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【省エネルギー特集】過去 1年間の掲載記事レビュー  
 

世界の省エネルギーへの取組状況 
―「NEDO海外レポート」過去 1年間の掲載記事レビュー― 

 
NEDO技術開発機構 情報・システム部 

NEDO海外レポート1 では、これまでに欧米を中心とした世界各地での省エネルギ
ーへの取組を、テーマ特集や一般記事として適宜掲載してきた。過去 1年間では約 25
件の省エネルギー関係の記事を掲載してきたが、本稿では、それらの記事の概略を改

めて紹介することにより、世界での省エネルギーへの取組状況を概観する。 
 
 
 
 
 
 
  
1．米国での省エネルギーへの取組状況 
（1）自動車部門 
○自動車の省エネ技術およびその省エネ効果2    
米国は、世界一の自動車大国であり、自動車によって膨大なエネルギーが消費さ

れている。例えば、国際エネルギー機関(IEA)の発表している統計値(IEA Energy 
Statistics) によると、世界全体の「運輸部門でのガソリン等の石油製品の消費量（ほ
とんどが自動車用燃料としての消費量）」約1,800Mtoe の3 分の1 が米国で消費さ
れており、人口一人あたりの消費量も、IEA 加盟国（先進諸国）平均値の約2倍、
日本の約3 倍である（図1 参照）。 

 
 
 
 

 
 
 
図 1 自動車での燃料消費量
(2003年) 

 

                                                  
1 「NEDO海外レポート」のトップページ：http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/index.html 
2 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/991/991-02.pdf 
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米 国 エ ネ ル ギ ー 省 (DOE) と 環 境 保 護 庁 (EPA) が 共 同 で 開 設 し て い る
“fuel-economy”のweb サイト では、自動車が如何に非効率的（投入エネルギー
の15％程度しか有効に用いられていないこと）であるかをわかりやすく図示（図2
参照）した上で、エネルギー効率を向上させるためにどのような対策技術があり、

それらの技術を用いることによって、どれだけエネルギー効率が向上するか、また

それによりどれだけの経済的な便益があるかを提示しており、NEDO海外レポート
ではその掲載内容を紹介した。 

 
 
 
 
 
（出典： 

”fuel-economy” 

のweb サイト) 

 

 
 
 
 
○家庭用自動車のエネルギー消費 最新のデータと傾向（米国）3   
米国DOEの EIA（エネルギー情報局）が発表した報告書「家庭用自動車のエネル

ギー消費－最新のデータと傾向」より、米国で家庭用自動車によるエネルギー消費

実態を紹介した。この報告書では、1983 年から現在および近い将来までの家庭用自
動車のエネルギー消費などを評価している。具体的には、世帯あたりの自動車保有

台数および車種、世帯あたり／自動車あたりの年間走行距離、燃料の消費量および

消費された燃料の種類、燃料に支払われた金額・総支出および燃料効率などである。 
分析結果によると、消費者に好まれる自動車は、過去15 年から20 年の間に、よ

り重く、力強く、速い自動車へと変化している。より強力なエンジンが搭載される

ようになっており、エネルギー性能（1,000 マイルの走行に必要な燃料ガロン数ま
たは100km の走行に必要な燃料リッター数）は全般的に例外なく向上している（図
3参照）。 
 
 
 
 
 

                                                  
3 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/979/979-05.pdf 
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(出典：Environmental Protection Agency, Fuel Economy Trends 2004) 
図 3 普通自動車(新車)の馬力と道路走行時の燃費(1975年式～2004年式) 

 
○その他の自動車の関係の省エネの取組 

トラック運転者がアイドリング削減設備（TSE）のあるトラック駐車場を見つけ
やすくする、インターネットで利用できる新しい電子地図システムを紹介した4。ト

ラック運転手はアイドリング削減設備付トラック駐車場で長距離用トレーラトラッ

クにプラグを差し込むことができ、それにより、運転手達は国で定められた必要な

休息時間を取る間、ヒーターやエアコン、および冷蔵庫やテレビ等の電気機器を使

用できる。燃料の大幅な節約と同時に大気汚染も減らすことができる。 
また、マサチューセッツ工科大学（MIT）の研究チームが取り組む、小型ガソリ

ンエンジンについて紹介した5。このエンジンは、一般的なエンジンの半分の大きさ

でありながら同等の性能を持ち、現在のハイブリッド・エンジン・システムに匹敵

する燃料効率を格段に低いコストで実現することを目指している。 
 
（2）産業部門 
○DOEが200工場での省エネルギー評価を実施（米国）6    
米国エネルギー省（DOE）は、「Save Energy Now」の中心的な取り組みとして

