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【個別特集】環境／エネルギー一般  
 

アジア欧州環境円卓会議について 
Technology Partnerships for Renewables: Key to Energy Security 

       
NEDO 技術開発機構 

エネルギー・環境技術本部 
プログラムマネージャー 久留島 守広 

2005.10.1 
 

1. 日程・議題 
・再生可能エネルギーのアジア及び欧州両域における利用促進のために、各国政府、

国連機関、大学、産業界団体、研究機関、NGO の広範な主体が参画した国際会議「ア

ジア欧州環境円卓会議について（Technology Partnerships for Renewables: Key to 
Energy Security）」が、昨年 8 月 26 日から 28 日までスウエーデン・ストックホルム

にて開催され、その成果をとりまとめた出版物 
“TECHNOLOGY PARTNERSHIPS FOR RENEWABLES: KEY TO ENERGY SECURITY” 

が、今月末に刊行の運びとなることから、今年 11 月の次回会議開催に先駆け、その概

要をまとめて紹介することとしたい。  
・本会議は、毎年アジア及び欧州両域の環境分野での緊密な交流を図るべく 2002 年以

降毎年開催されている。2004 年は、同年 6 月 1 日から 4 日までドイツ・ボンにて開催

された「2004 ボン再生可能エネルギー国際会議（ International Conference for 
Renewable Energies, Bonn 2004）」を踏まえ、環境分野における再生可能エネルギー

の重要性とエネルギー安定供給における可能性につき開催する旨昨年の会合において

提案されたことによるもの。 
・主催者たるアジア欧州基金（各国拠出による国際機関:本部はシンガポール）から、

アジア・欧州両域の本分野における専門化約 40 名に対し招待状が送付され、我が国か

らは、NEDO 当職及び IGIS 地球環境戦略研究所 2 名の計 3 名が参加。 
・また、その他オブザーバーとして、公募により研究者約 60 名が参加し、計 100 名

となった。 
   
【議題】 
(1) どのような再生可能エネルギーが各分野において必要とされ得るか。 
(2) 再生可能エネルギーの市場への導入のための方策 
(3) 再生可能エネルギー技術移転のための可能な基盤と制度 
(4) ユーロサイエンスオープンフォーラム ESOF 2004 における公開セミナーでの発表

（ストックホルム公会堂にて約 400 名参加、議題：It’s Not Easy Being Green? 
Prospects and Perspectives for Green Technology in Asia and Europe.） 
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【日程】 
(1) 円卓会合:8 月 27 日開会・ラウンドテーブル（提案文書に係る討議他） 

8 月 28 日午前（パネルディスカッション他） 
(2) 全体会合：８月 28 日午後（上記④） 
 
2. 主要参加者と議事等 
・スウェーデン（共催）クリスター・ニルソン環境大臣、英国カーボン・トラスト：

マイケル・グラブ理事、インドネシア：エミル・サリム博士（WSSD ヨハネスブルグ・

サミット準備委員会議長）等約 40 名が参加し討議を行った。その結果を踏まえ、上記

全体会合においてグラブ理事、サリム博士他 6 名が発表を行い、日本からは当職が「持

続可能なエネルギーシステムへの新技術による挑戦」とのタイトルで発表を行った。 
・上記 6 月のボン会合において、下記の 3 つの成果文書（Outcomes）が採択・発出さ

れたが、その具体的な第一歩として期待される方向として「アジア・欧州間での本分

野における情報・人材交流の緊密化と教育・訓練の機会を活発化することによる技術

移転の促進」が、この場において強く指摘された。 
(1) 政治宣言 

再生可能エネルギーが、貧困層へのエネルギー・アクセスを提供し、温暖化ガスの

排出を軽減し、有害な大気汚染物質を削減し、それによって、新しい経済的な機会を

築き、エネルギー安定供給を強化し、持続可能な発展に大きく貢献できる等、再生可

能エネルギーに係るビジョンを共有。また、キャパシティ・ビルディング、ファイナ

ンス、研究開発の強化の必要性を認識。今後のフォローアップについても言及した。 
(2) 国際行動計画 

各国のおかれた諸事情を勘案したボトムアップアプローチにより、各国等が自主的

に提示した再生可能エネルギー普及のためのアクション又はコミットメントをポート

フォリオとしてとりまとめた。 
(3) 再生可能エネルギーに関する政策提言 

再生可能エネルギーの利用拡大を図るために、市場の創出、金融支援の拡大、人材

育成の 3 テーマに係る政策の他、政府、国際機関、地方自治体・民間等の役割につい

て勧告がなされた。 
なお、本会合は、本年もインドネシア・ジャカルタにて世銀・アジア開銀の協力も

得て下記要領にて開催の予定である。 
 

“ASIA-EUROPE ENVIRONMENT FORUM - 1/3 OF OUR PLANET: WHAT CAN
ASIA AND EUROPE DO FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT?” 

