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【環境特集】環境技術 

 
環境技術輸出を積極的に振興（スウェーデン） 

 
環境技術振興機関スウェンテック設置 
 スウェーデンにおいては様々なレベルでいろいろな関係者が環境改善事業に関わっ

ており、そのノウハウや製品も多様な手段で世界に広く輸出されている。関係者とし

ては、地方自治体、企業、各種団体、各種研究所あるいは公的機関が含まれているが、

それらをまとめ、スウェーデン全体として環境技術の開発・普及・輸出を振興する機

関として、スウェンテック（SWENTEC：Swedish Environmental Technology 
Council）が新たに設置された。スウェンテックは産業開発庁に属す国家機関であり、
2004 年の政府諮問委員会答申に基づき 2005 年に設置され、実際の活動は 2006 年 6
月に開始された。 
 
 スウェンテックの使命は、スウェーデンの環境技術を国際的に広め、スウェーデン

企業の競争力を高めると同時に、スウェーデンの環境関連企業がより潤沢な資金を得

られるよう尽力することである。スウェンテックのホームページには企業データベー

スも備わっている。 
 
スウェーデンの環境技術輸出に係わる機関からの報告書 
 スウェンテックの設立の背景はスウェーデンの環境技術輸出に関する以下の三つの

報告書に述べられている。 
 
1. スウェーデン貿易公団（Exportradet：Swedish Trade Council） 
毎年スウェーデン企業の環境技術輸出についての年次報告書を発表している。2005

年版（2004年統計）では以下の報告がなされている。 
・2004年の環境技術関連輸出総額（製品＆サービス）は 250億スウェーデン・クロー
ナ 1（前年比 15%増）に上った。 
・「環境技術」という概念が定着した。 
・環境技術輸出企業の多く（77%）は従業員 50人未満の中小企業である。 
・環境技術の主な技術分野は、上下水処理（40%）、次いで廃棄物処理・リサイクル（36%）、
大気汚染改善（25%）である。これらの分野の企業のうち、半分はバイオエネルギ
ーを主とする再生可能エネルギーに関与している。 

・2004年にはスウェーデン環境技術輸出企業の 20%が、国際基金（スウェーデンの国
際援助基金、世界銀行、ヨーロッパ開発銀行、EU 基金など）による資金を少なく

とも一つは受けた。 
・スウェーデンの環境技術企業が輸出を拡大させるためには、有力なエージェントな

                                                  
1 2007年 1月 5日のレートでは、1スウェーデン・クローナは約 17.8円。 
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ど輸出相手国の協力パートナーが不可欠である。 
・スウェーデンの環境技術輸出の障害として、第一にベンチャー・キャピタルの不足、

第二に能力を持つ労働者の不足が挙げられる。 
・スウェーデンの環境技術輸出をさらに伸ばすためには国内の力を結集するためのネ

ットワーク作りが肝要である。 
 
2.スウェーデン地域開発庁(NUTEK：Swedish Agency for Economic and Regional 

Growth) 
2006年 8月に「スウェーデンの環境技術企業への投資の可能性－中国とルーマニア

での市場展開を例として」と題する分析レポートを発表した。同報告書の要旨は以下

の通りである。 
・世界の成長地域においては、都市化、天然資源利用の増加と生態系を含む環境保全

の不均衡などにより、環境技術の必要性が増大している。 
・スウェーデン国内では早い時期から環境を重視した政策が遂行されてきたので、ス

ウェーデン企業の技術は大いに向上している。 
・環境技術への投資には、短期的な視野から見て政策・制度的な変更が起こり得るリ

スクを伴う（たとえば、環境改善優遇税制などが突然廃止される可能性など）。しか

し、環境問題は世界的に大きな問題であり早急な取り組みを迫られているので、長

期的視点からそのリスクを判断すべきである。 
・スウェーデン環境技術企業の中国およびルーマニアにおける成功を支援するために

は、企業グループを形成して公共調達に応募することをスウェーデンの公的機関が

促進すべきである。また、これらの国の事情に通じているコンサルタントを活用す

べきである。 
 
3.スウェーデン自然保護庁（Naturvardsverket、EPA：Swedish Environmental 

Protection Agency） 
「環境技術」をさらに推し進めて「気象技術」という概念を提唱し、報告書「気象

技術の輸出－気象への悪影響を減少させるためのスウェーデンからの輸出の概観」を

2006 年 11 月に発表した。同報告書の要点は以下の通りである。なお、個々の企業動
向を述べた具体例については、文末に別表としてまとめた。 
・「環境技術とは、環境にとって現在の選択肢より環境負荷を少なくする全ての技術」

