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はじめに 

 

 

 

本報告書は、中南米主要各国における再生可能エネルギーの現状、課題を明らかにし、

今後、同分野への進出を目指す日本企業の参考に資するために、海外調査部中南米課及び

サンパウロ、メキシコ、カラカス、サンティアゴ、ボゴタ、ブエノスアイレスの各海外事

務所が作成したものである。なお、ウルグアイの項については在ウルグアイ日本国大使館

にご執筆頂いた。本書には、主として各国の再生可能エネルギーの現状、方向性、普及策、

企業の事例紹介を記載している。 

 

中南米主要国では、経済成長に伴い電力需要が増す中で、インフラ設備不足の問題から

電力供給が追いつかなくなるとされている国が多い。このような中、太陽光や地熱など新

たなエネルギー源の確保に関心を向けている。 

日本においても再生可能エネルギーの主要な日本企業がメンバーとなっている「世界省

エネルギー等ビジネス推進協議会」などが新興国市場として中南米をターゲットとして、

関心を示している。同協議会では、同地域向けに①太陽光発電、②地熱発電、③廃棄物発

電の施設の売り込みに関心が高い。その一方で、再生可能エネルギーに関する同地域の基

礎的な情報が少なく、情報ニーズが高いものとなっている。 

本報告書がこれらのニーズへの一助となれば幸いである。 

 

なお、本報告書作成にあたり、在ウルグアイ日本国大使館、多くの関係企業、各国政府

のかたがたにご協力とアドバイスを頂いた。ここに感謝の意を表したい。 

 

 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

海外調査部 中南米課 
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第 1章 総論 

 

 中南米地域では自給エネルギー源の確保、気候変動対策などの観点から再生可能エネル

ギー（以下 RE）導入が進んでいる。世界最大のバイオエタノール輸出国、ブラジルはガソリ

ン車からエタノール車への代替を推進し、メキシコは発電能力 958MW、世界第 4 位の地熱発

電を誇る。2014 年に「世界初」のカーボンニュートラル実現国家を目指し、既に供給電力の

9 割以上を再生可能エネルギーで賄う環境先進国コスタリカ。第１章の総論では中南米にお

ける RE を概説し、第２章では各国別に現状と課題をまとめた。 

 

＜ブラジル：風力、10年で 14倍増の見込み＞ 

ブラジルでは、鉱山エネルギー省「エネルギー拡張 10 年計画」（2011 年 11 月発表）によ

ると、全体の発電能力は 2010 年の 10 万 9，578MW から 20 年には 17 万 1,138MW と年率 4.6％

の増加を見込む。RE 源の中では風力は 931MW（10 年）から 1 万 1,532MW（20 年）と 14 倍、

年率 30.1％増と突出している。02 年から始まった代替電力源振興プログラム（PROINFA）で

は、半分以上を風力が占める。風力発電の市場拡大を見据え、ドイツの WOBBEN、アルゼン

チンの IMPSA など資機材メーカーが風力発電プロジェクトの中心地である北東部で現地製

造を行っている。 

太陽光については、大手独立系発電事業者 MPX が国内初のメガソーラープロジェクトを

東北伯で開始した。設備容量は 5MW を予定、うち 1MW 分は 11 年 8 月に完成した。京セラ

製の多結晶シリコン型パネルを使用し、投資額は 1,000 万レアル（1 レアル＝約 42 円）。2MW

目は米 GE をパートナーとし、12 年末に完成予定だ。また、14 年に開催されるサッカー・W

杯の会場 12 カ所のうち 10 カ所で屋根にソーラーパネルを設置することで、計 1MW の発電

容量を見込む。20 年までにブラジルの設備容量は 300MW 規模となる見通しで、ビジネス機

会を生みそうだ。 

風力、太陽光分野で近年、外資の参入が相次いでいるが、ブラジルは一方で世界最大のバ

イオエタノール燃料輸出大国という顔を持つ。「電力統計 2011 年版（EPE）」によると、サト

ウキビなどを原料とするバイオマス発電は 10 年の発電源別総発電電力量の 4.9％を占め、RE

としては最大である。 

 

＜メキシコ：RE発電用機材の製造拠点として優位＞ 

メキシコでは、「再生可能エネルギー特別プログラム」が 09 年 8 月に策定され、全電源構

成の中でも発電シェアが現状 0.15％と最も低い風力について 12 年までに 4.34％（RE の中で

首位）に引き上げることを目標に掲げる。オアハカ州テワンテペック地峡では、三菱商事が

中南米最大となる風力発電プロジェクトの持ち分 33.75％を取得。132 基の風車（タービン）

を設置し、発電容量は 396MW を見込む。 

また、米国市場に隣接するメキシコは、かさが大きく物流コストがかかる風力発電用ブレ

ードや太陽光パネルの低コスト製造拠点として注目されている。例えば、メキシコは米国向
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け委託製造拠点として、労働コストは中国ほど低くはないものの米国に比べ 7～8分の 1程度、

