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【個別特集】省エネルギー 
 
開発途上国におけるエアコンのエネルギー効率と CDMの役割 

(IEAレポート第 3回) 
 

編集部注：図表の番号は全篇の通し番号である。 
 
4. エアコンのエネルギー効率向上に対する障壁と対策 
4.1. 電化製品普及への障壁とそれを克服する方策についての概説 
省エネ製品の普及に対する一般的な障壁について、表 3に示した。この表は省エネ型照
明に関する障壁を分析するために作成したものだが、その他の機器にも応用できるものと

考える。 
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表 3 途上国における省エネ製品普及に対する主な障壁 
障壁の種類 内容 

政策障壁 a) 最終消費者に対する省エネ推進取組みを実施する上で、組織的な
能力の欠如（特に国レベル） 

b) 財政政策に省エネ技術が考慮されていない 
c) ほとんどの最終消費機器について最低エネルギー性能が（仮にあ
ったとしても）、十分でない 

d) 原価割れの電力料金および不十分な料金回収 
財政障壁 a) 電化製品の市場価格に対する過剰反応 

b) 製造業者の省エネ投資に対する財政インセンティブの欠如 
c) 省エネ製品を市場に普及させるメカニズムや財政インセンティ
ブの欠如 

d) 財政支援策のズレやインセンティブ分裂1（多くの場合、省エネ

投資の意志決定者は最終利用者として電気代を支払う人々では

ない。） 
事業活動・企業経営

障壁 

a) 省エネ製品の市場デマンドに製造業者側が確信を持てないこと 
b) 省エネ製品の開発やマーケティングに対する中小製造者のリソ
ース（人的、技術的および資金的）不足 

情報障壁 a) 家庭で消費される最終電力についての意識が低く、そのため政策
決定者や消費者の省エネの可能性に対する意識が低いこと 

b) 省エネにつながるエネルギー効率向上に関する正確な情報の不足
c) 最新省エネ設計や省エネ型照明の製造に関する情報の不足 

技術障壁 a) 最新技術に対する製造業者の限られたアクセス 
b) 政府系研究所や製造業者における省エネをめざす応用研究開発
の欠如 

c) 省エネ型照明システムをテストする相応な設備と職員を有する
独立系試験所の不足 

d) 省エネテストに関する技術者の経験不足 
慣習障壁 a) 新しい機器に対する信頼感の欠如 

b) エネルギーを消費する機器の設計、選択、操業において現状維持
を図ろうとする地元の慣習や行動 

 
各障壁の影響は、その国の技術、財政、政治状況によって異なる。さらに、国内レベル

の障壁もあれば、国家間にまたがる障壁もある 2。 
 電力料金の抑制やインセンティブ分裂といった障壁は、国内の制度的な問題であるため、

                                                 
1 例えば、新築建造物の所有者がエネルギー効率改善のための設備を導入したとしても、省エネの受益者はテ
ナントとなるため、オーナー側への初期投資のインセンティブが足りない、というような、実施者と受益者

が一致しない状態をいう。 
2 Ellis, J. and Kamel, S., 2007, Overcoming Barriers to Clean Development Mechanism Projects, 

OECD/IEA Information Paper COM/ENV/EPOC/IEA/SLT(2007)3 を参照のこと。 
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障壁除去政策を立案し対策を実施することは、より困難である。しかし、財政や情報、技

術に関する障壁は、市場の変革を促す財政的あるいは技術的な対策を通じて取り除くこと

は可能だろう。 

 

 1991年から2000年にかけて、GEF（地球環境ファシリティー）は開発途上国および経
済移行国12ヵ国において、省エネ製品（照明、冷蔵庫、産業ボイラー、冷却装置）の市場
を促進させるプロジェクト8件を承認した。総事業費は5億2,000万ドル（そのうちGEFの
拠出金が9,000万ドル、他のドナー、すなわち国際機関、他国政府、民間企業からの資金
調達が4億3,000万ドル）だった。これらのプロジェクトでは、省エネ製品の市場を持続さ
せる上で妨げとなる、供給サイドおよび需要サイドの障壁を取り除く複合アプローチが用

