後編

熱交換器の効率などがその性
能を大きく左右する︒最新の
日本のヒートポンプ搭載エア
コンは︑これらの機器の改善
で高い効率を誇る︒
一方︑インドの電力の状況
であるが︑２００４年から
年の間︑需要が毎年５〜８％

比べて︑電力消費を ％にま
で減らすことができる︒

であったＣＯＰが３の機械に

％がエアコンに利用されてい
る︒つまり総電力の約 ％が
空調機器によって使われてい
る︒
そこで︑これ

力の約 ％が住宅やビルで消
費されるが︑そのうちの約

インドでは発電された総電

増加し︑現在︑ ％の電力供
給不足となっており︑時々停
電が生じている︒

率向上プログラム︑家電製品
の省エネの基準の策定など︑
方法は多岐にわたっている︒
矢部 インドは全電力消費
のうちの ％がエアコンに使
われている国だから︑ここへ

高効率ヒートポンプの導入
で︑インドの電力不足がどの
くらい解消できるのかを試算
してみる︒

50

電力消費である約 ％のうち
％分が半減し︑インド全体
の電力消費のうちの約５％を
削減できることになる︒
結局︑これで ％といわれ

らエアコンのう
ち３分の２を高
効率ヒートポン
プを搭載した機器に置き換え
る︒すると︑空調機器による

高効率ヒートポンプ導入で
インドの電力不足の ％を解消

でも水が沸騰
その効率を表す指標がＣＯ
する︒この時︑
水は熱を奪う︒
逆に圧力を高
めると︑水蒸
気は凝縮して
熱を出す︒こ Ｐ︵成績係数︶だが︑これが
ういった操作 ６という高効率エアコンも誕

富士山頂など
ではセ氏 度

日本のヒートポンプ技術が持つポテンシャル

第２回 インド開催

日本のヒートポンプ技術は︑ ヒートポンプとは︑冷媒に を機器の中で繰り返し行い︑ 生している︒これは１の電気
電力の消費量を大きく低減で 対して圧縮や膨張を繰り返す 冷房や暖房︑給湯を実現する︒ エネルギーを使い︑５の熱を
きる高度な省エネ技術であり︑ ことで︑熱を移動させる機器 この時必要な動力は圧縮機だ 移動させることが可能である
インドの気候や風土にも大変 のことである︒
けであり︑これを制御するイ ことを表す︒これによって冷
適したものである︒
例えば山の上は気圧が低く︑ ンバーター技術や圧縮効率︑ 房の場合︑ 年前に最高性能

日経環境シンポジウム

地球温暖化防止に向けた
インドと日本の技術連携

エコシティー構想〜インドと日本の環境技術連携による都市開発〜

つがヒートポンプだ︒インド
は暑い国であり︑建物のエネ
ルギー消費の半分以上がエア
コンに使われている︒ビルの
建設時にできる限りエアコン
を使わなくてもすむような設

山田 インドの住宅事情や
将来を考えたとき︑エコシテ
ィー構想というのが大きな意
味を持ってくる︒エコシティ
ーにおける日本とインドとの
連携には︑どんな技術が考え
られるだろうか︒

セット インドのエネルギ
ー資源研究所︵ＴＥＲＩ︶が
エネルギー全体や水︑ごみ処
理まで含めたエコシティー構
想を持つが︑これはまだ検討
段階だ︒
既に行われているものには︑
マハラシュトラ州のプネのエ
コハウジングがある︒どれだ
け環境に配慮しているかとい
う観点からつくられた の基
準で住宅を格付けするもので︑
優秀な物件は政府による優遇
措置が得られる︒
また︑南インドのハイデラ

