方向性と、これに基づく

人材育成ニーズを以下に整理した。 

課 題 対応の方向性 人材育成ニーズ 

１．省エネ政策及び法制度上の課題   

課題-1：エネルギー管理制度整備が十分

でない 
  

① エネルギー管理者・診断士(資格者)が

不足 

資格者を充足す

る。 

資格取得可能な

能力保有者を増

やす。 

② エネルギー管理者の業務指針や基準が

ない 

判断基準や管理

標準の整備の義

務化 

省エネ指針の普

及、活用 

課題-2：省エネ推進の支援制度がない   

① 投資促進の補助金等金融支援制度がな

い 

既 存 の 税 制 優

遇・輸入関税免

除策の適用 
金融支援策の支

援対象の有効技

術の指針との連

携 ② 金融支援対象の有効な技術・設備指針

なし 

ベンチマーク達

成に資する技術

要覧の普及 
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２．民間における省エネ推進の課題   

課題-3：企業のエネルギー管理システム

未構築 

・企業内エネルギ

ー管理システム

(EnMS) の 構 築

普及 

・指針等管理ツー

ルの導入 

・社内教育実施 

・EnMSや管理組

織構築の能力の

向上 

・エネ管や省エネ

指導者の育成 

・管理ツール導入

や開発の能力向

上 

・EnMSや省エネ

対策の優秀事例

の収集、普及 

① 経営者の省エネや環境保全への理解が

不足 

② エネルギー管理システム構築の指針が

未整備 

③ 管理実務の指針や管理ツールが未整備 

④ 社内人材の教育訓練が実施されていな

い 

課題-4：有効な対策のプロジェクト形成

不十分 

・案件のプロジェ

クト化の指針や

基準設定 

・有効な省エネ技

術や設備の導入

指針策定 

・セミナーやウェ

ブサイトを通じ

た優秀事例の普

及システム構築 

・プロジェクト化

に必要なFS実施

等知識や能力の

向上 

・有効な技術の知

識と理解力向上 

・実施可能性や優

先度に基づく対

策の実践 

① 金利高く 3 年以上の投資回収案件は実

施困難 

② 省エネ対策や技術の優秀事例が共有さ

れず 

③ 把握対策の体系化やプロジェクト化の

力不足 

課題-5：ESCO等外部の省エネ支援団体が

不足 パイロットプロ

ジェクトによる 

・先導実務者の育

成 

・事例作り 

・既存制度改善の

検討 

・診断－提案－実

施の一貫した実

務者の技術力の

向上 

・事例で普及活動 

・導入促進政策検

討 

① ESCO等支援団体の能力が不足 

② 顧客や金融機関のESCOへの理解が薄

い 

発効した登録制度では登録ESCOの技

術力の信頼性が薄い 
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５.２ 人材ニーズに基づく事業企画案 

項目１の整理とⅡ－２－４項で認識した課題に基づき、有効な事業案を以下の通り提案する。 

課題 事業企画案 

１．省エネ政策及び法制度上の課題 
１．エネルギー管理規制の改善と省エ

ネ促進支援制度の検討と提案 

課題-1：エネルギー管理制度整備が十分

でない 
１‐１．エネルギー多消費産業のベン

チマークを含む目標の設定 

・ エネルギー鉱物資源省が収集する

エネルギー多消費産業の情報・デー

タ分析による産業別に目標とすべき

エネルギー効率の策定 

① エネルギー管理者・診断士(資格者)が

不足 

② エネルギー管理者の業務指針や基準

がない 

課題-2：省エネ推進の支援制度がない １‐２．省エネ目標の達成の為の優先

分野および必要技術の整理 

・ ベンチマーク達成に資する技術要

覧の整備 

３．エネルギー管理システムの普及に

係るキャパビル 

・ EnMS構築のガイド策定支援 

・ 項目２の成果を普及する工業省の

活動支援 

① 投資促進の補助金等金融支援制度が

ない 

② 金融支援対象の有効な技術・設備指

針なし 

２．民間における省エネ推進の課題  

課題-3：企業のエネルギー管理システム

未構築 
２．エネルギー多消費産業に対するエ

ネルギー管理システム構築の指導 

 

・構築されたモデル的EnMSや省エネ

優秀事例を集積したデーターベース

やエネルギー管理システム構築ガイ

ドの活用 

・セメントや肥料産業へのモデル的

EnMSの構築の普及 

 

４．我が国企業等とのネットワーク形

成、ニーズの収集・調査･分析 

 

・エネルギー多消費産業で具体化され

た省エネプロジェクトへのESCOを

① 経営者の省エネや環境保全への理解

が不足 

② エネルギー管理システム構築の指針

が未整備 

③ 管理実務の指針や管理ツールが未整

備 

④ 社内人材の教育訓練が実施されてい

ない。 

課題-4：有効な対策のプロジェクト形成

不十分 
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① 金利高く 3 年以上の投資回収案件は実

施困難 
含む我が国企業の有意技術の紹介提

供 

② 省エネ対策や技術の優秀事例が共有

されず 

③ 把握対策の体系化やプロジェクト化

の力不足 

課題-5：ESCO等外部の省エネ支援団体

が不足 

① ESCO等支援団体の能力が不足 

② 顧客や金融機関のESCOへの理解が薄

い 

Ⅱ－３．マレーシア  

Ⅱ－３－１．現状認識と課題 

マレーシア経済は成長を継続しており、増加するエネルギー需要への対応が必要。そ

のためエネルギー効率性を高める必要性が認識され、国家エネルギー効率行動計画が

2015 に策定されている。 

マレーシアにおける企業に対するエネルギー管理の法制度、規則としては、電気に関

して電気エネルギー管理規則が制定されている(2008)。しかし、この規則は、熱エネル

ギーを対象として含まないため、合理的な省エネを進める制度として、熱と電気を包含

する省エネ法とエネルギー管理制度の確立が求められている。 

省エネ法については、過去 2012 年に省エネ法制定の検討が当時のMEGTW (Ministry 

of Energy, Green Technology and Water:エネルギー・環境技術・水省) によって行われ

たが、法律の内容と権限が不一致であったため制定に至らなかった。 

MEGTWの後継官庁であるMESTECC (Ministry of Energy, Science, Technology, 

Environment and Climate Change: エネルギー・科学技術・環境及び気候変動省) は、

熱エネルギーと電気エネルギーを包括する省エネの必要性について改めて認識し、現在

草案作成を進めている。2018 年には、その情報収集のためにミッションが来日し経済産

業省へのコンタクトが行われている。 

省エネに関する日本からの協力の観点では、過去に省エネ法の草案を検討したときの

アドバイス、省エネ実施のためのガイドブック作成などの協力実績があり、交流関係の

深い国の一つである。最近では 2018 年の来日の際を初めとして、マレーシア政府から日
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本政府へは総括的な観点での省エネの協力に関するコンタクトがあるが、具体的な協力

項目、その必要性などについての討議、共有は行われていなかった。 

そこで、マレーシアでの省エネの促進を図り、日本の活動を関連させていくために、

省エネの協力に関して、省エネ法制定との関係を見つつ、具体的な項目とニーズの有無、

協力の可能性などを明確にしていくことが課題となっていた。 

 

Ⅱ－３－２．課題解決に向けての対応方針と事業実施計画 

上記の課題とニーズの認識に基づき、省エネ法の制定に関連する協力について、マレ

ーシア政府の担当部門と共通認識を確立することを目指す。 

実施計画としては次の段階によって進める。 

(１) 日本政府とマレーシア政府のコンタクトの進行状況を踏まえた上でMESTECCとコン

タクトを確立する。このコンタクトを通じて、MESTECCの省エネ法策定の進捗、日

本の技術的観点からの支援協力の可能性について情報を得る。 

(２) MESTECCの状況に応じて、協力可能項目、協力の必要性などについて検討を行って、

MESTECCと協議を行う。またMESTECCの権限と省エネ法の関係など基本的な事項

について情報を得る。 

 

Ⅱ－３－３．実施内容 

(１) MESTECCとのコンタクトと交流の開始 

経済産業省及び在マレーシア大使館とMESTECCとのコンタクトを踏まえて、ECCJ

からMESTECCにコンタクトを行った。その結果、MESTECCは省エネ法の必要性を

認識して草案の作成を進めており 2020 年末までに草案を作成して国会に上程し 2022

年末までの施行をめざしていること、また草案作成と並行して施行とその後の推進の

ための準備を行うことが明らかとなった。 

(２) 提案書の作成と送付 

上記を受けて施行とその後の推進のための準備に関する具体的な協力内容及びプロ

ジェクトとして実施する項目について検討し、その提案書を作成しMESTECCに提出

した。提案書は協力検討対象として次の項目からなる。 

① 省エネ法を円滑に実施するための規則などを整備するための協力 

・ 報告と評価の体制、熱電統一の省エネガイドライン、エネルギー管理士、省エネ

目標設定などの整備と必要な人材の育成。 

② 代表的な企業におけるエネルギー管理と省エネルギの実行展開のためのプロジェクト 

・ 普及モデルのショーケースの形成におけるアドバイスと指導、及び省エネの統合

的な指針作成 

(３) 専門家派遣（MESTECCにおける提案、説明及び協議） 

① 期間：2019/11/28～29 
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② 目的：協力項目の提案について、検討の経緯を確認するとともに、趣旨、内容に関

して説明及び討議を実施し、今後の進め方を協議する。 

・実施結果 

協議項目 実施結果と成果 

経緯の確認と今後の対応 MESTECC において、MESTECC の省エネ担当部

門の責任者とスタッフ、更に関連の実行組織であるエ

ネルギー委員会（Energy Commission）及び SEDA

（Sustainable Energy Development Association）の

メンバーと会合を実施。経緯に関する説明と確認、協

力の可能性がある具体的項目についての提案内容と必

要な実施体制に関する説明と質疑などを行い、マレー

シア側で検討して協議を継続し、日本とマレーシアの

両者が同意できれば具体化していくこととなった。 

省エネ法を円滑に実施す

るための規則に関する情

報の提供と意見交換 

省エネ法を円滑に実施するために必要な規則の整備

と人材育成に関して、定期報告・評価とフォローアッ

プの仕組みと必要性・エネルギー管理の構成と熱電統

一の EC ガイドラインの重要性・エネルギー管理者の

役割と制度・目標設定等、広範な技術項目の解説と質

疑を行った。 

企業におけるエネルギー

管理の促進プロジェクト

案の説明と意見交換 

省エネ法の施行に合わせて、省エネを効果的かつ持

続的に推進するエネルギー管理を具体化するために、

マレーシアの企業など民間の協力を得て実施するプロ

ジェクトのプログラムの概念と基本的な実施方案につ

いてインドネシアやブラジルで実施した事業例の効果

も挙げて詳細に説明し、質疑を実施した。 

(４) 専門家派遣のフォローアップ 

マレーシア政府で検討した結果、マレーシア側はSEDAを窓口として、エネルギー管理

士の育成、その他の今後の協力項目について協議をしていく旨の連絡があり、SEDAとの

コミュニケーションを開始した。 

 

Ⅱ－３－４．成果と課題 

４.１ 成果 

省エネ法の制定及び施行における協力活動を想定したMESTECCとのコミュニケーシ

ョンを確立した。さらに、MESTECCへの協力項目の検討、提案、説明、質疑を実施し、

マレーシアが省エネを促進するために必要な新たな省エネ法の施行とその実施に向けた

協力と支援のための基盤を共有することができた。 
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４.２ 課題 

マレーシアにおける省エネ法の制定、施行、運用とこれによる省エネ普及促進は重要

な課題であり、これを支援するため、上記のこれまでの進捗を踏まえて、具体的な協力

実施テーマの選択、合意、決定を行った上で、実行に着手する必要がある。 

 

Ⅱ－３－５．実施結果から得られた新たな人材育成ニーズに基づく事業企画提案 

協力実施項目を具体的に設定した上で、省エネ法の施行に向けた協力を実施する。 

（１）項目の選択と決定 

次の 2点についてMESTECCにおける検討を経て適切な具体的な実施項目を合意し、

確定する。 

① 省エネ法を円滑に実施するための規則などを整備するための協力 

② 企業におけるエネルギー管理と省エネルギの実行展開のためのプロジェクト 

（２）協力活動の展開 

協力実施体制確立した上で、上記(2)については対象企業の選定を経て、専門家派遣

の実施及び必要な項目についての受入の実施などの実行に着手する。 

Ⅱ－４．ミャンマー  

Ⅱ－４－１．現状認識と課題 

１.１ 現状認識 

2016 年度より、ECCJでは二国間事業として省エネ法制定に向けた支援を行ってきた。

工業省では早期施行を目指し、大統領令として制定する方向で準備してきたが、2016 年

の政権交代を機により効力の強い法律として制定する事になった。内容として大きな変

更は無いものの、施行までの手続き上、大統領令より時間を要することとなり、2020 年

の法施行を目標として準備が進められている。 

この省エネ法施行にあたり、省エネ法の下位付帯法令である省令や規則の策定が必要

であり、まず、産業分野・ビル分野の省エネ判断基準（ECガイドライン）及びルームエ

アコンのエネルギー効率基準とラベリング制度（S&L制度）の策定が開始され、その活

動を専門家派遣で支援してきた。 

その結果、昨年度までに同国のエネルギー供給・消費の状況を考慮した、日本の判断

基準に相当するECガイドラインと同ガイドラインの技術的解説版であるハンドブックを

作成した。 
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１.２ 課題 

2020 年度中に省エネ法が施行される予定であるため、この作成したECガイドライン

を法の対象とされる産業・ビル分野の指定事業者候補に対し事前に周知し、十分な理解

を得る。特に、定期報告書やエネルギー管理標準（EMマニュアル）の作成における問

題点を抽出し、同国用にカスタマイズする必要がある。 

また、ルームエアコンのS&L制度については、一部の市場調査は行っているが、まだ、

具体的な基準の策定作業を開始していないため、早急に、基準のドラフト作成に着手し、

担当省庁の理解及び承認を得る必要がある。 

Ⅱ－４－２．課題解決に向けての対応方針と事業実施計画 

下記 2 項目をメインテーマとして活動するに当り、政策担当者に対して 3 回の専門家

派遣を行なう計画とした。 

(１) ECガイドラインの内容周知に対する支援 

産業分野、ビル分野のモデル事業者を選定し、ワークショップにより、ECガイドライ

ンの説明とガイドラインに基づく定期報告書や管理標準の作成指導を行い、その結果を

発表してもらい、ECガイドラインの導入における問題点を把握し、改善を行う。更に、

産業界全体に対し周知を図るための政府主催のセミナーを実施する。 

(２) ルームエアコンのS&L制度のフォローアップと指導 

同国の市場に出回っているルームエアコンの情報（エネルギー効率、能力、価格など）

を調査し、基準作成のためのデータ収集及び分析の指導を行う。それに基づき、エネル

ギー効率基準及びラベリング基準のドラフトを作成。 

Ⅱ－４－３．実施内容 

(１) 第 1 次専門家派遣（2019 年 7 月 21 日～7 月 24 日） 

① ECガイドライン普及のため、ヤンゴン工業省研修センターにて、モデル事業者（産

業 3 社、ビル 2 社）招きワークショップを開催し、下記を実施した。 

・工業省より今後法制化される省エネ法の概要とECガイドライン・ハンドブックの内

容に関し、講義を行い周知した。 

・省エネ法に規定される定期報告書作成の実習を行い、同国のエネルギー事情に適し

た定期報告書の形式についての意見交換を行った。 

② モデル事業者の中の薬品工場とショッピングモールにおいてエネルギー管理の指導

を行った。具体的には、簡易省エネ診断を行い、入手した情報をもとに省エネ改善

提案を行うとともに、エネルギー管理の実地指導を行い、ECガイドラインに基づき

作成するEMマニュアルの必要性を理解してもらった。 

(２) 第 2 次専門家派遣（2019 年 11 月 12 日～11 月 16 日） 

① ヤンゴンにて将来の指定事業者や政府関係者、約 80 名を集め、省エネやECガイドラ
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インの一般周知のための、政府主宰のワークショップを開催し、下記を実施した。 

・工業省から省エネ法の内容やECガイドラインの紹介を行った。 

・モデル協力事業者から、現在実施しているエネルギー管理の状況やECガイドライン

やEMマニュアルの利用に関する発表を行ってもらうことで法制度化への事前周知

を行った。 

・ECCJからは基調講演として「経営に役立つ省エネとは？」と題して、日本のエネ

ルギー管理成功例の紹介を行い、加えて、日本企業（1 社）からの省エネ製品の紹

介も行った。 

② 工業省が行っているルームエアコンの効率基準及びラベリング制度構築作業の進捗状

況フォローと下記指導を行った。 

・工業省がネピドーで行った 10 店舗（メーカーショールームを含む）の調査データ

（冷房能力、効率地等）を使って、Rating 基準、MEPS（Minimum Efficiency 

Performance Standard）案を検証した。 

・シンガポールとマレーシアの同制度の運営フロー、受入れている試験機関、データ

ベース、監視方法を紹介し、同国の運営フローに関するアドバイスを行った。 

・規則文書草案に関し、日本、シンガポール、マレーシアの法規則構造（Act、Order、

Regulation）を紹介し、規則文書に記載すべき項目を説明した。 

③ AJEEP Scheme 2 TOT（エネルギー管理士指導者育成プログラム）の診断指導を、同

国の 2 人の訓練生に対し、薬品工場とショッピングモールで行った。 

(３) 第 3 次専門家派遣（2020 年 1 月 27 日～1 月 31 日） 

① 下記Consultation Meetingでの発表資料の準備もかねて、計画財務工業省（MOPFI）

（工業所と財務省が統合された）とルームエアコンの効率基準のRating基準の内容、

規則文書案についてアドバイスを行った。 

② ルームエアコンのS&Lに関する法制化を前提に、関係省庁のコンセンサスを得るため

の会議（Consultation Meeting）を開催した。活発な意見交換が行われ、検討すべき

課題が明らかになった。会議の冒頭、同国では年間 3 万台のエアコンが売られており、

今後も増える傾向にある。UFE（調査機関）の調査によると、ミャンマーにエアコン

のMEPSが導入されると、2040 年までに 1,300GWh（100MWの発電所 3 つ分に相当）

の削減につながるとの報告があり、この会議の重要性を強調された。本会議で特に議

論となったのは下記。 

・CSPF値とEER値の換算について議論があり、その根拠の説明についてECCJから

資料提供などの支援を約束した。 

・今後は規則案の承認プロセスで発生する関連省庁からのコメントに対するソリュー

ション支援、また、規則実施を支える運用システム整備に関わる支援が必要である

ことを確認した。 
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③ 省エネ法案完成、省エネハンドブック（ECガイドライン含む）完成を機に、ECCJの

ミャンマーに対する法制度整備に向けての支援実施事項とその成果について情報提供

と意見交換を行った。日本企業のミャンマーでの事業展開にとっての有効情報である

ことを評価され、今後も情報提供を依頼された。 

Ⅱ－４－４．成果と課題 

４.１ 成果 

(１) 省エネ法の施行とECガイドラインの導入 

省エネ法施行前の関係者（潜在的指定事業者）に対して、事前に法制度の内容を周知

することができた。潜在的指定事業者に対して、今後法制化される省エネ法、ECガイド

ラインに対する理解を深めるだけでなく、エネルギー管理の実際について現場にて指導

を行うことができた。 

特に、指定事業者に義務付けられる定期報告書やECガイドラインに基づくEMマニュ

アルの作成について、モデル事業者に対し、実習方式で指導し、同国のエネルギー消費

状況に適した書式について議論した結果、そのカスタマイズ化が進んでいる。 

(２) ルームエアコンの効率基準及びラベリング制度の構築 

（i）集中的で的確な指導により、効率基準及びRating基準の規則草案のドラフトがほ

ぼ完成した。 

（ii）効率基準・ラベリング制度の実施における関係省庁への事前周知を図ることがで

き、省令（Oder）として実施するための体制構築に向けてのコンセンサスが得ら

れた。 

４.２ 課題 

省エネ法の法制化に向けた手続きが順調に進み、計画通りに、施工されることを前提

にして、下記が課題としてあげられる。 

① これまで省エネ法に付帯する制度について指導してきたが、その内容の理解に主

眼があり、法制度化するまでに至っていない。ECガイドラインはほぼ完成してい

るが、特に整備が必要と思われる、エネルギー管理士制度、定期報告書制度、ラ

ベリング制度（ルームエアコン以外も含む）等の法制化のための規則文書草案の

作成及びその承認。 

② 省エネ法を施行するための関係省庁の更なるコンセンサスの向上と実施体制の構築 

Ⅱ－４－５．実施結果から得られた新たな人材育成ニーズに基づく事業企画提案 

上記課題の認識を踏まえ、各種未完成の付帯制度を完成させ、制度化するまでフォロ

ーするため専門家派遣及び受入研修により支援することが望ましい。特に活動において

は、ワークショップ形式の研修を実施し、その中で、上記制度の規則文書草案の作成を

行うような手法を適用する。 
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Ⅱ－５．タイ 

Ⅱ－５－１．現状認識と課題 

１.１ 現状認識 

（１）エネルギー事情 

タイでは、人口の増加や経済成長により、エネルギー消費量は年々増加傾向にあり

その名目 GDP が、2008 年の 291,380 百万ドルから 2018 年には 504,930 百万ド

ルと、この 10 年で約 1.7 倍と なる中で、一次 エネルギー消費量も 2008 年の 約

9,500 万toe（石油換算トン）から 2018 年には 13,300 万toeと 1.4 倍 に増加してい

る。今後の更なる経済発展に伴い、エネルギー消費量も継続的に増加すると見込まれ

る。  

また一次エネルギー供給構成製造原料別に見ていくと、石油が主であり、 2017 年構

成比で見れば、石油精製 （40.6%）、天然ガス（26.1%）、石炭（11.9%）、その他と

なっている。 

また、エネルギー消費をセクター別にみると、製造業 32％、運輸業 28％、商業・家

庭 15％、その他となっており、製造業における一層の省エネが望まれる。 

（２）エネルギー政策 

タイにおける省エネルギーへの取組として、1992 年に国家エネルギー政策委員会

（National Energy Policy Council, NEPC）が設立された。その後、2002 年 10 月に

は、タイ省庁改正法により、エネルギー政策担当機関としてエネルギー省（Ministry 

of Energy, MOE）が創設され、エネルギー関連政策の立案・実行を担当している。 現

在は、エネルギー省の中でも、エネルギー効率、再生可能エネルギー及び天然資源に

関する政策を担う代替エネルギー開発・エネルギー効率局（Department of 

Alternative Energy Development and Efficiency, DEDE）が実際に省エネルギーに関

する政策を担当している。 

タイのエネルギー政策は、「20-Year Energy Efficiency Development Plan(2015-

2036)」（EEDP）に基づき実施されており、「2036 年にエネルギー原単位を 2010 年比

30%改善する」という目標を掲げている。特に運輸（1340万toe）と工業（1130万toe）

の削減を優先することをうたっている。また、国内総生産の増加量に対するエネルギー

消費増加量の指標であるエネルギー弾性率についても、2010 年の 0.98 から 30 年には

0.7 に改善することを目標とし、産業構造の省エネ化を図っている。 

これらの目標を達成する対策として、(i)指定工場における省エネルギー基準の施行、

(ⅱ)新築ビルに対するビルエネルギーコード(BEC)の施行、(ⅲ)機器のエネルギーラベ

リング (HEPS&MEPS)、(ⅳ )省エネルギー資源基準 (Energy Efficiency Resource 

Standard)の実施、を掲げている。 

また、目標達成のために必要な外部機関に期待する協力プランについても以下の通り

言及している。 
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① エネルギー管理システムおよび管理ツールの開発。 

・ エネルギー消費に関する「データベース」や「報告、検証、評価システム」の開発。 

・ 省横断的な省エネルギー推進と監視を強化するための政策レベルでの「省エネルギ

ー推進措置を実施するための柔軟性を備えた独立機関の設立」及び「メカニズムの

開発」。 

② 計画を支援するための適切で継続的な予算配分。（3〜5 年ごとにローリングプラン

として開発） 

③ 民間部門の業務慣行を理解した専門家を育成するために、継続的に人的資源および

制度的能力を開発すること 

④ 公共機関はグリーン調達を率先して例を示し、ESCOサービスによる政府の建物の省

エネ対策を実施。 

⑤ エネルギー消費の意識向上による省エネ促進とGHG排出量削減のためのツールとし

て、実際のコストを反映したエネルギー価格や税措置の適用。 

⑥ 関係機関は、エネルギー消費に積極的に影響を与える長期的な視点に立った政策お

よび開発計画を策定すべき。 

 

(３) 省エネルギー促進法の概要 

タイの省エネルギー促進法（以下、省エネ法）は 1992 年に公布されたが、日本の技

術支援を受けて策定された経緯があり、指定工場（ビルも対象）制度、定期報告書（エ

ネルギー消費量・省エネ対策等の記載）の提出、省エネの目標と計画の提出、エネルギ

ー管理者の選任、エネルギー管理者の資格制度、省エネ機器の基準とラベリング、金融

支援制度、罰則規定など日本の省エネ法との類似点が多くそれらに関する省令も整備さ

れ充実した体制を構築している。 

省エネ法の公布後、1997 年に「指定工場に関する政令」が発布され具体的にエネルギ

ー消費量の閾値が規定されて、名実ともに指定工場による省エネ推進が開始された。し

かしながら、省エネ法の規定の中でもとりわけ重要であるエネルギー管理者の資格が

「大学の理工系卒業」のようにエネルギーに関する特定の資格は不要であったため省エ

ネ推進がうまく機能しなかった。そこで 2002 年から再び日本の支援によりエネルギー

管理者資格制度を確立しその導入を受けて、2007 年に省エネ法を改正して、指定工場の

閾値改定による 2 種類の指定工場制、並びにそれぞれに選任すべきエネルギー管理者の

資格を規定した。エネルギー管理者は大規模工場向けのS-PRE（Senior Person 

Responsible for Energy）と中規模工場向けのC-PRE（Conventional PRE）に区分され、

S-PREは実習設備による実務研修の履修が義務付けられている。 

上記の通り日タイ省エネ法は類似点が多いが、タイの省エネ法では外部専門家による

工場診断が義務付けられており厳しい条項がある反面、省令により具体的な規定を制定

することとなっている「工場における診断や分析をするためのStandardやCriteria」が
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未だに制定されていない現状がある。すなわち、省エネ法体系は充実しているが、省エ

ネを促進するための具体的なツールの提供が不足していると思われる。 

１.２ 課題 

省エネ法は大変良く整備され施行されており、省エネ促進基金の運用も円滑に執行さ

れているようであるが、同国のエネルギー原単位の実績（日本の約 5 倍）を見れば、国

としての省エネの進展は芳しいとは言えず、制度が十分に機能してない点があると考え

られる。また規制対象となっていない中小企業も多く存在し、多くの企業で体系だった

省エネ対策の実施が確立されていないため省エネ対策の持続性が十分とは言えないと思

われる。そのようなことから、工場が実質的に省エネ対策を実施しエネルギーの効率化

を促進できるような仕組みの改善が必要と考える。 

「省エネ法の執行状況」における課題として以下の 2 点が挙げられる。 

① 省エネ法に規定されている「工場における診断や分析をするためのStandardや

Criteriaの制定」が未実施であること 

② 「20-Year Energy Efficiency Development Plan」に記載されているように「エ

ネルギー消費に関する「データベース」や「報告、検証、評価システムの開発」

が必要であること。 

Ⅱ－５－２．課題解決に向けての対応方針と事業実施計画 

２.１ 対応方針 

前項で述べた課題を解決するために必要な今後の協力事業としては「エネルギー多消

費産業が省エネルギー対策を促進できるような基準等のガイドライン（省令）の策定」

並びに「省エネルギーの具体的な成果を評価するための検証システムの構築」が有効と

考えられる。これらは日本の省エネ法の「工場における判断基準」の制定とその遵守状

況を検証する「工場調査」等の実施によってカバーできる課題である。 

２.２ 実施計画 

従って、今年度の事業方針としては、まずはタイの省エネ実施機関であるDEDEとの

協議を開始し、工場での省エネ対策促進の支援ツールとして省エネガイドライン

（Energy Conservation Guideline：ECガイドライン）の有効性の理解を促し、その上

で日本の判断基準を参考にタイの産業界にカスタマイズしたECガイドラインの策定の準

備に着手してもらうこととし、これらに対する必要な支援を実施する。 

Ⅱ－５－３．実施内容 

３.１ 経緯 

省エネ人材育成事業におけるタイとの二国間協力事業は、2013年度以降実施されてい

なかったが、2019年4月に経済産業省からタイ国エネルギー省に二国間協力事業を再開

すべく「省エネ人材育成事業計画（Concept Paper on JAPAN’s Energy Efficiency 
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Capacity Building Program）」が送信され、その中で「政策立案」及び「人材育成」

