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【再生可能エネルギー】太陽光発電 太陽熱発電 海水淡水化 送電網 MENA 
 

地中海ソーラープラン・バレンシア会議出席報告 
 

NEDO 欧州事務所 鈴木 剛司 
 
1. はじめに 

筆者は 2010 年 5 月 11、12 日の両日、スペイン･バレンシアにおいて開催された「地

中海ソーラープラン・バレンシア会議（Valencia Conference on the Mediterranean 
Solar Plan）」に出席した。本会議では、2010 年上半期の EU 議長国を務めるスペイン

の産業観光商務省のオーガナイズのもと、欧州連合（以下 EU）や中東・北アフリカ諸

国（Middle East and North Africa、以下 MENA）の関係者が参加し、地中海ソーラー

プラン（Mediterranean Solar Plan、以下 MSP）の現況や課題についてプレゼンテー

ションや議論が行われた。本稿では、その会議内容等に基づき、MSP の概要を報告す

る。 
 

2. 要約 
「地中海ソーラープラン」とは、2008 年 7 月にパリで正式に発足した「地中海連合

(Union For the Mediterranean、以下UfM)注1」のフラグシップ・プロジェクトのひと

つであり、（MENA諸国を含む）地中海沿岸地域における豊富な再生可能エネルギーの

ポテンシャルを最大限に活用し、大規模エネルギープラント建設を実現する構想であり、

「2020 年までに 20GW」という目標を掲げている。また、グリーン電力を地中海沿岸

地域において利用するだけでなく、欧州諸国にも輸出するために必要なインフラを構築

し、EUとMENA諸国の連携によりグリーン電力の利活用やエネルギー効率向上といっ

た気候変動対策の推進を図ることもMSPのスコープには入っており、欧州・地中海沿

岸諸国におけるエネルギーのセキュリティ向上、産業・市場の活性化、技術移転等の効

果が期待されている。 
 

MSP のスケジュールとしては、パイロット・フェーズ（2009 年初～2010 年末）を

経て、次ステップである MSP の大規模展開（2011 年初～2020 年末）という計画が掲

げられており、現在は比較的小規模な再生可能エネルギープロジェクトを構築するパイ

ロット・フェーズにある。現況は（当初のスケジュールを鑑みると若干の遅れが見受け

られるが）、多数のパイロット事業のプロポーザル案件の中から有力候補プロジェクト

のスクリーニング作業が進行している状況であり、第 2 フェーズにつながる今後のパイ

                                                 
注1 地中海連合（UfM: Union for the Mediterranean）とは、EU 加盟国と地中海沿岸諸国による共同体であ

り、バルセロナ・プロセスを基礎に、欧州理事会の承認を経て（2008 年 3 月）、同年 7 月 13 日にパリで初

めての首脳会議が開かれ正式に発足した。 なお、「Union For the Mediterranean」の訳としては、原語に

忠実に、そして構想が立ち上げられるまでの経緯等を反映して、「地中海のための連合」と訳されることも

あるが、本稿では広く報道等で用いられている「地中海連合」を訳語とする。 
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ロット・プロジェクトの展開が期待されるところである。 
  

MSP のプロジェクト実現に向けての課題は、事業を技術的かつ経済的にフィージブ

ル（実現可能）にするための、 
 
①再生可能エネルギー・省エネルギー技術（太陽エネルギー（PV、CSP）、風力、 
バイオマス等） 

②法的枠組み（フィード・イン・タリフ制度（FIT）・再生可能エネルギー使用義務 
制度（RO））のような政策ツール、また効率的な事業実施を可能にするような許 
認可にかかる法手続きの整備など） 

③ファイナンスの仕組み等 
 
であり、プロジェクト実施国（地域）の環境に合った技術や政策ツールを採用すること

が重要となる。 
 

そのような観点から、パイロット・プロジェクトでは、技術のみならず法的枠組みや

ファイナンス形態、ビジネス性のフィージビリティの観点からの分析・検討が行われる

が、このような事業を通じて得られた知見をもとに、大規模プロジェクト実施地域の実

情に最適なアプローチによって 2011 年以降の第 2 フェーズへの拡大へと移行する予定

であり、早期の具体的なパイロット（レファレンス）プロジェクトの実施が期待される

ところである。 
  

3. バレンシアMSP会議概要 
バレンシアMSP会議は大きく、以下のセッションから構成され、主にMSPの概要、

推進のための手段（技術、政策・法規制、ファイナンシング・投資環境）等について、

講演が行われた注2。 
 

SESSION 1: 地球海沿岸諸国における再生可能エネルギーおよびインフラに関する 
協同 

SESSION 2: 再生可能エネルギー技術  
SESSION 3: 法的枠組み、およびファイナンシング 

 
開会に際しては、スペイン産業観光商務省の Pedro Marín Uribe エネルギー担当相

（State Secretary for Energy, Spanish Ministry of Industry, Tourism and Trade）、
Günter H. Oettinger 欧州委員会エネルギー担当委員（ビデオスピーチによる参加）ら