る現在の電力
不足のうちの
半分を賄い︑
同時にこれに
相当する二酸
化炭素︵ＣＯ
２
︶排出の削
減を達成する

ことができる
わけだ︒
新しいエネ
ルギー機器が
一国に普及す
るには少なく
ても 年以上
の歳月が必要

30％

インドの
総電力

５つの気候帯があって︑それ
ぞれの風土によってエコシテ
ィーのあり方も異なってくる
だろう︒

格付けを独自に行っている︒
この格付けによって評価され
たビルも現在︑政府から優遇
措置を受けている︒

山田 政府による支援策の

話題が出たが︑エコシティー
づくりにインド政府はどう取
り組むのか︒

セット ＮＥＤＯと提携し
てアジアＥＳＣＯ︵エネルギ

ー事業者︶会議を来年︑イン
ドで開催する︒そこでエコシ

対する考え方に感銘を受けた︒
日本では 年前︑エコエネ
都市を目指して工場の排熱を
住宅用の熱源に利用するモデ

え直すことだ︒日本でも従来︑
年ぐらいのライフサイクル
で建物を建て替えてきたが︑
今後はもっと長く使えるビル
を建設した方がエネルギーの
消費を抑えられるという視点
を重視していただきたい︒

の評価も大切だと思う︒イン ル事業が行われたことがある︒
ドは欧米とはライフスタイル インドの場合︑熱は利用でき
も︑建設基準も︑利用してい ないかもしれないが︑何かの
る技術も違う︒そこで我々は︑ 参考になることを期待したい︒
環境への負荷の少ないビルの
もう一つは建物の寿命を考

この格付けシステムがインド
でも一般的な基準になりつつ
ある︒しかし︑違う観点から

うに設計されたビルを建設し
矢部 少ないエネルギー消
ている︒２０００年ごろから︑ 費で快適な環境をつくるとい
グリーンビルという欧米の新 う古くからのインドの建物に
たな概念が提唱されはじめ︑

ティー開発に関する情報交換
を行うつもりだ︒インドには

水やごみなどの問題を含めた︑ インドという風土に合ったも
大きなデザインが必要だ︒
のを体系的に取り入れること
が大切だ︒電力が安定してい
ないからこそ︑最適化できる
ような機器選びをする必要が
ある︒

氏

●コーディネーター

山田 剛

日本経済研究センター
国際・アジア研究グループ
主任研究員

氏

●パネリスト

矢部 彰

ミリ・マズムダル

サスティナブルビルディングサイエンス
アソシエイトディレクター

エネルギー資源研究所
︵ＴＥＲＩ︶

氏

ネ技術があり︑いずれも効果
を期待できる︒しかし︑やみ
くもに導入するのではなく︑

山田 こういったインドの
官民の取り組みに対する感想
を矢部さんに聞きたい︒

効率のヒートポンプを導入す
ることが望ましい︒

住宅やビルで
消費される電力

マズムダル インドは古く
からできるだけ少ないエネル
ギー消費で快適に過ごせるよ

山田 日印でエコシティー
構想を進めていくうえでの課
題や︑政府に求めるべき制度
にはどんなものがあるか︒
矢部 日本には多くの省エ

である︒電力消費の急増が見
込まれるインドは︑早期に高

■インドにおけるヒートポンプの活用

このほか︑雨水をためたり︑
太陽エネルギーを使った温水
器を使うなどの試みもあちこ
ちで行われているが︑エコシ
ティーとして統一的に進めら
れているわけではない︒いず
サンジャイ・セット 氏
れにせよ︑エコシティーはエ
インド電力省
ネルギー問題だけではなく︑
エネルギー効率局
︵ＢＥＥ︶
局長

バードでは︑ビルなどの大規
模な開発プロジェクトに対し
て︑環境に配慮した建設ガイ
ドラインを定めている︒

現在、当社は「住み・働き・憩う方々に満足いただける、地球環境にも
配慮した魅力あふれるまちづくりを通じて、真に価値ある社会の実現に貢
献する」という基本使命を掲げており、ハード、ソフト両面を絡めた「ま
ちづくり」を行っています。その一環として、人材ネットワークを中心と
した新事業創造の仕組みを東京都千代田区丸の内の日本創生ビレッジ／
EGG JAPAN（http://www.egg-japan.com/）で展開。このネットワーク
を海外の企業や機関の皆様との連携につなげていくことが、日印間の環境
技術やマネジメントなどの連携を進める上でとても大切な役割を果たすと
考えております。今後の交流を楽しみにしております。