に関する協力が提案され、エネルギー省はこれを受諾した。 

これを受けて、ECCJとDEDEが両国の事業実施者となり、具体的な事業形成のため

の協議を実施することとなった。 

３.２ 実施項目 

(１) 事業形成のための協議 ＜第1次専門家派遣＞ 

協力事業の再開にあたり両国にとって有益な事業とするため、事業案件確定のための

協議検討を行うこととし、２回の専門家派遣を実施した。 

今年度はタイ側の担当部局であるDEDE（代替エネルギー開発・エネルギー効率局）

を訪問し、タイにおける省エネルギー制度の現状を確認するとともに、日本からの新た

な協力事業テーマとして、タイの法制度整備状況および実施の現状を踏まえた制度整備

を支援することを提案した。 

併せてECCT（タイ省エネルギーセンター）に事業実施にあたっての協力を要請した。 

協議の結果、事業テーマとしてECCJから提案した「省エネガイドラインおよびエネ

ルギー管理マニュアルの導入支援、およびその策定に関する人材育成」とすることに合

意した。 

また、タイ側の各部門の関係者に対して我が国の制度を解説し、本事業で導入を目指

しているガイドラインやマニュアルの効用・重要性やタイ側での作業の必要性等を理解

してもらったうえで、ECCJから向こう3年間の事業実施のマスタープラン（案）を示す

とともに、タイ側において今後円滑な事業実施のための実施体制を構築していくことを

確認した。 

 

第１次専門家派遣：2020 年 10 月 29 日～11 月 1 日 

目 的 実施結果と成果 

DEDE 訪問 

・タイの省エネ制度

の現状確認 

・新協力事業テーマ

の提案 

(１) 経済産業省作成の協力事業に関するコンセプトペーパー

を説明。 

(２) 日本タイのエネルギー管理制度の比較。 

比較表を用いて両国の制度を比較し現状の確認を行った。 

これにより、 

・ 既存のガイドラインは ISO50001 に基づく PDCA に準拠

して省エネ推進のステップを決めたものであり個々の省エ

ネ管理を要求するものではないこと。 

・ 定期報告書提出義務付けがあり外部の Energy Auditor が

評価していること。 

・ 省エネ目標は新築ビルに関するボランティアターゲットが

あるのみであること。 

などが判明した。 
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(３) ECCJ から二国間協力事業の提案 

・ 現状を踏まえてタイにとって導入が望ましいことを説明し

たうえで、省エネガイドラインおよびエネルギー管理マニ

ュアルの導入の支援およびその作成に関する人材育成を提

案 

⇒タイ側は賛同し、テーマを決定した。 

(４) ３か年事業実施のマスタープランを提示し、タイ側の事

業実施体制構築を要請。 

ECCT 訪問 

二国間新協力事業の

共有と協力依頼 

DEDE との合意を踏まえ、ECCT に内容を説明。今後の事業

推進において事業を円滑に進めるために協力を要請した。 

 

第２次専門家派遣：2020 年 1 月 16 日～18 日 

目 的 実施結果と成果 

DEDE 訪問 

事業テーマに即した

我が国の制度解説。 

具体的事業内容、進

め方の協議。 

(１) DEDE に対し経済産業省から MOE（エネルギー省）に

宛てたレターを手交し両社で事業開始の確認を行った。 

(２) 事業提案の説明 

・ 事業内容について DEDE 各部門の関係者に説明、理解を

深めた。 

(３) ガイドライン、マニュアルの解説 

・ 我が国のガイドライン、マニュアルに関する説明と質疑応

答を行った。これにより導入の重要性を理解するととも

に、タイ側が自ら主体となってタイに適したものを作り上

げる必要性を認識してもらった。 

・ 導入を目指すガイドラインは技術的側面のものであり、タ

イに既存のガイドラインが目的とする、報告書作成手順を

主体としたものとは異なるものであることを確認した。 

(４) タイでの実施体制構築の確認 

・ 事業実施に当たってはタイ側での体制構築が必要であり

今後、事業スケジュールの検討確認とともに、Steering 

Committee および産業界、大学、コンサルタントなどの

専門家からなる Technical Committee を組織することを

検討することとした。 

 

Ⅱ－５－４．成果と課題 

４.１ 成果 

2012 年度まで長期間実施され多くの成果を残してきたタイとの省エネ人材育成事業に

おける二国間協力事業は 2013 年度以降実施されていなかったが、今年度初頭の経済産
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業省とMOPの政府間対話をきっかけに動き出し、その後のECCJとDEDEの協議により

再開されることとなり、具体的なテーマとして「省エネガイドラインおよびエネルギー

管理マニュアルの導入支援、およびその策定に関する人材育成」の実施が合意された。 

本テーマに関して、ECCJからの「日本のECガイドライン及びEMマニュアルの活用

状況」の説明に対して、DEDE はタイの工場においてもそれらが有効であるとの認識を

持ちそれらを導入する方向で検討を進めることとした。 

４.２ 課題 

本事業の実施に当たってはDEDE内の実施体制の構築が喫緊の課題であり、ECCJか

らDEDEに対して「３.２（１）項の協議結果を踏まえてマスタープランの作成、事業を

管轄するDEDEの体制、実施主体となるSteering CommitteeやWorking Groupの設置、

などを早急に準備する」よう要請したが、DEDE内ではまだそれらの準備が進んでいな

いことが危惧された。 

そこで、DEDEの事業実施に向けた準備状況を確認するとともに、来年度の早いタイ

ミングで事業の本格実施のための協議を行うよう要請した。 

Ⅱ－５－５．実施結果から得られた新たな人材育成ニーズに基づく事業企画提案 

今年度の実施結果に基づき、以下のような事業企画を提案する。 

(１) 事業テーマ 

ECガイドライン及びEMマニュアルの導入支援、及びその策定に関する人材育成 

(２) 事業内容 

タイ国におけるエネルギー管理の促進ツールとしてタイ版ECガイドラインを策定し、

工場におけるEMマニュアル作成の普及を図る。 

(３) 来年度の目標 

① タイ版ECガイドラインのドラフト作成 

② EMマニュアルの活用方法の理解 

(４) 来年度に実施する活動 

① 専門家派遣による活動 

（i）タイ側における事業実施体制（Steering Committee, Working Group等）の構

築に係る助言 

（ii）DEDEとの間で具体的な事業内容と実施計画について協議し、確定する。 

（iii）タイ側に日本のECガイドライン及びEMマニュアルの内容を説明し、タイ産業

界に適合するタイ版ECガイドラインの作成を指導する。 

（iv）EMマニュアルの作成方法を紹介する。 

② 受入研修による活動 

タイ版ECガイドラインのドラフトに関して、日本の専門家からも意見を求め、内

容を検討する。 
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工場におけるEMマニュアルの活用によるエネルギー管理事例を紹介する。（工

場等判断基準に従って作成された管理標準の活用による省エネ優秀事例紹介） 

Ⅱ－６．ベトナム  

Ⅱ－６－１．現状認識と課題 

ベトナムでは、省エネルギー法が、2011 年 1 月に施工されてから 10 年を迎えようと

している。この間、大きな経済的成長を遂げ、工業化が進むとともにエネルギー使用量

も増加し、2015 年ころから産油国でありながら原油の輸入が必要になってきていること

から、国としてのエネルギー供給に危機感を覚え、国家政策の中でも省エネルギーの重

要性が再認識されてきている。 

このような状況下にあって、新たに国家省エネルギープログラム”VNEEP 2019-

2030”（Vietnam National Energy Efficiency Program）が策定され、2025 年までに 5

～7％の省エネルギー目標を立てており、2019 年 3 月に 首相令：Decision 280 として、

その内容が承認されプログラム実行の段階にきている。このプログラム策定の背景には、

省エネ法施工後 10 年経過しているものの、省エネルギーの効果が実感されていない事が

あり、制度面、技術面から既存の省エネ法制度全体の見直しが主になっている。 

省エネルギーセンターでは、この国家プログラム制定以前から、省エネ法の下、具体

的な省エネ施策実行を規定する日本の判断基準に相当するガイドラインの導入を促して

きており、今回の国家プログラム：VNEEPの内容に整合し、省エネ活動の具体的内容

を規定している政令：Decree 21 の見直し改訂を提案してきたところである。 

Ⅱ－６－２．課題解決に向けての対応方針と事業実施計画 

上のような状況から Decree 21 の見直し改定をテーマと考えていたが、数回の専門家

派遣では、広範囲過ぎて対応が困難と判断し、下位規定である省令：Circular の見直し

改定にテーマ範囲を縮小して実施する方向として、現地に再提案し、3 回の専門家派遣

を計画した。 

Ⅱ－６－３．実施内容 

ベトナム側の認識を確認し、その上で新たな支援テーマを協議するため 10 月に専門家

派遣を行った。 

(１) 第 1 次専門家派遣（10 月） 

① 実施期間：2019 年 10 月 28 日～10 月 30 日 

② 目的：8 月下旬に行われた日越エネルギーWGにおけるベトナムの省エネ活動支

援に関し、現地の国家省エネプログラム（VNEEP）の進捗状況を把握し、日本

からの今後の支援内容を協議する。また来年 2 月に開催予定のEMAKにつき、日

程等を確認する。 
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③ 場所：ベトナム商工省（MOIT：Ministry of Industry and Trade） 

④ 結果総括： 

（i）主目的である二国間支援のテーマについて、以下の 2 件にまとまった。 

・ 地方局の人材育成（エネルギー管理、エネルギー診断に対する評価能力

向上） 

・ EC ガイドライン作成支援 

（ii）EMAK については、協力は了解済みであり、2/25 の打診と打合せ日程候補

日を明確にした。 

（iii）ベトナムの省エネ支援をしている GIZ（ドイツ国際開発機構）の長期出張

者と面談する機会を得、GIZ の活動内容等、情報交換を行った。 

(２) 第 2 次専門家派遣（1 月） 

① 実施期間：2020 年 2 月 4 日～2 月 6 日 

② 目的：昨年 10 月の第 1 次出張結果に基づき、2020 年度の活動案の協議を行うと共

に、2 月 25 日に開催予定であった EMAK10 の日程変更等につき説明・協議する。 

③ 場所：ベトナム商工省（MOIT：Ministry of Industry and Trade)  

④ 結果総括：  

（i）EMAK について 

当初、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染による急性呼吸器疾患

（COVID-19）の拡大に伴う EMAK 日程変更について協議する予定であっ

たが、前日までに延期の方針が決定された。これに従い、詳細を協議した結

果、開催場所はハノイとし時期は未定（但し 5 月目標）ということで合意で

きた。 

（ii）次年度の支援内容について 

前回 10 月の訪問時、局長からの具体的要望を反映し、 

a. EC ガイドライン（General）作成支援 

b. 地方局員の人材育成（エネルギー管理評価能力向上） 

の計画表を示し協議した。EC ガイドラインについては、その後 EM マニュ

アル（管理標準）作成まで含めた中期計画を示し、合意を得た。 

計画表は 3 年分を示したが、年度予算であるため確定ではない旨説明した。 

（iii）新局長と面談 

新局長と出張した ECCJ 専門家が旧知のこともあり、面談の機会を得た。

親日で省エネ活動への理解も深いので今後の活動協力も強化されることが

期待される。 
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Ⅱ－６－４．成果と課題 

（１） 支援活動の方向を決定 

他国際支援機関との重複回避に配慮するとともに、実質的な省エネ活動を実現す

るためのテーマとして、以下の二点に焦点を合わすことでMOITと合意した。 

・ Decree21 に付帯する規則としての EC ガイドライン（General）作成支援 

・ 規則の実施個所となる地方局員の人材育成（エネルギー管理評価能力向上） 

実行に当たっては、MOIT幹部の強い関与に基づく責任ある支援受入体制の整備

と実施に向けての具体的な手順、テーマに関する更なる協議が必要である。 

Ⅱ－６－５．実施結果から得られた新たな人材育成ニーズに基づく事業企画提案 

（１） 省エネ支援活動に関して 

① ECガイドライン作成支援は、最低 3 回の専門家派遣で指導していくが、現地側

の実施体として基準策定に直接的に関わる各省局の固定メンバーで編成される

ワーキンググループ設立が必須である。 

② 地方局員の人材育成については、受入研修で実施することが想定されるが、現

行の地方局員の役割と実行の実態を把握した上で、効果的なプログラムを企画

することが必要となる。 

 

Ⅱ－７．インド  

Ⅱ－７－１．現状認識と課題 

１.１ 現状認識 

インドは、2001年に省エネルギー法（Energy Conservation Act, 2001）が公布され、

その翌年、同法の執行機関として電力省（MOP: Ministry of Power)の管轄下に省エネル

ギー局（BEE: Bureau of Energy Efficiency）が設立されて以降、産業分野における指

定エネルギー消費者（DCs: Designated Consumers）を対象としたPAT（Perform, 

Achieve ＆ Trade Scheme）制度及びエネルギー管理士制度の開始、S&Lプログラムの

導入、省エネビルディング基準（ECBC: Energy Conservation Building Code）の施行

など、関連法制度の整備は着実に進んできており、省エネルギー制度については日本と

比較しても遜色のないレベルにあると言える。PAT制度の対象となる指定エネルギー消

費者数と今後の展開を表Ⅱ－７－１．及び図Ⅱ－７－１．に示す。しかしながら、GDP

当たりの一次エネルギー消費量で見ると、2017年統計値で日本の約5倍となっており、

社会的にまだまだ省エネルギーの余地を残していると言える。 

省エネルギー及びCO2削減に関する国家目標については、①2030年までに2005年比で

33～35％のGDP当たりCO2排出原単位の削減、②2030年までに非化石燃料による発電
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量を40％以上にする、③2030年までにCO2吸収量で25~30億トンに相当する植林植樹を

行うことを目標としており、各種の省エネ・CO2削減政策を実行中である 

産業部門の省エネ制度にフォーカスすると、2008年、インド政府よりPAT制度の内容

が公表され、2010年の省エネルギー法改正（省エネ証書取引制度導入）を経て、2012年

よりPAT Cycle 1が8業種、478事業者を対象に実施に移された。現在は、PAT Cycle３

～５が運用中で、13業種、956事業者が対象となっている。2019年3月に終了したPAT 

Cycle２の成果は、エネルギー削減目標8.867 million toe（百万原油換算トン）に対し、

達成量は10.833million toeとなっており、約2 million toeの超過達成となっている。

Cycle１の削減達成量が8.67millon toeなので、対象事業者が増えたこともあるが、PAT

制度は着実に成果を挙げてきているといえる。PAT制度のCycle 1及びCycle 2の成果を

図Ⅱ－７－２．及び３．に示す。 

PAT制度は、年間のエネルギー使用量が一定規模以上の大工場を対象とした制度であ

るが、中小企業の製造業についても省エネ政策の推進を図っている。MOPは、中小企業

省(MoMSME：Ministry of Micro, Small, Medium Enterprises)と連携して中小企業向け

の各種セミナーの実施、ISO50001取得支援等を実施している。 

１.２ これまでの活動 

この間、ECCJは本人材育成事業を通じて省エネ政策立案実施部署であるBEE、省エ

ネ対策実施機関である石油節約調査協会（PCRA：Petroleum Conservation Research 

Association）に対して制度構築並びに技術移転などを効果的に実施してきた。 

2006年度から2011年度にかけては制度構築面での支援を中心に、2012年度から2015

年度は、先に述べたPAT Cycle 1が実施に移された事により、PATの制度運用及び個別

分野での省エネ技術普及支援活動に重心を移し活動してきた。 

2017年度からは、BEE をカウンターパートとし、PAT制度の効果的運用に資する目

的で日本の省エネ法で実績のある「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する

事業者の判断の基準」のインドへの導入を支援してきた。その成果として２０１８年９

月、インド版判断基準と言える”Energy Conservation Guidelines for Industries”（以降、

インド版ECガイドラインと称す）がBEEから正式に公表された。インド版ECガイドラ

インの公表に前後して、BEEはインド版ECガイドライン及び、それに基づくEMマニュ

アル（Energy Management Manual：日本の「管理標準」に該当）の作成を普及させる

ため、各産業分野を代表する企業から9工場をモデル工場に選定し、EMマニュアル作成

プロジェクトを開始した。ECCJは、日印エネルギー対話省エネWGでの合意に基づき、

受入研修、専門家派遣を通じてモデル工場のEMマニュアル作成指導を実施した。 
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表Ⅱ－７－１．PAT にかかる指定消費者（DCs）数 

図Ⅱ－７－１．PAT の今後の展開 
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図Ⅱ－７－２．PAT Cycle1 の成果 

図Ⅱ－７－３．PAT Cycle2 による成果 
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１.３ 課題 

昨年度実施した9モデル工場に対するEMマニュアル作成指導で明らかになったのは、

モデル工場の多くが、EMマニュアルの形式にとらわれて、インド版ECガイドラインの

コピーになってしまったり、内容が非常に一般的な記載にとどまっていたりと、工場現

場で役に立つEMマニュアルになっていないということである。具体的には、以下のよ

うな問題点が明らかになった。 

（1） インド版ECガイドライン及びEMマニュアルに対する正しい理解の欠如。 

（2） インド版ECガイドラインの要求事項をそのままEMマニュアルに記載している。 

（3） 各工場でのスペシフィックな管理値、管理要領等の記載がされていない。 

上記問題点については、2018年度末に実施した受入研修（2019年1月実施）で各モデ

ル工場にECCJからコメントをフィードバックしており、各モデル工場は、コメントに

従いEMマニュアルの改訂および、対象設備を拡張してEMマニュアルの策定を継続して

いる。 

Ⅱ－７－２．課題解決に向けての対応方針と事業実施計画 

前節で述べたように、インド版ECガイドラインを普及していくためには、工場側（イ

ンドの場合は指定消費者（DC：Designated Consumer）のECガイドライン及びEMマ

ニュアルに対する正しい理解の促進が重要である。BEEは9モデル工場に加え、新たに

数十工場をモデル工場に加えEMマニュアル作成プロジェクトを継続予定とのことであ

り、今年度もモデル工場のEMマニュアル作成支援を継続実施することとした。具体的

には、専門家派遣により、以下を実施する。 

・ 先行する9モデル工場の成果共有（エネルギー資源研究所: TERIへの委託と専門家

派遣） 

・ 後続モデル工場のEMマニュアル作成支援（専門家派遣） 

また、将来的にインド版ECガイドラインに基づくEMマニュアルの作成が強制化され

た場合には、インド版ECガイドラインの遵守状況評価システムが必要なると予想される

ので、受入研修で、日本の遵守状況評価方法の紹介を実施する。 

Ⅱ－７－３．実施内容 

３.１ 第1次専門家派遣 

(１) 実施期間：2019 年 6 月 17 日～20 日 

(２) 目的：インド側カウンターパートとの協議 

(３) 派遣先：エネルギー効率局（BEE: Bureau of Energy Efficiency） 

石油節約調査協会（Petroleum Conservation Research Association: PCRA） 

エネルギー資源研究所（The Energy Resource Institute: TERI） 

(４) 内容： 

BEEと合意した計画の具体化について話し合うため、専門家派遣を実施した。イ
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ンド版ECガイドラインに基づくEMマニュアル作成については、9 月と翌年 2 月にイ

ンドセミナーを実施する。9 月のセミナーは後続のモデル工場に対するキックオフの

意味合いでデリーで実施することとし、２回目のセミナーは先行 9 モデル工場の

Lessons Learnedの共有化を図るのを目的に、工場が集中するムンバイで実施するこ

とした。いずれのセミナーに対しても日本から専門家を派遣する。 

また、2015 年から一次中断していたMOUの再締結について打ち合わせるためにＰ

ＣＲＡ及び、協力事業推進における重要関係先であるTERIを訪問し、意見交換等を

実施した。 

３.２ 第2次専門家派遣 

(１) 実施期間：2019 年 9 月 11 日～14 日 

(２) 目的：インド版ECガイドライン・EMマニュアル作成セミナーへの参加 

(３) 場所：デリー、インディアンハビタットセンター 

(４) 内容： 

６月のインド側との合意に従い、インド版ECガイドライン・EMアニュアル作成

に関するセミナーがデリーにて開催され、ECCJから専門家を派遣した。同セミナー

では、先行する９モデル工場でのEMマニュアル作成状況の報告あり、ECCJからは

事前に送られてきた各モデル工場の改訂EMマニュアルに対するコメントのフィード

バックを行った。 

また、新に指定された約 20 のモデル工場も参加し、EMマニュアル作成に着手す

ることとなった。 

３.３ 受入研修 

実施期間 

 2019 年 1 月 27 日～1 月 31 日（5 日間） 

 内訳：講義(1 日間)、見学(1.5 日間)、助言・討議等(1.5 日間) 、

発表(1 日間) 

対象者 

 研修者数 ：12 人 

 内訳（参加組織：人数） 

BEE：5 名、SDA：6 名、TERI：1 名 

研修目的 

・ECガイドラインの遵守状況評価方法(日本の「工場調査」)の紹介 

平成28年度の受入研修（BEC12）から3年計画で進めてきたイン

ド 版 EC ガ イ ド ラ イ ン の 導 入 が 、 平 成 30 年 9 月 の ”Energy 

Conservation Guideline for Industries”の正式発表として完了し、

次のステップとしてECガイドライン遵守状況の評価システム（日

本の工場調査）の導入を促す事を目的とする。 

また、工場見学では、日本の優れた省エネ技術の紹介を目的とし

て、火力発電所（IGCC：石炭ガス化コンバインドサイクル）及

び、ENEX2020を訪問する。 
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重点内容 

（１）EC ガイドライン遵守状況を定量的に評価する手法を丁寧な説

明とグループワークを通じて理解させる。 

（２）上記手法を理解した上で、インドの定期報告及び PAT システ

ムの中にどのように取り入れるかを検討させる。 

（３）日本の優れた省エネ技術への関心を引き出す。 

講 義 

（１）基調講演１：経済産業省 

日印の省エネ協力の歴史、及び日本の省エネ政策について最新の情

報を入れた内容の講演を頂いた。 

（２）基調講演２：ECCJ 

EC ガイドラインの概要、日本の省エネ法と判断基準の歴史、判断

基準に関する今日的話題について説明した。 

（３）講義：ECCJ 

以下の内容について講義を実施した。 

・ 日本のエネルギー管理の検証制度の概要 

・ 工場調査による検証制度の詳細 

・ ガイドライン遵守状況の評価項目の定量評価方法 

・ 工場調査による検証制度の効果 

見 学 

 見学 

（１）ＸＸ社 ＹＹ火力発電所 

石炭火力発電所（石炭ガス化コンバインドサイクル） 

（２）ENEX2020 

Ａ社、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社のブースを訪問 

討 議 

 グループＡ（BEE, SDA） 

テーマ：EC ガイドライン遵守状況評価システムの制度化 

（１）EC ガイドライン遵守状況評価システム制度化のためのフレ

ームワーク検討 

（２）EC ガイドライン遵守状況評価システム制度化スケジュール 

 グループＢ（BEE, SDA, TERI） 

テーマ：サンプルデータにて EC ガイドライン遵守状況評価 

（１）サンプルデータに基づき遵守状況の定量評価 

（２）評点に基づく評価 

グループワークの結果に基づき、ECガイドラインの定量的評価

手法をインドの現行システム（定期報告書及びPATスキーム）にど

のように適用できるかについて討議した。 

研修結果総括

と評価 

 研修結果総括と評価 

（１）ECガイドラインの遵守状況評価は、設備毎のエネルギー使

用量とECガイドラインのエネルギー管理項目実施状況を関連づけ

て、定量的に評価するもので、その手法は、かなり複雑である

が、今回BEEからの参加者は、比較的若手の実務担当者で、日頃
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からPATの評価で工場（DC）と関係しているからか、非常に理解

が早かった。特に設備毎のエネルギー使用量と関連づけて管理項

目毎に評価することの意義を良く理解してくれたものと思われ

る。 

（２）最先端の省エネ技術を紹介するという意味で、 IGCCと

ENEX2020を訪問した。いずれも非常に興味を持って活発に質疑

応答があり、日本の優れた技術への訴求効果があった。 

 今後の活動内容と計画の確認 

（１）ECガイドライン遵守状況評価システムをどのようにインド

の制度に組み入れていくか、インド側で検討する。 

（２）一方で、インド版ECガイドライン／EMマニュアルの普及・

定着の活動を地道に継続する。 

３.４ 第3次専門家派遣 

(１) 実施期間：2019 年 9 月 11 日～14 日 

(２) 目的：インド版ECガイドライン及びEMマニュアルの普及セミナーへの参加 

(３) 場所：ムンバイ、コートヤード・バイ・マリオット ホテル 

(４) 内容 

先行する９モデル工場におけるEMマニュアルを作成することによる成果・教訓等

を紹介し、後続のモデル工場にEMマニュアルの作成および運用を通じエネルギー管

理の重要性を認識させる為、インド版ECガイドラインに基づくEMマニュアル作成に

関する現地セミナーをムンバイにて共同開催した。また、本セミナーでは、エネルギ

ー消費の多いユーティリティ関連設備を取り上げ、日印から４社がそれぞれの省エネ

技術／製品を紹介するテクニカルセッションも併せて実施した。 

Ⅱ－７－４．成果と課題 

インド版ECガイドラインに基づくＥＭマニュアル作成については、先行する９モデル

工場は、日本側の協力により、ECガイドライン／EMマニュアルに対する理解が是正さ

れ、現場で役に立つEMマニュアルを作成するようになったが、後続のモデル工場は、

先行9モデル工場が当初に陥ったと同じ陥穽にはまる可能性がある。インド版ECガイド

ライン／EMマニュアルの普及のためには、現地セミナー等の地道な取り組みが今後と

も必要。 

遵守状況評価システムの構築については、インド側にその必要性は理解されたものの、

上述のようにインド版ECガイドライン／EMマニュアルの普及が、先決課題であるとの

認識である。 

Ⅱ－７－５．実施結果から得られた新たな人材育成ニーズに基づく事業企画提案 

今年実施したデリー及びムンバイでのインド版ECガイドラインに基づくEMマニュア

ルの作成に関するセミナー以外には、同様のセミナーは実施されていない。BEEは、イ
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ンド版ECガイドライン・EMマニュアルの普及のために、今後もムンバイで実施したも