が MSP への期待や応援の言葉を語り、MSP 会議が開始された。 

                                                 
注2 会議アジェンダ、講演者についての詳細は、MSP 会議ホームページを参照のこと。 
 URL: http://www.mediterraneansolarplan-conference.es/index.php/idmenu.1034//lang.en 
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SESSION 1 では、まず MSP に対する MSP 参画国からの出席者（ドイツ、チュニジ

ア、エジプト、イタリア、モロッコ、ギリシャなどの国々からの政府関係者やエネルギ

ー管理機関等の関係者）が各国を代表する形で再生可能エネルギーの事業展開について

の意思が表明され、改めて MSP に対する各国のコミットメントが確認された。 
 
続いて、田中伸男IEA注3事務局長が、IEAによる将来的なエネルギー・温室効果ガス

排出量の推移に関する予測や再生可能エネルギーの普及の必要性、その効果を最新の

PVおよびCSPのロードマップ等の内容にもとづき説明注4、またHelène Pelosse IRENA
注 5 事務局長が昨年設立された世界で初めてとなる国際再生可能エネルギー機関

「IRENA」の概要を説明し、IEA、IRENAという世界を代表するエネルギー機関の代

表者から、再生可能エネルギー利用の重要性が語られるとともに、MSPへの協力・支

援が表明された。さらに、Philippe de la Fontaine Vive Curtaz欧州投資銀行（EIB）

副総裁からも、改めてEIBのMSPに対する協力の意思が語られ、さらに多くの協力

（MENA諸国自身からの積極的な支援を含めた広範なプレーヤーからの貢献）が得られ

るよう期待する旨のコメントが表明された。 
 
また、SESSION 2 では、パラレルセッション形式で、太陽エネルギー（PV、太陽熱）、

風力、省エネルギー・エネルギー効率の分野における利用可能な技術や市場化を目指し

て開発が進められている技術について、主に欧州の産業界・研究機関等の関係者によっ

てプレゼンテーションが行われた。 
 
さらに SESSION 3 では、主に行政関係者やレギュレーター（規制当局）、ファイナ

ンス分野の関係者から、それぞれの分野における課題や対処方針について講演、議論が

行われた。なお、会議出席者は、エネルギー技術・ビジネス分野の企業（電力企業や商

社等）、研究機関（等）、政府系機関（エネルギー担当省庁、規制当局等）、ファンド・

金融機関関係者等、多岐にわたり、またその国籍は、欧州・MENA 諸国のほか日系企

業からの出席者も見られた。 
 

 SESSION 1 ～ 3 における内容や MSP 関連機関の発表資料（出版物や Web 情報）

などにもとづき、MSP の概要について次節以降において述べる。 

                                                 
注3 国際エネルギー機関（IEA: International Energy Agency） URL: http://www.iea.org/  
注4 Photovoltaic (PV) and Concentrating Solar Power (CSP) Technology Roadmaps 
 URL: http://www.iea.org/papers/2010/pv_roadmap.pdf ; 

http://www.iea.org/papers/2010/csp_roadmap.pdf  
注5 国際再生可能エネルギー機関(IRENA: International Renewable Energy Agency) URL: http://irena.org/  
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       図 1 各国の MSP 会議出席者     筆者撮影 
 
4. 地中海ソーラープラン(MSP)の概要 
4.1 MSPの目的 

MSPは、MENA諸国において増加傾向にあるエネルギー需要への対応、新エネルギ

ーの利用拡大による気候変動対策、EU－地球海沿岸諸国におけるエネルギー・セキュ

リティの向上等を目的とした、再生可能エネルギー（ソーラー・エネルギーを主として、

風力やバイオマスを含む）による大規模エネルギープラントの建設構想であり、「2020
年までに 20GW」を目標とする計画である注6。規模の経済性（スケール・メリット）を

活かしたコスト競争力のある発電プラントや送配電網等のインフラ構築に関する計画

で、北アフリカの水需要に対処する淡水化プラントに対するエネルギー供給プラントも

視野に入っている。またMSPには、インフラ構築（地中海南岸から北岸への電力輸送

のためのグリッド等）のほか、エネルギー効率改善（建築、空調等のエネルギー需要側

の効率改善）やそのための技術移転等の活動も含まれており、産業の活性化や雇用の創

出といった効果も期待されている。 
 

欧州諸国にとっては、MSPを通じてエネルギー需要が増加傾向にあるMENA諸国に

おけるエネルギー事情の改善に貢献するとともに、省エネルギー技術を含めた技術移転、

キャパティビルディングに寄与することを目標としている。また、EU諸国が地中海南

岸地域からグリーン電力を購入することによって、「気候変動・エネルギーについての

政策パッケージ」に関する目標注7を達成するための一手段となる可能性があること注8

                                                 
注6 参考: 事業予算の規模については、複数の試算が紹介されているが、総額 800 億ユーロを超えるとしてい

るものがある（2008 年 11 月 MSP 会議情報）。また、発電プラントおよび送電に係る投資予想は、計 450 億

ユーロ（2010 年まで：10 億ユーロ、2010～2020 年まで：440 億ユーロ（内訳は、発電所: 390 億ユーロ; 送
電網: 50 億ユーロ））という情報もある（2009 年フランス エコロジー省プレゼンテーション資料）。 