というEUの定義 2 に従えば、「気象にとって現在の選択肢より負荷を少なくする全
ての技術」が「気象技術」となるので、伝統的な環境技術の内から上下水処理や空

調などを除いた「エネルギーの効率的使用、バイオエネルギー、風力エネルギー、

太陽エネルギー、廃棄物処理・リサイクル」などを指すことになる。 
・スウェーデンの 2004年における気象技術輸出総額は約 92億クローナであった。エネ
ルギーの効率的使用の分野が 50%弱であり、次いで再生可能エネルギーおよび廃棄物

                                                  
2 「持続可能な発展のための技術の促進：環境技術のための EUアクションプラン」2004年 
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処理・リサイクルがそれぞれ約 25%であった。しかし、企業数として最も多かった分
野は廃棄物処理・リサイクル分野の 40%で、再生可能エネルギー分野は 35%、エネル
ギーの効率的使用分野は 20%であった。すべての分野の企業総数は 561社であった。 

 
     表 スウェーデンの気象技術輸出額（2004年） 

       分野 輸出額（クローナ） 対前年比 
エネルギーの効率的使用※ 45億 32%増 
バイオエネルギー 17億強 23%増 
風力エネルギー関連 約 4億 12%増 
太陽エネルギー関連※※ 3億 4,500万 53%増 
廃棄物処理・リサイクル※※※ 22億 10%増 

  
※よりクリーンな生産工程、エネルギーの再利用、環境に適応した建設が優先される。 
※※太陽セルによる発電と太陽熱暖房の二種類がある。スウェーデンはフィルム型太陽 

セルの技術に優れている。太陽熱キャッチャーは早い時期に開発が進んだが、企業 

の数は減少している。 
※※※零細企業の躍進が目立った。 

 
スウェーデンの CDMプロジェクトと JIプロジェクト 
 スウェーデンが関与している CDM（クリーン開発メカニズム）プロジェクトとしては、
2006年現在、次の 4件がある。 

1) ブラジル：工業副産物（バイオマス）を燃料にする熱電併給施設の建設（3ヵ所） 
2) インド：小規模木炭生産の副産物（バイオマス）を燃料とする発電施設の建設 
3) 中国：セメント工場の余熱を利用したエネルギーの効率化 
4) 中国：49MWの風力発電パークの建設（850kW規模のタービン 59基） 

 
JI（共同実施）プロジェクトについては、スウェーデンは現在次の 4件に関与している。 

1) ルーマニア：ルーマニア南西部に地域暖房用タービン設置 
2) エストニア：エストニア北東部に 24MW規模の風力発電施設の建設 
3) ロシア：ムルマンスクの地域暖房システムの改良 
4) ウクライナ：クリムに 100MW規模の風力発電施設の建設（全体では 300MW） 

 
 スウェーデンはこれらの国際的なプロジェクトに、スウェーデンの環境技術関連企業が

より多く参加することを希望している。
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参考資料 

・スウェンテック、ホームページ 
http://www.swentec.se 

・スウェーデン貿易公団 
http://www.swedishtrade.se/english/ 

・スウェーデンの環境技術輸出統計 
http://www.swedishtrade.se/miljoteknik/?objectid=6425&pageid=6921 

・自然保護庁 
http://www.internat.naturvardsverket.se/ 

・地域開発庁 
http://www.nutek.se/sb/d/113 

・報告書「スウェーデンの環境技術企業への投資の可能性－中国とルーマニアでの市場展

開を例として」 
http://www.nutek.se/content/1/c4/39/32/DAKS%20DealFlower%20Resultus%20-%20
060821%20slutversion.pdf 

 
別表：スウェーデン自然保護庁の報告書における個別企業の紹介例 

スウェコ・エネルガイド社 
（www.sweco.se） 

・技術・環境・建築分野で北欧諸国においてコンサルタント事業を幅広く

展開しているスウェコ・グループの一社で、環境技術のコンサルタント会

社。特に電気・暖房部門の顧客が多い。従業員 300人。中・東欧諸国が主
たる顧客で、売り上げのうち 25%は東欧（特にロシア、ウクライナ、ルー
マニア、ブルガリア）およびアフリカが占めている。アフリカのプロジェ