のと同様のセミナーを実施する予定であり、日本からの支援に大きな期待を示している。

インド版ECガイドラインの正式公表から２年に満たないインドに対して、判断基準・管

理標準の実施に関して実績豊富な日本が支援を継続してくのは、インドに於けるECガイ

ドライン・ＥＭマニュアルの普及・定着に大いに役立つものと考えられる。また、EM

マニュアル作成の強制化に向けて、遵守状況評価システムを今から平行して検討準備し

ておく事は、インド版ECガイドライン・EMマニュアルの早期定着に有効であり、この

面での日本からの協力が期待される。 

Ⅱ－８．中国 

Ⅱ－８－１．現状認識と課題 

日本と中国の間では、日中省エネルギー・環境総合フォーラムを始めエネルギー分野

での政府間協議が適宜実施され、省エネについても多岐に亘る協力が行われてきた。 

ECCJに関連する活動としては、(1)中国における省エネ法の大規模改正（2007年）に

おいて、中国の調査活動への受入を通じた協力により、日本の省エネ法と同様の考え方

（包括的省エネ法）が採用され、(2)続いて、受入、専門家派遣を通じて省エネ法の執行

体制の整備に協力し、中央においては省エネ政策・普及機関であるNECC（中国国家節

能中心）が設立され、また執行の中心となる地方政府の省エネ管轄組織、省エネ監察中

心などの機関が整備された。(3)更に、NECCの立ち上げにおいて両国の政府間の協議に

基づき、NECCとの間で覚書を交わして、NECCの機能整備と職員の能力向上のための

情報と受入研修の提供、エネルギー管理者制度構築のモデル事業への協力、エネルギー

管理者の各地方政府における研修への協力などを実施し、エネルギー管理者の普及に貢

献している。 

中国の省エネの現状についてみると、NECC、各地方政府などの施策に基づいて、第

11次５ヵ年計画(2005～2010)ではGDPに対するエネルギー消費原単位の削減目標の

20％を達成し、第12次５ヵ年計画(2010～2015)においては更に16％の削減を実現してい

る。次の第13次５ヵ年計画(2015～2020)ではエネルギー原単位の15％削減、CO2排出量

原単位の18％削減に加えて、エネルギー総消費量についても目標項目に加え、50億

tce(標準炭換算)以下に削減する目標値を設定し、更なる省エネを推進しようとしている。

そのため、一層の省エネ推進策の実施を図っている。 

省エネルギーに関する協力活動は、2012 年 9 月から、2014 年 11 月の日中首脳会談、

2014 年 12 月の日中省エネルギー・環境総合フォーラム（２年ぶり開催）までの間、政

治問題等の影響により活動が停滞したが、以後日中政府間の協議を踏まえて再開し、

2015 年 2 月以降、受入と専門家派遣を通じて、日中省エネ制度の比較研究、中国の今後

の省エネ政策のための情報提供、省エネの普及支援を実施してきている。これらによっ
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て、中国における基礎的な省エネ遂行能力が高められている一方、分野ごとの一層の省

エネ推進が必要な状況であり、2018 年度においては、省エネ政策に関する情報の共有を

実施しつつ、対象とする特定分野を大学の省エネと地域のエネルギー供給の省エネに設

定して普及に重点をおいた協力を実施した。 

以上の状況を踏まえ、中国に対する省エネ人材育成事業においては、下記の継続、実

施が重要である。 

(１) 日中両国の省エネ推進の政策的取り組みに関する交流により日中省エネ政策の情報

交換と共有を行うこと。 

(２) 分野を特定した省エネ普及協力活動により、省エネ普及の考え方、計画方法、優れ

た設備及び技術への理解を深め省エネの普及を支援すること。 

Ⅱ－８－２．課題解決に向けての対応方針と事業実施計画 

NECCとの普及ニーズに関する協議を踏まえて、特定の分野として化学工業とそのイ

ンフラにおける省エネを特定テーマとして選択し、当該分野における優れた活動、技術

の普及を中心テーマとした。テーマの選定にあたっては、2018 年度の特定テーマが大学

の省エネ、地域のエネルギー供給の省エネなど産業以外の分野であったこと、また 2017

年度には鉄鋼分野を取り上げていることなどが考慮された。 

化学工業は重要なエネルギー効率化の対象であり、そのインフラの省エネについては

効果的に適用できる日本の省エネ設備・技術もある。 

そこで、受入研修を化学工業とそのインフラの省エネ、及び政策情報の共有を中心テ

ーマとして 1 回実施し、専門家派遣については、その後に計画を設定することとした。

なお活動はNECCとの協力枠組みを継続する覚書を交換して実施した。 

(１) 受入研修 

参加者は、NECC、中央の組織、地方政府の省エネ推進担当者など政策担当者 10 名

と企業の実行担当者 9 名で構成した。 

中心となる内容は化学工業とそのインフラの省エネに関連する多岐の項目にわたっ

たが、参加者の内容に対する理解と評価は高く、また今後とも日本の有用な省エネの

考え方、技術を導入することにより発展して行きたいとの意向が感じられるものとな

った。 

また、日本の省エネ法の動向について説明するとともに、中国の省エネ政策動向に

ついての説明を求め省エネ政策に関する情報の共有を図った。 

(２) 専門家派遣 

下記の内容でNECCと協力して、中国における省エネ普及促進のためのセミナーの

開催とこのための専門家派遣計画を立案、調整し、中国側でのセミナー参加者募集を

含む準備を開始したが、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染に起因する急性

呼吸器疾患（COVID-19）の拡大が発生したため、その対応を優先し、上記セミナー
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の開催と専門家派遣を中止した。 

計画内容： 

① セミナー実施場所：煙台（青島市付近）  

② セミナー日程：2020 年 2 月 25～26 日、関連企業訪問：2 月 27 日 

③ セミナーのテーマ：化学工業とそのインフラにおける省エネ 

実施計画 

講演項目 実施結果と成果 

2 月 25 日 

中国側及び日本側

挨拶 

NECC、ECCJ 及び開催地地方政府による開催趣旨説明と挨拶 

中国の化学工業における省エネの必要性 

省エネ政策と 

省エネ機器の導入 

産業分野の省エネ政策と産業における 産業における省エネ機

器の導入に関する方針と導入の考え方 

省エネ機器１ 高効率ボイラーの性能と省エネ 

省エネ機器２ 蒸気マネジメントシステムによるエネルギー管理と省エネ 

２月２６日 

省エネ機器３ 化学工場における省エネ計測・制御 

省エネ技術動向１ 樹脂による省エネ 

省エネ技術動向２ 化学工業にあける省エネ事例 

Ⅱ－８－３．実施内容 

受入研修 

実施期間 
2019 年 10 月 15 日～10 月 18 日（3.5 日間） 

内訳：講義(２日間)、見学・実習(１日間)、発表・討議等(0.5 日間) 

対象者 

研修者数：19 人 

政策関係者：中国国家節能中心４人、地方政府４人、その他 2 人 

実行関係者（企業等に所属）：9 人 
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目的と 

重点内容 

中国側との協議に基づき、特定テーマとして化学工業とそのインフ

ラの省エネを重点分野にして実施。この分野における省エネ管理と

普及すべき省エネ設備・技術についての理解の促進を目的としてい

る。 

また、政策面で日本及び中国における省エネ政策の強化に関する情

報の共有を目的としている。 

(実施内容) 

中国省エネ

状況報告 

(NECC) 

(1)最新省エネ政策の成果 

総エネルギー消費量抑制とエネルギー消費原単位低減を同時に達成

する目標を掲げ、下記の成果がでている。 

・ 総エネルギー消費量：2.6％増に抑制、エネルギー消費原単位：

11.4％減少 

・ 産業構造の高度化を促進：2011 年から 2015 年にかけて時代遅れ

な火力発電・製鉄/セメント生産能力を淘汰 

・ 技術の促進：2018 年までに技術リストを 13 業種発表し 260 の省

エネ技術を登録 

・ 環境負荷の緩和：石炭使用量の減少と非化石エネルギー、天然ガ

スの増加 

(2)最新省エネ政策の内容 

・行政：省政府の省エネ目標に対する厳格な審査 

・立法：法規及び基準による拘束力の強化 

・財政・価格・税制・金融政策：奨励と拘束 

・市場メカニズム：サービス・製品・技術の普及 

(3)中国省エネ政策の課題 

新常態に入りエネルギー価格が下降し省エネにはマイナス。環境の

質はまだ低くエネルギー使用効率は改善の余地がある。 

(4)今後の構想 

・2020 年までに 2015 年比▲15％のエネルギー消費原単位を削減

し、総量・効率のダブル管理を継続 

・法規/基準の拘束力強化、市場メカニズムを継続的に強化 

(実施内容) 

地 方 政

府 ・ 関 連

組 織 の 省

エ ネ 取 り

組み 

(1)重慶市（発展改革委員会） 

・石炭・天然ガス・シェールガス・水力等の資源を背景に、６大高

エネルギー消費産業(電気・コークス・化学・製鉄・非鉄金属・建

材)を発展させた。総エネルギー消費量 3.4％増、エネルギー消費

原単位は 2.5％減。 

・重慶市省エネルギー条例を改訂し、各種省エネ計画を再編。 

(2)石油化学連合会 

・省エネ技術のニーズとして、システム改良、石油精製の高度化、

石炭化学のユーティリティ最適化及び廃水処理等がある。 

(3)省エネコンサル会社（工業団地へのエネルギー供給に関する報告) 

・インターネットを活用したエネルギー供給のスマート化を試行。
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デモンストレーション・エリアを建設して実証し、統合制御シス

テムを構築。 

(実施内容) 

講 義 

 講義：日本の省エネ政策・取組動向 

省エネの取組動向としては、2030 年省エネ目標(▲35％)に対して、

2017 年時点で部門別に▲19～▲23％と過達している。 

また、省エネ推進策として事業者クラス分け評価制度の新設やベン

チマーク制度の適用拡大等を進めており、将来への布石として、

ZEB・ZEH や次世代自動車の普及促進に力を入れている。 

 講義：地球温暖化問題への解決策を提供する化学産業としてのあ

るべき姿 

化学産業の将来像として、グローバルにどの地域でもプラスチック

製造に要する石油需要が道路旅客輸送に要する石油需要を追い越す

と見られている。これに対応するため CO2 や H2 を利用した炭素循

環サイクルを確立し、それと共に航空機や自動車の軽量化材料開発

により、使用過程での CO2 排出量削減に貢献することにより、化学

産業のソリューションプロバイダとしての役割を果たして行く。 

 講義：省エネ機器の導入 

産業用ヒートポンプを活用した省エネ事例として、排熱回収時の活

用事例や近年技術開発が進んでいる熱風ヒートポンプを適用して蒸

気を置換するシステム等を紹介し推奨した。併せて、変圧器の高効

率化や工業エアの洩れ防止による省エネ活動の成果を事例として示

した。 

 講義：省エネ型産業用ボイラ 

中国国内のボイラ市場は驚異的なスピードで石炭から天然ガスへの

転換が進んでおり、大気汚染等の環境対策が急速に進んでいる。高

効率性と多缶台数制御システムを組み合わせて低負荷時にも高効率

を実現する小型貫流ボイラー設備と技術について説明し、理解を深

めた。 

 講義：蒸気マネジメントシステム 

工場での蒸気使用工程の低炭素化を図るためには、蒸気を資産と捉

え、可視化とシステム化を行うことが重要。可視化を計測技術開発

により実現し、システム化をスチームトラップや蒸気システムのベ

ストプラクティスを追求することにより達成する。このような蒸気

のマネジメントについて説明し、理解を深めた。 

 講義：省エネ型イオン交換膜 

食塩水を電気分解することにより、苛性ソーダや塩素、水素等を生

成するために用いるイオン交換膜の最新の省エネ性、効率性の向上

について説明し、理解を深めた。 

 講義：樹脂の活用による省エネ 

高混合スクリューを用いた直接成形により省エネ性が高い強度部品
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用の樹脂が製造できること、年々厳しくなる燃費規制に対応するた

めに衝突安全に適応できる CFRP による自動車の軽量化技術の開発

が進められていること、その効果などを示した。 

 講義：スマートシティ 

NECC からの要請により産業分野ではないが、特に中国におけるス

マートシティの動向に関する講義を行った。モビリティ・セキュリ

ティ・医療/養老・住宅・ロボット・教育等、関係する分野は多岐に

わたる。 

見 学 

 省エネシミュレーション（A 社） 

化学工場に対してインテリジェント工場化を行い環境・省エネ対策

を大幅に進めた事例と経緯、IoT や AI を活用した情報化を前提とし

た省エネプロセスの構築などについてデモルームで説明を受けた。 

 化学工場における省エネ（B 社） 

電気・蒸気・用水等の供給部門の現場を見学し、省エネの取り組み

に関する説明を受けた。全社的な取り組みとして 2030 年に CO2 排

出量 30％削減に取組み中である。 

Ⅱ－８－４．成果と課題 

(１) 日中両国の省エネ推進の政策的取り組みに関する交流 

中国は、オンラインでの事業者のエネルギー消費把握によって事業者に対する省エネ

管理体制を強化しようとしており試行中である。また、地方政府間でのエネルギー使用

量の取引の導入によって、全体のエネルギー消費を抑制しつつ、経済発展を図る枠組み

を目指し試行しようとしている。 

日本側からは、日本の省エネ政策の動向について、化学工業分野の省エネ・低炭素化

推進策とCO2 排出削減への取組、省エネ法の動向（事業者評価、複数事業者による省エ

ネ）とZEBの推進などの情報提供を行い、これらの動向が日本だけのものでなく世界的

にも重要であることを説明した。 

(２) 分野を特定した省エネ普及協力活動 

化学工業とそのインフラの省エネを中心的テーマとする受入研修を実施し、省エネの

取組方法、樹脂による省エネなどの考え方を共有し、また、企業による講演によって当

該分野での日本の優れた省エネ設備及び技術への理解を浸透させた（ボイラ、蒸気マネ

ジメント、化学工業における制御と省エネ、イオン交換膜など）。これにより、化学工

業とそのインフラの省エネの分野で、日本の省エネ設備、技術の優秀性と有用性につい

ての理解と普及促進に寄与した。 

(３) 実施結果の総括と課題 

以上の活動と情報交換は日本の省エネ技術をベースとする具体的な技術・設備の普及

のために役に立ちうるものである。専門家派遣による促進活動は、今回は実施できなか

ったが、継続的な対応によって日本企業の省エネ技術の一層の普及促進を図る必要があ
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る。 

Ⅱ－８－５．実施結果から得られた新たな人材育成ニーズに基づく事業企画提案 

(１) 現状と今後の方向に関するNECCとの認識の共有 

NECCトップとの会合（2019／12）では、現在の枠組みを継続していくこと、省エネ

政策についての共通の認識を保ちつつ、特に分野を絞り、企業の参加を含めて、省エネ

技術・設備普及を中心的なテーマとすることなどについて認識を共有した。 

なお、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染による急性呼吸器疾患（COVID-

19）の拡大を踏まえて、方針の継続性についてNECCと再度確認する必要がある。 

また、政策面についての情報交流では、どの地域で何が必要とされるかという観点で

中国の地域ごとの省エネの進捗が今後重要であるため、その視点での情報交換を進めて

いくことが望ましい。 

(２) 普及テーマの分野について 

2017 年度はビル・建築分野で省エネ基準、省エネ建築の計画と施工をテーマとし、産

業分野では鉄鋼分野の省エネを取り上げ、2018 年度は大学の省エネに加えて、地域のエ

ネルギー供給・省エネを取り上げ、2019 年度は化学工業とそのインフラにおける省エネ

を取り上げた。次の省エネ協力のテーマはこれらの実績を踏まえて、中国側によるニー

ズの検討をもとに選定することが望ましいが、2019 年度のテーマによる専門家派遣を実

施していないため、継続してこのテーマを取り上げることが第一の検討対象となる。他

のテーマとしては、例えば、食品産業の省エネ、都市における廃熱活用などが有用であ

る可能性がある。 

Ⅱ－９．ブラジル 

Ⅱ－９－１．現状認識と課題 

ブラジルとの省エネルギー人材育成事業は日伯政府間で合意されたスマートコミュニ

ティワーキング下での省エネ分野の協力に資する事業として 2015 年にスタートし、

2018 年 3 月に成功裏に完了した。（Phase-1 事業と称す。）この事業では、「節電・ピ

ークカット」に資する民間におけるエネルギー管理システム（以降「EnMS」と略す）

の構築・普及と政府に対するエネルギー管理制度導入など制度改善を求める提案という

形で、以下の課題に対応した成果を達成した。 

ブラジルでは 2015 年時点で、気候変動に影響されやすい水力発電の比率が 76％を占

め渇水でサンパウロ州を中心に電力や水の供給不足により経済や市民生活に多くの影響

を及ぼしていた。これに対して、従来から取られてきた電力料金を上げるという対策に

代わり、本質的で合理的な解決策が必要との意識が高まってきた。即ち、政府では法制

度によるエネルギーや水などの使用規制や支援の改善が、また民間では実務的な対応の
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改善といった持続的な対応基盤の確立が求められている。 

Phase-1 事業の成果は、更に経済産業省とブラジル政府間で合意され 2018 年 11 月に

国際省エネルギー協力パートナーシップ (IPEEC) の下で開催したエネルギー管理行動

ネットワーク (EMAK) のワークショップ（EMAK9）を通じてブラジル国内は勿論国

際的にも発信する事ができた。 

これらの事業の成功に基づき、ブラジル政府は省エネ協力の継続を経済産業省に対し

て要請し、政府間で次期の省エネ協力事業（Phase-2 事業）の協議を行い 2019 年度の

事業内容を具体化した。 

１.１ 把握された課題 

現状では上記のような進展が確認されたが、ブラジルにおいて更に省エネを推進し

2030 年に目標を置く国家省エネプラン（PNEf）を達成するためには具体的な対策の体

系化と目標が明確とは言えず各機関による実行に繋がっているとは言えない。これを纏

めると以下の課題となる。 

(１) 法制度の整備面の課題 

① Phase‐1 事業で提案された以下の制度改善の法制化が実現されていない。 

（i） 2001 年に施行された省エネ法に企業による省エネ推進を強化するエネルギー管理

制度を加える改善 

（ii） 既存の金融支援策の改善 

鉱山エネルギー省 (MME) 下の電気エネルギー局 (ANEEL) が電力会社の収入の

0.5%を電気エネルギー効率化対策プロジェクトの支援に充てる既存の策 (PEE-

ANEEL)を熱エネルギーへの転換による総合的な電力の省エネ対策にも使用できる

ようにする改善。 

② 既存の省エネプログラムを含む省エネ法の課題 

既存の電気製品や自動車等の燃料使用機器のS&L(*1)(エネルギー効率標準とラベリ

ング)は最低エネルギー効率基準（MEPS）となっており、市場全体の電気製品等のエ

ネルギー効率水準が上昇しないという課題がある。 

これに対応し、2019 年 12 月にMMEによりエアコンの省エネ性能評価に対する冷房

期間効率（CSPF）の導入方針が決定された。まずは、この施策の確実な実現に向けて、

インバーターエアコンの普及促進策を具体化すると同時に既存の試験所における測定

評価の精度向上と適正化に向けた施設の改造と標準の整備及び人材の育成が必要とな

る。 

(*1)関連するプログラムとして、電力の効率化を狙うPROCEL (National Electricity Conservation 

Program)や燃料の効率化を目標とするCONPET (National Program for the Rationalization of 

the Use of Oil and Natural Gas Derivatives) 

③ 政策や法制度執行し省エネを推進する上での省庁間がうまく連携されていない。 
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2019 年 1 月に発足した新政権の下でも、省エネに関する政策や法制度の立案や執行

の主管はMMEである。一方、S&Lの執行に関しては、評価結果による認証は経済省

(ME)傘下の度量衡工業規格化品質研究院 (INMETRO) による。また、産業部門の省

エネ推進は地球温暖化防止等環境保護政策を含む経済促進の主管である経済省が所掌

する分野でもある。省エネに係る省庁横断の調整決定の一機関としてエネルギー効率

指標・基準管理委員会 (CGIEE)があるが運用面を含めた管理が円滑とは言えない。か

つ、ブラジルの行政システムは連邦制であり、政策や法制度の執行には地方政府との

連携も重要となる。しかし関係政府機関の体制は縦割りであり、円滑な連携が実現し

ているとは言い難い。 

(２) 民間における省エネ推進上の課題 

企業は生産販売の規模の拡大と利益追求の促進が重要であるが、一部の大企業を除

く多くの企業は省エネや地球温暖化防止等の環境保護と調和した取り組みが実現され

ていないのが実態である。この原因として次の点が挙げられる。 

・ビジネスプランと繋がる省エネ目標を設定した取り組みが普及していない（政府の

制度にも関係する） 

・エネルギー価格の地域や企業間の格差と資金の問題が省エネ対策を実現する上での

障害となっている。 

・企業間競争の観点からデータや情報の共有を避ける傾向がある。 

・省エネの推進を指導・リードするために必要な知識や見識を持つ人材が不足してい

る。 

上記の多くの点はエネルギー管理システム (EnMS) が適切に構築し運用されていな

いため、体系的に省エネが推進されていないことに起因する。 

Ⅱ－９－２．課題解決に向けての対応方針と事業実施計画 

前記した課題解決とこれまでの成果にも基づき、今年度は次期事業をPhase‐2事業と

して提案し立ち上げることを目標に基本計画を決め実施計画を立案し実行した。 

経済産業省とMMEを通じた政府間協議によりブラジル側のニーズや関心も反映した

以下に示す事業を提案し協議した。なお、本事業は 2016 年に交わされた日伯政府間合

意に基づく省エネ協力事業として位置付けられている。 

本事業案の内容を検討作成し経済産業省に提出したものを経済産業省が「Concept 

Paper」とし仕上げてブラジル側に送付した。 

本事業の内容は後述する通り協議の結果ブラジル側も基本的に合意した。その骨子は

以下の通り。 

・提案事業の要旨 

事業名：エネルギー多消費産業の省エネと機器類の省エネ基準の改善 

（下記の 2 プログラムから構成される） 
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 プログラム‐1 エアコンを始めとする電気機器類の省エネ推進 

 プログラム‐2 ベンチマークアプローチによるエネルギー多消費産業の省エネ推進 

カウンターパート：日本側は経済産業省-ECCJでブラジル側はMME 

期間：2019 年度から 3 年間程度 

プログラム‐1 は前述したMMEによるエアコンの省エネ性能評価に対するCSPFの導

入方針に沿い適切なISO 16358‐1の導入と円滑な運用を実現するための基盤整備を支援

する事を目指す。また、プログラム‐2 は、Phase‐1 事業の成果に基づきEnMSの構築

を前提に、特にエネルギー多消費産業の業界が目指す業種毎のエネルギー効率目標とこ

れらを達成するための効果的な対策（特に技術や設備の導入）の体系だった把握と実施

を実現するための仕組み作りと手法の確立そして普及を目指す。 

上記に基づき、Phase‐2事業（以降本事業と称する）において以下を事業の実施目標

として設定した。 

① Concept Paperで示す本事業の内容と基本計画と今年度の実施計画を協議し決定する。 

② 実施計画で確認された具体的な活動から実施を開始する。 

 上記の目標を達成するために、今年度は以下をブラジル側と実施する内容として計画した。 

現地活動‐１ 

・Concept Paperに基づくMMEを始めとする関係機関と本事業の内容と基本計画を協議

し確認する。 

・プログラム‐1 に係るS&L制度とエアコンの省エネ性能評価試験施設に関する調査を

実施する。 

現地活動‐2 

  現地活動で具体化した活動の実施を開始する。 

・ プログラム‐1 

現地活動及びその後に調査した結果の分析内容の協議 

これに基づくエアコンのCSPF導入に向けたキャパビルの内容と計画の具体化 

・ プログラム‐2 

ブラジル側の実施機関の確認と役割分担を含む実施体制の確認 

ベンチマークに係る優先業種の選定とブラジルにおける実態調査の準備 
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関係する機関や用語類の略号の内容をあらためて以下に示す。 

  

Ⅱ－９－３．実施内容 

上記の計画に従い、2 回の専門家派遣で目標を達成すべく活動を実施した。しかしな

がら、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染広がりによる影響で専門家派遣は 1

回に留まった。これらの活動に関して報告する。 

 

３.１ 現地活動の結果と成果の要約 

（１）第 1 次現地活動 

出張期間：2019 年 12 月 9 日～12 月 16 日、現地業務：実質 3 日間 

派遣者：１名（ECCJ） 

成果要点 

① ブラジル政府等と本事業の内容と基本計画を協議し確認した。 

Concept Paper を通じて提案した事業内容と基本計画について、提案内容の確認を含

め協議して提案内容に基づく内容で基本合意を得た。 

② ブラジルにおける S&L 制度に関する調査の実施 

新たに立ち上げようとするプログラム―１に関して、S&L制度の実状と特に優先する

エアコンの省エネ性能試験に関するブラジルの実状を、調査票を準備して調査した。 

 

 

 

 

 

（略号）   

MDIC：開発商工省     ME : 経済省     MME：鉱山エネルギー省  

ANEEL：国家電気エネルギー庁 CNI : 国家産業連盟  SENAI：産業訓練国家サービス 

INMETRO：国家度量衡工業規格化品質研究院 CEPEL：電気エネルギー研究センター 

EPE：エネルギー研究所  CGIEE (エネルギー効率指標・基準管理委員) 

IPEEC : International Partnership for Energy Efficiency Cooperation 

EMAK : Energy Management Action Network 

EnMS : Energy Management System   EE&C : Energy Efficiency and Conservation 

CSPF : Cooling Seasonl Performance Factor  S&L : Standard and Labeling 

MEPS : Minimum Energy Performance Factor 

ABRACE：ブラジルエネルギー多消費産業協会  ABRAVA : ブラジル冷凍空調協会 

SEBRAE：ブラジル中小企業ビジネス支援サービス ABESCO : ブラジル ESCO 協会 

CTIBC : Low Carbon Technical committee 
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目的・目標 実施結果と成果 

1. 本事業の内容

及び基本計画

の最終化 

MME 及び関係機関との本事業の内容と基本計画に関する協

議と確認。 

MME、INMETRO 及び CEPEL と Concept Paper の内容に

従い本事業の提案内容を説明し協議した。 

結果として、本事業の内容や基本計画についてこれらの機

関から特に異論はなく、この内容に基づき活動を実施する

こととした。 

プログラム‐1 に関係して、エアコンの省エネ性能評価に対

して CSPF を 2021 年施行を目標に導入するとの方針が決定

されたとの情報が MME より提供された。これは日本側が

提案する本事業のプログラムー1 の時間軸とも整合する。 

なお、INMETRO と CEPEL はプログラム―1 に参加する。

一方、プログラム―２に関しては、参加を提案した国家産業

連盟 (CNI)と産業訓練国家サービス (SENAI) とは都合の

良い日程が合わず直接協議できなかった。また MME から

会合時にこのプログラムの実施に適する機関としてエネル

ギー研究所 (EPE) を推奨された。しかし急であったため

EPE とも日程が合わず会合できなかった。従い、プログラ

ム―２は MME がこれらの団体と話し合いブラジル側で実施

体制を検討してもらうこととした。 

2. ブ ラ ジ ル の

S&L 制度に関

する調査実施 

プログラム―1 に係る調査実施。（事前に準備した調査票（

質問状）による） 

この調査は S&L 制度に係るブラジルの現状と実態を調査す

るために行った。この調査は、結果を分析してキャパビル

の内容を更に具体的に検討することを目的とする。 

調査票は S&L 制度に関する調査事項とエアコンの省エネ性

能の測定評価に関する調査事項から構成した。 

MME 及び INMETRO では S&L 制度と運用に関して、また

CEPEL ではエアコンの省エネ性能の測定評価に関して試験

所の設備を含めて調査を実施した。 

現地では調査事項の内容が全て埋まらず、帰国後更にデー

タと情報を埋めて送付してもらった。 

3. 在ブラジル日

本国大使館へ

の報告 

省エネを始め日伯政府間の協力の窓口でもある日本大使館

に事業内容の説明を行うと共にフォローを依頼した。 

 