北米自由貿易協定（NAFTA）加盟国であり、輸送、関税などにより大きな利点があるといえ

る。三菱重工は 02 年、米 TPI（TPI Composites Inc.）と合弁で風力発電用ブレードを製造する

ビエンテック（Vientek）社をメキシコに設立、米国向けに生産を開始した。07 年には拡張投

資を行い、生産能力を 3 倍（1,200MW 規模）に増強した。生産されるブレードは全て米国市

場に輸出されている。 

太陽光発電は、日照環境には恵まれているものの、発電コストが高いため大規模開発は行

われてこなかった。が近年、企業投資が入り始めている。 

京セラは 04 年に在米法人、京セラ・ソーラーが太陽電池モジュール工場（150MW 規模）

をティファナに建設。三洋電機（現パナソニック）も 03 年に三洋エナジー・モンテレイ工場

に太陽電池モジュール生産ライン（55MW 規模）を設置した。スペインの太陽光パネル製造

大手シリケンは 11 年 10 月、ドゥランゴ州で 100MW の超大型太陽光発電所の建設計画を発

表している。ドイツの Q-Cells は 08 年 5 月に 35 億ドルの大型投資を発表し、バハ・カリフォ

ルニア州メヒカリに太陽電池工場（60MW 規模）の建設を開始したが、08 年の世界的な金融

危機の影響を受け、現在のところ計画は中断されている。 

メキシコの RE の中で最も進んでいるのは地熱発電だ。10 年末現在の発電能力は 958MW

で、世界第 4 位を占める。メキシコ・エンジニア協会連合の調査によると、プエブラ州やベ

ラクルス州西部を中心に 1 万 644MW の地熱資源が存在するとみられている。 

バイオマスによる発電も普及しており、発電能力は 11 年末時点で 551MW。建設中も含め

ると 623.9MW に上る。ほとんどが製糖所、畜産農家、地方自治体による自家発電だが、ヌエ

ボレオン州政府、モンテレイ市および周辺市町村とメキシコ資本民間企業 2 社（Gentor と

SEISA）が出資して建設したモンテレイ・バイオガス発電所では有機廃棄物処理場から出る

メタンガスを回収してガスエンジンで発電し、市内地下鉄などの公共電力として利用してい

る。メキシコと同様に地熱発電に力を入れるコスタリカは、14 年までに電力供給の 95％を再

生可能エネルギーで賄うことを目指している。地熱分野で同国初のミラバジェス地熱発電事

業に円借款が供与された。11 年 12 月には国際協力機構（JICA）とコスタリカ電力公社（ICE）

間で、21 年までに「カーボン・ニュートラル」実現に向け、地熱資源開発で両機関が協力し

ていくことを目的とする「コスタリカでの地熱開発に関する覚書」が交わされた。 

 

＜制度と技術革新が RE導入を後押し＞ 

RE の導入が着実に進むが、発電コストが高く、自然条件の変化に制約されるといった課題

も残されている。電力買取補償など企業のインセンティブが働くような実務的な制度の導入

が急がれる。民間企業による技術革新、技術導入も期待される。 

現在、ブラジルには太陽光パネル・モジュールや専用のガラスを本格的に現地生産する企

業はない。今後市場が拡大するかは、外資による国内生産の推進もカギとなろう。例えば、

ブラジルでは風力発電事業の入札価格が低下しており、風力発電の市場拡大を見越してドイ

ツやアルゼンチンなどの外資系資機材メーカーが参入、現地製造を行っている。入札価格の
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落ち込みについては、関連資機材価格の低下や電力公社の積極的な投資、金融機関による低

利のファイナンスが挙げられる。このような事例から、外資を利用した①技術移転・開発、

②資金投入、③進出企業への優遇策も有効となろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 

 

 

 

 

 

第 2章 各国別現状と課題 

ブラジル 
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1．風力・太陽光発電 

 

エネルギー研究公社（EPE）の資料によれば、2010 年における総発電電力量は 509TWh で

あり、発電源別では水力が 79.2％を占めている。次に火力発電が続き、燃料別では天然ガス

が 7.2％、石油派生品が 2.8％、石炭が 1.3％となっている。水力のシェアが大きく、既にブラ

ジルで再生可能エネルギーが普及しているといえるが、新たな電力源としてサトウキビかす

などを燃料としたバイオマス（4.9％）、風力（0.4％）、太陽光発電などにも注目が集まってい

る。 

 

出所：EPE「Anuário estatístico de energia elétrica 2011」 

 

 

＜風力発電能力が 2020 年までに年率 3 割増の見込み＞ 

鉱山エネルギー省が 2011 年 11 月に発表した「2020 年エネルギー拡張 10 年計画」で、ブラ

ジルの発電能力の現状と今後の見通しをみると、2010 年の 10 万 9,578MW から 2020 年に 17

万 1,138MW と年率 4.6％の増加が見込まれている。なかでも注目されるのは風力発電で、2010

年の 831MW から 1 万 1,532MW へと 10 年間で 14 倍、年率 30.1％の増加が予想されている。 
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出所：鉱山エネルギー省「2020 年エネルギー拡張 10 年計画」 