注7 温室効果ガスの排出量を 2020 年までに 20％削減する（対 1990 年比）、EU 全体の最終エネルギー消費に

占める再生可能エネルギーの割合を 20％まで引き上げる、エネルギー効率を 20％向上する。しばしば、

“20-20-20”、“3×20”目標と称されている。 
注8 「気候変動・エネルギーについての政策パッケージ」の目標は EU 指令（Directive）で定められており、

EU 加盟国はこれにもとづいて各国で法律等を制定（改定）して目標達成を義務付けられることになる。こ
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や、  
欧州・地中海沿岸諸国におけるエネルギーのセキュリティ向上、産業・市場の活性化

（新規ビジネス・市場の創出）等も EU 諸国にとっての大きな利点になると考えられる。 
 

4.2 スケジュールと計画 
MSP の全体スケジュール、および第 2 ステップのパイロット・フェーズにおける即

時行動計画（IAP: Immediate Action Plan）の概要については、以下のとおりである。 
 

全体スケジュール 
  第 1 ステップ（～2008 年末）  : MSP の目標設定と組織化 
  第 2 ステップ（2009 年初～2010 年末） : パイロット・フェーズ 
  第 3 ステップ（2011 年初～2020 年末） : MSP の大規模展開 
 

即時行動計画（IAP） 
・再生可能エネルギーによる発電（IAP-REP: Renewable Energy Production） 

比較的小規模な再生可能エネルギー発電プロジェクト等に関する計画  
（PV: ≦ 20MW; 風力: ≦ 100MW; CSP: ≦ 50MW）、および大規模 CSP プラ

ント計画に関する研究・分析 
・送電（IAP-ET: Electricity Transport） 
地域・国間の送電網の接続に関する計画 

・エネルギー効率（IAP-EE: Energy Efficiency）  
建築物におけるエネルギー効率向上プログラム、照明の効率化、パッシブ空調注9

の実証事業 
・技術移転（IAP-TT: Technology Transfer） 
技術移転、教育・トレーニング機能の確立 

 
4.3 MSPの現状（プロジェクト応募状況など）注10 

現在（バレンシア MSP 会議開催の 2010 年 5 月時点）、MSP はパイロット・フェー

ズにあり、当初 MSP パイロット事業候補として挙げられていた 100 超の提案から現時

点では約 70 の提案にまで選別されており、その内訳としては  モロッコでは

Ouarzazate（ワルザザート）におけるプロジェクトなど 10 件以上、チュニジアのプロ

                                                                                                                                                 
の際、再生可能エネルギーに関しては、それを規定する指令「EU Directive on the promotion of the use of 
energy from renewable sources」の第 9 項（Article. 9）にもとづき、EU 加盟国はある一定の条件を満たし

た場合には、第三国から輸入し自国内で消費したグリーン電力分についてはその国の目標達成に“再生可能

エネルギー”としてカウントすることが可能となる。したがって、Article. 9 は MSP にとって非常に関連深

い条項となる。 
注9 建築手法や工夫によって自然エネルギーを最大限に活かし、快適性と省エネルギーの両方を実現するシス

テムのこと。 
注10 主に、「SESSION 1: 地球海沿岸諸国における再生可能エネルギーおよびインフラ」の要約等をもとに記

載。 
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ジェクト（10 件以上）、エジプト、トルコ（ともに 5-10 件）のプロジェクト等がある。 
参考: 国別情報（モロッコ太陽エネルギー発電統合プロジェクト） 
 

2009 年 11 月 2 日、モロッコ政府は「太陽エネルギー発電統合プロジェクト注11」

と称する大規模な太陽エネルギー発電開発プロジェクトを発表している。このプ

ロジェクトは、太陽エネルギー利用による発電設備を、5 つのサイト（Ain Beni 
Mathar, Ouarzazate, Sebkhate Tah, Foum Al Ouad, Boujdour）において合計

10,000 ヘクタールの敷地に建設するという計画で、発電容量を 2 GW（現在の総

発電容量の 38%に相当）とすることを目指す。2015 年に一部稼働を開始し 2019
年末までに完成予定、費用見積は 700 億ディルハム（90 億米ドル）注12。 