クトは世界銀行とアフリカ開発銀行によるものが多い。スウェーデン国内

の知識・技能をまとめる努力不足と、国際的なバックグラウンドを持った

優秀なコンサルタント不足が、輸出の拡大における障害となっている。 
エ コ シ ス テ ム 社

（www.ekosystem.se） 
・1995年創立。バイオエネルギー部門の小企業。ペレット・バーナーとペ
レット・ストーブの製造・販売。2002年よりユーロファイアーという商標
で輸出。一部の電子部品はエストニアで製造。2,000 万クローナ弱の年商
の 25%はヨーロッパ向け輸出。顧客は一般家庭が主だが商業施設も範疇に
入る。現在、石炭・コークスを使用している諸国での輸出が伸びている。

主な輸出先はポーランド、ドイツ、フランス、イタリア、エストニア、リ

トアニア、ブルガリア、北欧諸国である。ポーランドには子会社があるが

その他は販売エージェント。 
・現在まで自己資金で輸出を行ってきた。財政的な問題はないが言葉の問

題、輸出市場の実状況（各国でペレット燃焼の規制が異なる）に関する自

己の知識不足が障害であると感じている。 
将来はチリ、アルゼンチン、ニュージーランド、日本、韓国、ロシア、

カナダへの展開を検討している。同社社長は今後輸出を伸ばすためには現

地での協力が安価に受けられることが大事だと認識している。 
デ ル タ ウ ィ ン ド 社

（www.deltawind.se） 
・2005年創立。風力発電の開発・製造。従業員はスウェーデン国内 10人、
米国および中国に約 30 人。スウェーデン唯一の風力発電メーカー（1MW
以上）。顧客は国際的大企業。90%は外国。特に米国、中国、ヨーロッパ。
2007年中に中国に 2基、スウェーデンに 10基を納める予定。中国からさ
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らに 10基の受注。ジョイントベンチャーの形で事業展開。 
・スウェーデンでのベンチャー・キャピタル取得が困難なので外国から資

金を調達。スウェーデン国内の風力発電への関心の低さも障害。国内企業

を優先するような公共調達制度があっても良いと考える。 
サ ン ス ト リ ッ プ 社

（www.sunstrip.se） 
・1979 年創立。暖房のための太陽熱キャッチャー製造。1994 年に完成品
製造を廃止し、部品メーカーに生まれ変わった。年商は 6,500万クローナ。
90%が輸出。太陽熱キャッチャーに使用されるストリップとアブソーバの
分野ではヨーロッパでのリーダー的存在。顧客はイラン、ギリシャ、ドイ

ツ、オーストリア、スイス、スペイン、デンマーク。エージェントに任せ

ている市場もあるがほとんどはスウェーデンの本社が管理している。ほと

んどは国内生産であるがスペインとイランではライセンス生産も行ってい

る。 
・スウェーデン国内での市場が非常に小さいことが障害。スウェーデン国

内で太陽エネルギーがほとんど顧みられていないことも障害。太陽エネル

ギー分野は世界的に拡大しており、同社は 5 年後には 5,000 万クローナに
売り上げを伸ばす可能性があると見込んでいる。スペイン、イラン、フラ

ンス、中国では太陽エネルギー振興施策がある。そのような法整備は最も

重要な拡大要因である。現地の協力体制が整えば現地生産も考える。より

少ない費用で中小企業の対外進出ができ、ネットワークを組むことが輸出

拡大の成功要因となろう。 
ス テ ー ナ ・ メ タ ル 社

（www.stenametall.com） 
・ステーナ・グループは金属、紙、エレクトロニクス、化学品および危険

物の廃棄物処理を行う大手。年商 210億クローナ、従業員 2,500人。創立
1939年。現在はヨーロッパの 8ヵ国、230ヵ所で廃棄物処理を行っている。
ステーナ・グループは同族会社のため長期的な展望が持てる。 
・気象問題への取り組みは非常に大切だと考え、スウェーデンの大企業で

構成している気象問題審議グループ「ブリック」（BILCC：Business 
Leaders Initiative on Climate Change, www.blicc.se）に属している。 
・顧客は北欧が多いが、ポーランド、ロシア、ドイツ、オーストリアも。

ステーナ社の輸出の障害は市場によって環境重視の伝統や概念が異なって

いることにあるとのこと。また、当局の監視制度などの相違も障害となっ

ている。 
今後は拡大 EU 全体を視野に入れる。輸出拡大策としては、活動分野が

近い他のスウェーデン企業とグループを組んで展示会に出展することなど

が有効。スウェーデンの当局がより専門的な知識を持ち、EU に積極的に

働きかけることも有効としている。 
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