 帰国後、プログラム‐1 の調査に関しては、現地で関係機関が準備できなかったデー

タや情報を帰国後引き続き関係機関から収集した。これら収集した情報やデータに関し
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ての分析を行い、まずエアコンの省エネ性能評価に対するCSPF導入に向け必要となる

具体的な基盤の改善案を検討した。 

 また、プログラム‐2 に関してもMME及びCNIとブラジル側の協議についてフォロ

ーした。 

 

（２）第 2 次専門家派遣 （国内業務に変更し対応） 

前述した実施計画に基づき以下の通り計画したが、日本出発直前に新型コロナウイル

ス（SARS-CoV-2）の感染広がりの影響で延期を余儀なくされた。 

（出張期間：2020 年 3 月 9 日～3 月 19 日、現地業務：実質 5 日間） 

派遣者：3 名（ECCJ 2 名 日本空調冷凍研究所 1 名） 

 

この結果、出張することが不可能となったため、ブラジル側とはemail等による交信

を通じて、計画に従う目標の達成が遅延せぬよう国内業務で対応した。 

成果要点 

第 1 次専門家派遣で確認した本事業の基本計画に従った活動をその後国内で実施した

業務による準備に基づき実施を予定していた活動を、email等による交信による可能な手

段と条件の範囲で進めた。この結果、以下の進捗と成果を得て今後の活動の具体的な方

向性を確認した。 

① プログラム‐1 

・ 第 1 次専門家派遣で実施した調査結果と分析内容を共有した。 

・ 上記に基づき、日本国内で検討したエアコンの省エネ性能評価に対するISO 16358 

- CSPF導入に向けた基盤整備（キャパビル）の内容に関して、日本側の案を協議し

基本計画を大筋合意した。 

② プログラム‐2 

・本プログラムを実施するために協力を求めたい各産業団体と、要望する具体的な役割

を協議し、MMEを含めて実施体制を議論し具体的な活動を進めるための条件を整

えた。 

・対象とする業種と各業種に置けるエネルギー効率水準と影響因子に関し実状を把握 

するための調査の実施に向けた準備内容について議論した。 

 

Ⅱ－９－４．成果と課題 

2019 年 1 月に発足した新政権の方針によって日伯省エネ協力に関する政府間協議のブ

ラジル側のカウンターパートが経済省から鉱山エネルギー省に変更された。この結果ブ

ラジル側との事業協議の開始が大幅に遅延したが、結果的には当初の目標通り 2019 年

度以降の実施する協力事業を本事業として確立でき実施を開始する事ができた。 

 以下に成果と課題をまとめる。 
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 成 果 課 題 

Phase‐2 

省エネ協力事業

（本事業）の立

ち上げ 

 

・ 本事業の具体案を提案しカ

ウ ン タ ー パ ー ト で あ る

MME始め関係機関と協議

し基本合意を得た。この結

果、本事業の内容と基本計

画を最終化した。 

・ 合意した基本計画に従い開

始すべき活動を決定し実施

を開始した。 

・本事業のプログラム‐2 に係

る産業関係の官民の関係機関

の体制が十分確立されていな

い。 

・プログラム‐1 を含め多くの

官民の関係機関が係るが、

MMEを中核とする実施体制

が構築されていない。 

プログラム‐1 ・エアコンの省エネ性能評価

へのCSPFを導入に向け、

現状調査の分析により課題

を明確にでき、課題に基づ

き必要な基盤整備の案を具

体化しブラジル側と協議で

きた。 

・エアコンを含む電気機器類に

関するS&L制度に関し、現状

についての情報とデータが政

府の関係と試験機関の間で十

分共有されていない。このた

めこれらの機関での課題認識

も共有されているとは言えな

い。 

・エアコンに関して、まず試験

所 (CEPEL) の現状の測定精

度を向上させる改善が必要。 

プログラム‐2 ・対象とする優先業種と実施

を開始するための機関と実

施体制案を協議した。 

・優先業種のベンチマークに

係る実態を調査するための

方案と準備を協議した。 

・参加が必要な特に民間の産業

団体が整っていない。 

・ベンチマークに係る実態調査

を行うための情報やデータが

政府や産業団体間で収集また

共有されていない。 

Phase‐1 

省エネ協力事業

のフォロー 

・CNIによるAlliance Program

が進展し、確立したモデル的

EnMSの普及を推進してい

る。 

・Alliance Program の主体が

CNIの事情によりSENAIに

移行され持続性の移譲に懸念

がある。 

・MMEによる以下の法制度改

善に向けた具体的な動きが見

られない。 

・省エネ法にエネルギー管理制

度規則を追加 

・既存の金融支援策  (PEE -

ANEEL)の改善 
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Ⅱ－９－５．実施結果から得られた新たな人材育成ニーズに基づく事業企画提案 

５.１ 省エネルギー推進の為の人材育成ニーズの課題整理 

ブラジルの省エネ推進基盤と今後の整備の方向性を、体系だった省エネ基盤構築の視

点からマップで鳥瞰した図を図Ⅱ－９－１．に示す。 

このマップにおいて、左側上部に政府による省エネに関する政策や制度の整備に係る基

盤要素から右側下部の民間による省エネ推進活動の推進に必要な基盤要素を時系列的か

つ段階的に確立して行くことが、合理的で体系だった基盤構築の進め方であると考えら

れる。 

この図において、緑色の部分は既に確立された基盤状況を、ブラジルにおける個別の具

体的要素名称と合わせて示す。加えて、桃色の部分はPhase-1省エネ協力事業で実施し、

改善された範囲を示す。即ち、緑色と桃色の部分が現時点での基盤整備状況を表してい

る。 

本事業においては、省エネ推進に必要な基盤の整備を進捗させるためブラジルのニーズ

と課題を整理し、効果的な基盤の確立を目指す事業内容とすることが求められる。これ

らに基づく課題と将来の方向性を示す。 

図中に丸で囲んで示したPhase-1事業の結果（法制度や支援策が実施機関で進められて

いる、民間のエネルギー管理が普及の緒についている）の評価に基づき、省エネ推進基

盤確立に向けた次の２つの課題が具体的に確認された。 

・民間展開を促進する制度枠組みの整備が不十分 

・目標と達成対策を体系化した取り組みが官民とも不十分 

 

前記に示しているが、ブラジルの大きな課題は民間でEnMSを構築し省エネを推進し

ていく方向性とニーズに対して、これを確実に実現するための政府による政策や制度の

枠組みの整備と、民間でのエネルギー管理システムの構築による明確な目標設定を通じ

た体系だった効果的な対策の具体化と実施が遅れている点にあり、これらは図中の今後

の方向性（１）・（２）に記載。 

また、これらを目指す取り組みにおいては日伯間の官民の連携体制の構築も重要とな

る。2019年1月に新政権が発足し、従来、経済産業省は経済省をカウンターパートに協

力事業を協議していたが、このカウンターパートが鉱山エネルギー省に変更された。こ

の関係で具体的な協議に至るまで時間が掛かった。しかしながら、事業内容からも産業

分野やINMETROは経済省の所掌範囲にあり経済省及び産業団体の協力も必要。これら

多くの関係機関の連携の体制作りを含め課題があり、この点を人材育成ニーズとともに

１１０ページ以降に一覧表として整理した。 
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ベースライン Phase-1省エネ協力事業 今後の取組みと省エネ協力の方向性

（地方政府との行政体系） →実施機関の設立（ABED (MME傘下)）法案国会提出(2017年11月)

政策策定のためのエネルギー統計  (需給等) 整備

データベース構築

エネルギー及び省エネの基本政策の確立

（国家エネルギー計画2030 (PNE 2030))

国家省エネ計画 (PNEF 2011) エネルギー管理制度整備提案（制度設計（州政府との協調含む）

省エネ法施行 (2001年) 規則類策定 (付帯制度、指針、基準類整備）

(目的・組織・範囲・体系等) エネルギー管理制度（管理士、判断基準等含む）

機器のStandard&Labelling制度

ビル省エネ設計基準、等

ブラジルラベルPro. (PBE) PROCEL and CONPET PROCEL：国家省電力ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

CONPET：NG・石油使用合理化

金融支援制度(省エネ促進のための優

省電力支援(PEE-ANEEL) 遇税制、低金利融資、補助金制度等)

省エネ推進のための支援策提案 (既存制度の改善 )

実施機関の設立 (省エネルギーセンターなどの組織) →ABED下の組織（委託機関含む）

エネルギー管理士・診断士研修・認証センター

課題１：民間展開を促進する制度枠組みの不整備 課題２：省エネ目標と達成対策の体系化が官民とも不十分

政府省庁関係者の育成：主要な政策・法律の策定及び執行の担当官 →＊実施機関(MME下)の執行者育成

企業経営陣啓蒙：省エネに関する理解を深める教育 節電・ピークカットのアクションガイド作成（産業）

エネルギー管理士・診断士の育成・認証 民衆の省エネ意識改善のための教育など

実施機関研修員等育成  カリキュラム等の構築

企業管理者育成：エネルギー管理研修 技術者や技能職員育成：管理研修と技術研修（セミナーやOJTの実施） 企業内研修

ISO50001に基づくEnMSモデル構築と普及

ISO 50001に基づくEnMS導入促進 モデル事業の導入

管理者育成：省エネ推進のための管理体制や手法の研修

(TQM / TPMに基づく) ISO 50001に基づくEnMS構築 エネルギー診断訓練の実施。

エネルギー測定  (Online) 診断による省エネポテンシャル把握

小規模改善の実施： 中規模改善の実施：中程度の額の 大規模改善の実施：高額の投資・コストを伴う省エネ

小額 / ゼロコスト改善 投資・コストを伴う省エネ設備や技 設備や技術の導入

術の導入

CNIのAlliance Program (自主) へ移行 CNIのAlliance Program（普及枠組み）

省エネを促進するための民間金融による融資環境の改善

政府 民間

政府責任省庁の指定
(MME & 地方政府)

省エネマスタープラン
策定

実施機関

省エネ推進の主体

省
エ

ネ
推

進
に

必
須

の
制

度
や

要
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図Ⅱ－９－１．ブラジルの省エネ推進基盤の現状と整備の方向性 
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以上の分析に基づき課題と課題解決に向けた人材育成ニーズを以下に整理する。 

課 題 対応の方向性 人材育成ニーズ 

１．省エネ政策及び法制度整備上の課題   

課題‐1： 

エネルギー管理制度整備が不在 

Phase‐1 省エネ

協力事業で提案

した制度案の実

現（既存省エネ

法に具体的制度

を付帯） 

エネルギー管理

を理解し的確に

執行もできる政

策担当官の育成 

 

課題‐2： 

省エネ性能の高い電気製品等が普及しない

ため市場で使用される製品のエネルギー効

率が低い。 

エアコン始め実

際使用される地

域の気象条件に

適合した省エネ

性能の試験や評

価の標準基準を

改善。 

改善された標準

や基準を理解し

制度とその運用

を適切に改善で

きる政府人材。 

① 性能試験評価の標準と基準が適切でな

い。 

・上記に対応した

試験所の設備や

測定試験方法の

改善 

・エアコンの場

合、ラボ間の制

度を検定する試

験所を設定する

必要性。 

標準や基準を理

解して正しく運

営できる実務人

材。 ② 試験所の検定が不十分。認定の信頼性が

問題 

課題‐3： 

省エネ推進の支援制度が適切でない。 

・Phase‐1 省エ

ネ協力事業で提

案した制度案の

実現（既存金融

支援制度の改善

や規制と関係付

けた対策） 

・同国で改善と普

及ポテンシャル

の高い効果的な

技術や設備の導

入促進を支援 

効果的な省エネ

対策を理解し金

融支援及び技術

支援の制度設計

ができる人材の

育成 

 

① PEE-ANEELは電力の省エネに限定 

② BNDEＳの資金等金融支援も省エネ適用

が不便 

③ 技術支援策が不在 
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２．民間における省エネ推進の課題   

課題‐4： 

企業のエネルギー管理システムの普及 

・Phase-1 事業で

確立したEnMS

モデルの普及を

促進する。 

・産業団体を含め

普及するための

仕組みを作る。 

・企業内EnMSを

構築運用するた

めの指針を策定

する。（エネル

ギー管理ツール

の普及を含む） 

・社内教育実施 

・省エネのメリッ

ト を 理 解 し

EnMSを導入構

築できる人材の

育成。 

・EnMSや管理組

織構築や関係者

の意識改善と能

力の向上。 

・普及の仕組みや

方案を構築でき

る人材の育成。 

① 経営者等の省エネや環境保全への理解

が不足 

② 普及の方案やシステムが未整備 

③ 運用の社内人材の教育訓練が不十分 

 

課題‐5： 

有効な対策のプロジェクト形成不十分 

・省エネの目標値

（ベンチマー

ク）を策定する

ための手法と省

エネ対策の具体

化との関連付け

を標準化する。 

・省エネ対策を実

現するための有

効な省エネ技術

や設備の導入指

針策定や必要な

情報の整備 

・効果的な省エネ

技術や設備の情

報を共有できる

システムの整

備。 

・政府や業界団体

で有用な事例や

指針などを共有

できる仕組みを

作る。 

以下の人材の育成 

・適切な省エネ目

標を策定し体系

的に対策を具体

化できる 

・効果的な省エネ

対策に資する技

術や設備を理解

しプロジェクト

を形成して実施

できる。 

・必要なFS実施等

知識や能力を有

する。 

・経営者や実務者

が改善の検討や

判断に活用する

ために共有でき

る指針や事例等

情報提供が可能

なシステムを構

築できる。 

 

 

 

① 金利高く 2年以上の投資回収案件は実施

困難 

② 把握対策の体系化やプロジェクト化の

力不足 

③ 省エネ対策や技術の優秀事例が共有さ

れず 

④ 目標設定と効果的な技術や設備を対応

できず 

⑤ 業界内で有用な情報やデータが共有さ

れず 
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課題-6： 

具体化したプロジェクトの実行能力不足 

・Alliance 

Programへの参

加を促進し経験

を積む。 

・実施結果の共有

方法を確立する

（課題-4 の対応

を含む） 

・「診断－提案－

実施」の一貫し

た実務者の育

成。 ① プロジェクト実施経験者が限られる。 

② 経験者の知識などを共有できていな

い。 

 

３．官民連携による省エネ推進の課題   

課題－7： 

① 民間との協力体制を含む省庁間の役割

が明確になっていない。 

・省エネ法の改善 

・官民連携プログ

ラムや自主プロ

グラムの推進を

含む支援策の準

備。 

・MMEによる統

括管理体制構築 

・MME(政策制度) 

- ANEEL-EPE 

ME (民間普及) 

-INMETRO 

-CNI-SENAI 

等産業団体 

下記人材の育成 

・法規制や支援策

の意義と有益性

を理解できる官

民人材。 

・有効な省エネ対

策と導入効果を

理解し提案を具

体化できる人

材。 

・組織間の壁を越

え適切で効果的

な実施体制を組

める人材 

② 必要な情報やデータが共有されていな

い。 

 

５.２ 人材ニーズに基づく事業企画案 

項目１の整理に基づく課題に対しては、先に示した省エネ基盤整備に向けた方向性の

全体観を考慮して、以下のように事業を企画するのが適切である。 

課題‐1、課題‐3、課題‐4 及び課題‐7 は、ブラジル側が主体となってPhase‐1 省

エネ協力事業で作成したロードマップに基づき、成果を更に発展させ省エネ推進を具現

化する事が求められる。 

課題‐2及び課題‐7に関しては、前述した通り特にエアコンの省エネ性能の試験評価

に関してISO 16358 – 1 CSPFを導入する方針がMMEにより決定された事実に対応し、

まずこれを先行事例として円滑な実現を支援する。この標準に従いMEPSの基準値とラ

ベリングの各効率段階の基準値を改善する。また、試験や測定の方法も改善するための

活動や、S&L制度の改善も支援する事業の企画が適切と考える。この事例に基づき、冷

蔵庫など同様の試験評価方法の改善が可能な機器に対象範囲を拡張する方法が現実的で

あると考える。 
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課題‐5 や課題‐6 及び課題‐7 に関しては、企業にEnMSが普及され構築される事を

前提に、特にエネルギー多消費産業の業種ごとに目指す省エネ目標（ベンチマーク）を

策定しこれを達成するために効果的な技術や設備を具体化して導入を促進する事が有効

であると考えられる。また同時に、課題‐3 に関係し、企業がこれらの技術や設備を導

入し易くする支援策の改善も有効と考える。一方、Phase‐1事業の成果更にプログラム

‐2が目標とする成果を定着させるためのシステムを構築するためにも、課題‐1で示す

エネルギー管理制度を既存省エネ法に加える改善が実現できるよう、事業活動を通じて

フォローを継続することも求める。 

この観点から前述の本事業を提案しブラジル側と合意した。この事業の骨子を改めて

以下に記すとともに合意した基本計画に基づき継続・推進する為に今後取り組むべき点

を以下に提案する。また、各プログラムにより実施機関が異なるので、カウンターパー

トであるMMEを統括管理機関とした関係機関から構成し適切に実施できる体制を確立

する。 

 

 事業名：エネルギー多消費産業の省エネと機器類の省エネ基準の改善 

（下記の 2 プログラムから構成される） 

 プログラム‐1 エアコンを始めとする電気機器類の省エネ推進 

 プログラム‐2 ベンチマークアプローチによるエネルギー多消費産業の省エネ推進 

 

（１）プログラム‐１に関する企画案 

① エアコンの省エネ性能評価へのISO 16358 – 1 CSPF導入に向けた基盤整備 

・既存の試験所の施設・試験方法や試験員の資質の改善 

・試験所間で測定試験の精度を改善維持するための校正が可能な試験所の確立支援 

・試験所の増設や拡充に向けた試験人材の育成 

・上記を促進するためのS&L制度改善と運用に係る制度関係者の育成 

② エアコンを先行事例とした他の機器類への同様の改善策の拡張 

・エアコンの省エネ性能評価と同様の技術視点が適用できる機器類（冷蔵庫等）の省

エネ性能評価方法の標準や基準および測定試験方法の改善とこれらに伴うS&L制度

の改善 

 

（２）プログラム‐２に関する企画案 

① 優先業種を選定し各業種のエネルギー効率水準の実績と実際に実施されている対策や 

生産条件に関する実態を調査する。 

  優先業種の決定に伴い参加が必要な産業団体等とMMEとの実施体制も構築する。 

② 調査結果を分析し今後改善を可能とする省エネ対策に資する効果的な技術や設備の導 
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入や生産条件の改善の可能性を検討し省エネポテンシャルを推定し改善目標（ベンチ   

マーク）を策定する。 

③ 上記の検討や推定などに活用できる省エネに有効となる技術や設備の指針及び 

データベースを作成する。（業界団体や企業でも活用できるもの）また、これらの 

ツール類の活用を含めたEnMSの下でのこのような手法をベンチマークアプローチ 

として方法を標準化する。 

④ 業界団体や会員企業との協議や検討を通じて同国で波及効果が大きく導入の可能性が 

高い技術や設備を具体化しこれらによる現実的な省エネ目標（ベンチマーク）を策定 

する。 

⑤ 企業によるこれら具体的に把握した効果的な省エネ技術や設備の導入とベンチマーク 

を達成するために以下を実施する。 

・政府や業界団体に対して 

把握された効果的技術や設備の企業による導入を促進するための支援策を提案する。

更に、支援策と連携する省エネ法の下に付加すべきエネルギー管理制度の法制化の

実現に向け引き続きMMEに対し働きかけるなどフォローを行う。 

・企業に対して 

把握された省エネに有効な技術や設備の企業による理解と導入を進めるために日本

あるいは日系を始めとする技術や設備のサプライヤーとブラジル企業（顧客）をマ

ッチングするセミナーなどの機会を設定する。 

また、このプログラムを通じて確立したベンチマークアプローチを組み込み強化され

た新たなEnMSモデルとして併せてブラジルの企業間に普及する。 

Ⅱ－１０．ロシア   

Ⅱ－１０－１．現状認識と課題 

ロシアのビル・住宅の暖房エネルギー消費量はロシア全体の 1 次エネルギー消費の

1/3 を占めている。暖房エネルギーの内 78%は熱供給プラントから温水で供給されてお

り、残りは個別ボイラー、ガスヒーター、ストーブから供給されている。 

ロシアは世界で最も熱供給プラントが多く 7 万個所以上の熱供給設備がある。 

熱供給プラントの 70%は 1990 年以前のソ連邦時代に建設されており、そのボイラー

効率改善および輸送配管熱損失改善が喫緊の課題であると考えられている。 

熱供給プラントは多くは地方自治体により運営されており、設備改善の予算措置が厳

しい状況にあり、その為にロシア政府は政策として熱供給プラントの民間への設備移行

および運営委託を政策として打ち出している。 
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ロシアの熱供給設備状況、エネルギー使用状況、ロシア政府の省エネルギー政策動

向・目標を理解した上で省エネルギー推進を実施することが重要と考えられる。 

 

Ⅱ－１０－２．課題解決に向けての対応方針と事業実施計画 

日本においては全国で約 140 地点で熱供給設備が運営されており、省エネルギー運転

および省エネルギー技術に関しては確立している。 

日本では冷房および暖房が行われているが、ロシアは暖房が主体である。 

その状況を考慮しながら、熱供給設備の省エネルギーに関するワークショップ（BEC 

RU６）を 11 月に開催した。 

日本の省エネルギー政策・制度および省エネルギー技術・管理手法の情報提供を招聘

関係者に対して行なった。またロシア政府が指定したウラジオストック市にある熱供給

設備の省エネ診断の事前調査を 8 月に行ない、またその結果に基づき２月に本格的な省

エネルギー診断を実施した。 

 

Ⅱ－１０－３．実施内容  

３.１ 受入研修 

実施期間 令和元年 11 月 11 日～11 月 15 日（5 日間） 

対象者 政府関係機関、産業団体、大学関係者から10人の参加 

研修目的 

研修テーマ：日本の熱供給設備エネルギー管理 

(１) 地域熱供給設備の省エネルギー政策・規制 

(日本の熱供給事業概要、熱供給事業法、判断基準や管理標準

等） 

(２) 日本の省エネルギー熱供給設備見学 

(３) 日本の熱供給設備の省エネルギー技術紹介 

(４) 日本の寒冷地における熱供給プラント運転要領の紹介 

ロシア側の情

報共有 

ロシア側からは以下の報告が行われた。（カントリーレポート） 

(１) ロシアにおける熱供給設備の現状と省エネルギー推進状況 

・ 火力発電所は旧式からガス炊き高効率コンバインド型に建て替

え推進中である。 

・ 石炭、石油ボイラーの熱供給設備からガス型への建て替え推進

中である。 

・ モスクワ近郊地域はガス炊き、シベリア、極東は石炭炊きプラ

ントが主流で極東での配管放熱ロスは20%以上もある。 

・ 省エネルギー推進の為、熱供給設備の民間運営委託により長期

料金の安定化を図ることが当面の目標である。 
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(２) ロシアにおけるインフラ設備の財政支援制度 

・ 2013-2018の間に92プロジェクトへの投資実績がある。 

・ 熱供給設備には25プロジェクトへの投資実績がある。 

・ 投資には査定基準が策定されている。 

(３) ロシアにおける省エネルギー教育推進 

・ アニメを作成し WEB 上で初等者向けに配信している。 

講 義 

次に示す項目に関する情報を提供した。 

・日本の省エネルギー政策の基本戦略（経済産業省） 

・日本の熱供給事業の現状および熱供給設備への省エネルギー設

備導入時の財政支援制度について（業界団体） 

・日本の寒冷地の熱供給設備の運転について（民間熱供給会社） 

・日本の熱供給設備の最新ボイラーシステムの紹介（民間製造企

業） 

・ロシアのスマートシィー計画と省エネルギー提案（民間研究

所） 

見学 

・A社熱供給プラント（民間） 

ごみ焼却熱を熱供給熱源にして省エネルギーを推進している。 

・B社火力発電所（民間） 

・発電所であり、同時に近隣蒸気供給を行っている。 

・スマートエネルギーセンター（民間） 

2台の熱供給設備をIoTを利用して省エネルギー制御している。 

最終報告 

ロシア帰国後の活動事項に関し研修生から次の内容が発表され

た。 

(１) 省エネルギー政策について 

・ 優秀省エネルギー機器の製造者に対する表彰制度を検討する。 

(２) 省エネルギー法・規則について 

・ 熱供給分野の自由化、料金制度の規制緩和を検討する。 

・ 集合住宅管理者資格試験の中に省エネルギーに関する項目を挿

入する。 

(３) その他、今後の活動計画への反映 

・ ボイラー設備の故障予防管理システムの構築 

・ 温熱輸送パイプの断熱性能向上 

・ 省エネルギー機器に関する Web Site を構築する。 

・ ロシアの各州から優秀省エネルギー事例に基づく表彰制度の構

築 

・ ロシアと日本の熱供給分野での先端技術に関する情報交換や協

力関係を構築するため、関係する産業関係協会間での交流を

行う。 
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研修結果総括 

今後のロシアへの省エネルギー協力の課題が見えてきた。 

・ 熱供給プラントの効率化 

熱供給プラントからの熱量製造がエネルギーの多くを占めてお

り、老朽プラントの改善が必要である。 

熱供給分野の中で今年度は特にボイラー設備を取り上げたが、

来年度はコジェネ対応に関して発電システム、制御システム、

配管、ポンプ装置などの特定機器の情報の提供や熱事業の収支

管理などもテーマとして考えられる。 

 

３.２ 専門家派遣 

３.２.１ 第 1 次専門家派遣 

(１) 実施期間：8 月 6 日～8 月 7 日 

(２) 目的： 

・ 省エネルギー診断予備調査実施 

・ ロシア政府は省エネ診断の熱供給プラント候補として、沿海州の熱供給会社が有

する 3 プラントを指定してきた。 

・ 今回の予備調査で本格調査を行うプラントを決定する。 

(３) 実施結果 

目的・目標 実施結果と成果 

熱供給会社打合

せ 

 時間：8月 6日  13:30 ～15:00 

 場所：熱供給会社会議室 

 省エネセンター側からの説明 

・日露の省エネルギー活動の経緯説明  

・H28,29,30 年度の日露間省エネルギー協定下の活動状況につ

いて説明。 

・省エネルギー診断活動については H28,29,30 の報告パンフレ

ットを提示してその成果を説明した。 

・R1年度の活動スケジュール計画についても説明した。 

その結果以下の合意に至った。 

① 次回訪問（本格調査）の時期について 

・ 2020年 2月 3-7日を本格調査日とする。 

・ 最終日午後に報告会を行う。 

・ ECCJと熱供給会社間において本格診断までの間、メールにて

エネルギーデータの遣り取りを行う。具体的には詳細システ

ムフロー、運転データ、運転費用等の詳細データの送付をお

願いした。  

② 本格診断プラントについて 
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  A熱供給プラントを本格診断対象とする。  

③ LOIの進捗状況について 

  文案調整は完了し社長がサインする。 

④ LOIの内容は以下である。 

・ ECCJは省エネルギー診断を行いその改善提案を行う。 

・ 報告へ講師派遣を行う。 

・ 省エネルギー診断を行うに際しては、お互いにその方法、時

期、場所、詳細条件に関してお互いに協力的な調整を実施す

る。 

・ 熱供給会社は ECCJ に対して診断場所の各種データを提供す

る。 

・ ECCJの活動は FY2019の経済産業省予算に基づく。 

予備省エネ診断  時間：8 月 6 日 、8 月 7 日  

 対象熱供給設備 

① 水管蒸気ボイラー2 台 

25T/h   2 台   供給圧力 1.3MPa 

20T/h   1 台      供給圧力 1.3MPa 

   Economizer 付   燃料：A 重油 

② 温水ボイラー1 台 

燃料：A 重油 

・ 設備は老朽化しており早急な改善が必要と考えられる。 

・ 2 年後に燃料転換予定（A 重油 から天然ガス）。 

・ ボイラー出口 O2 濃度測定によるボイラーの運転管理は実施

されていない状況。 

・ 配管断熱施工状況に関しても未施工の部分が散見される。 

 