いられた3。 
 
 表4は、GEFの枠内で実施されたいくつかのプロジェクトを示したものである。多くの
場合、GEFの資金は政府職員の能力開発やラベリング制度、技術移転に投下され、省エネ
製品の市場拡大に貢献した。しかし、中には、先端技術の移転をめざしたものの、資金不

足や知的財産の保護が不十分などの理由により、期待したような成果に達しなかったプロ

ジェクトもあった。 
 

表 4 家電のエネルギー効率に関する GEFプロジェクト例 
プロジェクト 

（GEF評議会の承認年） 
実施機関 
予算 

詳細／提案 

省エネ照明パイロットプ

ロジェクト、メキシコ 
（1991） 

世界銀行 
GEF資金：770万ユーロ 
総予算：1,780万ユーロ 

DSM 電力プログラム4を実施し、住居居

住者向けに大量調達した CFL（コンパク
ト蛍光灯）を販売した。 

産業ボイラーの効率化、中

国（1996） 
世界銀行 
GEF資金：2,550万ユーロ 
総予算：7,820万ユーロ 

入手しやすい価格の産業ボイラー設計を

技術移転により開発、大量生産し、中国

全土で販売した。 
省エネ型ノンフロン冷蔵

庫の商業化、中国（1998） 
UNDP 
GEF資金：770万ユーロ 
総予算：3,170万ユーロ 

中国メーカーによる省エネ型冷蔵庫の設

計、生産、販売を支援すると共に、教育、

マーケティング、インセンティブの付与、

ラベリング制度を通して需要を喚起し

た。 
電力の効率化、タイ 
（1991） 

世界銀行 
GEF資金：740万ユーロ 
総予算：1億 4,700万ユーロ

国営電力会社（EGAT）による DSM5ヵ
年電力プログラムを実施した。 

（Birnera, S. and Martinot 2005） 
 

                                                 
3 Birnera, S. and Martinot, E., 2005, Promoting energy-efficient products: GEF experience and lessons 

for market transformation in developing countries, Energy Policy 33 (2005) 1765-1779 を参照のこと。 
4 デマンドサイド・マネジメント。電力会社側と需要家側が協力して、社会・需要家にとっても電力会社にと
っても望ましい需要（負荷のパターン・大きさ・品質）にしていく仕組み。 
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4.2 途上国における省エネ型エアコン普及に対する障壁 

 省エネ型エアコンの普及に対する障壁と対策について、エアコン製造能力のある国（中

国）とない国（ガーナ）の 2種類の国を調査した。製造能力のある国では、財政面や事業
活動、経営面での障壁が、政策や情報技術における障壁よりも省エネ型エアコンの普及を

妨げる要因になりがちである。（開発の遅れた国では、後者の方が大きな障壁となる。） 
 

 解決へと導く策として、現在の障壁を軽減するにあたってのCDMの役割を研究した。こ
こでは、CDMを「個々のプロジェクトが創出する排出枠（＝CER：Certified Emission 
Reductions）を売ることで資金を得るメカニズム」と捉える。こうした収益は、現在はプ
ロジェクト出資者と実施者の手元に渡り、例えば中国では、特定の種類のプロジェクトに

税金が課されている。これは、政府がCERの売り上げの一部を受け取っていることを意味
する。 
 本レポートでは、政府がCDMの事業収益（の一部）を受け取ることは変わらないだろう
と推定する。したがって、そうした収益が省エネ製品への投資に向けたインセンティブ付

与に使われる、といったことも考えられる。 
 

4.2.1 ガーナの障壁 
 ガーナのように、自国にエアコン製造能力のない国は、他国から製品を輸入しないとな

らない。このような国では、表 3で挙げられた政策や情報技術面での障壁が、省エネ製品
普及の阻害要因となる。 
 
第3章ではガーナで省エネ型エアコンが普及する可能性が高いことを浮き彫りにしたが、
現在に至るまで、この可能性は具現化していない。「ガーナにおける省エネ型エアコンに

関するCDMプロジェクト設計計画」が指摘したところでは、政府側に機器の標準規格制度
を導入する能力が欠けていることが、省エネ製品の普及を妨げる要因になっている。これ

は、政策立案者や様々な政府機関（税関など）の職員、輸入業者、流通業者、消費者が満

足に教育を受けていないことが原因である。また、製品の省エネ性能に関する正確な情報

はラベリング制度の実施に不可欠であることから、CDMプロジェクトの実施には、最新の
省エネ製品をテストする十分な能力も必要不可欠である、と述べられている。ラベリング