また、2010 年 3 月 11 日、フランス エコロジー・エネルギー・持続可能開発・

海洋省のジャン＝ルイ・ボルロー大臣は、フランス・モロッコ両国が、制度・技

術・財務面でのパートナーシップを結び、モロッコの太陽エネルギー計画を支援

する予定であることを発表している。第 1 回入札募集は、ワルザザート

（Ouarzazate）における設備総容量 500MW の複数の太陽エネルギー発電ユニッ

トの設置に関するもので、2010 年中に行われる予定である。 
  

4.4 再生可能エネルギー技術（太陽熱）注13 
近年、再生可能エネルギー利用技術のなかで、とりわけ地中海沿岸地域等の「サンベ

ルト」地帯において積極的な導入が進んでいる太陽エネルギー利用技術として、集光型

太陽熱発電（CSP: Concentrating Solar Power、以下 CSP）がある。CSP 技術は MSP
の中でも有望視されており、後述する CSP の技術的利点などから既にスペイン、アメ

リカ等で大規模 CSP 商用プラントが運営されており、今後のさらなる普及が期待され

ている。 
 

CSP の主な特徴としては、大規模発電システムに適していること、畜熱や従来の火

力発電と太陽熱発電とを結合したシステム（ISCCS）を構築することによって電力の安

定供給が可能であることなどが挙げられ、（日照時間や湿気等の環境条件やフィード・

イン・タリフなどの法制度等の投資環境に依存することは言うまでもないが、<将来的

                                                 
注11 （仏語）Projet integra de production electrique solaire、（英語）Integrated Solar Energy Generation 

Project  
参考：http://www.mem.gov.ma/Ministre/ONE%20eng.pdf ; 

http://www.one.org.ma/FR/doc/pres/ONE_eng.pdf 
注12 参考 : 在モロッコ王国日本大使館情報など

http://www.ma.emb-japan.go.jp/pdf/keizainisshi/Keizainisshi200911.pdf 
注13 MSP では、前述のとおり目標として再生可能エネルギーの容量規模として 20GW を掲げているが、その

内訳として PV が 3～4GW、風力が 5～6GW、CSP が 10～12GW になると展望する見方もあり、CSP の注

目度は高い。（http://www.epia.org/policy/international/mediterranean-solar-plan.html）  
また、太陽熱の利用については、技術的開発や市場面での開拓の余地・チャンスが大きいと思われることな

どから、CSP 技術に関するセッションに出席した。以下、その「SESSION 2: 再生可能エネルギー技術（太

陽熱）」の要旨等をもとに記載する。 
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な展望として>）コスト競争力・事業性が高くなる可能性があると期待される。 
CSP 発電の基本原理については、太陽光を集光・集熱して、それを熱源として熱機

関（スチームタービン、スターリングエンジン等）によって発電するというのが一般的

なメカニズムである。また、太陽エネルギーの得られる昼間に電力需要のピークがある

地域においては CSP 発電設備単体で設置される場合もあるが（例えば、スペイン、ア

メリカ南西部等）、電力需給の不均衡に対する対策として昼間の発電余剰電力を溶融塩

等を利用して畜熱して夜間の発電に利用したり、従来の火力発電と統合したハイブリッ

ドシステムを構築して昼夜を通じて需要に応じて電力供給を行うことも可能である。 
 
CSP の種類としては、以下のようなタイプがある。 

 トラフ式（Parabolic trough） 
 ディッシュ式（Parabolic dish, dish/engine system）  
 タワー式（Solar power tower, Central receiver system） 
 線形フレネル反射式（Linear Fresnel reflector）  
 従来の火力発電と太陽熱発電とを結合した ISCCS（Integrated Solar   

Combined Cycle System） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      図 2 主なCSPの種類と基本原理（出典: ESTELA注14） 
 
 
 
 
 
 
                                                 
注14 Concentrating Solar Power: Global Outlook 09, URL: http://www.estelasolar.eu/   
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    図 3 CSPと海水淡水プラントのインテグレーション例 （出典: Trieb注15） 

 
CSP の熱の利用については、上述の発電のほか、産業用プロセスヒートや海水の淡

水化プロセスへの応用も可能である。産業用プロセスヒートについては、CSP の実現

する温度域（トラフ式で約 400℃の温度域に達する）から考えて、蒸留、蒸発、乾燥、

洗浄、殺菌などの多様なプロセスに応用できる可能性がある。また、太陽熱、CSP の

利用は、空調（冷暖房）への熱源としても利用可能である。 
海水の淡水化については、CSP による熱（および電気）を多重効用法（MED: 