３.２.２ 第 2 次専門家派遣 

（１）実施期間：10 月 20 日～10 月 24 日 

（２）目的：サマースクールへの講師派遣 

（３）派遣場所：スメナ 

（４）講義内容： 

日本語―ロシア語の逐次通訳を介して約 90 分の時間構成で実施した。  

冒頭にエネルギー資源を通じた日露関係を説明し、エネルギーの有効利用を説明し

た。具体的な省エネルギー技術を理解してもらうため、中学生・高校生に馴染みが

深い民生部門で利用されている技術（ＬＥＤ、ヒートポンプ）の仕組みを科学実験

により体験した。また、省エネルギー技術が普及する制度としてトップランナー制

度を解説し、省エネルギーの重要性について説明した。 

（５）実施結果 
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項目 実施結果と成果 

Federal 

Children 

Center につい

て 

ロシアには 4 か所の連邦政府 Children Center がある。 

① Artek (クリミヤ) 

② Orlyonok (黒海沿岸)（1957 年運営開始） 

③ Okean（沿海州）（1982 年運営開始） 

④ Smena（黒海沿岸） 

各地から選抜された生徒が入れ替わりCenterに3週間程度滞在す

る。 

Orlyonok では最大 4000 人程度、Okean では最大 2000 人程度が

同時期に滞在できる。 

施設見学及び

SMENA センタ

ー幹部との意見

交換（2 日目） 

 施設名：全ロシア青少年センター スメナ（ロシア語で

Change の意） 

 場所：クラスノダール地方 アナパ地区 スクコ村 

 受入人員：約 1000 人 

 特徴：ロシアに４箇所ある青少年センターの中で、職業訓練

（理科学教育）に力を入れているのがSMENAの特徴。24の職業

訓練講座があり、省エネルギー講座もある。今回は、SMENA セ

ンターが主催する”Engineering School Young Energy”の一部で開

催され、露 A 電力エネルギー大学、露エネルギー企業、B 国重電

企業が主催者であった。 

面談内容：SMENA センターでは、科学技術教育に力をいれてお

り、日本やＢ国等の海外企業とのコラボレーション等の要望が出

される等、日本側に対する期待の高さが感じられた。実際に、Ｂ

国企業のスポンサーにより再生可能エネルギーやデジタル技術等

を設置した教育実習棟が建設されることが決まっている等、次世

代青少年に向けた科学技術教育に力を入れていることがうかがえ

た。 

省エネ講座実施  

（2 -3 日目） 

 2 日目：省エネ講座（１回目）参加生徒数：計 39 人 

 3 日目：省エネ講座（２回目）参加生徒数：計 35 人 

 内容：比較的年齢の高い（１５～１７歳）数学・物理に興味の

ある生徒が対象ということにより、昨年実施プログラムに比べ

て、より専門性を高め、修正を加えて実施した。特徴的な質問と

して、『次世代のエネルギー源として有望なものは何か』、『日

本はどのようにして再生可能エネルギーを推進しているか』、

『全てのエネルギー源が太陽光等の再生可能エネルギーに変わる

ことは可能であるか』等エネルギー関連技術に対して興味関心と

ともに、意識の高い質問が寄せられた。 

全体的感想：生徒は総じて積極的で、英語が堪能な生徒もおり，

質問形式や実験を取り入れたことで、退屈させずに講座に集中さ
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せることが出来た。また、手回し発電機による電球の効率比較、

ペットボトルと赤外線放射温度計を用いた断熱圧縮の体験、圧気

発火器で空気の圧縮による発火体験の実験機材により生徒の興味

を引くことに役立ち、講義自体も非常に好評であった。 

活動のまとめ 今年度実施した全２回の省エネ講座は非常に好評で、ロシア側か

らは今後も同様に、エネルギー講座を継続してもらいたいとの要

望があった。 

省エネに関する人材育成の観点から考えると、今後は先生（指導

者）に対する事業を検討することも効果的と思われる 

 

３.２.３ 第 3 次専門家派遣 

① 実施期間：11 月 24 日～11 月 28 日  

② 目的：サマースクールへの講師派遣 

③ 派遣先：オケアン（沿海州） 

④ 講義内容 

講義はクイズや実験を交えて、生徒を退屈させないように工夫し、以下の内容で実

施した。説明は日本語―ロシア語の逐次通訳を介して約 120 分の時間構成となって

いる。 

⑤ 講義内容 

項目 実施結果と成果 

OKEAN センタ

ー担当者との意

見交換（ 2 日

目） 

 施設名：全ロシア青少年センター  オケアン（ロシア語で

Ocean の意） 

 場所：プリモルスキー地方 ウラジオストク地区 アルテコフ

スカヤ 

 受入人員：約 1000 人 

 特徴：露エネルギー企業の主催により本研修が開催されてい

る。OKEAN センター内の再生可能エネルギーを学ぶ教室で

は、電子回路やプログラミングを理解する教材が設置されてい

たほか、再生可能エネルギーの仕組みを学ぶ教材も豊富に展示

されていた。また、OKEAN センターでも、宇宙開発をテーマ

にしたキャンパスが開設される等、次世代青少年に向けた科学

技術教育に力を入れていることがうかがえた。 

省エネ講座実施  

（2 -4 日目） 

 2 日目：省エネ講座（１回目）参加生徒数：計 22 人 

 3 日目：省エネ講座（２回目）参加生徒数：計 21 人 

 4 日目：省エネ講座（３回目）参加生徒数：計 17 人 

 内容：SMENA センターと同様のプログラムを実施し、エネル
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ギー変換の面から見た省エネルギーについて解説を行った。グル

ープ(今回は３グループで実施）によって若干質問傾向が異なり、

物理理論系，再生エネルギー系等、生徒達はグルーピングされて

いる様子であった。総じて、積極的な講座参加や質疑応答もあっ

た。 

追加講義の実施：先方の要請により、日本をテーマにフリートー

キング形式で質問を寄せる会を持った。英語の堪能な生徒達が対

象であり、活発な質疑応答が行われた。話題は『日本の経済をど

う考えるか』，『限られた資源・リソースで日本が発展した要因

は何か』，『将来のエネルギーとして日本では何が有望と考えて

いるか』，『電気自動車をどう考えるか』等々大きなテーマ質問

が多く出された。 

全体的感想：省エネ講座は非常に好評で、昨年に引き続き日露友

好に貢献したものと考える。省エネルギーがメインテーマである

ものの、日本の技術力について興味関心が高かった。日本が誇る

技術力、品質向上への取組等を、今後とも丁寧に説明する必要が

あると感じた。 

活動のまとめ 

 

今回実施した３回の省エネ講座は非常に好評であった。日本の省

エネルギー文化に関する講座を実施した事は、ロシアでの省エネ

意識醸成の向上に一助となったことと考える。ロシア側からは、

日本の省エネルギー文化の理解を得られたと非常に前向きに評価

した。今回の活動はロシアの青少年の省エネルギー教育、日露の

友好親善にも十分に寄与したと考えられる。 

 

３.２.４ 第 4 次専門家派遣 

(１) 実施期間：2 月 3 日～2 月 7 日 

(２) 派遣目的 

・ 本格エネルギー診断実施 

熱供給プラントの省エネルギー診断調査を日本から計測器を持ち込み、エネルギ

ー使用実態を定量的に調査しその結果に基づき改善提案を実施する。 

(３)  実施結果 

目的・目標 実施結果と成果 

測定要領・説明

会 
 時間：2 月 5 日  14:00 ～15:00 

 場所：熱供給会社会議室 

 打合せ内容： 

・ 概略診断スケジュール説明 

・ 測定要領説明： 

プラントの燃料流量測定、排ガス温度、水供給温度について
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測定を行いその熱収支から現状のボイラー効率を検討する。 

現状ボイラーの熱収支から将来の必要ボイラー容量を算定予

定。 

その他エネルギー管理要領を含めた、省エネルギーの可能性

を調査する予定。 

・ 2 年後の燃料転換時の新ボイラーシステムについて提案した

い。 

・ 診断結果に関しては 2/7 午後に関係者に報告する予定。 

省エネルギー診

断活動 

 

診断対象プラントのエネルギー使用実態および問題点 

・ 重油焚き蒸気ボイラー3 台および温水ボイラー1 台が設置され

ている。 

現状は蒸気ボイラー1 台、温水ボイラー１台が稼働中である。 

他のボイラーは基本的に運転停止中である。 

・ 運転管理の基本である、運転データの測定・記録は全ボイラ

ーについてなされていない。省エネルギー運転の検討を行う

にも、基本的なデータが記録されておらず、PDCA を実施す

ることが出来ない。 

エネルギー管理が行えない状態にある。 

・ エネルギー管理ターゲットに関してどの数値を目標にする

か、運転上の目指すべきポイントが定義されていない。 

・ 特に重要なボイラー運転の管理項目である出口酸素濃度を測

定し、空気比による運転管理は実施されていない。そのため

燃料と供給空気量の制御はなされておらず、省エネルギーの

観点からは問題である。 

・ 断熱管理に関しても、フランジ、配管に関して徹底した断熱

対策取られておらず、至る所で放熱ロスによるコスト損失を

生じている。 

 

 診断結果： 

① プラントの設備概要  

重油焚きボイラーであるが近々に天然ガスへの燃料転換が行われ

設備更新を行う予定である。 

現状の燃料流量、排ガス温度、排ガス中の酸素濃度からボイラー

運転効率を計算した結果、A%であった。 

② 現状の熱出力 

燃料流量および燃料発熱量からボイラーにおける熱出力を計算し

た。 

燃料流量には変動があり、平均値および最大値を示している。 

夜間は外気温度が低下することもあり、熱出力は増加している。 

③ A プラントの全体熱収支 

燃料流量および各ボイラーの熱収支より、温水ボイラー、蒸気ボ
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イラー、エコノマイザーでの熱回収、プラント内の保温用等の全

体バランスを提示した。 

④ 現状の必要蒸気必要量 

現状の蒸気出力から燃料転換後の設計必要蒸気量の算定を行っ

た。 

現状の蒸気出力から 1.2 の余裕をみた設計必要蒸気量として算定

した。 

⑤ 多缶式小型貫流ボイラーの設計 

設計必要蒸気流量から、多缶式貫流ボイラーの必要缶数を算出し

た。 

本ボイラーシステムを導入することにより年間メリットは約 B 万

RUB となる。 

計算前提として重油コストが判明しているので、同じ熱量等価と

してガスコストを算定し算出した。 

同時に CO2削減量も提示した。 

⑥ 燃料物性値 

熱収支およびボイラー設計に用いた、燃料物性値の前提を示し

た。 

診断結果報告会  時間：2 月 7 日  14:00 ～16:00 

 場所：熱供給会社会議室 

 打合内容： 

① プレゼンテーションは以下の 3 部構成で行った。 

・総括説明およびエネルギー管理について 

・現状ボイラー解析および多缶式小型貫流ボイラー特徴・実績に

ついて 

・ロシアにおける多缶式小型貫流ボイラー実績について  

② 多くの参加者がいたので本プロジェクトの背景に関し、これ

までの経過（3 年間建物診断、本年度から熱供給プラント診

断）について説明した。半年間の情報交流を通じエネルギー

管理に関し感じた以下 3 点について述べた。 

・ 運転データ測定・記録・分析の徹底 

・ ボイラー空気比管理のための O2センサーの設置 

・ 断熱管理の徹底 

③ 多缶式小型貫流ボイラーに関し、技術的特徴、世界における

販売実績、日本における熱供給プラントの実績の説明を行っ

た。 

また、2/4,5,6 に測定したデータに基づくボイラー運転状況解

析および多缶式貫流ボイラーに置き換えた場合の経済効果の

提示を行った。 

④ ロシアの多缶式小型貫流ボイラーの販売実績詳細に関して説

明を行った。 
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⑤ 説明後に会社側から以下のコメントが有った。 

・ 説明内容に関しては定量評価、経済効果が整理されており大変

分かりやすかった。 

・ 自社管内で近々にガス転換を行う。 

・ 燃料転換開始に向けて現在準備中である。プラントに関して燃

料転換に係る設計を行う必要がある。 

⑥ その他 

診断事業中に関係者 2 名が常駐し支援してくれた。 

本プロジェクト関係する設備担当者、熱供給会社の作業すべて

が非常に協力的であった。非常にスムーズに診断作業は実施さ

れた。 

 

３.２.５ 第 5 次専門家派遣 

(１) 実施期間：3 月 3 日～3 月 4 日 

(２) 目的： 

ロシアエネルギー省に対し 11 月に実施した受入研修及び 2020 年 2 月に実施した省エ

ネルギー診断結果を報告した。 

(３)  実施結果 

目的・目標 実施結果と成果 

省エネ診断結果

について 
 時間：3 月 4 日  10:00 ～12:00 

 場所：エネルギー省会議室 

 打合せ内容： 

① 受入研修 

今年度 11 月に熱供給設備に関する研修を行った。 

 ロシアでは省エネルギー対象として熱供給設備は非常に重要視

されており、熱供給に関する人材育成の必要性が高まってい

る。 

熱供給設備に関してはさらに日本の省エネルギー政策・制度・

技術に関する情報提供が必要である。 

② 極東地域における熱供給プラントの省エネルギー診断  

・ 2 月にウラジオストックにて行った熱供給設備のエネルギー診

断結果の説明を実施した 

・ 重油からガスに燃料転換する際の設備改善案として、日本の

多缶式小型貫流ボイラーの提案を行なった。 

・ 今後も提案結果が有効に生かされる可能性のあるプラントの

診断を行うことが重要と考える。 

・ ハバロフスク、ウラジオ、サハリン、カムチャツカを含む極

東地域が対象地域と考える。 

 ロシア側回答： 
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今年度の受入研修、省エネルギー診断に関して十分に成果があっ

たと考えている、今後の計画に関してはECCJと連携を取りフォ

ローする。 

 

Ⅱ－１０－４．成果と課題 

４.１ 2019 年度の成果 

(１) 日本の熱供給設備とロシアの熱供給設備に関する情報交換 

研修生 10 名を招聘しロシア側から現状の熱供給設備の問題点、省エネルギー推進状

況、に関する情報提供および日本側から熱供給システムの法制度、省エネルギー技術、

現実の運転状況の情報提供およびプラント見学を行った。それによりロシアと日本の熱

供給設備に関する比較検討を行った。 

ロシアでは熱供給設備の老朽化が大きな問題となっておりその改善が大きな政策課題

であることが判明した。 

(２) 熱供給設備の省エネルギー診断に基づく省エネルギー運転の提案 

ウラジオストックにおいて、近々に重油から天然ガスに燃料転換がある熱供給プラン

トの省エネルギー診断を実施し、現実の運転管理状況が判明してきた。 

ロシアの熱供給設備は、ボイラーが数基設置されているボイラーハウスが多くを占め

ている。 

通常日本ではボイラー出口に O2 センサーを設置し、空気比管理を常時行う。しかし

ながら、診断したプラントは可搬のセンサーを用いて不定期に O2 濃度を測定する運用

であり、基本的にエネルギー管理を行う設備になっていない。 

これは大きな課題であり、まずは運転データを常時測定し、可視化して異常を検知す

る体制整備の必要性をロシア側に提案した。 

また同時に設備更新するのであれば、運転負荷変動に伴う熱効率も考慮したボイラー

システムの導入を提案した。 

(３) 普及拡大に関するテーマの検討 

熱供給に関して既設プラントのエネルギー管理やプラントの老朽化に伴う、設備更新

が問題となっていることが明らかになった。 

設備更新時において重要な事は、その効率改善および運転改善である。日本の多缶式

小型貫流ボイラーシステムはその要求を満足すると考えられる。 

(４) サマースクールへの講師派遣 

日本の省エネルギー文化の紹介を目的として 2箇所のサマースクールへ講師派遣を行

い、ロシアの低学年層を対象に省エネルギーの重要性を訴求した。 
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４.２ 今後の課題について 

暖房エネルギーの大部分を供給している熱供給設備の省エネルギーは大きな政策課題

であり、さらなる詳細の抽出と対策を検討が必要である。 

また熱供給プラントの省エネルギー診断の実施は同時に診断実務の技術指導をする機

会でもあり、積極的に関係者を集め、研修指導しながら進めることが有効であろう。 

今後ロシアの法整備上の改善点に関する議論も必要と思われる。 

 

Ⅱ－１０－５．実施結果から得られて新たな人材育成ニーズに基づく事業企画提案 

ロシアにおいて今後必要となる省エネルギー人材ニーズを以下に整理した。 

（１）政府関係者：政策・法制度の立案・執行能力向上 

・エネルギー管理制度を導入し構築、および施策を執行する人材 

・省エネ等の先進技術を導入する為の開発・実証を含む技術指針や導入・普及の為の支

援制度を整備する人材 

・企業の技術・資金ニーズを理解したうえでの政策の提案能力を持つ人材 

・該当政策を評価・分析するために必要な企業のエネルギーデータやプロジェクト情報

を収集し企業ニーズを把握するためのデータベースを整備できる等、政策改善や整備

が必要な場合具体案を提言し協議できる人材 

（２）民間団体関係者：省エネ推進の為基本的な技術・機器類の導入・運用能力向上 

・企業などにおいてエネルギー管理体制を構築し、現場でのエネルギー管理の実務の実

践を行い具体的な改善策を策定できる人材 

・改善策を実現する為の省エネ技術や設備を理解し、これらの導入を行なうためのプロ

ジェクトを形成出来る人材 

これまで短期的には極東地域を中心にビル、熱供給設備を主な対象とした省エネ診断

を通じて省エネの有用性、効果について具体的に提示し改善策について提言を行ってき

た。長期的にはこれらの情報提供、経験共有を踏まえたうえで、全ロシアへの拡大を意

識して、体系的なエネルギー管理制度の構築に向けて、特にエネルギー管理の実施体制

構築、実施推進を行う人材を育成していくことが重要と考えられる。 
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Ⅱ－１１．資源国 

Ⅱ－１１－１．現状認識と課題 

（１）サウジアラビアにおいては、エネルギー価格が極めて安価であり一般的に省エネ推

進の動機に乏しいという今までの状況が変化し、原油価格低迷、原油需要の長期的伸び

率鈍化などサウジアラビアの最大収入である原油に関する状況が厳さを増し、国の財政

も以前ほど豊かではなくなってきている。このような状況下で政府は原油輸出一辺倒に

よる立国から脱却し経済活動の多様化を図ることを目指すとともに、さらなる原油輸出

による収入確保のためにも、増大する国内のエネルギー消費を抑制すること＝省エネ強

化の必要に迫られており、各分野における省エネの必要性を強く認識している。また、

国の財政不足の中で2016年から電力、ガソリン等エネルギーに対する補助金の削減、

2018年1月からの付加価値税の導入等、エネルギーをめぐる経済的負担は国民にとって

重要な問題となっている。 

このため、2012年に省エネ推進に向けて設立された省庁横断の組織（SEEP）が中心

となり、サウジ省エネセンター(SEEC）等により各部門の省エネを実施推進している。 

しかしながら、省エネ推進の後ろ盾となる省エネ法などの体系的な法制度、判断基準

や管理標準などの概念、エネルギー管理士制度などは未整備であり、 

・ 機器に対する個別的な効率規制(家電、自動車、断熱材などへのラべリング導入) 

・ 大企業など一部産業に対する効率規制 

等の個別的な対策にとどまっている。特に、産業部門を中心にエネルギー管理の強化

を図っているが、各企業と政府との間の契約にとどまっており、省エネ法の制定など体

系的な規制がない、またエネルギー管理を主体的に担うエネルギー管理者が指定されて

いない、などフォロー体制が整っておらずその実効性は不十分と考えられる。また、エ

ネルギー管理に関する基準等がないために、企業においては日常の運用の中で経験に基

づき実施されているのが現状と思われる。 

この現状に対しSEECでは産業部門における個別業種ごとの規制を強化するため、ベ

ンチマークなどのエネルギー管理のための基準についても順次導入準備を進めている。 

（２）サウジ政府による段階的な補助金削減や付加価値税導入によりエネルギー価格が上

昇した結果、省エネへの意識の高まりが期待されており、2019年1月のAbu Dhabi 

Sustainable Weekにおいてエネルギー産業鉱物資源大臣は以下のようにコメントして

いる。 (省エネルギーの成果に初めて言及) 

「エネルギー効率に対する一般の関心が高まり、明らかな行動の変化がみられる。 

2018年にはガソリン需要が2017年比で８％減少し、電力需要も減少した。」  

「エネルギー価格の改革とエネルギー効率に関する努力により、2030年までに、エ

ネルギー消費量をBAUシナリオと比較して石油換算で150～200万B/D削減できる」 
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さらに、これまでの省エネ政策の成果を踏まえアブドラアジズ新エネルギー大臣は、国

際会議の場（2019年9月）において、 

「SEEP下での省エネの成果としてエネルギー原単位を8％低減させた。国営ESCO

を立ち上げ民間事業者とともに政府系ビルの省エネに取り組んでいる。今後は省エ

ネプログラムを電力、淡水化、産業用原料分野にも展開していく。さらに、エネル

ギー価格体系を見直すことにより、2030年度までのサウジ国内のエネルギー消費を

当初の需要予測よりも一日当たり200万バレル削減していく」 

等の発言を行い、省エネの成果を強調している。 

（３）日本との協力事業としては、2013年より日本からの省エネ支援として、サウジ政

府を主体としたSEEPとの間で省エネに関する協力について合意がなされており、こ

れに基づいて開催される経済産業省とSEEPとの間の定期的なセミナーおよび協議に、

ECCJも参加しSEEPによる省エネ制度導入を中心に支援を行ってきた。 

また、SEHAI(サウジ電子機器・家電製品研究所)やSJAHI(サウジ日本自動車技術高

等研究所)において開催された省エネセミナーに講師を派遣し、省エネルギーに対する

啓発活動を行っている。このような継続的な省エネ意識向上のための啓発活動は、低

廉なエネルギー価格の中で、国民一人一人が継続的に省エネに取り組んでいくにあた

り大変重要なものと評価されている。 

これらの活動については、2017年3月のサウジ国王来日に合わせて発表された日本

サウジ2030年ビジョンにおいても、ECCJが実施している省エネ事業協力について、

その継続実施が確認されている。 

Ⅱ－１１－２．課題解決に向けての対応方針と事業実施計画 

これまで課題解決に向けてサウジ側から個別に要望のあった事項を中心に、我が国の

経験、ノウハウを移転することにより省エネ推進基盤構築および人材育成支援、さらに

はビジネス機会の拡大を図るべく、対象事業の協議を行ってきた。 

その結果、2016年度までにエネルギー管理士制度構築支援のうち、サウジからの要望

に基づきエネルギー管理者の認証・認定制度について日本の経験などを参考としてサウ

ジに適した方法を検討することで合意に至りScope of Workを作成し、これに基づき、具

体的な事業実施計画を策定し事業を進めてきた。  

しかしながらサウジ側からは、サウジ向けの認定制度作りをすべて依頼したいとの要

請がなされ、我が国としても人材育成事業の枠を越える内容と言わざるを得ない状況と

なった。 

このような状況の中で、少しでもサウジによる制度作りを支援するため2017年度から

は、サウジによって行われる制度作りをする中で要請に応じ随時、制度および技術に関
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する我が国の経験、情報を提供することとしている。 

サウジにおいて近年エネルギー価格は確実に上昇しているが、依然として国民のエネ

ルギーに関する関心は依然として低いといわれている。このためSEEPとしても啓発活

動の重要性を強く認識しておりSEHAIおよび石油会社なども含め、機会をとらえて国民

に対し省エネルギーの重要性を理解させる啓発活動を継続的に支援することとした。 

Ⅱ－１１－３．実施内容 

＜サウジアラビア＞ 

本事業では、サウジアラビアにおけるエネルギー管理システムの導入にあたり、作業

進捗に合わせて随時日本から経験に基づくアドバイスを行うため定期的に情報提供を行

っている。また、今年度は日本企業によるビジネス展開への支援を行うための官民ミッ

ション派遣を含めて、合計５回の専門家派遣を実施した。 

今年度の実施事項は以下の通り。 

（１）専門家派遣によりサウジ側のエネルギー管理制度策定作業の現状確認と課題の把握、

および課題解決のために、下記の項目を中心に必要な情報提供を行なった。  

現在、産業分野について、エネルギー供給側、産業分野別の規制に取り組んでおり、

2019年末までの規制案作成を進めているが作業は遅延している模様。 

・ ベンチマーク制度 

火力発電に関する規制について、判断基準におけるベンチマークの基準策定方法、実

績値、課題など 

・中長期計画策定ガイドライン 

ガイドラインにおける設備更新の考え方など 

・定期報告書に基づく工場調査 

定期報告書の具体的項目、記載要領、工場調査の実施手順、評価方法など 

・補助金など支援制度 

我が国における補助金制度の概要説明 

・エネルギー管理士認定制度（未だエネルギー管理者は制度化されていない） 

エネルギー管理士試験制度、試験内容に関する概要説明 

（２）国民への啓発のための方策として、家庭や教育の場面における省エネに関する情報

提供などについて経験を共有した。 

SEECや石油会社等を中心として啓発活動が実施されているが、依然として国民の間

で省エネ意識が定着するにはきわめて不十分である。このため前年に続き、我が国の支

援により現地政府との協力により設置されたSEHAI（サウジ家庭電気製品研修所）に

て開催された「省エネルギーセミナー」において、家庭部門における身近な省エネ行動

や動機づけについて紹介することにより、意識の向上を図るとともに省エネの基盤醸成
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のための活動を行った。 

また、SEECではさらに啓発活動を進めるため専門学校や企業、大学などにおける省

エネセミナー開催について関心を持っており今後具体的な方法について検討していくこ

ととした。 

（３）官民ミッション派遣 

経済産業省主催、ECCJ,JASE-W(世界省エネルギー等ビジネス推進協議会),JCCME

（中東協力センター）共催により日本企業の省エネ再エネ関連のエネルギー製品技術な

どを紹介するため、官民合同ミッションを派遣した。 

日本側からは企業および現地企業・関係団体を含め約25名が参加し、大使主催レセ

プション、サウジ商工会議所（CSC）訪問,サウジ総合投資庁（SAGIA）、SEEC訪問、

電力会社訪問、石油会社訪問を行った。 

日本側からは自社商品技術に関するプレゼンテーションを行い、サウジ側からは各社、

組織における省エネ、再エネ関連の取り組み状況、計画およびエネルギーに関する課題

などについて説明が行われた。各社のプレゼンに対して具体的な質疑応答が行われたほ

か、個社での商談も進み、参加者からは有意義であったとの所感を得ている。 特に民

間単独では十分な対応が期待できないサウジアラビアの政府・企業に対して、今回は官

民連携ミッションとして訪問したことから、通常の民間ベースの訪問では不可能な対応

をしてもらうことができ日本企業各社からは貴重な機会を得ることができたとの評価を

得た。 

＜オマーン＞ 

王宮府および石油ガス省を訪問し、同国の省エネに対する取り組み状況について情報収

集するとともに今後の方向について議論を行い、日本との協力事業の可能性について検

討・協議した。 

・王宮府はかねてから日本の省エネ政策に関心を持ち、昨年は我が国の協力により省エ

ネセミナーを開催したが具体的な政策実施主体ではなく、各省庁に対するアドバイザ

ー的役割となっているとのことが明らかになった。 

・オマーンにおける省エネ政策は石油ガス省の所管となっているが具体的な政策立案は

進んでいない。近日中にエネルギー省に改編される同省の活動を支援するため、今後

の協力事業分野について議論を行った。同省としては大上段に構えた計画を策定する

よりも、とりあえずできることからスモールスタートしたいという意向であった。 

・ 日本との協力事業を強く望んでいるものの、組織体制が確立していないことから直ち

に有効な政策立案推進が行われるかは不透明であり、オマーン側での推進方針検討を

踏まえ今後も引き続き協議することとした。 
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第1次専門家派遣 2019年6月30日～7月４日 (リヤド) 専門家派遣は各回１名 