15

30

地球環境とエネルギー問題が世界的な緊急課題となっている今︑優れた省エネルギー技術︑新エネルギー技術を持つ日本の果たす国際的な役割は大
きい︒こうした背景を受けて︑日本経済新聞社は世界環境ビジネスフォーラムをスタート︒７月１日の東京開催に続き︑９月５日にはインド・ニュー
デリーで第２回フォーラム︵共催 インドエネルギー資源研究所︑特別協賛 世界省エネルギー等ビジネス推進協議会︑東芝︑ヒートポンプ・蓄熱セ
ンター︑三菱商事︑後援 経済産業省︑日本政策金融公庫 国際協力銀行︑日本貿易振興機構︑日本経済研究センター︑協力 三菱地所︑サンアンド
サンズアドバイザーズ︶を開催︒インドと日本の技術連携をテーマに︑技術が開く未来への可能性が検討された︒本日はそのなかから基調講演︑プレ
ゼンテーション︑パネルディスカッション︑トークセッション︑さらに全体のまとめである総括を採録する︵ 日付本紙﹁世界環境ビジネスフォーラ
ム・前編﹂からの続き︶︒なお︑第３回シンポジウムは 月９日︑中国・上海での開催を予定している︒さらに︑来年の米国開催も検討中だ︒

パネルディスカッション

ドの街づくりと︑エコシティ
ー構想を考えてみる︒
マズムダル 現在︑世界的
に都市化が進んでいる︒農村
部から都市への人の流入が原
因だが︑インドもその例に漏

の対策は効果も高い︒ビルや
住宅は設計時から省エネを考
え︑間取りの工夫や︑機器の
選定を行うべきだ︒
また︑若年人口が多く︑こ
らすのが︑私の働く電力省エ れから新たな住宅が増えるか
ネルギー効率局の課題である︒ らこそ︑先々を考えて高効率
インド政府はそのための取り な機器を選択してほしい︒一
組みを積極的に進めている︒ 度︑効率の悪いインフラのシ
ヒートポンプ技術導入のため ステムを設置してしまうと︑
のワークショップの開催のほ これを変更するのは容易では
か︑商業ビルのエネルギー効 ないからだ︒

利用される電力

を

山田 環境に配慮した新し
いビルを建てるだけでなく︑
古いビルをどう生かすかも大
切な課題だ︒デリーのコンノ
ートには老朽化したオフィス

ビルが多いが︑それらのメン
テナンスや省エネ化も重要だ
ろう︒

エコシティーをはじめとす
る環境・エネルギー問題での
日印連携には︑技術はもちろ
んだが︑金融面での支援︑税
金の問題︑制度の整備などク

リアすべき課題が数多くある︒
それを乗り越えるためには︑
官民合わせた協力体制の充実
がぜひとも必要だと思う︒

告

広

10％

15エアコンに
％

空調機器の

5％
全電力消費量の
５％を削減できる

80

れず現在︑約３７００の都市 計をすることと︑高効率のヒ
におよそ３億人が住んでいる︒ ートポンプの導入が重要だと
これによって電力や水といっ 思う︒
たインフラはひっ迫︑ごみの
セット エネルギーの利用
問題もクローズアップされて 効率を高め︑その消費量を減
いる︒これらの課題にはイン
ド政府もさまざまな取り組み
を行っているが︑決め手を欠
く状況だ︒
こうしたなか︑日本と技術
的な提携を行うわけだが︑と
りわけ期待している技術の一

三菱地所 代表取締役 専務執行役員

檀野 博 氏

あ い さ つ

10

産業技術総合研究所 理事

都市化が進むインドだから
早急にエコシティーの確立を

山田 電力不足が常態化す
るインドだが︑本ディスカッ
ションではその貴重なエネル
ギーをいかに効率よく使うか
を議論したい︒また︑若年人
口が多いため︑住宅需要が今
後急増されると思われるイン