Multi-effect Evaporation Distillation）へ利用したり、CSP による発電を逆浸透膜法

（RO: Reverse Osmosis Membrane）へ利用する可能性も検討されている。 
 
CSPの応用については、MSP会議でも上記のような事例（海水淡水化）がいくつも

紹介されていたが、珍しいアプリケーション事例として、“Sahara desert forest”プロ

ジェクト注16がある。これは、Seawater Greenhouse社、Exploration社、ノルウェーに

拠点を置く国際環境NGOであるBELLONA財団などが協力して提案している構想であ

り、CSPによる熱エネルギーと海水、栄養分（およびCO2）から電力、真水、湿度の高

い空気、そしてバイオマス（食用やバイオ燃料として利用）を製造するというコンセプ

トである。太陽エネルギーと海水を利用した温室のオペレーション（温度・湿度調整、

真水の製造）技術である“Seawater Greenhouseテクノロジー”自体については既に実

証済みの技術ということであり、“Sahara desert forest”プロジェクトではこの技術と

CSPとをインテグレーションすることを提唱している。この技術アプリケーションにつ

いては、水とバイオマス（食用、燃料用等）という「電気」以外のプロダクトが得られ

                                                 
注15 URL: http://www.menarec.org/resources/CSP+for+Desalination-MENAREC4.pdf  
注16 URL: http://saharaforestproject.com  
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ることから地域に対する貢献度が高いという点でも面白く感じられた。 
4.5 送電インフラの構築 

MSP では、高圧直流送電（HVDC: high-voltage direct current）を含めた送電イン

フラによって、地中海の南北を接続し、MENA 諸国で発電されたグリーン電力を欧州

諸国に輸出するプロジェクトが検討されている。バレンシア MSP 会議では、具体的な

内容にまで言及されることはなかったものの、今後このような送電網の構築については

発電所の建設プロジェクトの進捗にあわせて具現化してくると思われる。 
 
送電網構築の背景事情としては、EUの「第 2 次戦略的エネルギーレビュー（エネル

ギー安全保障と連帯に関する行動計画）注17」においてエネルギーインフラの重要性が

訴えられており、具体的に「地中海エネルギーリング（Mediterranean energy ring）」
という欧州と地中海南岸諸国とのエネルギーインフラ接続に関する構想について述べ

られていること、また欧州横断ネットワーク（TEN: Trans-European Networks）注18

の観点からも、広域送電網インフラ構築の重要性がEU諸国の間で確認されていること

などがある。MENA諸国から欧州諸国へグリーン電力を輸出するためのインフラの必要

性のみならず、広域の送電網間の接続（インターコネクション）による再生可能エネル

ギーの持つ間欠性あるいは負荷変動追従の困難性（需要供給のミスマッチング）に関す

る対応策として期待されていることが背景にあることは言うまでもない。 
 
また、後述するDESERTECプロジェクトにおいても、EU-MENA地域間の送電網接

続インフラ構築の構想があり、これらの長距離送電網構築計画の動向も注視する必要が

あると思われる。なお、明示的なMSPとのはっきりとした関係性は確認できないが、

2010 年 4 月に、欧州と地中海南岸諸国を接続する「Transgreen」と呼ばれるプロジェ

クト（産業界が中心主体となっている）について報道されており注19、異なる事業であ

るが同様のコンセプトのイニシアティブの協調性・整合性、連携状況が気になるところ

である。 
 
 
 
 

                                                 
注17 2008 年に欧州委員会によって策定された EU のエネルギー政策に関する政策レビューであり、その概要は

欧州のエネルギー分野における持続可能性・競争力・環境性・安全保障を向上させ、インフラや資源の有効

利用（EU 域内資源の有効活用やエネルギー効率の改善等）といった分野における対策を重視し、EU の

“20-20-20”目標の達成を支援するような内容となっている。 
URL: http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_11_ser2_en.htm  
JETRO 報告書（2009 年 4 月）: http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000061/0904R2.pdf  

注18 1993 年に発効したマーストリヒト条約をうける形で、EU 市場の統合、ネットワークを深化させることを

目的として欧州域内の社会的インフラストラクチャーを改善するための政策である（なお、エネルギーにと

どまらず、運輸・情報通信関係の 3 分野が対象となっている）。URL: http://ec.europa.eu/ten/index_en.html  
注19 URL: http://www.planet-techno-science.com/en/?p=755 
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図 4  MSP における送電インフラ構築構想 
 

(出典: MEDRING報告書で引用されているフランス エコロジー省作成資料注20) 
 