実施内容 実施結果 

SEEC 

エネルギー管

理制度構築支

援および規制

状況に関する

情報交換 

・SEEC訪問 

SEECでは現在各国の発電分野のエネルギー規制について調査をし

ており、これらを参考としてサウジでの規制作りを進めているとこ

ろ。今回は我が国の火力発電のベンチマーク指標、中長期計画策定

ガイドラインにおける対策などを説明した。これに対し、サウジ側

から指標の設定方法、検証方法、運用実態などの質問がなされ、回

答した。 

官民合同ミッ

ション派遣に

向けての協力

要請 

本年秋に官民合同ミッションにむけて、電力、SEEC、日本企業等

に概要を説明し協力を要請した。これを踏まえ、経済産業省の下で

ECCJおよびJASE-W（世界省エネルギー等ビジネス推進協議会）

が主体となって具体的準備を進めることとした。 

 

第2次専門家派遣 2019年9月29日～10月４日 (リヤドおよびオマーン・マスカット) 

実施内容 実施結果 

・SEEC 

事業進捗確

認 

・SEEC訪問 

SEECが新たに導入を計画している規制制定を支援すべく、我が国の

火力発電所のベンチマーク規制、定期報告書に基づく工場調査方

法、補助金制度などについての情報提供および議論を行った。 

サウジでは主要業種について既にAUDITを行っているが、今後対象

業種を増やし、頻度も拡大する方針であり、そのための人材育成も

課題とのことであった。 

・電力会社 

官民ミッシ

ョンについ

て実施詳細

確認など 

・電力会社訪問 

11月の官民ミッションの準備として訪問企業の分野、参加者などに

ついて調整。電力会社側は各部門から代表を集めた対応とすること

を確認。日本側参加企業の関心分野との調整を行った。 

・オマーン 

石油ガス省 

省エネ活動

に関する情

報収集およ

び今後の協

・オマーン石油ガス省訪問 

王宮府、石油ガス省を訪問し、同国の省エネに対する取り組み状況

について情報収集するとともに今後の方向について議論を行い、日

本との協力事業の可能性について検討・協議した。 

オマーンにおける省エネ政策は石油ガス省の所管となっているが具

体的な政策立案は進んでいない。近日中にエネルギー省に改編され
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力事業可能

性について

検討 

る同省の活動を支援するため今後の体制を見据えて協力事業分野に

ついて議論を行った。 

省エネに関する啓発活動の必要性を認識しており、当面の協力事業

として具体化を検討することで一致した。 

 

第 3 次専門家派遣 2019 年 1１月 16 日～21 日 (リヤド) 

実施内容 実施結果 

官民合同ビジ

ネスミッショ

ン 

 

 

経済産業省主催、ECCJ, JASE-W, JCCME（中東協力センター）共

催にて日本企業の省エネ再エネ関連のエネルギー製品技術などを紹

介するため、官民合同ミッションを派遣した。日本側からは企業お

よび現地企業・関係団体を含め約25名が参加し、以下の活動を行っ

た。 

・在サウジ日本大使館においてサウジ概況説明 

・サウジ商工会議所（CSC）、サウジ総合投資庁（SAGIA）、

SEEC訪問 

・電力会社訪問 

・石油会社訪問 

日本側からは自社商品技術に関するプレゼンテーションを行い、サ

ウジ側からは各社、組織における省エネ、再エネ関連の取り組み状

況、計画およびエネルギーに関する課題などについて説明があっ

た。 

SEEC打ち合

わせ 

 

 

ミッション訪問の合間にSEECと打ち合わせを行い、来年度予定さ

れるG20に関連した省エネワークショップに関する情報共有を依頼

するとともに、本年度中にSEHAI,SJAHIにおいて実施予定の省エネ

ワークショップの開催について協力を要請し了解を得た。 

 

第 4 次専門家派遣 2019 年 12 月 15 日～18 日（リヤド） 

実施内容 実施結果 

SEEC ① SJAHI、SEHAI での省エネセミナーはそれぞれ 1 月 27 日、28

日に実施することを報告し、ＳＥＥＣにも講演を依頼した。  

② サウジにおける省エネ規制の現状と将来の方向性について 

これまでの協力の成果を確認するためサウジでの規制の導入状況

を確認するとともに、今後の協力事業について意見交換を行っ

た。 

・ベンチマーク制度は現在策定中。対象はまず鉄鋼、セメント、

石油化学。続いて火力発電、送電分野。 
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・ビルの EI ベースによるベンチマークもスタートしたところ。

機器のラベリングは引き続き対象を拡大し家庭用温水器が次の

テーマ。 

・ビル建物の省エネ改修については、ESCO も政府ビルのレトロ

フィットなどを始めている。 

・今後、大学などにおける省エネ講義など各方面で Awareness

を進めたいので日本に協力を要請したい。 

③ G20 関連事業について 

・SEEC では G20 に関連する省エネイベント(EE HUB)を計画

中。 

④ サウジにおける規制の実施状況・実態について、より詳細な報告

を求め、今後の議論を行うこととした。 

 

第 5 次専門家派遣 2020 年 1 月 26 日～29 日（リヤド） 

実施内容 実施結果 

SEHAI 

省エネセミ

ナー参加 

 

 

1月28日SEHAIにて実施された省エネセミナーに参加、講演を行った。 

 参加者： 

・サウジ側：SEHAI学生、近辺の学生、サウジ企業等 

・日本側：在サウジ大使館、在サウジ日本企業（家電製品販売代理店

関係者）等  

総計約200名 

 目的：サウジの家庭分野における省エネ普及・啓発の促進、および

同分野における教育の推進および人材育成。 

 SEEC講演：「家電・ビル部門における省エネ政策・効率基準とラ

ベリングなどについて：大型エアコン、照明の追加規制、省エネ効

果」 

 ECCJ講演：家庭部門における省エネの取り組みについて 

住宅用太陽光発電について 

 学生発表： 

・省エネを行うための身近な方策 

・ディーゼルハイブリッド車の優位性 

・省エネを行うためのアイデア 

 パネルディスカッション： 

省エネ意識についての事前アンケートを実施、集計結果に基づき省エ

ネ意識について討議。サウジアラビアに省エネ意識を根付かせるため

の方策や高効率家化電を消費者に普及させるための効果的な方法等に

ついて議論を行なった。 
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Ⅱ－１１－４．成果と課題 

４.１ SEEC との協力事業について 

（１）エネルギー管理制度の整備について 

本年度は４回にわたりサウジSEECとミーティングを重ね、エネルギー管理や基準に

係る情報・資料の提供、経験の共有、意見交換などを通じてサウジ側の主体的なエネル

ギー管理制度構築を支援してきた。 

また、現在、サウジでは産業分野について部門別の規制、特に火力発電や石油化学分

野の規制を検討していることから、我が国のベンチマーク制度について概要を解説した。

さらに、実践的な手法として定期報告、中長期計画策定ガイドライン、工場調査の現状

についても情報提供を行った。 

SEECでは従来のメンバーが一部入れ替わり、コンサルタントを含めた実務家が我々

の議論に参加しているためSEEC側の理解度も上がり、我が国から提供した情報につい

て再整理を行い、課題、疑問点についての質問をあらかじめ用意するなど、制度制定に

向けての熱意が感じ取れる。火力発電部門の規制は当初2019年度中に完成を目指して

いたとのことであるが、完成は遅れているようである。 

今後、整備した制度の下でエネルギー管理を継続的に進め省エネルギーを達成するた

めには、外部のコンサルタント頼みではなくサウジ側の主体的な活動意欲が必要であり、

我が国はそれを支援する形とすることが国際協力事業としてあるべき姿と考えられる。  

なお、本年度にSEECとともに実施した事業成果については、別添のとおりSEECに

より取りまとめられている。 

（２）省エネ意識の向上について 

省エネ意識向上のための啓発活動の重要性も引き続き課題と認識されており、協力事

業の主なテーマとなっている。 

今年度もSEHAIにて実施した第６回省エネセミナーにおいては、学生もパネルディ

スカッションに参加して省エネに関するプレゼンを行うとともに、フロアからは照明、

太陽光発電によるエネルギー供給などエネルギーに関し様々な質問が出された。これか

らのサウジのエネルギー消費を担っていく者に意識づけをしていくことは大変有意義と

思われ、まだ省エネという概念が根付いていない現状を踏まえて、日常生活と如何に結

び付けて説明するかに工夫が必要であろう。 

学生による発表等を通じて感じた点として、従来よりも明らかに高度なそして主体的

な関心を持つようになってきたといえる。これらは、生徒の中に徐々にエネルギーに対

する関心が高まり自らの問題意識として捉えていくようになったものであり、継続的に

実施してきたセミナーの成果といえるであろう。 

SEECからは、従来実施してきたSEHAI,およびSJAHI以外の専門学校、大学または
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企業研修施設などにおいて、より高度な技術解説も含めた省エネセミナー開催の要望が

出されている。実施に向けては、内容、対象、費用対効果など検討すべき課題があるも

のの、サウジにおいて特に若年層に向けての啓発活動は最重要課題であることから、機

会をとらえて実施できるようSEECとともに今後検討していくべきであろう。 

（３）組織改正について 

SEECのトップであった人物がエネルギー省大臣補佐官となるなど、新たなエネルギ

ー省大臣の側近として SEEC 出身者が登用されており、今後省エネ政策強化されるの

ではないかと注目される。 

４.２ ビジネスミッションについて 

今年度は、日本企業の参加により官民ミッションを派遣しサウジの主な省エネ関係組

織を訪問した 

なかでもSEECやSAGIAは民間単独では訪問が困難であり、規制主体の情報を直接聞

く機会は貴重なものとなった。また、電力会社や石油会社とは既に一部参加者では交流

が行われていることもあり、さらなる技術提供、ビジネス機会の模索など双方にとって

メリットがある訪問となった。 

今回のミッションを契機としてSEECやSAGIAとの情報共有ルートができたことや、

直接企業間での取引の動きも出ており、大きな成果を得ることができた。 

４.３ 石油会社との協力事業 

同国を代表する石油会社はかねてより独自に省エネ啓発、省エネ技術開発・導入を進

めており我が国の経験、情報、技術に対しても関心を持っていることから、ビジネスベ

ースを含め様々な形で協力を進めるため受入研修を計画したが、先方都合により実施で

きなかった。 

しかし、石油会社は自社において産業としての省エネを推進するだけでなく自社職員

さらには直接消費者に省エネを働きかける活動を独自に進めており、我が国のエネルギ

ー資源戦略上の位置づけも含め、サウジにおける実効性のある省エネ推進主体として、

重要な役割を果たしている。 

さらに、同社との連携は我が国企業にとっても有意義と考えられることから引き続き

情報交換を行い、協力事業の実施を検討することが望ましい。 

Ⅱ－１１－５．実施結果から得られた新たな人材育成ニーズに基づく事業企画提案 

これまでの事業を通じ、ラベリング制度の導入、エネルギー管理者の認定・育成およ

び産業部門のエネルギー管理制度の構築についてサウジ側からの要請に応じて随時支援

する形として実施してきた。 
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本来、新たにエネルギー管理を円滑に進めるためには、管理者認定制度だけでなくガ

イドラインや管理マニュアルといった制度整備が必要である。そのためには産業におけ

るエネルギーの利用および設備に対する理解、さらには検討作業を実施するサウジ側の

体制が必要であるが、これまでのところ十分な体制とはいいがたかった。しかし今年度

は日本側から提供した情報を真剣に検討分析したうえでサウジ独自の制度構築を進めて

いると思われ、今後制度策定が円滑に進んでいくことも予想される。何よりも他国コン

サルタントに頼らずに、まずはガイドライン作成、さらには実践的ツールであるマニュ

アル作成を主体的に担うことができる人材を政府側、産業側にて育成することが必要で

あろう。さらにマニュアルを用いてエネルギー管理を実施する際において、主体的にな

るのがエネルギー管理者であり実務的な能力向上と認定制度の構築支援が並行して行わ

れることが必要であろう。 

近年サウジにおいては皇太子が取り組む政策として、観光、娯楽の解禁、自動車運転

を含めた女性に対する規制撤廃などが打ち出され、空港の入国審査・売店やホテル、シ

ョッピングセンターなどを見るだけでも女性の社会進出が明らかに進んでおり、今後、

消費行動や生活環境は向上してくると思われる。伴って民生部門のエネルギー消費も増

大が予想され、今後は、消費者に直接省エネを意識させるような省エネ指導員、省エネ

検定といった市民生活に入り込んだ活動を活性化させることが必要である。現在実施し

ているSEHAI、SJAHIや民間企業が主催するセミナーなどは良い契機であり、サウジに

おける省エネ意識向上、省エネ政策の受入基盤を強化することも継続的に実施すること

が期待される。さらに啓発対象を広げていくことが重要であることはSEECも認識して

おり、今後教育機関や自治体などと連携して啓発活動を進めていくことが有効であろう。 

また、サウジは、湾岸協力会議（GCC）諸国における盟主を自認しており、同地域の

各国に対して影響力があると思われる。またエアコン等家電製品に対する省エネ規制強

化以降、インバータ機が徐々に伸びており、この結果日本製エアコンの売り上げが増大

したという情報もあり省エネは我が国企業にとってもビジネスチャンスとなりうると思

われる。 

本年度は官民合同でミッションを派遣し、今まで取り組みにくかった相手とのビジネ

スの端緒が開かれたが、今後共、サウジ側のニーズを的確に把握し我が国企業の進出機

会を探るべく多面的に市場動向に注目することが必要である。 

ESCO事業については2017年にスーパーESCOと言われるTARSHIDが設立され、政

府建物を中心としたビルの省エネ事業が始まろうとしている。サウジ側からも日本企業

進出への期待が示されたところであるが、日本企業にとってメリットのある事業となり

うるかどうか、同様の制度を持つUAEの動向などを含めて制度、各企業の取り組みの現

状を十分調査したうえで今後の可能性を検討していくことが必要かと思われる。 

オマーンにおいても政府内に省エネの機運が高まっていることが確認された。しかし、
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現在省庁再編成が行われたところであり政府内においても省エネ推進体制が固まってい

ないこと、国民の意識はまだ省エネに向いていないことなどから、まずはオマーン側の

意思決定、体制作りを確認しつつ、啓発活動を中心に我が国からの省エネ協力に関する

事業化について随時協議を進めていくべきと考える。 オマーンにおいて省エネは重要

な課題であることが認識され、その具体的成果が確認されるまでには一定の時間がかか

ることが予想される。 

Ⅱ－１２．国際連携による活動を通じた日本の制度や技術などの情報の発信 

Ⅱ－１２－１．ＳＥｆｏｒＡＬＬ（万人のための持続可能なエネルギー） 

１.１ 現状認識と課題 

人材育成事業の中における SEforALL 事業の現時点の課題は人材育成事業とのシナジ

ー効果の追及である。具体的には、以下の通り。 

① SEforALL 関連組織が開催するフォーラム、WS 等に参画し、人材育成事業とは異

なる角度からの情報収集・分析・問題提起を行う。 

② SEforALL プロパーの活動のみならず、それ以外の人材育成事業全般に関わる活動

に関する情報の的確な発信を目指す。その為に必要なウェブサイトについては、し

かるべくメンテナンス及び必要に応じたレベルアップを図っていく。 

加えて、AJEEP の活動として行われる、ASEAN 各国における建築物の省エネ化推進

に関わる日本での受入研修の成果を、SEforALL のプラットフォームを通じて関係者に

発信していくこととする。 

１.２ 実施内容 

・ ACEF への参加－SEforALL 事務局、関係ハブ等との情報・意見交換 

2019 年 6 月にフィリピン・マニラにて開催されたアジア開発銀行(ADB：Asian 

Development Bank)/SEforALL 担当部門主催の ACEF(Asian Clean Energy Forum)に

参加した。当方からのプレゼンにおいては、日本におけるスマートシティの導入を、一

定範囲（都市）における SDG7 導入の動きとして紹介し、省エネがその中で大きな役

割を有することを主張した。 

ASEAN 多国間支援事業のうち ECAP20 として実施されたビルの省エネ化を包括テ

ーマとするワークショップ（「Ⅱ－１．ASEAN 地域の多国間活動）に記載）の結果は、

例年通り、英文レポートとしてSEforALL事務局に提出するとともに、SEforALLウェ

ブサイトに記載した。 
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１.３ 成果と課題・事業企画提案 

① 成果 

プレゼンや、SEforALL 幹部を含む関係者との情報交換を通じ、SEforALL 内の人的

ネットワークの強化及び、ハブ間協力推進（ADB-アジア地域ハブ、ECCJ-省エネ促進

ハブ）の確認を行うことが出来た。建築物の省エネ化をテーマとする受入研修の成果は、

例年通り、英文レポートに取りまとめ、SEforALL 事務局に提出している。この点はハ

ブの定常的な活動として SEforALL 事務局の評価を得ている。 

② 課題 

SEforALL 活動継続の目的は、人材育成事業からは得にくい各種情報の入手や、人的

ネットワークの形成である。今後は、それらにとどまらず、ADB、IDB、JICA 等が有

する情報の統合的な運用により、地域の省エネニーズと国際金融機関の貸出シーズを結

び付けて行くような案件構築を志向することにより、最終的には日本企業の裨益を目指

して行くこととしたい。 

Ⅱ－１２－２．ＥＭＡＫ（エネルギー管理行動ネットワーク） 

２.１ 現状認識と課題 

① テーマは、「エネルギー管理と省エネルギーの受容と変容」とし、併せて省エネル

ギーを促進するための官民の関係者のネットワークを構築することを目的とした。

ベトナム側 70 名、日本側 30 名の参加者に加えインターネットによる会議配信を計

画し 2020 年 2 月 25 日にベトナムのハノイで EMAK10 ワークショップを開催する

こととした。 

② ECCJ は今年度よりベトナムとの二国間省エネ協力プロジェクトを再開し、2018 年

にベトナム政府が設定した国家省エネプログラム（VNEEP 2019-2030）に沿った

協力を進めていく。この協力をより効果的なものとするため、EMAK10ワークショ

ップを開催し、ベトナム政府の規制整備の取組み及び ASEAN Energy Award 受賞

企業並びに日系企業の優秀事例の普及展開を行うとともに、参加した政府及び企業

関係者間の交流・情報共有を図ることで省エネ推進基盤を構築する。 

２.２ 実施内容 

① ワークショップの準備 

プログラムの概要を決定し、アジェンダを決定した。アジェンダの内容は下記の通り。 

・セッション１：現行の法規制と協力プログラムの下でのベトナム産業界の省エネ推進の

成果と課題の共有 

・セッション２：ベトナムや日本、その他の国での成功事例の共有 

・セッション３：官民の協力による省エネ推進の今後の進め方に関するパネルディスカッ
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ション 

② 会議参加者の募集準備 

予定したベトナム側 70名、日本側 30名の参加者の人選に関してはMOIT担当者と協

議し下記の方針で募集することとした。 

・日本側参加者は在ハノイの JETRO ハノイ事務所およびベトナム日本商工会議所を通し

て在ベトナムの日系企業に会議案内を通知する。 

・ベトナム側参加者として MOIT と協議の上、ベトナム政府の関係者に加え地方政府関

係者、在ハノイの国際協力機関および民間企業や産業団体関係者をリストアップした。 

参加者の登録に関しては、専用のウェブサイトを立ち上げ登録事務の簡素化を図れる

よう準備した。また、ベトナム現地のコンサルタントを用いベトナム側参加者のフォロ

ーをおこなう体制を構築した。 

２.３ 成果と課題・事業企画提案 

① 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の感染による急性呼吸器疾患（COVID-19）の

拡大に伴いMOITよりワークショップの延期又は開催場所変更の検討要請があり、経

済産業省と協議の結果 2 月 5 日に期限を定めず EMAK 会議を延期することを決定し

た。 

② 発表内容と参加招聘者の人選を完了しており、延期開催時に速やかに対応できるよう

準備を完了した。 

Ⅱ－１２－３．ＥＡＳ(東アジアサミット) 

３.１ 現状認識と課題 

国内及び東アジア諸国の省エネルギー関係者とのネットワークから得られた省エネ法

制度や行動目標と活動成果など、共有すべき有益な情報を各国に対して提供することと

する。具体的には、当センターが運営するAEEC（アジア省エネルギー協力センター）

のウェブ上に日本の各国地域における省エネルギー支援活動の状況やEAS（East Asia 

Summit）18 ヵ国の省エネ政策や法制度の最新情報を掲載する。 

３.２ 実施内容 

EAS-ECTF（Energy Conservation Task Force）第 24 回年次会合（時期：2019 年 6

月、場所：タイ）に参加し、各国における省エネ目標・アクションプラン、省エネポテ

ンシャル事業、省エネロードマップ策定事業等の 2018 年度の成果と 2019 年度の作業計

画等について情報入手を行なった。 

加盟国の省エネ政策の発展に貢献するべくAEECウェブサイトでの様々な情報共有を

実施している。EAS参加国間での情報共有とAEEC情報サイトの尚一層の活用促進につ
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いて訴求した。 

３.３ 成果と課題・事業企画提案 

今後とも、日本の省エネ政策・制度の最新情報やECCJの省エネ協力事業の活動状況

等をEAS各国に対してタイムリーに発信する。 

Ⅱ－１２－４．TOP TENs（省エネルギー優秀事例及び最良技術リスト開発普及プロジェクト） 

４.１ 現状認識と課題 

2018 年度に、第 2 回国際トップテン選考に向け関係国における国内トップテンリスト

が提出された。産業、ビルの 2 セクター毎に BP、BAT があるので計 4 カテゴリーに関

し募集を行い、結果的には米、中、仏、日から総計 103 件の応募があった。国際リスト

選考に向けて、現行の選考基準通り、自国分以外の他国分全数の採点を主張する日本に

対し、米中は簡易法を志向した。 

 

４.２ 実施内容 

第 2 回国際トップテンリストの選考方法は関係国間で議論した結果、各カテゴリーに

提出した各国に対しトップテン選出枠を均等に割り当て、それに合わせて各国が案件を

推薦する方式とすることになった。ただし、前提は、各国の国内選考過程が明確なもの

であることと、選考基準文書に的確に修正条項を折り込むこととなった。その後、2019

年 6月 12日に IPEEC（International Partnership for Energy Efficiency Cooperation）

主催により、G20 持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚

会合の関連イベントとして東京の国連大学で開催された「エネルギー効率化への投融資

に関わるグローバルサミット」において、省エネトップテン第 2 回国際リストが事務局

の中国側から発表された。また、JASE-W の「国際展開技術集 2020 年版」に、採択さ

れた日本の技術/事例を掲載した。 

 

４.３ 成果と課題・事業企画提案 

第 1 回トップテンリスト選考（2016 年）時からペンディングとなっていた国際リスト

選考方法に関し、関係者間での調整の結果、合意できたことは有意義であった。2019 年

12月をもって IPEEC が設立期限を迎え、解散することとなったが、今後も事務局である

中国側との情報共有をおこなっていく予定。 
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Ⅲ．収集・発信、国内外省エネ関係者とのネットワーク形成・維持 

Ⅲ―１．国内外の省エネルギー情報の収集、分析、発信の実施 

専門家派遣及び受入研修による事業の効果評価と将来の企画充実のため、各国および

各都市などの省エネルギー関係者・実施機関などとのネットワークを形成・拡大強化す

るとともにより効果的な事業実施を図るため各国、都市、地域のニーズ等に関する情報

を収集した。 

Ⅲ－１－１．海外諸国における省エネ政策・制度等へのニーズ調査  

本調査は、中国、インド、ＡＳＥＡＮ諸国、ロシア、サウジアラビア、ブラジル等で

省エネ技術搭載製品の販売、海外生産等を通じ海外展開を行っている日系企業の、相手

国における販促上の課題、当該国へ望む政策・制度への改善要求などを明らかにし、今

後の裨益につながる支援施策にはどのようなものがあるかを調査することを目的とした。 

調査に先立ち、類似調査（特に省エネ技術・製品に特化した）の過去の実施事例がな

いこと、調査対象国における日本企業の海外進出現況の特徴は一般機械・電気機器・輸

送用機器などの製造業の進出度合いが高いことなどが判明した。これらを踏まえ、当セ

ンターが密接なネットワークを構築している専門家派遣・受入研修実施に係る関係機関、

あるいは関係工業会等の協力の下、各会員企業の協力を得てウェブアンケートを実施し

た。その後、アンケート回答社の中から具体的な課題・改善希望が記載されている企業

を訪問しインタビューを実施した。 

  

（１）アンケート調査実施の結果概要 

・ アンケート調査実施：573 社 

・ 回答数：47 社（128 件） 

・ 主な調査項目：回答企業基本属性／取扱製品／展開国及び展開の形態／当該

国での訴求ポイント／当該国における課題 

・ 回答内容（上位 3 つ）： 

主な調査項目のうち、回答企業基本属性や取扱製品についての回答内容は

業種や個別企業社名が特定もしくは推定可能となりうるため、非公表扱い

とした。また、有効回答数が少ないため、回答内容のうち上位 3つに絞って

列挙する。以下、「N数」は設問に対する回答件数の総数である。 

① 業種（N=120） 
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電気機器(70)、輸送用機器(11)、その他製造業(10) 

② 展開国（複数回答）（N=117） 

中国(15）、タイ(15）、インド(13)、マレーシア(9)、シンガポール(9) 

③ 展開の形態（複数回答）（N=117） 

販売(107)、サービス(85)、その他(19) 

④ 訴求ポイント（複数回答）（N=117） 

省エネ性能(93)、耐久性(92)、安全性能(74) 

⑤ 課題（複数回答）（N=117） 

販売に必要な人材確保が困難(47)、性能の差別化の周知が不足(43)、 

サービスに必要な人材確保が困難(39)、(省エネへの無理解(21)) 

⑥ 展開国別（上位 3 位）の展開形態×課題 

・製品販売（括弧内はN数） 

順

位 
中国(15) タイ(15) インド(12) 

1 販売に必要な人材確保(7) 性能差別化周知不足(7) インフラ未整備(8) 

2 性能差別化周知不足(6) 販売に必要な人材確保(5) 
性能の差別化周知不足 

(7) 

3 知財保護不十分(5) 
ｻｰﾋﾞｽに必要な人材確保(4) 

法制の運用が不透明(4) 

耐久性の周知不足(6) 

法制の運用が不透明(6) 

・サービス 

順

位 
中国(15) タイ(15) インド(11) 

1 知財保護不十分(5) ｻｰﾋﾞｽに必要な人材確保(6) インフラ未整備(8) 

2 性能差別化周知不足(4) 販売に必要な人材確保(5) 
性能の差別化周知不足 

(7) 

3 
販売に必要な人材確保(4) 

耐久性(4) 

性能差別化周知不足(4) 

インフラ未整備(4) 

耐久性の周知不足(6) 

法制の運用が不透明(6) 

 

（２）ヒアリング訪問インタビューの結果概要 
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アンケート回答 47 社のうち 11 社についてヒアリング訪問インタビューを実施。 

以下は共通で挙がった主な課題。アンケート調査及びインタビューから浮き彫りにな

った課題等は表Ⅲ－１－１．で示す。 

・省エネルギーに関する法令はあるものの、強制力がないため進展しない。 

・省エネは売り込みの要点となる（日本企業及び商品は信頼性が高い）一方、対象国は

イニシャルコストで比較することが多く競争力は劣る 

・保護主義の台頭 

 