米国で最もエネルギー消費量の多い製造工場に同省のエネルギー専門家を派遣し、

200にのぼる省エネルギー評価を実施している。主にスチームシステムとプロセス加
熱システムに重点を置いており、これらのシステムで消費されるエネルギーは、米

                                                  
4 アイドリング削減設備付きトラック駐車場を探す新電子地図（米国）   

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/979/979-02.pdf 
5 高効率で低コストの自動車用小型エンジン（米国）   

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/989-13.pdf 
6 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/979/979-01.pdf 
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国の産業部門で消費されるエネルギーの80%近くを占める。 
これまでに行われた評価実施の状況と報告書についてはDOEのURLに掲載され

ているが、2006 年5 月22 日時点の状況は下記のとおりである。 
・結果が報告されている評価の数：50 件 
・節減の可能性がある天然ガスの総量：年間14.9 兆Btu 
この量は一般的世帯207,234 戸で消費される天然ガスに相当 
・節減の可能性があるエネルギー総費用：1 億5,270 万ドル 
NEDO海外レポートでは、このプログラムの概要を紹介すると共に、3M 社、ア

ルコア社、デュポン社、J.R. Simplot 社、ウェアーハウザー社など過去に実施され
た評価の事例を紹介した。 

 
○米国の産業分野での省エネへの取組：産業技術プログラムITP7    
米国における産業分野でのエネルギー消費量は総エネルギー消費量の3 分の1 を

占めている（図4参照）。NEDO海外レポートでは、米国での産業分野でのエネルギ
ー消費状況や課題を示した上で、エネルギー省(DOE)の産業技術プログラム(ITP) で
の省エネ技術開発への取組状況やその成果等（図5参照）を紹介した。 

ITP は、エネルギー効率向上技術とその運用方法に関する研究開発や検証、普及
を組み合わせたプログラムを通して、米国の産業部門におけるエネルギー強度を改

善させることを目的としている。産業界や多くの関係者と協力し、海外からの輸入

燃料への依存の削減、環境への影響の削減、再生可能エネルギーの利用の促進、競

争力の強化、また米国の労働者や家族、社会における生活の質の向上などの問題に

取り組んでいる。 
 

 
 
 
（３）業務部門・家庭部門  

                                                  
7 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/991/991-03.pdf 

図 4 米国の部門別エネ 

ルギー消費量内訳 
図 5 ITPの主な実績 
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出典：US DOE 2005 
図 6 家庭における主なエネルギー 

最終用途の内訳 

○米国のグリーンビルディング評価制度8    
米国建築業界を中心とする民間企業によって組織・運営されている「米国グリー

ンビルディング協議会（USGBC）」が推進しているグリーンビルディング評価制度
LEEDを紹介した。この評価制度では、ビル等の建築物が環境改善にどの様に貢献
しているかの指標を明確にし、それに基づく対象建築物の点数方式による評価を行

っている。これにより、省エネ対策による環境負荷の少ない建築物の普及を促すの

みならず、飲料水の使用量の削減、代替エネルギーの導入、建築材料の有効利用、

室内環境の品質改善（快適性）といった観点からの評価も点数化し、経済的効果や

健康・安全面の改善、更には地域住民の利益にも貢献することを狙っているもので

ある。 
 
○米政府がデータセンターの省エネ法案に向けた調査を開始9    

IT 産業の発展による電力需要の増大は、既に十年以上前から問題となっていた。
近年では、IT 機器開発における省エネは市場戦略上も無視できないものとなってい
る。特にインターネットが急速に普及している現在において、データセンター（顧

客のサーバーを預かり、インターネットへの接続回線や保守・運用サービスなどを

提供する施設）の消費電力の急増が改めて問題視されてきた。そのような背景を踏

まえ、米国政府がデータセンターにおけるエネルギー消費効率に関する調査を行う

ことを紹介した。 
 
○大きな節約につながる家庭の省エネ10    
家庭のエネルギー効率に関するパートナ

ーシップ（PHEE）が発表した年次報告書か
ら、米国での家庭でのエネルギー消費状況

（図6参照）を紹介した。この報告書による
と、2005 年は建築技術の進歩とエネルギー
効率の向上により戸建てと共同住宅を合わ

せて32 万5 千世帯以上でエネルギー効率が
改善し、消費者の節減額は1 億5 千万ドル近
くに上っている。 
住宅部門は米国のエネルギー消費のおよ

そ21%を占めている。住宅部門では多くの電
気と天然ガスが消費されており、これらは

米国の温室効果ガス排出量の約17%を占め
る。住宅の効率性が高まると同時に、より

大きな省エネ成果が上がるようになってい

                                                  
8 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/979/979-03.pdf 
9 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/984/984-11.pdf 
10 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/991/991-04.pdf 
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る。より省エネ効果の高い製品を購入し、住宅の気密性を高めて断熱材を使用する