23-25 November 2005, Bidakara Convention Center, Jakarta, Indonesia 

 
3. 所感とトピック 
(1) 欧州における再生可能エネルギーへの期待と反省 
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この会合において、欧州再生可能エネルギー連盟（European Renewable Energies 
Federation）の代表と懇談し、2004 年 3 月付勧告文書を入手した。その概要は、次の

とおり。 
 
EREF の目標は未達―2004 年更新版 

欧州（EU）は、大幅な変革を行って主として産業界の旧態依然とした姿勢を変えな

い限り、欧州全体、また、加盟国の大半において、2010 年の時点で再生可能エネルギ

ー使用発電量のシェアを 22％に引き上げるという約束を履行することは、ほぼ不可能

であろう。その結果、国際社会における欧州のイメージと威信は低下する。また、欧

州は、他の諸国や大陸のモデルであると主張することもできなくなる。 
しかし、強調すべきことは、欧州の一部の諸国はかなりの成果を上げているという

ことである。その努力は賞賛にし、特筆すべきはドイツである。しかし、そのドイツ

においても、主に大手電力会社は、現在、政府の支援制度や法律に基づいた健全な仕

組みに対して、批判的な姿勢を取っている。このため、電力業界は近年投資に慎重に

なっている。 
オーストリアやギリシャなどの一部の加盟国では、強力な支援制度を実施している

にもかかわらず、行政の手法や特に送電会社の消極的姿勢のために、その効果が損な

われているということについても認識する必要がある。これは、フランスにも当ては

まる。フランスの支援制度には、EDF 地域の外部で電力を生産しようとする民間発電

事業者にはあまりにも多くの障壁が含まれている。 
一部の政府やオピニオン・リーダーは、再生可能エネルギーを使用したエネルギー

の生産と供給の分散化の必要性はまだ認めていない。これに該当するスウェーデンと

フィンランドは、原子力発電プロジェクトと大型水力発電プロジェクトに傾斜してい

るようである。 
他の原因としては、政治と行政のレベルにおける努力不足、送電網の改修や連結の

面での努力不足を挙げることができる。オーストリア、デンマーク、フィンランドお

よびギリシャでは、このために、大きな悪影響が生じる可能性がある。 
このように、欧州の電力消費量が急増し、石油をはじめとする化石燃料が高騰して

いることを考慮すると、再生可能エネルギー導入促進とその効率改善・省エネルギー

のための真剣な努力がまだは行われていないと、我が国から見る欧州と違う側面を見

ることができた。 
 
(2) 英国の明確な方向性「低炭素社会への路」とカーボン・トラスト 

2003年版の英国エネルギー白書は、2050年までに二酸化炭素排出量を 60%削減し、

低炭素社会を構築するという展望を示している。この大幅な削減を実現するには、エ

ネルギー効率を高め省エネルギーの推進とともに、再生可能エネルギーの大幅な供給

増が必要となる。 
本会合で旧知のグラブ理事（前チャタム・ハウス首席研究員）と懇談し、これらに
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大きな役割を果たそうとする、「ミニ NEDO」とも言うべき英国カーボントラスト

「Carbon Trust」につき、実態の若干の説明を受けたので、下記に紹介する。 
 

① Carbon Trust の設立経緯 
1997 年、京都議定書の成立を受け、英国政府は気候変動対策の推進を決定し、産業

界を含め対策に取組む基盤の強化を目指した。 
翌年の 1998 年に炭素税を提案。税収を産業界へ還元することを前提に、気候変動税

（CCL）として 2001 年に導入された。税収は約 10 億ポンド。80％を企業の雇用保険

負担軽減にあて（環境とは無関係）、15％を Carbon Trust の資金とするとし、2001
年 3 月に設立され、事務所は 2002 年 6 月に開設された。 