4.6 法的枠組み、およびファイナンシング注21 

MSP を成功させるための重要な「ツール」として、再生可能エネルギーの普及を促

す法的枠組み、ファイナンス・スキームの整備がある。 
 
・再生可能エネルギーの普及促進のための政策ツール等の整備 

再生可能エネルギーの普及促進を目標とする制度として、具体的には、「固定価

格買取制度」（Feed-In Tariff、以下 FIT）、再生可能エネルギー使用義務制度

（Renewable Obligation、以下 RO）、税控除制度、グリーン電力の売買形態等が

あり、既に世界各地で様々な制度が導入されている。そこで、諸制度導入国の実績

や経験から、各制度の特色や影響・効果はある程度把握できており、仮にそのよう

な制度が MENA 諸国で導入された際の結果も予想できるという見方もある一方で、

政治・経済状況の違いなどから欧州で成功している制度や仕組みを単にそのまま

MENA の他の国に導入するだけでは同様の成果が得られない可能性も高いと考え

られる。したがって、事業実施国の文化や市場環境に最適な制度を見極めることが

重要であり、MSP パイロット・フェーズにおいて、それぞれの土地に合った政策

制度の検討がなされるべきであるとの意見や指摘もある。 
 その他の事業実施に係る法整備に関しては、再生可能エネルギープラントの建設、

発電プラントからグリッドヘの系統接続、また国境をまたぐ送電網の接続（インタ

ーコネクション）に関わる許認可・法手続きに関わる法的枠組みの整備の必要性も

課題視されている。 
また、近年 MENA 諸国では再生可能エネルギーや省エネルギー促進のための国

                                                 
注20 MEDRING-Update-Volume-II-FINAL_Draft_April2010.pdf、Fig.1 -13 
注21 主に、「SESSION 3: 法的枠組みおよびファイナンシング」の要約等をもとに記載。 
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家計画の策定が進んでおり、その計画の推進を支援する機関の設立（あるいは同分

野の既存組織の増強）が進められている。チュニジアの ANME（National Agency 
for Energy Conservation）、モロッコの ADEREE（Agency for Development of 
Renewable Energy and Energy Efficiency、旧・再生可能エネルギー開発センター

CDER）がその例である。そして、これらの MENA 諸国のエネルギー機関と、欧

州のカウンターパート、例えばフランス環境・エネルギー管理庁 ADEME（French 
Environment and Energy Management Agency）やスペイン エネルギー多様化省

エネルギー研究所 IDAE 等の機関が構成する「MEDENER（Mediterranean 
Association of National Agencies for Energy Conservation）」と呼ばれるネットワ

ークが構築されており、この MEDENER を通じた情報共有や連携が進められ、地

中海沿岸諸国において効果的な再生エネルギー・省エネルギー促進活動が実施され

ることが期待されている。 
 
・ファイナンシング（資金調達）についての枠組みの構築 

MSP の目標を実現するために必要な資金の調達については、銀行、政府系ファ

ンド（sovereign funds）、プライベート・ファンド、エネルギー企業等の産業界か

らの投資が必要不可欠である。MSP への融資に対する支援を表明している金融機

関としては、世界銀行（WB）、欧州投資銀行（EIB）、ドイツ復興金融公庫（KfW: 
Kreditanstalt für Wiederaufbau ）、 ア フ リ カ 開 発 銀 行 （ AfDB: African 
Development Bank ）、 フ ラ ン ス 開 発 庁 （ AFD: Agence française de 
développement）、フランス預金供託公庫  （ CDC: Caisse des Depots et 
Consignations）等があり、これらの機関からの多角的な資金融資を活用すること

が考えられる。また、下記に示すような各種環境・エネルギー基金や京都メカニズ

ム、EU および国別の支援制度の活用が MSP の実現可能性を高める手段であると

思われる。 
 

  MSP プロジェクトのファイナンス形態 
－政府系ファンド、プライベート・ファンドからの投資 
－EU・MENA 諸国の政府（系機関）、ユーティリティ企業等との PPA 
（power-purchase agreement）契約 
－民間金融機関からの融資 
－国際金融機関や炭素・環境基金からの融資（譲許的貸付やリスク保証等） 
－CDM（Clean Development Mechanism）の活用 

 
 欧州投資銀行（EIB）による支援制度については、欧州・地中海投資パートナー

シップ・ファシリティ（FEMIP: Facility for Euro-Mediterranean Investment and 
Partnership、以下FEMIP）という制度がある。このFEMIPは、2002 年、EIBに

よって地中海諸国の経済近代化の支援、社会的結束や環境保護の促進を目的として、
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通信インフラの整備等を進めるために導入された、欧州地中海地域における技術革

新と技術移転に関する金融支援制度である注22。 
 

世界銀行による支援制度については、低炭素技術の導入と移転を促進するための

基金で、世界銀行が実施機関を務める、クリーン・テクノロジー基金（CTF: Clean 
Technology Fund）注23がある。このCTFについては、2009 年末に、この基金など

から拠出した 55 億ドルを超える資金がMENA諸国におけるCSP発電プラントの開

発に投資されるという発表が行われている（3～5 年間で商業規模の発電プラント

11 基を設置し、ギガワット規模の電力供給を実現することが計画されている）注24。 
 

環境基金の例としては、地球環境ファシリティ（GEF: Global Environment 
Facility、以下GEF）注25、グローバル・エネルギー効率・再生可能エネルギー基金