50

19

15

07

50

50

10

エネルギーや水
ごみ処理などを含め
エコシティーを構想

10

矢部 彰 氏
11

15

88

15

15

協 力

後 援

住宅建設が進む今こそ
省エネ機器
導入のチャンス

高効率ヒートポンプに
置き換える

最小のエネルギーで
最大の快適性を追求する
インドの住宅

10

■プレゼンテーション■

そこで当行が提唱するのが︑ 比較的安価に手に入り︑欠か
環境投資支援︵ＬＩＦＥ︶イ せないエネルギー源だ︒

国内対策だけでは効果が薄い︒ インドに豊富な資源であり︑

﹁商業的に利用可能な先端技

済性︑実用性も忘れてはなら
ない︒金融機関の目として︑

晴らしいと誰しも言うが︑経

葉を紹介したい︒
最先端技術と説明すれば素

ここで私はＢ Ａ Ｔ ︵ Best
＝利
Available Technology
用可能な先端技術︶という言

インド経済の持続的発展と日本の環境・エネルギー投資

日本政策金融公庫 国際協力銀行
特命審議役 環境ビジネス支援室長

今後はここで製造する機器
術︵

新しい金融メカニズムＰＰＦＰで
金融と気候変動の２つの危機を克服

基調講演

氏

●スピーカー
氏

資を考える日本
企業で話を聞く
と︑インドは州
ごとに法律が違
い︑制度が違う

また︑インドの州には

ケース・バイ・ケース
で提供できると思う︒

それを参考にどんな日本の技

のリストを作成し︑公開して
いる︒リストを提供するので︑

そこへの問い合わせで

かを一緒に探りたい︒
デサイ そういう努力で日

に利用可能な先端技術﹂なの

州ごとに投資局があり︑ 術がインドにとって﹁商業的
情報が得られる︒
本郷 私は﹁商業的

つなげる場ができれば非常に
意義深いし︑うれしく思う︒

に利用可能な先端技術﹂ 本の技術とインドの買い手を
という新しい言葉を解
説したが︑インドから

と︑口をそろえ
る︒これが投資
の障壁になって

見て︑日本のどの技術

本郷 私たちが提唱するＰ
ＰＦＰで重要なのはパートナ
ーシップのマッチングだ︒日
ないが︑情報の
開示は行われて

も1億㌦の融資枠を設定している。

ニハール・デサイ

氏

がこれに当たると考え
るか︒

本企業はさまざまな技術を持

が深く、ＪＢＩＣは当行へ２００９年３月に

いるのでは︒
デサイ イン

デサイ 私は技術の

グジャラート州ヴァドーダラに本社を置き、
国内に１５７０の支店を持つ。また、米国、

ドは先進国では

いる︒だから情

行としては２番目の規模である。

ＩＣＩＣＩ銀行
ジェネラ ル マ ネ ー ジ ャ ー
北インド コ ー ポ レ ー ト
バンキン グ グ ル ー プ 長

入のロードマップは描

つが︑インド市場︑インドの
買い手が何を求めているのか
が分からない︒我々が日本の
技術とインドの買い手とを結
びつけられればと考えている︒

報は求めれば得
専門家ではないので答
られる︒州ごと
えられないが︑当行と
の違いについて言えば︑ しては︑そういう判断基準を
それは米国も同じこと 持っている︒
本郷 当行では日本の技術