ACBE（政府と産業界による「企業環境諮問委員会（Advisory Committee on 
Business and the Environment）」が政府と産業界との仲介役となり、次の 3 つの政

策目標を実施すべく同 Trust が設立された。 
1) 業界に対する役割として、エネルギー効率の促進と資金面での「コンフリクト」緩

和の支援。 
2) 長期展望に基づくキャパシティービルディング。短期利益の追求に終わらないよう

革新的な新技術の開発を促進する。 
3) 国際面では諸外国のエネルギー効率での経験から学ぶことが目下の業務。特に日本

のこれまでの省エネルギー対策からは学ぶべき点が多いと考えている。また日本の

光電池（PV）産業、デンマークの風力発電、ドイツの太陽光発電等にも注目してい

る。将来的には英国の経験に基づき海外に働きかけられる存在となることを目指す。 
同 Trust は全て政府資金で運営されており、一部が気候変動税の収入による政府資

金で運営されているが Private Company である。現在の職員数は約 50 名とのこと。 
 

② 主要業務 
業務は主として 1) 低炭素技術の新規開発、及び 2) 既存の低炭素技術の利用促進・

応用の二つの柱から構成される。 
 

1) 低炭素技術の新規技術の開発 
低炭素技術の開発に取組む中小企業を対象に無利子ローン、グラントを提供。新規

技術の R&D から市場開拓に至るまでの商業化プロセスにおける資金的な阻害要因を

取 り 除 く こ と を 目 的 と す る 。 ４ つ の カ テ ゴ リ ー （ R&D 、 Demonstration 、

Commercialization、Market Diffusion）毎に年に 2 回グラント給付の公募を行う。但

し国家補助金に関する EU 規定から「Demonstration」は民間企業ではなく地方自治

体等、公共部門のみが対象となっている。「Commercialization」はカーボンファイナ

ンスと呼ばれ企業の新規技術開発を支援するため equity investment を行っている。

上記理由により民間企業との co-finance の形態となっている。また、市中銀行が貸付

できるものは対象としない。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.964,  2005.10. 5 

37  

 グラント給付の選考基準として、炭素排出の軽減につながることが第一であるが、

革新的であることを重視。 
 
2) 既存の低炭素技術の利用促進・応用部門 

Trust が擁する技術者が企業に出向きエネルギー効率の改善についてアドバイスを行

う。現状のモニタリングを行い、報告書を作成（作業日数 2 日）。認定された「エネル

ギー技術リスト（Energy Technology List）」に基づきどのような燃料利用を行うべきか

等を検討。燃料使用による税負担の軽減が見込める他、無利子ローンの利用も可能。 
民生部門は含まれておらず省エネルギーの啓蒙活動等は別組織である Energy 

Saving Trust が担当。 
 

3) その他部門 
大企業とのコンタクトや、政府政策をどのように反映するかの検討は Strategy 

Team が担当し、炭素市場の動向調査等を行っている。 
 
 
(3) 我が国の動向と報告 

前述のように、英国のマイケル・グラブ理事、インドネシアのエミル・サリム博士に

続き当職が「持続可能なエネルギーシステムへの新技術による挑戦」とのタイトルで発

表を行った。 
その結果、「新エネルギーの高コストの現状と市場拡大による克服（図 1・2）」及び「モ

ンゴルにおける太陽光実証研究（図 3）」などに、強い興味を持たれ多くの質問を受けた。 
特に、モンゴルの特殊性（燃料の遠距離輸送による高コスト、年間 300 日の日照、

生活形態による分散型電源の有用性など）につき言及すると、「技術に国境は無いが、

技術は決して普遍的ではない」との賛同を受けた。 
更に、「途上国と我が国政府・企業にとりウィン・ウィンの関係を構築すべく、採算

性を含め様々な工夫が必要である。今後は①現地実情に合った設備の導入、②技術・

システムの組合せで採算性・安定性を上げ、③有効かつ的確なコーデネーター制度の

整備などが有効」とも付言した。 
以上 
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Power generation cost of new energy (Unit: JPY/kWh) 
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図３. PV Power Supply Project in Mongolia 
with NEDO-Japan & Sharp Co.
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