など、住宅の費用効果を高めることによって多くの世帯が光熱費を20～30%節減す
ることに成功している。 
またこの報告書では、エネルギー省（DOE）、住宅・都市開発省（HUD）および

環境保護庁（EPA）が取り組むエネルギー効率改善の進捗状況などについても報告
している。 
 
○その他の業務・家庭分野の省エネへの取組   
米国エネルギー省とカリフォルニア州エネルギー委員会によって資金提供された

エレクトロクロミック（EC）窓ガラス・プロジェクトを紹介した11。切り替え可能

な可変色調エレクトロクロミック(EC)窓ガラスは、太陽熱入射を調節できるため、
省エネ効果が期待できる。 
  また、DOE が固体素子照明(SSL)の製品開発のためのコスト共有プロジェクト5 
件に合計700 万ドルを提供（開発資金は企業拠出金との合計で1000 万ドル）する
ことを紹介した12。固体素子照明は、発熱を伴わずに発行するため、一般照明システ

ムの効率を2 倍以上にする可能性を持っている。 
 
 
2．欧州連合（EU）での省エネルギーへの取組状況 
 
○EUの省エネ戦略「如何にしてより少なく、かつより良く消費するか」13   
原油価格の高騰、さらには2030 年までにはエネルギー需要の70%を輸入に頼らな

ければならなくなるという展望から、欧州連合（EU）では、エネルギー消費の削減
が大きな課題となっている。欧州委員会（EC）は2006年6 月にエネルギー効率に関
するグリーンペーパー「如何にしてより少なくかつより良く消費するか」を採択、

省エネルギーを優先課題とする姿勢を鮮明にした。 
現状のままではエネルギー消費が増え続けるのは不可避で、何も手を打たないと

すると、EU のエネルギー消費は今後15 年間で10%増加すると予想される。EC は、
こうした傾向に歯止めをかけるべく、グリーンペーパーで、2020 年までにエネルギ
ー消費を20%削減するための方策を提案している。 

2020 年までにエネルギー消費を20%削減するということは、年600 億ユーロあま
りの節約につながり、各家庭は200～1,000 ユーロ/年の支出を削減できることにな
る。CO2 の排出量も50%近く削減できる可能性がある。 

EC は、20%のエネルギー消費削減のうち10%は、EU の省エネルギー関連法規の完

                                                  
11 エネルギー効率の良いエレクトロクロミック窓（米国）   

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/996/996-15.pdf 
12 米国エネルギー省は固体素子照明の製品開発に700万ドルを助成（米国）   

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/980-17.pdf 
13 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/972/972-11.pdf 
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全実施によって実現できるとしている。残りの10%に関しては、運輸、建設、家庭
といった分野での新たな方策の実施によって実現するとしている。 

 

○その他の欧州での省エネへの取組   
「省エネ型社会の実現：分散型発電の展望」というタイトルのEU報告書を紹介し

た14。今日発電されている電力エネルギーの大半は、化石燃料や原子力などの大型集

中発電所で発電され、エネルギーは長い距離を経て消費者に送電・配電される。こ

のようなシステムには、輸入燃料への高い依存度、温室効果ガスや他の汚染物質に

よる環境への影響、伝送損失、送電／配電所の整備や交換を継続的実施などの欠点

がある。それに対し、分散型発電システムでは、数多くの小さいモジュール式エネ

ルギー変換設備が最終需要地に近い位置に存在しており、それぞれ独立運転するこ

ともできるし、電力系統に連系することもできる。この報告書では将来の分散型電

源モデルとして、次の三つの概念モデルが提示されている。1）マイクロ（もしくは
ミニ）グリッドモデル、2）情報通信技術(ICT）に支えられるアクティブネットワー
クモデル、3）「インターネット」モデル。 
また、ピンチテクノロジー及び複数プラント連携による省エネの先進事例につい

て、NEDO省エネルギー技術開発部が行ったEU三ヵ国（英国、ドイツ、ポーランド）
への訪問調査、およびポーランド政府と日本が合同で開催した省エネセミナーの概

要について紹介した15。 
 
 
3．各国での省エネルギーへの取組状況 
 NEDO海外レポートでは以下に示すように、米国、EU以外に、欧米ではフランス、
ドイツ、イタリア、スウェーデン、カナダ、アジアでは中国、インドネシアでの省エ

ネルギーへの取組状況についての記事を掲載してきた。 
 
（1）欧州・カナダ 
【フランス】 

2006年より始まった省エネ証書（ESC）制度の概要を紹介した（図7参照）16。政

府が、供給義務者（電力、ガス、LPG、熱、冷熱供給者）が満たすべき省エネ目標
を定め、義務供給者は目標を満たすために、自ら省エネ行動を取るか他者からESC
を購入する必要がある。 