ーク証券取引所に上場を果たしている。
資産規模は８００億㌦で、インドの市中銀

本郷 尚

本郷 金融危機が︑日本で
いま最も緊急性のある問題だ
かれていない︒
本郷 省エネ技術の
導入に対する投資の余
地は十分あるようだ︒

だ︒また中央政府より
州政府に力があること
もインドと米国で共通

除くアジアの銀行としては初めて、ニューヨ

があるのだが︑まだ導

が︑インドの経済状況はどう
か︒
デサイ 昨年の第 四半期
に経済的な危機があり︑現在
電力セクターを注目し
ているが︑インド地方
政府の関与や︑それに

する︒
本郷 多くの日本企
業がインド市場に魅力
を感じているが︑なか
なか踏み出せない︒州
ごとの情報をＩＣＩＣ
Ｉ銀行が日本企業に提
供できないか︒

提供する銀行へと業務内容を拡大し、９４年
の改組を経て現在に至る。９９年には日本を

本郷 尚
ニシアチブというプランだ︒
の利用をどう拡大していくか

を急いでいる︒

スト金融危機のビジネスモデ
ルだと我々は考え︑その構築

のひと押しをする︒これがポ

る︒金融セクターはこの最後

ックセクター︶は民間セクタ
ーが投資しやすい環境をつく

役となり︑公的機関︵パブリ

現在の２つの危機を乗り越
えるには︑民間セクターが主

だが︑それに金融を付け加え
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地球温暖化抑止を契機に
総括
両国の関係をさらに強固なものに
チェンガッパ インドと日
本はもっと協力すべきだ︒こ
のフォーラムの参加者の誰も
が口にする言葉だ︒また︑両
国には長いかかわり合いがあ
る︒しかし現在︑インドの最
大の貿易相手国は中国である︒
我々は１９６０年代には日本
製品を使っていたが︑それが
いつしか中国製に代わった︒
地球温暖化抑止のための両国
の連携は︑あるいは両国の関

インド人の考えや企画は気
宇壮大だ︒日本人は壮大なこ

べる日本人の頭の中にある︒

まずできない理由を思い浮か
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の政権交代によって日印はど

くりを進めたい︒

インドに進出しやすい環境づ
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けでなく新幹線のような高速
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能だろう︒
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インド進出を促すための︑イ
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想されるかもしれないが︑日
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事業分野の需要へ向けて︑成

ると思うが︑これも日本の技 本が本当に強いソフトパワー
術を導入するチャンスだと思 は道路建設︑高速鉄道︑都市
う︒インドは巨大な市場だし︑ 計画とその建設︑さらに上下
購買力も上がっている︒イン 水管理などを含めたシステム

まだ多い︒こ
れから 年で
新しい住宅が次々と建設され

長するビジネスとして技術供
与︑人材を育成︑出資するな

いだろうか︒
シャンカール インドでは
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どしつつ︑成長するアジアや
世界に広めるべきだ︒日本経

い国民がまだ 日本企業はもっと堂々と
海外進出すべきだ

移転できればいい︒
インドには満足できる住宅
を持っていな

本郷 インドでの成功事例
が増えれば日本からの投資も
進むはずだ︒企業と金融機関

ルにかかわる問題だ︒インド
だけでなくアジア全土のホテ
ルでそうだが︑日本以外はエ
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ら︑大きな成

いう分野での日印連携が重要
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な経済成長のために残されて
いる課題も大きい︒

ここ数年で日印関係は確実
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エコビジネスや省エネ技術
で日本は世界の最先端を走っ

アジャエ・シャンカール 氏
ラジ・チェンガッパ

企画・制作＝日本経済新聞社クロスメディア営業局

民間企業のための投資環境整備
（規制とインセンティブ）

政府と世界銀行によっ
て設立された。その主

特別協賛

パブリックセクター

１９５５年にインド

20

1

デサイ 州ごとという区分
けで情報を持ってはいないが︑
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気候変動対策資金調達のための新しい市場原理

ニハール・デサイ氏

共 催

告

広

は回復してきているというの
が当行の見方だ︒もちろんい
くつかの分野で︑いまだ影響

とがある︒
本郷 電力分野に対して投

が残るが全体としては回復し 伴う地方政府のリスク
ている︒
にはどう対処するとい
本郷 省エネ技術について いだろうか︒
はどういった投資を考えてい
デサイ 一般の投資
るか︒
家の場合︑当行などを
デサイ インド政府は現在︑ 通して地方政府に投資
電力供給の確保に力を注いで が可能だ︒我々はそう
いる︒もちろん省エネ技術に いうプロジェクトを扱ったこ
関して︑インドは日本の水準
に達しておらず︑大きな市場

シンガポールなどにも支店を持つ。
日本の国際協力銀行（ＪＢＩＣ）とは関係
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経済危機
金融危機

デサイ 氏

日印ビジネス協力の機会と挑戦への道
左からチェンガッパ
氏、黒川氏、シャン
カール氏、パチャウ
リ氏、本郷氏

パブリック・プライベート・ファイナンシャル・パートナーシップ（PPFP）

ＩＣＩＣＩ銀行の紹介
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インドの地方政府への投資は
当行を通じても可能
■プレゼンテーション■

本郷 氏

日本企業とインドの買い手を
結びつける働きを担う
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