（３）今次調査におけるまとめと課題 

本調査実施により、日本企業が得意とする省エネ技術搭載製品販売、普及及びサービ

スの海外展開は、低イニシャルコストと保護主義に阻まれ競争力は低迷しているものの、

他方高価格でも高耐久性、高省エネ性能、保守点検の充実など当該国市場において一定

の評価を得ていることが判明した。これまで当センターは対象各国へ省エネ法の制定や

エネルギー管理手法の導入支援・トレーナーの育成支援を実施してきているところであ

るが、我が国企業等の優れた省エネ技術の期待効果が正しく認識・評価され、導入推進

が期待される様な更に踏み込んだ制度・対策等の導入への国情に合わせた効果的できめ

細やかな人材育成支援が引き続き必要である。例えば我が国においては省エネ法の運用

以外にも、製造・販売・購入の各フェーズにおいて、規制（基準・規格・罰則などの法

制度）・支援（補助金・減税など）およびそれらを補うツール（データベースの構築・

表彰制度・省エネ情報提供や普及広報活動など）が存在する。加えて、省エネ対策は、

環境・安全・機能・利益などとの調和した受益が享受可能であるため、本事業の人材育

成支援対象国においても我が国の経験・知見を引き続き導入拡大していくことが肝要と

考えられる。 

 

表 I－１－１．アンケート調査及びインタビューのまとめ 

国 当該国における問題点 相手国へ望む改善点 

中国 
・独自の商習慣  

・市場価格の下落 

・品質や性能に見合った価格への理解 

・競合製品の商標保護と複製品の撲滅 

インド ・市場価格破壊 

・（日本における）グリーン購入のような制度

の導入 

・購入支援施策 

ASEAN ・省エネへの理解不足 

・省エネに対する啓蒙活動 

・エネルギー資源・省エネに関する法規制及び

インセンティブの充実 
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・当局から発表される規定の発令から施行まで

の日程が非現実的に短縮されることがあり、

実現可能な配慮が欲しい 

中東 

・人材のローカライゼ

ーションに伴う現場

の人材不足 

 

ブラジル 

・政治の不安定さ 

・輸入品に対する関税

が高すぎる 

・輸入品に対する免税／減税措置 

 

Ⅲ－１－２．各国の省エネルギー情報動向調査  

・ 情報収集の方法とまとめ 

受入研修や専門家派遣事業（人材育成事業で実施）などを通じた情報収集、国内外の

国際機関によるセミナーやワークショップへの参加、並びに政府や関連機関のウェブサ

イト検索や各種出版物から情報収集などを実施した。 

具体的な内容としては、各国のエネルギー政策、需給動向、省エネルギー推進のため

の計画・政策や省エネ関連法制度の整備・改善、民間の省エネ活動状況等を収集、これ

らを活用した調査と分析を実施し動向調査として整理した。 

また、ACE及びASEAN各国のフォーカルポイントを通じての情報収集も実施した。 

当事業の対象国であるアセアン10ヵ国および、ブラジル、中国、インド、ロシア、サ

ウジアラビアの合計 15ヵ国の省エネルギー実施状況について「各国省エネルギー取組実

施状況一覧表」として国別に取りまとめた。 

Ⅲ－１－３．アジア省エネルギー協力センターを活用した情報収集と発信 

３.１ 実績の概要 

「アジア省エネルギー協力センター（Asia Energy Efficiency and Conservation 

Collaboration Center：以下 AEEC）」は、2007 年 1 月に開催された第 2 回東アジア首

脳会議（EAS）において当時の安倍首相により提言された「日本のエネルギー協力イニ

シアティブ」の中で省エネルギー推進に関する協力の一つとして設置が決まり、同年 4

月より活動を開始したものである。 

主として ASEAN、中国、インドなどのアジアの主要発展途上国の、省エネルギー推

進を支援するために、省エネルギーに関する情報を、関係諸国に発信並びに、それらの

国からの省エネルギーに関する問い合わせに対して回答をするワンストップサービスで

あるが、同時に、日本国内向けの諸外国省エネ情報提供も目的のひとつである。さらに、
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途上国省エネ推進機関の代表者の人材ネットワークの構築や、人材育成を目的とした研

修事業及び、専門家派遣事業と連携し、情報収集及び発信、並びにそれらの有効活用に

相乗的な効果を得ることができた。 

省エネに関する、AEEC のような包括的な情報受発信ツールは、日本の優れた省エネ

制度情報や、技術情報の発信のために不可欠なものである。 

 

３.２ 事業の実施内容 

（１）ワンストップサービス 

・ 活動実績の概要 

AEEC では英文ウェブサイトを通じて日本の省エネルギー政策や対策、国際協力状

況、省エネ推進に係る各種パンフレットの掲載、等により情報発信するとともに、E-

メールや電話による省エネに関する問合せに回答をするなど、ワンストップサービス

を提供した。具体的事業内容としては問合せに対する必要情報の提供、希望する省エ

ネ機関等の紹介、ECCJ への訪問受入、国内外セミナー等への講師派遣など適切な対

応を実施した。 

（i）問い合わせ対応実績とりまとめ 

AEECでは、電話等の他に、ウェブサイトに設けたContact欄の質問フォームから、

各種質問や意見などを受け付けている。 

2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 17 日現在までの問い合わせと、その対応等に関

する実績は、以下の通り。  

・ ウェブサイトへのアクセス件数：5276 件（昨年度実績：6383 件） 

・ 各種対応件数：11 件（昨年度実績：15 件） 

・ 対応件数 11 件の内訳：質問への回答(5 件)、訪問受入(海外:6 件、国内 0 件) 

昨年度は、ユーザーにとって見易く、引き易いウェブサイトを目指し、ページの大

幅な改善作業を行った。この結果、アクセス件数は大幅増となっており、明らかな改

善効果が認められた。今年度は簡易問い合わせフォームの追加、IPEECへのリンク

の追加等で、アクセス数、問わせ数の増加を目指したが、結果的に昨年度と比べ、ア

クセス数及び問い合わせ数は減った。今後共、着実なコンテンツ追加を積極的に行い、

アクセス数、問い合わせ数の増加を図っていく。 

（ii）問い合わせ内容について 

・ 質問が 3 件、訪問依頼が 7 件、シンポジウム等の参加要請依頼が 1 件だ

った。（昨年実績はそれぞれ、3 件、10 件(何らかの対応依頼)、2 件(そ

の他)）  

・ 質問に関しては「省エネ活動関連」が 3 件となっており、諸外国が日本
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の省エネ関連活動を、成功事例として参考としているものと推察される。 

・ 依頼については、今年度の来訪件数は昨年度と同じ 7 件で、全て海外か

らの依頼であった。次いで大きいのは「省エネ活動関連の質問」である。

内容的には、民間企業から海外での省エネについての問い合わせや、

NPO/NGOから省エネラベリング制度について、その他エネルギー管理

士の申請等に関するものだった。 

・ 問い合わせ元の構成を見ると、「民間企業」「NPO/NGO」「行政機関」

の順に、それぞれ 5 件、2 件、2 件、次いで「その他個人」と「学生」が

各 1 件であった。 

状況は上記の通りだが、ECCJの事業から外れるものを分類した「その他」も含

め、担当は、各種の問い合わせに丁寧かつ的確に対応している。 

（iii）問い合わせに対する最終的な当方の対応実績 

対応方式としては、電話、メール等による「回答」が 5 件で「受入対応(海外)」

が 6 件だった。先述の通り当センターでこれまで蓄積してきた事業経験の共有やそ

れらを踏まえたアドバイスなどを国内外の機関へ向けて幅広く行った。 

対応テーマとしては、「省エネ活動関連」が 8 件となっており、その内訳は

ECCJの活動内容に関する情報提供が中心であった。 次いで「省エネ法関連の情報

提供」は 1 件となっている。 

 

（２）情報交換活動 

情報交換活動として、訪問者の受入（アラブ首長国連邦、中国等）、セミナーやワー

クショップへの参加などを通じて、情報収集や情報発信を効果的に実施した。ECCJが

所有する経験やノウハウを活用した情報により、訪問者や受講者などにとっては各々の

省エネ活動の推進に有意義であったと思われる。 

 

（３）情報交換活動情報発信サイト/AEEC英文ウェブサイトの維持・更新 

コンテンツとしては、日本の省エネルギー法制度や政策、分野別省エネルギー対策、

国際協力実績などの紹介、AEEC関連 18 ヵ国の省エネ法や政策に関する情報のデータ

ベース（Stock-Takes of existing policies and measures on EE&C）や日本の優れた省

エネルギー機器に関する検索システム、産業やビルにおける省エネ対策優秀事例などを

掲載している。また、トップページでは経済産業省のHPを始め各種情報機関等から収

集したエネルギー関連ニュースを随時更新しているほか、ECCJが実施している人材育

成事業としての専門家派遣や受入研修をはじめ、国際協力に関する各プロジェクトにつ

いての最新活動情報を随時紹介している。 

今後は、より一層のコンテンツ充実化やレイアウトその他必要な機能について見直し
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を行い、引き続きユーザーにとって見易く、検索し易いウェブサイトを目指していく。

また関係者間の双方向情報交換がより実行しやすいプラットフォームとしてのウェブサ

イトの充実化を目指した諸改善を行っていく。 

 

 

Ⅲ－２．国内外省エネルギー関係者とのネットワークの構築と維持 

Ⅲ－２－１. ネットワーク形成・維持 

人材育成事業の専門家派遣や受入研修を効率的にかつ確実に実施し、また最新情報の

収集を迅速かつ容易に実施するためには、日常的に関係諸国のエネルギー関連政府組織

や省エネルギー推進機関との緊密な関係を維持しておくことが肝要であり、現在下表の

ような組織・機関とネットワークを構築している。 

このようなネットワークは、カウンターパートとなる各国の政府の部署や省エネ推進

機関（実施機関）、研修参加組織などから構成されている。 

具体的には、国内の関係者とのネットワークについては経済産業省の下で国際事業を

実施している国内関係機関である国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構、一般財団法人日本エネルギー経済研究所や日本化学工業協会等の業界団体とも事業

での連携を行い、専門家派遣や受入研修において協力して実施したほか、随時必要な情

報交換や意見交換を行った。更に、本事業との関係で独立行政法人国際協力機構（JICA）

など他省庁管轄の機関とも情報交換を行っている。また、世界省エネルギー等ビジネス

推進協議会とその会員企業については関係事業に関する情報の提供や交換を実施し、専

門家派遣、受入研修等に参加し各企業の技術・製品紹介と共に、ビジネスの展開手段と

して活用してもらっている。 

また、ネットワークは、専門家派遣や受入研修のフォローアップ等を通じて新情報に

基づいて適宜更新することによってネットワーク機能の維持に努めるとともに、さらな

る活用をめざして一層の連携強化を図っている。 
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Ⅲ－２－２. 各国政府・機関との省エネネットワーク 

国名 機関名称 

中国 国家発展和改革委員会 環境資源司 

国家節能中心 （*1）（*2） 

物資節能中心 （*2） 

他 地方（省など）政府 (約 20) 

台湾 工業技術研究院 

Industrial Technology Research Institute (ITRI) 

台湾経済部エネルギー局 

Bureau of Energy, Ministry of Economic Affairs (BOE) 

インド Ministry of Energy (MOP) 

Bureau of Energy Efficiency (BEE) 

Ministry of Petroleum & Natural Gas (MOPNG) 

Petroleum Conservation Research Association (PCRA) 

The Energy and Resources Institute (TERI) 

Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry 
（FICCI) 

Confederation of Indian Industry (CII) 

タイ 工業省 工業振興局 (DIP) 

エネルギー省 代替エネルギー開発・エネルギー効率局 (DEDE) 

Energy Conservation Center of Thailand （*2） 

Thailand Environment Institute (TEI) 

Federation of Thai Industry (FTI)  

Khon Kaen University、他大学 (Chulalonkong King Monkut’s 等) 

ベトナム 商工省 エネルギー効率・持続開発局 

Energy Efficiency and Sustainable Development Department, 

Ministry of Industry and Trade 

Department of Industry and Trade, Ho Chi Minh City (DOIT 
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HCMC) 

HCMC City Center of Supporting & Enterprise Development 

(CSED), DOIT HCMC 

Industrial Promotion & Development Consultancy Center, DOIT 

Hanoi (旧 Energy Conservation Center, Hanoi) （*2） 

Energy Conservation Center, Ho Chi Mihn City （*2） 

インドネシア エネルギー鉱物資源省 Ministry of Energy and Mineral Resources 

(MEMR) 

新再生エネルギー省エネルギー総局 Directorate General of New 

and Renewable Energy and Energy Conservation (DGNREEC) 

電力総局 Directorate General of Electricity (DGE) 

工業省 Ministry of Industry (MOI) 

産業研究開発庁 Agency for Research and Development of Industry 

東ジャワ州政府、中部ジャワ州政府 

PT Energy Management Indonesia (EMI) （*2） 

インドネシア商工会議所 (KADIN) 

インドネシア ESCO 協会 (APKENINDO) 

インドネシア産業団体：鉄鋼協会、紙パルプ協会(APKI)、セメント

協会(ASI)、繊維工業会(API)、ゴム工業会 (GAPKINDO) 

省エネルギー協会（MASKEEI） 

マレーシア エネルギー・科学技術・環境及び気候変動省 

Ministry of Energy, Science, Technology, Environment and Climate 

Change (MESTECC) 

Sustainable Energy Development Authority Malaysia (SEDA) 

エネルギー委員会 

Energy Commission (ST：Suruhanjaya Tenaga) 

Green Tech Malaysia. （*2） 

フィリピン Department of Energy エネルギー省 

科学技術省 フィリピン工業エネルギー研究開発委員会 (PCIERD) 

Federation of Philippine Industry (FPI) 
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Energy Efficiency Practitioners Association of The Philippines, Inc. 

(ENPAP) （*2） 

シンガポール Ministry of Industry and Trade  

Energy Market Authority 

Ministry of Environment and Water Resources 

National Environment Agency (NEA) 

National Climate Change Secretariat (NCCS) 

Economic Development Board (EDB) 

Building and Construction Authority 

National University of Singapore (NUS) （*2） 

ブルネイ Ministry of Energy 

カンボジア Ministry of Mines and Energy  

ラオス Ministry of Energy and Mines 

ミャンマー Ministry of Planning, Finance and Industry 

Ministry of Electricity and Energy 

ASEAN ASEAN Centre for Energy (ACE) 

エネルギー効率・削減サブセクターネットワーク Energy Efficiency 

Conservation Sub-sector Network (EE&C-SSN)  

メキシコ 
エネルギー省 エネルギー使用効率化国家委員会  

Commission Nacional Para El Uso Eficiente De La Energia 

(CONUEE), Ministry of Energy 

ブラジル 経済省  Ministry of Economy （旧開発商工省  (Ministry of 

Industry, Foreign Trade and Services)と財務省及び企画省が統合さ

れた省) 

鉱山エネルギー省 Ministry of Mines and Energy 

サンパウロ州政府（Government of State of Sao Paulo） 

ブラジル産業開発庁 (ABDI)、電力規制庁 (ANEEL) 、国家度量衡
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工業規格化品質研究院  (INMETRO) 、エネルギー研究所 (EPE) 

国家産業連盟（CNI）、ブラジル ESCO 協会 (ABESCO) 、電気エ

ネルギー研究センター (CEPEL) 

ブラジルエネルギー多消費産業協会 (ABRACE)  

他 官民の産業団体 (SENAI 等) 

ロシア Russia Energy Agency 

サウジアラビア Ministry of Energy, Industry & Mineral Resources 

Saudi Energy Efficiency Program(SEEP) 

Saudi Energy Efficiency Center (SEEC) 

イラン Ministry of Energy 

Ministry of Petroleum 

省エネルギー機構 (SABA) 

Iranian Fuel Consumption Optizing Organization (IFCO) 

イラク Ministry of Electricity 

科学技術省 (Ministry of Science and Technology) 

バーレーン 国家石油天然ガス機構 National Oil and Gas Authority (NOGA) 

Ministry of Works 

バーレーン大学 University of Bahrain 

オマーン 商工省 (Ministry of Commerce and Industry) 

エジプト Ministry of Electricity & Energy 

チュニジア Ministry of Industry 

モロッコ Ministry of Energy, Mines, Water and Environment 

カタール Qatar General Electricity and Water Corporation 

トルコ Ministry of Energy and Natural Resources, 

General Directorate of Renewable Energy 
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ビル関係協会 Turkish Standard Institute (TSE) 

Energy management Association (EYODER) 

Association of Turkish Construction Material Procedures (IMSAD) 

国際機関 International Partnership for Energy Efficiency Cooperation 
(IPEEC) 

Sustainable Energy for All Global Tracking Framework 

(SEforALL) 

（*1）は覚書を交わしている機関 

（*2）東アジア協力枠組の下での実施機関のネットワーク 

Ⅳ．結び 

本年度は、本事業の実施計画書において示されたASEAN諸国、中国、インド、ロシ

ア、サウジアラビア、ブラジル等に対して、当初計画された事業を着実に実施すべく取

り組み、専門家派遣 108 人回、受入研修生 7 コース 84 人の受入研修を実施した。  

本年度の事業については、昨年度からの継続案件・テーマに基づくものについては当

初の計画を着実に実施するとともに、今年度から追加された二国間事業であるタイ、マ

レーシアについては政府間の協力確認をもとに、具体的事業計画について議論を行った。 

対象国との間で既に事業計画が確定している国については確認されている既定のスケ

ジュールに従い、計画的に実施した。随時相手国と事業の進め方や成果の確認を行い、

事業の進展状況に応じて効果的な事業とするべくスケジュールの見直しと新たなテーマ

による事業の検討を行なった。 

 

インドネシアではエネルギー多消費産業等の省エネルギーを推進するため、ベンチマ

ークによる省エネルギー対策やエネルギー管理システム構築ガイドの普及を進めるため

の準備を開始した。 

ミャンマーについては 2020 年度に予定されている省エネ法施行に備えて付帯する制

度に関して人材育成事業を進めた。エネルギー管理制度の構築に関しては、モデル事業

者に対するEMマニュアルの作成を指導し、家電機器分野の省エネルギー推進に関して

は、ルームエアコンの効率基準及びラベリング制度の規則草案を完成させた。 

ベトナムについては2018年に設定されたVNEEP 2019-2030に整合する協力事業の内

容として、ECガイドラインの作成支援及び地方局のエネルギー管理・エネルギー診断に

係る能力向上を決定した。 

中国については継続して日本の省エネルギー技術・設備の普及を図り、受入研修にお

いて化学工業分野の省エネルギー・低炭素化推進策とCO2 排出削減への取組、化学工業

とそのインフラに係る日本の省エネルギー設備、技術の優秀性と有用性について研修生
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の理解を深めさせた。 

ブラジルについてはエネルギー多消費産業におけるエネルギー管理手法をモデル工場

の協力のもと確立した。また、同国が決定した 2020 年中のエアコンのCSPF基準導入に

関しては、機器類の省エネ基準整備を担当する関係機関との協議のもと計測実施機関で

あるCEPELの能力向上に向けた準備調査を行った。 

更に、サウジにおいては専門家派遣によりエネルギー管理システム構築に係る我が国

の経験、情報を共有したほか、普及啓発のための講演や資料提供を行った。 

インドについてはインド版ECガイドラインに基づくEMマニュアルの作成を普及させ

るため、先行 9 モデル工場のマニュアル作成内容を共有化するためのセミナーをデリー

及びムンバイで実施した。 

ロシアについては既往のビル省エネ診断からビル・住宅の暖房エネルギーを供給する

熱供給プラントの省エネ診断にテーマを変更し専門家派遣を実施した。併せて受入研修

や改善提案において運転管理の重要性と管理に対応した設備更新に関する情報を提供し

た。また、昨年に引き続きサマースクールで省エネルギー講座を開講し、将来のロシア

を担う優秀な若者たちの省エネ意識醸成を行ってきた。 

 

一方、ASEAN地域においては、加盟国の現実的なニーズに合致したAJEEPの活動が

8 年目となり、ASEANの省エネルギー達成目標に向けての成果が認められるなか、エネ

ルギー管理士指導者（トレーナー）育成プログラムは計画最終年の 4 年目を迎え、各国

のエネルギー管理を担う人材育成は着実に進捗している。ASEAN地域の省エネルギー

目標APAEC PhaseⅠの達成実現にも貢献してきており、ASEANからの要請に応えるた

めエネルギー管理士指導者（トレーナー）育成プログラムの 2 年間の延長を決定すると

ともに、プログラム終了後の自立的なASEAN管理士指導者（トレーナー）育成システ

ムに関する検討を深めた。 

 

2020 年に入ってから明らかになった新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界

的流行の影響により、中国、ブラジル、ASEANなど一部の専門家派遣は実施できなか

ったが、事前準備や中止決定後のフォローなどにより今年度当初に計画された事業につ

いては概ね予定通り実施することができた。またEMAKについては、第 10 回ワークシ

ョップをベトナムにて実施することを予定し準備を進めていたが、先方政府からの延期

要請を受けて来年度に実施することとした。 

 

以上、各国事業の実施にあたっては、相手国カウンターパート機関のみならず、現地

の日本大使館、JETROなど日本政府関係機関、商工会議所など関係機関などと緊密に連

携して情報共有を図りながら実施することとし、相手国への対応に齟齬をきたさないよ
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う留意した。 

また、本事業では我が国企業の省エネルギー技術の海外展開を目指すことも企図して

いることから、現地でのワークショップ、日本での受入研修においては我が国企業の協

力を得て、技術・製品紹介の機会を設けることに配意した。更に、我が国企業の海外展

開に関するニーズを把握するため、今年度は、新たな取り組みとして国内企業の海外展

開ニーズ調査を行った。企業各社の事業戦略にもかかわるため情報収集には困難が伴う

が, たとえ一例でも企業のニーズをとらえて我が国企業活動の支援となるような事業と

する必要があると思われる。今後これらの活動が契機となり我が国の技術の普及が進み、

省エネルギーに貢献することを期待したい。 

 

本事業の実施にあたっては、一般財団法人省エネルギーセンターの国際協力本部のメ

ンバーを主体に、関係部署の支援メンバーを含め約 60名を投入し、省エネルギーセンタ

ーの有する人材と蓄積した経験や情報およびノウハウを十分に活用したことに加え、こ

のようなセンターが持つ国際的連携ネットワークによる情報も加えて効果的・効率的に

実施した。 

 

本事業の成果も含め、近年アジア諸国を中心に省エネルギーの政策や法制度の整備は

着実に進展しつつあり、育成した人材がそれぞれの分野や立場で政策・法制度構築やエ

ネルギー管理システムの構築や普及を通じた省エネルギー推進基盤を整備し、多くの国

や地域で省エネルギーに貢献している。さらに本事業の実施にあたっては常に各国の実

態、ニーズ、将来の動向等を把握することに努めており、相手国と十分に協議しつつこ

れらの変化に合わせた活動を展開してきた結果、それぞれの国が独自の視点で自国に合

った省エネルギー活動を主体的に進めつつある点は特筆でき、本事業の貢献は大きいと

言えよう。  

今後も、相手国のニーズ変化を的確にとらえ、常に十分な意思疎通を図りながら目標

を設定し支援を継続するとともに日本の競争力のある省エネルギー技術、製品により各

国の省エネルギー推進に貢献していくことが重要と考える。 
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英 語 表 記 略 語 集 

 
A 

AC: Accredit Consultant 

タイENCON法において工場に義務つけている提出書類・報告書の評価を

DEDPに代行して行なっているDEDPの信任評価作業下請コンサルタント会社 

ACE: ASEAN Centre for Energy ASEANエネルギーセンター 

ADB: Asian Development Bank アジア開発銀行 

ADEME: Agency for the Environment and Energy Resources フランス環境エネルギ

ー資源庁 

AEA: ASEAN Energy Award アセアン省エネ表彰制度 

AEEC: Asia Energy Efficiency and Conservation Collaboration Center アジア省エネル

ギー協力センター 

AF: Availability Factor 稼働率  

AHU: Air Handling Unit 空調機 

AIJ: Activities Implemented Jointly 共同実施活動 

AJEEP: ASEAN-Japan Energy Efficiency Partnership アセアン諸国に対する省エネ人

材育成協力 

ALGAS: Asia Least-cost Greenhouse Gas Abatement Strategy 

アジア最小コスト温室ガス排出削減戦略（アジア開発銀行のイニシアティブに

よるアジア１２ヵ国の温室効果ガス排出状況および対策プロジェクトの国別プ

ロジェクト） 

Alliance: The Alliance to Save Energy 

AMEM: ASEAN Minister of Energy Meeting アセアンエネルギー大臣会合 

AMSs: ASEAN Member States 

ANEEL: Wire-Charge on Utilities Revenue for Energy Efficiency and R&D（ブラジ

ル） 

ANR: Argonne National Laboratory 米国アルゴンヌ国立研究所 

ANRE: Agency for Natural Resources and Energy 資源エネルギー庁 

AOTS: The Association of Overseas Technical Cooperation ＆ 

Sustainable Partnership   海外産業人材育成協会 (旧称：HIDA) 

APAEC:ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation ASEAN内の多国間枠組みでの

エネルギー協力のための行動計画 

APBF: Asia Pacific Business Forum アジア太平洋ビジネスフォーラム 
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APEC: Asia Pacific Economic Cooperation アジア太平洋経済協力 

APERC: Asia Pacific Energy Research Center アジア太平洋エネルギー研究センター 

APF: Annual Performance Factor エアコンの通年エネルギー消費効率 

APLAC: Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation アジア太平洋試験所認定協

力機構 

APO: Asian Productivity Organization アジア生産性機構 

ASEAN: Association of Southeast Asian Nations   アセアン、東南アジア諸国連合 

ASEM: Asia-Europe Meeting アジア欧州会合 

AWP: Annual Working Plan 

 

B 

BAC: Budget and Administrative Committee 行財政委員会（APEC） 

bbl.: barrel 

BECS: Building Energy Consumption Simulator 

BEE: Bureau of Energy Efficiency   インドエネルギー効率局  

BEE: Building Environmental Efficiency 

BEEG: Baltic Energy Efficiency Group バルト地域エネルギー効率グループ 

BEMS: Buildings Energy Management System 

BEST: Building Energy Simulation Tool 

BM: Bench Marking 

BOE:  Bureau of Energy, Ministry of Economic Affairs 台湾経済部エネルギー局 

 

C 

CAC: Command and Control（主として行政機関による規制基準の設定と規則の監視

活動） 

CADDET: Center for Analysis and Dissemination of Demonstration Energy 

Technologies 

実証済みエネルギー技術の分析及び普及のための情報センター（OECD/IEA組

織） 

CAFÉ: Corporate Average Fuel Economy 

Cap: capita 

CC: Central Control 中央制御 

cc: Cubic Centimeter 

CCPC: Czech Cleaner Production Centre チェコCPセンター 

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

javascript:goWordLink(%22Association%20of%20Southeast%20Asian%20Nations%22)
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CCT: Clean Coal Technology 石炭液化／ガス化技術 

CDG: Carl Duisberg Centren gemeinnützige GmbH ドイツの能力開発機関 

CDI: Capacity Development Initiative  

GEFとUNDPによる再生可能エネルギー普及に関するキャパシティ・ビルディン

グのプロジェクト 

CDM: Clean Development Mechanism クリーン開発メカニズム 

CDQ: Coke Dry Quenching コークス乾式冷却設備 

CEC: Commission of European Communities 欧州委員会 

CEC: Coefficient of Energy Consumption 建築設備に係わるエネルギーの効率的利用

性能を評価 

CEE: Central and Eastern Europe 

CELMC: China Energy Label Management Center（中国エネルギーラベル管理セン

ター） 

CEPEL: 電気エネルギー研究センター（ブラジル） 

CER: Certified Emission Reduction CDMで発生するカーボン・クレジット 

CFL: Compact Fluorescent Lamp 

CHP: Combined Heat and Powerコジェネレーション (Cogeneration) 