（GEEREF: Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund）注26等があ

る。  
GEFは、地球環境保全のためのプロジェクト（生物多様性保全、気候変動、国際

水域汚染、土地劣化、オゾン層保護、残留性有機汚染物質に取り組むプロジェクト）

を対象に、開発途上国や経済移行国に無償資金を提供する国際的資金メカニズムで

ある。国連開発計画（UNDP: United Nations Development Programme）、国連

環境計画（UNEP: United Nations Environment Programme）、および世界銀行

がGEFの 3 つの実施機関であり注27、アフリカ開発銀行（AfDB）、アジア開発銀行

（ADB）、欧州復興開発銀行（EBRD）、国連食糧農業機関（FAO）、米州開発銀行

（IDB）、国際農業開発基金（IFAD）、国連工業開発機関（UNIDO）の 7 つの執行

機関をはじめとする様々な組織との協力により運営されている。GEEREFは、移

行期にある途上国におけるエネルギー効率プロジェクトおよび再生可能エネルギ

ープロジェクトに民間投資を導入することを目的に、欧州委員会が 2006 年に設立

したグローバル規模のリスクキャピタル基金である。 
  
また、EUのファイナンス支援ツールとしては、欧州近隣諸国パートナーシップ

政策インストゥルメント（ENPI: European Neighbourhood and Partnership 
Instrument）注28がある。これは、EUの対外政策において、近隣諸国との関係強化

を目的とした「欧州近隣諸国政策（ENP：European Neighbourhood Policy）」を

実現するためのファイナンスメカニズムであり、パートナー諸国に対する金融（財

                                                 
注22 FEMIP 参考情報: http://www.eib.org/projects/publications/femip-instruments.htm?lang=-en 
注23 CTF 参考情報: http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/ 
注24 URL: http://jp.ibtimes.com/article/biznews/091217/46976.html 
注25 GEF 参考情報: http://www.thegef.org/gef/ 
注26 GEEREF 参考情報 :http://geeref.com/ 
注27 参考資料：http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kikan/gbl_env.html  
注28 ENPI 参考情報: http://www.enpi-info.eu/main.php?id=402&id_type=2 
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政的）手段である。2009 年 3 月には、このENPIのもとで、MSPプロジェクトの

公募（予算規模は 500 万ユーロ）が行なわれている注29。このほか、EUではキャパ

シティ・ビルディング（人材育成）に関する支援を予定している。 
なお、ENPは、欧州委員会総局（DG: Directorate General）のひとつで対外援

助のプログラム・プロジェクトを担当する部局の欧州援助協力局（AIDCO: 
EuropeAid Co-operation Office）注30が所管する。 

 
4.7 大型太陽熱発電プロジェクト「DESERTEC」 

MSP と並ぶ近年の MENA 諸国における再生可能エネルギー関連の大型プロジェク

トとして、「DESERTEC」がある。UfM の初代議長国のフランス主導とみられる MSP
であるが、一方でドイツが中核的なポジションを占める DESERTEC も欧州・北アフリ

カ諸国等において今後極めて大きな存在感を示すことになることが予想されることか

ら、本項において簡単に DESERTEC について紹介する。 
 
「DESERTEC（デザーテック、DesertとTechnologyの合成語）」は、サハラ砂漠に

太陽熱発電施設を設置し、2050 年までに欧州の電力の 15％に相当する電力を供給（送

電）するとともに、MENA諸国の電力供給もおこなうことを目指す太陽熱発電プロジェ

クトである。2050 年までの総コストの推定額としては、4,000 億ユーロ（発電所: 3,500
億ユーロ;  送電網: 500 億ユーロ）規模であり、もしこれが実現すれば世界で最大のグ

リーン・エネルギー・プロジェクトになる注31。 
本プロジェクトの始動に至る経緯としては、2003 年に発足したローマクラブの汎地中

海における再生可能エネルギーの利用促進を目指すイニシアティブである「TREC
（Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation）」により、DESERTECの基

本構想が立ち上げられたことに始まる。そして、ドイツ航空宇宙センター（DLR）等に

よる科学技術的・経済的な分析（MED-CSP研究プロジェクト注32）が行われたのち、

DESERTEC事業のアドバイザリー的な役割を果たし、DESERTEC構想の実現に向け

た情報収集・発信等により、ステークホルダー間の中核的なメディア（媒体）として機

能する中立的な立場の組織としてDESERTEC財団（DF: DESERTEC Foundation）が

創設された。なお、DESERTECプロジェクトの概要は、このDESERTEC財団のホー

ムページ（URL: http://www.desertec.org/en/）に掲載されており、最新情報も適宜更

新されている。 
 
また、2009 年 7 月にはDESERTEC財団と連携する形で、産業界が中心となり

                                                 
注29 URL: http://www.delisr.ec.europa.eu/english/calls4props.asp?id=532  
注30 AIDCO: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm 
注31 URL: http://www.jbic.go.jp/ja/report/reference/2009-024/jbic_RRJ_2009024.pdf  
注32 参考: ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.960、961 
  URL: http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/h17.html  
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「Desertec Industrial Initiative（Dii）注 33 、以下Dii」が設立されている。Diiは
DESERTEC構想の目標を達成するため、主にDESERTECに関する具体的な事業・財