制度がないと、消費者や小売業者、税関などの政府職員に対し、省エネの有効性に関する

適正な情報を届けることができない。ガーナ政府は、標準化やラベリング制度を実施する

政策的メリットを承知しているものの、こうした策を実施するには財政資金が足りない。 
 
 図15は、ガーナ市場で販売されているエアコンのエネルギー効率性能と価格（USドル）
の関係を示したものである。太い縦棒は、最低エネルギー効率値（EER=2.8）を示す。エ
アコン価格はEERの上昇に従って上がるものではないため、より省エネ性能が高い製品を
購入しても、消費者は追加料金を支払う必要はない。しかし、ガーナでは最低EERよりも
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低いエアコンが市場の大半を占める。これは、税関職員や一般国民に対する情報提供が依

然として不十分なためである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 ガーナにおける対策の可能性 

 ガーナでは、最低EER(2.8)の強制力を強化するために、設備の充実した試験機関の設立
や税関や試験機関などの政府職員の能力開発といった策の導入が提案されている。このよ

うな省エネ製品の普及策が実現する可能性は、他の開発途上国で行われているGEFプロジ
ェクトがもたらした効果を評価することで、予想が可能である。 

1993年、タイの国営電力会社(EGAT)が包括的なDSM(デマンドサイド・マネジメント) 5
ヵ年計画を打ち上げた。EGATはまず新たにDSM室を立ち上げ、DSM室がエネルギー効
率向上に向け様々な市場介入を考案、実施するのを支援した。DSM室の職員が訓練された
後は、同室は本計画の遂行にあたり強い指導力やイニシアティブを発揮し、このことが成

功に結びつく大きな要因となった5。この計画は、ラベリング制度が政策障壁だけでなく、

恐らく技術障壁に対しても有効だったことを証明した。GEFの資金は、省エネ製品の普及
に従事する政府職員の技術的な能力強化に、有効に活用された。したがって、ガーナに提

案されていたCDMプロジェクト（その収益は公的介入に利用できただろうと推測される）
は、ガーナ政府職員の能力強化、すなわち省エネ製品に関して一般国民を啓蒙する土台づ

くり、につながっただろうと考えられる。 
 
 第2の例は、中国で省エネ家電に関する情報を普及させるにあたり、いかにGEFプロジ
ェクトが効果的だったかを示す。このプロジェクトは、消費者が省エネ型冷蔵庫のメリッ

トを理解できるように教育プログラムを実施し、小売業者が省エネ型冷蔵庫の在庫を確保

                                                 
5 Birnera, S. and Martinot, E., 2005, Promoting energy-efficient products: GEF experience and lessons for 

market transformation in developing countries, Energy Policy 33 (2005) 1765-1779 を参照のこと。 

図 15 ガーナで販売されたエアコンのエネルギー効率性能と価格 

(UNFCCC 2006) 

 
全エアコンの購入価格とエネルギー効率 
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するようにインセンティブを与え、消費者が店頭の各モデルについて正確な情報に基づき

比較できるように全国統一ラベリング制度を制定し、そして様々なモデルを比較すること

の出来る国家的基準を創設するものであった6。 
ガーナのCDMプロジェクトでは、情報は消費者と同時に政府職員にも普及されるべきと

されたが、中国の例は、まさにガーナの政策決定者、いくつもの政府機関（税関など）、

輸入業者、流通業者、消費者の間に現存する情報面の障壁を緩和させるプロジェクトの有

効性を示したものである。 
 
こうした成功事例から、途上国で省エネ製品の普及プロジェクトを実施する上で、支援

機関からの資金が必要不可欠な要素だとわかる。これらの資金は、途上国に現存する政策

や情報面あるいは技術面での障壁を克服する財源を提供するものである。途上国で以上の

ような対策を実施するためには、小型だが広く普及するという家電の特徴を考慮すると、

CDMの新しいプログラム的アプローチが効果的だろう。 
（次号に続く） 

 
出典：http://www.iea.org/Textbase/Papers/2007/Energy_Efficiency_Air_Conditioners.pdf 

 
翻訳：京 希伊子 

 

                                                 
6 上記注 5参照。 