CICC: Center of the Informational Cooperation for Computerization 

   国際情報化協力センター 

CIF: Cost, Insurance and Freight 

CII: Confederation of India Industry インド工業連盟 

CIPURE: Rational Use of Energy Center 省エネルギー研究開発センター（亜国INTI

組織） 

CLASP: Collaborative Labeling and Appliance Standards Program 

途上国・遷移国の機器のエネルギー効率化を推進するために 1999 年に設立され

た米国機関（LBNL、The Alliance、IIEC） 

Cmd: cubic meters per day 

CNG: Compressed Natural Gas 圧縮天然ガス 

CNIS: China National Institute of Standardization（中国標準化機関） 

CNPC: China National Petroleum Corporation 中国石油天然ガス総公司 

COP: Conference of Parities 気候変動枠組条約締約国会議（地球温暖化防止会議） 

COP: Coefficient of Performance 機器性能係数 

COP: Coefficient of Performance エアコンの冷暖房平均エネルギー消費効率 

COR: Cost of Remediation 環境回復のためのコスト 

CP: Cleaner Production 
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CPG: Combined Power Generation 複合発電 （Hybrid Power System） 

CREST: Center for Renewable Energy and Sustainable Technology 

   再生可能エネルギー／持続可能技術センター（米国の再生可能エネルギー業界団

体） 

CRT: Cathode-Ray Tube陰極線管、ブラウン管 

CRW: Combustible Renewable and Waste 

CSED: HCMC Center of Supporting and Enterprise Development 企業開発支援センタ

ー 

CSPF: Cooling Seasonal Performance Factor エアコンの冷房期間効率 

CT: Cleaner Technology 

CTI: Committee on Trade and Investment 貿易投資委員会（APEC） 

CTI: Climate Technology Initiative 

 地球温暖化防止途上国支援活動（日米欧先進国による支援活動） 

CTIC: Cleaner Technology Information Center（タイのTEIに所属） 

CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency 

    建築環境総合性能評価システム 

CSR: Corporate Social Responsibility 企業の社会的責任 

CSR: Compressive Stress Relaxation 圧縮応力緩和  

 

D 

DAC: Development Assistance Committee OECD開発援助委員会 

DANCED: Danish Cooperation for Environment and Development 

    （ﾃﾞﾝﾏｰｸ環境開発協力事業団） 

DB: Data Base 

DBJ: Development Bank of Japan 日本政策投資銀行（旧；日本開発銀行） 

DBP: Development Bank of the Philippines フィリッピン開発銀行 

DEDE: Department of Alternative Energy Development and Efficiency 

 代替エネルギー開発・エネルギー効率局（タイ） 

DEMFs: Designated Energy Management Factories 

  指定エネルギー管理工場 

DHC: District Heating and Cooling 地域冷暖房（熱供給） 

DIP:   Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry 工業省工業振興局 

（タイ） 

DIW: Department of Industrial Works: タイ工業省工場局 

DNA: Deoxyribonucleic Acid デオキシリボ核酸 
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DO: Dissolved Oxygen溶存 (溶解)酸素  

DOE: Department of Energy 米国エネルギー省 

DOE: Designated Operational Entity 指定運営組織 

DPS: Dispersed-type Power Source 分散型電源（= On-site Power Source） 

DSM: Demand Side Management エネルギー需要最適化マネジメント 

DVD: Digital Video Disc (Versatile Disc) ディーブイディー、デジタル多用途ディスク 

 

E 

EAES: Environmentally Adapted Energy System環境適応型エネルギーシステム 

 （スウェーデン） 

EAF: Electric Arc Furnace 

EAc: East Asia community 

EAS: East Asia Summit 東アジアサミット 

EAS - ECTF: East Asia Summit – Energy Cooperation Task Force 東アジアサミット

エネルギー協力タスクフォース 

EAST: Energy data Analysis Support Tool 

EAVG: East Asia Vision Group 

EB Act: Electricity Business Act 電気事業法 

EBRD: European Bank for Reconstruction and Development 欧州復興開発銀行 

EC: Energy Conservation 省エネルギー 

EC Act: the Act on the Rational Use of Energy 省エネルギー法 

EC: Economic Committee 経済委員会（APEC） 

EC: European Commission 欧州委員会 

EC: European Community 欧州共同体 

ECAP: Energy Conservation Workshop under AJEEP 

ECCJ: The Energy Conservation Center, Japan 省エネルギーセンター 

ECCP: European Climate Change Program 欧州気候変動プログラム 

ECCT: The Energy Conservation Center of Thailand タイ省エネルギーセンター 

ECD: Extended Cooling Degree days 冷房用拡張デグリーデー 

ECFA: Engineering and Consulting Firms Association, Japan 

 海外コンサルティング企業協会 

ECTT: Energy Conservation Target Tool (ECCJが開発したビルのエネルギー管理ツー

ル) 

EEA: European Environment Agency 欧州環境庁 

EECA: Energy Efficiency Conservation Authority  
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EEERF: Energy Efficiency and Emission Reduction Fund EBRDによるカーボン・フ

ァンド 

EETIC: Energy and Environmental Technologies Information Centers 

 エネルギー環境技術情報センター（IEA組織） 

EEWP: Energy Efficiency Working Party エネルギー効率作業部会（IEA） 

EE&C: Energy Efficiency and Conservation 

EE&C-SSN: Energy Efficiency and Conservation Sub-sector Network 

アセアンの省エネサブセクターネットワーク 

EFL: Electricity Feed Law  

 電力供給法（再生可能エネルギーによる発電の高値買い付け義務制度 

EFH: Equivalent/Estimated Full-loading Hours 全負荷相当運転時間（法） 

EDMC: The Energy Data and Modeling Center 日本エネルギー経済研究所 計量分析

ユニット 

EGAT: Energy Generation Authority of Thailand タイ電力公社 

EGEE&C: Expert Group on Energy Efficiency and Conservation 省エネ専門家会議

（APEC） 

EGNRET: Expert Group on New and Renewable Energy Technologies（APEC） 

EHD: Extended Heating Degree days 暖房用拡張デグリーデー 

EMAK: Energy Management Action Network エネルギー管理行動ネットワーク 

EMM: Energy Ministerial Meeting（APEC） 

EMs: Energy Managers   

EMS: Environmental Management System 環境管理システム 

EMS: Energy Management System エネルギー管理システム 

EMTIPS: Energy Efficiency Market Transformation with Information Provision 

Scheme  (経済産業省: ASEAN機器分野における省エネ普及促進事業)  

EMWG: Energy Management Working Group 

ENCON: Energy Conservation Act B.E. 2523 1992 年タイ国・国会で通過した省エネ

法案 

ENEX: Energy and Environment Exhibition 

EnMS: Energy Management System エネルギー管理システム 

EOP: End of Pipe（排水処理施設のように汚染物質が系外に排出されるポイントで処理

を行なうこと） 

EPA: Environmental Protection Agency (USA) 米国環境保護局 

EPE: Energy Research Office (Empresa de Pesquisa Energ ética)エネルギー研究所

（ブラジル） 
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EPG: Eminent Persons Group賢人会議（APEC） 

 Cf. ダボスでの賢人会議 World Economic Forum in Davos 

EPDC: Electric Power Development Corporation 電源開発株式会社 

EPT: Environmental Protection Technology 環境保全技術 

EP3: Environmental Pollution Prevention Project（USAIDによるプロジェクト） 

ERS: Electricity Rate System 電気料金制度 

ERU: Emission Reduction Units 共同実施で発生するカーボン・クレジット 

ESCAP: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 国連ｱｼﾞｱ太平洋経済

社会委員会 

ESCO: Energy Service Company 省エネ請負ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ会社（= Energy Management 

Company） 

ESCP: Energy for Sustainable Communities Program（APEC） 

ESMAP: Energy Sector Management Assistance Program 世界銀行のｴﾈﾙｷﾞｰ分野管理

援助ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

ESUM: Energy Specific Unit Management Tool 

ET: Emission Trading 排出権取引 

ETC: Electronic Toll Collection ノンストップ自動料金支払いシステム 

EU: European Union 欧州連合 

EUWP: End Use Working Party 最終用途作業部会（IEA） 

EWG: Energy Working Group（APEC） 

 

F 

FCs: Fuel Cells 燃料電池 

FCCC: Framework Convention on Climate Change 

 気候変動枠組み条約（1992 年に採択された温暖化に関する初めての国連の国際条

約） 

FDI: Foreign Direct Investment 海外直接投資 

FEPC: The Federation of Electric Power Companies of Japan 電気事業連合会 

FICCI: Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry インド商工会議所

連盟 

FOB: Free on Board 本船渡し 

FP: Focal Point（アセアン各国の省エネ担当窓口） 

FTI: Federation of Thai Industries タイ工業連盟 

FTPI: Foundation of Thailand Productivity Institute タイ生産性研究所 
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G 

GAP: Green Aid Plan エネルギー環境国際協力 

GCC: Gulf Co-operation Council 

GDP: Gross Domestic Product 国内総生産 

GEF: Global Environment Facility 

 地球環境ファシリティー（世界銀行等による地球環境問題に関わる途上国援助スキー

ム） 

GHG: Greenhouse Gas 温室効果ガス 

GISPRI: Global Industrial and Social Progress Research Institute  

 地球産業文化研究所 

GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH（German 

Corporation for Internatinal Cooperation GmbH）ドイツ国際協力機構（JICA

に相当） 

GNP: Gross National Product 国民総生産 

GP: Green Productivity 

GPP: Green Partnership Program 

GREENTIE: Greenhouse Gas Technology Information Exchange 

 OECD/IEAによる温室効果ガス排出削減技術の技術データベース 

GTCC: Gas Turbine Combined Cycle ガスタービン複合発電 

 

H 

HASP: Heating, Air-conditioning and Sanitary engineering Program 

HEMS: Home Energy Management System 

HEPS: 最高エネルギー消費効率基準 

Hf: High-frequency 

HID: High Intensity Discharge 

HAPUA: Heads of Asean Power Utilities Authorities 

HVAC: Heating, Ventilation and Air Conditioning 換気設備・空気調和 

 

I 

IBEC: Institute for Building Environment and Energy Conservation 

 建築環境・省エネルギー機構 

IBRD: International Bank for Reconstruction and Development 国際復興開発銀行

（世界銀行） 

ICA: International Cupper Association 国際銅協会 



163 

ICETT: International Center for Environmental Technology Transfer 

 (財) 国際環境技術移転研究ｾﾝﾀｰ 

ICT: Information and Communication Technology 情報通信技術 

IDA: International Development Association 国際開発協会（世界銀行） 

IDCJ: International Development Center, Japan 国際開発センター 

IE: Industrial Engineering 生産工学 

IE: Industrial Ecology 産業生態学 

IEA: International Energy Agency 国際エネルギー機関（OECDの下部組織） 

IEs: Industrial Engineers 生産技術者 

IEC: International Electrotechnical Commission 国際電気標準会議 

IEEJ: The Institute of Energy Economics, Japan 日本エネルギー経済研究所 

IEEE: The Institute of Electrical and Electronics Engineers 電気電子技術者協会 

IFC: International Finance Corporation 国際金融公社（世界銀行） 

IGCC: Integrated Gasification Combined Cycle 石炭ガス化複合発電 

IGES: Institute for Global Environmental Strategies  地球環境戦略研究機関 

IIEC: International Institute for Energy Conservation 米国の省エネルギーセンター 

IIIEE: International Institute for Industrial Environmental Economics at Lund 

University 

スェーデンLund大学の研究機関 

IIP: Indices of Industrial Production 鉱工業生産指数（消費ｴﾈﾙｷﾞｰ･ｶﾛﾘｰ／生産金

額） 

IMF: International Monetary Fund 国際通貨基金 

INMETRO: 国家度量衡工業規格化品質研究院（ブラジル） 

INTI: National Institute of Industrial Technology 国立工業技術院（亜国） 

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change 

気候変動に関する政府間パネル（UNEP国連環境計画とWMO世界気象機構の共

催で’88 年に発足） 

IPEEC: International Partnership for Energy Efficiency Cooperation 国際省エネルギ

ー協力パートナシップ 

IPP: Independent Power Producer 独立系発電事業者 

IREDA: Indian Renewable Energy Development Agency インド再生可能エネルギー

開発庁 

IREP: Institute of Renewable Energy Promotion再エネ推進室（ラオス） 

ISD: Initiatives for Sustainable Development  

 環境開発支援構想 (GAP事業に基づく環境ODAの拡充) 
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ISDN: Integrated Services Digital Network 総合デジタル通信網 

IS-INOTEK: International Standard Innovation Technology Research Association（基

準認証イノベーション技術研究組合） 

ISO: International Organization for Standardization 国際標準化機構 

ITC: Institute of Technology of Cambodi カンボジア工科大学 

ITS: Intelligent Transport System 高度道路交通システム 

ITRI: Industrial Technology Research Institute 工業技術研究院（台湾） 

IWTI: Industrial Water Technology Institute（タイDIWの一部門） 

 

J 

JABIA: Japan Auto-Body Industries Association inc. 日本自動車車体工業会 

JAMA: Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.  日本自動車工業会 

JASE-W: Japanese Business Alliance for Smart Energy Worldwide 世界省エネルギー

等ビジネス推進協議会 

JBIC: Japan Bank for International Cooperation  国際協力銀行 

JCA: Japan Cement Association 日本セメント協会 

JCI: Japan Consulting Institute 日本プラント協会 

JCIA: Japan Chemical Industry Association 日本化学工業会 

JCOAL: Japan Coal Energy Center 石炭エネルギーセンター 

JEC: Japan Environment Corporation 環境事業団 

JEMAI: Japan Environment Management Association for Industry 産業環境管理協

会 

JEPIC: Japan Electric Power Information Center, Inc. 海外電力調査会 

JETRO: Japan External Trade Organization 日本貿易振興会 

JFC: Japan Finance Corporation 日本政策金融公庫 

JFEO: Japan Federation of Economic Organizations 日本経済団体連合会（経団連） 

JGA: The Japan Gas Association 日本ガス協会 

JI: Joint Implementation 共同実施 

JICA: Japan International Cooperation Agency 国際協力事業団 

JICE: Japan International Cooperation Center 日本国際協力センター 

JIS: Japan Industrial Standards 日本工業規格 

JISF: The Japan Iron and Steel Federation 鉄鋼連盟 

JIT: Just in Time 

JMF: The Japan Machinery Federation 日本機械工業連合（日機連） 

JOCV: Japan Overseas Cooperation Volunteers 青年海外協力隊 
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JODC: Japan Overseas Development Corporation 海外貿易開発協会 

 

K 

KADIN: Kamar Dagang dan Industri Indonesia  インドネシア商工会議所 

KEMCO: Korea Energy Management Corporation 韓国エネルギー管理公団 

 

L 

LBNL: Lawrence Berkeley National Laboratory 米国ローレンスバークレー国立研究

所 

LCA: Life Cycle Assessments 

LCD TV: Liquid Crystal Display Television 

LED: Light Emitting Diode 発光ダイオード 

LNG: Liquefied (Liquid) Natural Gas 液化天然ガス 

LPG: Liquefied (Liquid) Petroleum Gas 液化石油ガス 

 

M 

MASKEEI:  Indonesia Energy Conservation and Efficiency Society インドネシア省エ

ネルギー協会 

MCFC: Molten Carbonate type Fuel Cell 溶融炭酸塩型燃料電池 

ME:  経済省（ブラジル） 

MEM:  Ministry of Energy and Mines エネルギー鉱業省(ラオス) 

MEMR:   Ministry of Energy and Mineral Resources エネルギー鉱物資源省(インドネ

シア) 

MEPS: Minimum Energy Performance Standards 最低エネルギー消費効率基準 

MESTECC: Ministry of Energy, Science, Technology, Environment and Climate 

Change エネルギー・科学技術・環境及び気候変動省（マレーシア） 

 

MEXT: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 文部科学省 

METI: Ministry of Economy, Trade and Industry 経済産業省 

MFCA: Material Flow Cost Accounting マテリアルフローコスト会計 

MHLW: Ministry of Health, Labour and Welfare 厚生労働省   

MIDEC: Manufacturing Industry Development Center 

MLIT: Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 国土交通省 

MLSS: Mixed Liquor Suspended Solid 活性汚泥浮遊物 

MME: Ministry of Mines and Energy. 鉱物資源エネルギー省(カンボジア)、鉱山エネル
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ギー省（ブラジル）  

MMIMEeting of Minister:閣僚会議（APEC） 

MOE: Ministry of the Environment 環境省  

MOI: Ministry of Industry 工業省 （インドネシア、タイ） 

MOIT: Ministry of Industry and Trade  商工省（ベトナム） 

MOP:    Ministry of Power 電力省（インド） 

MOPFI: Ministry of Planning Finance and Industry計画財務工業省（ミャンマー） 

MOPNG:  Ministry of Petroleum and Natural Gas 石油天然ガス省（インド） 

MOSTE: Ministry of Science, Technology and Environment 科学技術環境省 

MOU: Memorandum of Understanding 覚書 

MTPEC: Multi-Training Program for Energy Conservation 

 （ECCJがアセアンに対して実施していた研修プログラム） 

 

N 

NCPC: National Cleaner Production Centre 国のCPセンター 

NECC: National Energy Conservation Center 国家節能中心（中国省エネセンター） 

NEDO: The New Energy and Industrial Technology Development Organization 

 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

NEEP: National Energy Efficiency Policy, Strategy and Action Plan 国家省エネ政策・

戦略・行動計画 （カンボジア） 

NEF: New Energy Foundation 新エネルギー財団 

NFFO: Non-Fossil Fuel Obligation 再生可能エネルギーによる発電の買い上げ制度 

NGL: Natural Gas Liquid 天然ガス液体 

NGO: Non-governmental Organization 民間非政府団体 

NIRE: National Institute for Resources and Environment資源環境技術総合研究所 

NPC: National Productivity Council 国家生産性協議会 

NPO: Non Profit Organization 民間非営利団体 

NPT: The Nuclear Non-Proliferation Treaty 核不拡散条約 

NPV: Net Present Value 純(正味)現在価値 

NUL: National University of Laos ラオス国立大学 

 

O 

OAS: Organization of American States 米州機構 

ODA: Official Development Assistance 海外開発援助 

OE: Operational Entity 運営組織（CDM、JIの外部審査機関） 
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OECD: Organization for Economic Cooperation and Development 経済協力開発機構 

OECF: Overseas Economic Cooperation Fund 海外経済協力基金（99 年にJBICに統

一） 

OGCS: Oxygen Converters Gas Recovery Process 

OJT: On the Job Training 

OOF: Other Official Flow ODA以外の公的資金の途上国へのフロー 

OPEC: Organization for Petroleum Exporting Countries 石油輸出国機構 

ORNL: Oak Ridge National Laboratory 米国オークリッジ国立研究所 

ORP: Oxidation-Reduction Potential酸化還元電位 

 

P 

PAFC: Phosphoric-Acid type Fuel Cell リン酸型燃料電池 

PAJ: Petroleum Association of Japan 石油連盟 

PAL: Perimeter Annual Load 建物外皮（外壁・窓）等からの熱損失の防止性能を評価

する 

PASC: Pacific Asia Standards Congress 

PAT: Perform, Achieve and Trade（PAT制度／インド） 

PBE: Brazilian Labeling Program ブラジルラベリング制度 

PCB: Poly-Chlorinated Biphenyl ポリ塩化ビフェニル 

PCB: Power Circuit Breaker 電力回路遮断器 

PCF: Prototype Carbon Fund 世界銀行のカーボン・ファンド 

PCM: Project Cycle Management 

PCRA: Petroleum Conservation Research Association 石油節約調査協会 （インド） 

PDM: Project Design Matrix 

PEC: Petroleum Energy Center 

PEFC: Polymer Electrolyte type Fuel Cell 固体高分子型燃料電池 

PF: Power Factor 力率 

PID: Proportional-Integral-Derivative controller PID制御器 

PNEf: National Energy-Efficiency Plan 国家エネルギー効率計画／ブラジル 

PO: Plan of Operation 

PPP: Purchasing Power Parity 購買力平価 

PPP: Public-Private Partnership 官民協働 

PPS: Power Producer and Supplier 

PROCEL: National Electricity Conservation Program（国家省電力プログラム／ブラジ

ル） 
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PROMEEC: Promotion for Energy Efficiency and Conservation（ECCJがアセアンに対

して実施していた専門家派遣事業） 

PRTR: Pollutant Release and Transfer Register 環境汚染物質排出・移動登録制度 

PV: Photo Voltaic 太陽光発電 (パネル) 

PWM type: Pulse Width Modulation type Inverter 

 

R 

RC: Registered Consultant 

タイENCON法において工場に義務つけているエネルギー使用状況の省エネ診

断・検証の施行をDEDPに代行して行なうDEDPの登録下請コンサルタント会社 

RD: Record of Discussion 討議議事録 

RDF: Refuse Derived Fuel 固形燃料（廃棄物リサイクル燃料） 

REA: Russia Energy Agency（ロシアエネルギー庁） 

REEC: The Regional Energy Efficiency Centre 地方省エネルギーセンター（インド）  

REEEP: Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership  

 再生可能エネルギー及びエネルギー効率パートナーシップ 

REEF: Renewable Energy and Energy Efficiency Fund 

 世界銀行／国際金融公社による再生可能エネルギー／エネルギー効率改善基金 

RITE: Research Institute of Innovative Technology for the Earth 

  地球環境産業技術研究機構 

RPS: Renewable Energy Portfolio Standard 再生可能エネルギー・ポートフォリオ基

準 

3R: Reduce, Reuse and Recycle 

4R: Reduce, Reuse, Recycle and Recovery 

 

S 

SBC: Surcharge-Funded Production Incentive グリーン電力料金 

SBN: Sustainable Building Network led by Germany 

SCORE: Supporting the Cooperation Organization of Rational Energy Use 

SCSC: Sub Committee on Standard and Conformance (APEC) 

SCW: Super Critical Water 超臨界水 

SDA: State Designated Agencies 州特定地方局（インド） 

SDC: Swiss Agency for Development and Cooperation （スイス） 

SEforAll: Sustainable Energy for All Global Tracking Framework 万人のための持続

可能なエネルギー 
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SEAD: The Super-Efficient Equipment and Appliance Deployment 

 （超効率機器の設置に係る活動/IPEEC） 

SEDA: Sustainable Energy Development Authority 持続可能エネルギー開発庁（マレ

ーシア）  

SEEC: Saudi Energy Efficiency Center サウジ省エネルギーセンター 

SEEP:  Saudi Energy Efficiency Program サウジ省エネプログラム 

SEHAI: Saudi Electronics & Home Appliance Institute サウジ家庭電気製品研修所 

SGA: Small Group Activities グループ討議 

SGES: Steering Group on Energy Standards エネルギー基準運営グループ（APEC） 

SINOPEC: China Petroleum Corporation 中国石油化工総公司 

SLT: Standing Group on Long-Term Cooperation 長期協力問題常設部会（IEA） 

SSN: Sub Sector Network 

SOFC: Solid Oxide type Fuel Cell 固体電解質型 (酸化物) 燃料電池 

SOE: Senior Officials on Energy 

SOME: Senior Officials Meeting on Energy 高級事務レベル会合（APEC）エネルギー

次官級会合 

SMEs: Small and Medium Enterprises 中小企業 

SPEC: Symposium on Pacific Energy Cooperation 太平洋エネルギー協力会議 

SPM: Suspended Particle Materials 粒子状降下物（喘息等の原因となる大気汚染物

質） 

SPPs: Small Power Producers 小規模発電事業者 

S&L: Standard and Labeling エネルギー効率基準及びラベリング 

 

T 

TAC: Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 

TACIS: Technology Assistance to Commonwealth Independent States 

 欧州先進国による対CIS諸国援助スキーム 

TBT: Technical Barriers to Trade 

TCAPP: Technology Cooperation Agreement Pilot Program 

 米国の地球温暖化対策技術移転ｽｷｰﾑ 

TCE: Tons of Coal Equivalent 

TCP: Technical Corporation Program 

TDM: Transportation Demand Management 交通需要管理 

TEI:    Thailand Environment Institute タイ環境研究所 

TERI: The Energy and Resources Institute エネルギー資源研究所（インド） 
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TFC: Total Final Consumption of Energy 

TILF: Trade and Investment Liberalization and Facilitation Special Account 

toe: Tons of Crude Oil Equivalent 原油換算トン 

TRP: Top Runner Program 

TOP TENs : TopTen EE Best Practices and Best Available Technologies Task Group省

エネルギー優秀事例及び最良技術リスト開発普及プロジェクト 

 

TOR: Terms of Reference 

TPES: Total Primary Energy Supply 

TPM: Total Productive Maintenance 全社的生産保全 

TPM: Total Plant Maintenance 総合生産性維持 

TPM: Technical Performance Measurement 技術管理・技術的パフォーマンス測定 

TQC: Total Quality Control 

TQM: Total Quality Management  

TRT: Top-pressure Recovery Turbine 炉頂圧力回収タービン 

TSI: Tentative Schedule of Implementation 実行計画案 

TSL: Two Step Loan 

TSP: Total Suspended Particles 

 粒子状降下物（喘息などの原因となる大気汚染物質、粒径が小さいものが

PM10） 

TuBE: Tuning of Building System for Energy Conservation 

 

U 

UN: United Nations 国際連合 

UNES: United Energy Systems (Russian Utility) 

UNCED: United Nations Conference on Environment and Development 

 国連環境開発会議（通称、地球サミット、1992 年） 

UNDP: United Nations Development Program 国連開発計画 

UNECE: United Nations Economic Commission for Europe 国連欧州経済委員会 

UNEP: United Nations Environment Program 国連環境計画 

UNFCC: FCCC（国連気候変動枠組条約）に同じ 

UNIDO: United Nations Industrial Development Organization 国連工業開発機構 

UPS: Uninterruptible Power Supply System 無停電電源装置 

USAEP: US-Asia Environment Partnership 米国による対アジア環境保全技術移転ス

キーム 
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USAID: US Agency for International Development 米国国際開発庁 

USCSP: US Country Study Program 米国地球温暖化対策国別研究プログラム 

USEPA: United States Environmental Protection Agency 米国環境保護局 

USIJI: US Initiative on Joint Implementation 米国共同実施イニシアティブ 

 

V 

VAT: Value- Added Tax 付加価値税 

VICS: Vehicle Information and Communication System 道路交通情報通信システム 

VNEEP: Vietnam Energy Efficiency Program ベトナム国家省エネルギープログラム 

VSD: Variable Speed Drive 可変速駆動 

VVVF: Variable Voltage and Variable Frequency 可変電圧可変周波数（Inverter） 

 

W 

WB: World Bank 世界銀行 

WBCSD: World Business Council for Sustainable Development 世界経済人会議 

WEACT: Worldwide Energy Efficiency Action through Capacity Building and Training  

WEC: World Energy Council 世界エネルギー会議 

WEEA:World Energy Efficiency Association 世界省エネルギー協会 

WHO: World Health Organization 世界保健機構 

WMO: World Meteorological Organization 世界気象機構 

WSSD: World Summit on Sustainable Development 

 持続可能な開発に関する「環境開発サミット」 

WTO: World Trade Organization 世界貿易機関 

 

Z 

ZERI: Zero Emission Research Institute 

ZEB: Zero Energy Buildings 

ZEH: Zero Energy Houses 

ZD: Zero Defects不良品撲滅運動 

 