政計画案や、MENA地域におけるネットワーク化された太陽熱発電所の建設計画を作成

し、欧州の電力需要の約 15％、さらにMENA諸国への電力供給を目指す。なお、この

コンソーシアムにはSiemens社、ドイツ銀行、Munich Re社（再保険会社）およびRWE
社（エネルギー企業）等が加入しており、主なミッションとして以下がある注34。 

  
DESERTEC プロジェクトの目的 

・欧州および MENA 地域におけるエネルギーの安定供給 
・民間投資による MENA 諸国における経済発展 
・MENA 地域への安定した水供給を確保（太陽エネルギーの、海水淡水化プラン 

トへの活用による） 
・欧州域の地球温暖化対策に貢献 

 
5. 所感 

「地中海ソーラープラン（MSP）」は、地中海連合のフラグシップ・プロジェクトで

あり、（特に MENA 地域を中心とした）地中海沿岸地域において「2020 年までに 20GW」

という大規模な再生可能エネルギープラントの建設実現を目指す壮大な構想である。ま

た、MSP 構想は、エネルギー・セキュリティの向上や技術普及を目指し、EU-MENA
諸国の持続可能な発展を多様な主体の協力・協調の下に推進するという大きなチャレン

ジでもある。 
この MSP の実現のためには、プロジェクトの実施環境に合った下記の事項： 

①技術（発電・送電、省エネルギー分野等の技術） 
②FIT・グリーン証書等の政策・市場ツールや法的枠組み 
③ファイナンス・スキーム 
④人材育成や教育 
⑤経済・産業振興（広範な関連産業市場の活性化や雇用創出）等の面からの多極 
的なアプローチ 

が必要不可欠であり、単に MSP を地球温暖化対策やエネルギー・セキュリティの向上

のための対策としてではなく、シナジー的なアウトプット・効果を狙った分野横断的な

総合構想として捉えるべきであると感じる。 
 

MSP の進捗を加速させるためには、まず MSP プロジェクトの全体構想や事業実施

のフレームワーク・事業支援スキームを早期に明確にし、MSP の核となる新エネルギ

ー・プロジェクトの事業主体（システム・インテグレーター、プロジェクト・プロモー

ター/ディベロッパー、ユーティリティ事業者等）に対するタイムリーな情報提供を行

                                                 
注33 Dii: http://www.dii-eumena.com/ 
注34 URL: http://www.munichre.co.jp/public/PDF/Press_j_D2.pdf  
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なうことが必要不可欠であると感じる。そして、多様な主体に対して積極的な参画を促

し（motivate/incentivize）、それらをコーディネートする機能、そしてそれを容易にす

るための環境整備（FIT や PPA 等の政策・マーケットツールやリスクシェアが可能な

ファイナンス・スキームなどの仕組みづくり）が重要であると考えられる。また、多様

な主体の参画を促進する「呼び水」となるようなパイロット・プロジェクトの早期の実

施と、そこから得られる知見を共有することが今もっとも必要とされていることだと感

じる。 
 
今年、地中海連合（UfM）事務局が正式にバルセロナに開設され注35、MSP構想のガ

バナンス体制が整備され始めていると推察されるところであり、（若干の遅れがあるこ

とは否めないが）パイロット・プロジェクトも具体化しつつある。今後、MSPのガバ

ナンス機能（現在は、EUや各国政府を主に、フランス エコロジー・エネルギー・持続

可能開発・海洋省が調整を担当している模様）を充実させつつ、民間企業などのキープ

レーヤーを中心としたステークホルダーが協力しながら、さらには他のイニシアティブ

と協調してMSPが着実に進展してくことを期待したい。そして、新エネルギーに留ま

らず裾野の広い分野（水ビジネス、省エネルギー、インフラ整備、技術移転など）が関

連するこのスケールの大きなMSP構想を通じて、日本陣営（企業・政府など）が（必

要に応じてEU-MENA諸国等と連携しながら）「技術・ナレッジ（経験）」を「強み」と

して、今そこにある勝機（商機）や国際貢献の機会を最大限に活かしていくことが重要

であると考えているところである。 
 

 
注35 参考 URL: http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/noticias/mar04_upm.html 
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