                                                  
14 省エネ型社会の実現：分散型発電の展望（EU） http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/979/979-04.pdf 
15 EU三ヵ国省エネルギー技術開発動向調査(ポーランド/英国/ドイツ)(NEDO省エネ部)   

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/987/987-12.pdf 
16 フランスの「白い証書」－省エネ証書－の概要（NEDOパリ事務所）   

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/991/991-01.pdf 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1002号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1002/
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図 7 フラン
スの ESC制
度の概観 

 
 
 
 

【ドイツ】 
ドイツ政府は2007 年後半までに「長期エネルギー戦略」を作成する方針であり、政

府は同戦略の作成に向け、関連業界や団体の代表が集まって定期的にトップ会談を開

催しており、2006年10 月に行われたトップ会談では、今後のエネルギー政策におい
て『エネルギーを効率的に利用して省エネルギーを促進させること』が中心課題であ

ると強調されたことなどを紹介した17。 
  
【イタリア】 
首都ローマ市の市評議会が決定した省エネ・新エネに関する建設規定を紹介した18。

この規定では、断熱のために壁の厚さが増大され、建物のエネルギー効果を最良にさ

せるために使われる建築部分は非課税となるなどいくつかの非課税優遇措置を設けて

いる。本決定は、ローマの歴史的中心地を除くローマ市の全土地内の新建築物に適用

される。 
 

【スウェーデン】 
スウェーデンにおいても、北欧電気市場における電気代の高騰傾向や、将来に予測

される石油不足によるエネルギー供給への不安などから、省エネが奨励されている。

省エネへの取組で注目される「暖房不要住宅」（ヨーテボリ市郊外の20 戸）を紹介し
た19。この暖房不要住宅では、壁や窓の断熱化、人間や家電からの放射熱の利用、太陽

熱利用システムなどが採用され、入居後の電気代・暖房代のコストが約3 分の1 から4 
分の1 程度になっていると報じられている。 

                                                  
17 強化される省エネルギー政策（ドイツ）  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/991/991-07.pdf 
18 新エネと省エネ利用のためのローマ市条例（イタリア）  

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/975/975-12.pdf 
19 スウェーデンにおける暖房不要住宅（スウェーデン）  

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/975/975-18.pdf 

ESC取引 ESC取引 
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また、スウェーデン・エネルギー庁は、エネルギーに関する新技術の実用化促進の

ために「技術購入プログラム」と名づけられた支援を行っている。技術購入プログラ

ムのうち省エネ製品として商品化が成功した例として、窓、冷蔵庫／冷凍庫、空調ユ

ニット、小規模太陽暖房システム、水道蛇口を紹介した20。 
 
【カナダ】 
カナダでは連邦府機関であるエネルギー効率局(OEE)が省エネルギー対策において

中心的な役割を果たしている。「EnerGuide」プログラム、R-2000 基準報奨制度の
一つ、カナダ・エネルギー効率賞などOEEの活動を紹介した21。 
 
（2）アジア 
【中国】 

2006年3月の全国人民代表大会（全人代）で温家宝首相が第十一次五ヵ年計画期間
中のエネルギー源単位20％削減目標を打ち出して以来、目標達成に向けて、政府およ
び全国人民代表大会等関係機関は様々な側面からのアプローチを図っている。この削

減目標値は、あくまでトップダウンで決定された政治的な号令である。この目標達成

に向けての、エネルギー多消費産業を対象とした省エネルギーの徹底、省エネルギー

法の改正、エネルギー法の立法準備等、最近のいくつか目立った取り組みについて紹

介した22。 
 
【インドネシア】 
インドネシアCDM の急速かつ具体的な展開を背景とし、2006 年9 月、NEDO は

インドネシア環境省、同エネルギー・鉱物資源省および世界銀行とともに代エネ・省

エネCDM ワークショップ（RENEWABLE ENERGY/ENERGY EFFICIENCY AND 
THE CDM）を計画、開催した。NEDO海外レポートではそのワークショップの開催
結果の概要を報告した23。 

（NEDO情報・システム部 林 欣吾） 
 

                                                  
20 技術購入プログラムで開発された省エネ製品（スウェーデン）   

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/991/991-05.pdf 
21 カナダにおける省エネルギーへの取組状況   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/991/991-06.pdf 
22 中国の省エネルギーの最新情勢2006(NEDO北京事務所)   

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/981-13.pdf 
23 世銀-NEDO共催代エネ・省エネCDMワークショップ開催報告（インドネシア）（NEDOジャカルタ事務所）   

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-10.pdf 
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