 

風力発電増加の背景には、政府がこれまで実施してきた固定価格による電力買取制度であ

る PROINFA（代替電力源振興プログラム）の存在や、風力発電に限定した政府の電力入札実

施などが挙げられる。PROINFA は小型水力、バイオマス、風力の 3 つの再生可能エネルギー

について、20 年間一定額で政府が電力を買い上げる制度で、2002 年 4 月法令 10,438 号によ

り創設されたもの。同制度で承認されたプロジェクトの発電能力全体が 3,155MW、そのうち

風力は 1,424MW となっている。 

 

PROINFA による買取制度の枠は既に埋まっており新たな契約はないため、国家電力庁

（Aneel）はその後、風力発電に限定した電力入札を実施している。PROINFA 当時の買取価

格は最高で 277 レアル/MWh であったが年々低下傾向にあり、2011 年 8 月に実施された電力

入札で風力発電の買取価格は平均で 99.5 レアル/MWh と 100 レアルを切る水準にまで低下し

た。既に天然ガス火力発電の価格を下回るレベルであり著しい価格低下といえる。このよう

に風力発電の入札価格が低下している背景には、風力発電プロジェクトに必要な資機材価格

の低下や、電力公社の積極的な投資、政府系金融機関（BNDES）による低利のファイナンス

なども挙げられるようだ。なお、風力発電市場の拡大を視野に入れ、ドイツの WOBBEN、ア

ルゼンチンの IMPSA などの資機材メーカーが風力発電プロジェクトの中心地である北東部

で現地製造を行っている。 

 

＜次のターゲットは太陽光発電＞ 

一方、太陽光発電はこれまでオフグリッド地域への供給が中心で、市場は限定的だったが、
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拡大の兆しがみえる。大手独立系発電事業者の MPX は国内では初めてのメガソーラープロジ

ェクトをセアラ州タウア市で開始した。同プロジェクトは、保有する敷地面積に最大 50MW

まで設置可能で、既に 5MW 分の発電・グリッド接続許可を国家電力庁（ANEEL）から取得

している。最初の 1MW は 11 年 8 月に完成した。投資額は約 1,000 万レアル（1 レアル＝約

42 円）で、日本の京セラ製の多結晶シリコン型パネルが 4,680 枚使用されている。MPX によ

ると、拡張計画における 2MW 目はゼネラル・エレクトリック（GE）をパートナーとし、パ

ネルは別方式を採用予定で、12 年末までに完成予定だ。 

このほかにも配電会社のエレトロスールがメガソーラープロジェクトを明らかにし、11 年

10 月にパートナーを公募している。また、関係者によると、ワールドカップ会場の 12 ヵ所

のスタジアムのうち 10 ヵ所で屋根にソーラーパネルを設置する計画があり、いずれも 1MW

近い規模になるという。 

太陽光発電の市場規模について、同分野に詳しいサンパウロ大学電気エネルギー研究所

（IEE）のロベルト・ジレス（Roberto Zilles）教授はジェトロのインタビュー（2012 年 2 月に

サンパウロ大学で実施）に対し、「現在ブラジルにおける太陽光発電容量は約 30MW だが、

そのほとんどは無電化地域の電化プログラム“ルス・パラ・トドス（Luz para Todos）”による

ものであり、送配電網に接続されている容量は、11 年に MPX が運営を開始した発電所を含

めた 1.6MW にすぎない。しかしもともとブラジルは太陽光資源が豊富で、かつ太陽光発電に

適した地域も広大なため、発電ポテンシャルは大きい。ブラジルで最も太陽光照射量が低い

地域でも、ドイツで最も高い地域に比べて、40％照射量が多い。政府の各種補助制度が導入

されることで、少なくとも 2020 年までに 300MW 程度の規模となると予想する」と話してい

る。 

 

＜政府も積極的に後押し＞ 

 太陽光発電普及を補助する政府の政策は、2012 年に導入が予想される太陽光発電専門の電

力買取入札制度とネットメータリングの導入が柱になるとみられる。前者は 1MW 以上の太

陽光発電所、後者は 1MW 未満の小規模発電事業者が対象だ。経済合理性を重視するブラジ

ル政府は欧州や日本のように、優遇価格を上乗せする固定価格買取制度の導入には後ろ向き

だ。 

太陽光発電専用の入札制度を導入することで、一定期間はその他の電力価格よりも高値の

買取を許容するが、競争により価格が徐々に下がるという方式を採用するとみられる。国家

電力庁（ANEEL）が公募した太陽光発電の実証事業には、0.5-3MW の規模のプロジェクト

18 件、合計 24MW 規模の申請があり、電力会社の高い関心が伺える（注１）。 

一方、ネットメータリングとは、自家発電用途に導入した太陽光発電の余剰電力を、送配

電網を通じて売却する場合、電力の契約価格、つまり小売価格と同じ価格で販売できる制度

だ。ブラジルは発電コストが低い一方、電力小売価格は高いので、スーパーなど商業施設で

導入が見込まれる。太陽光発電モジュールの価格が下がれば、家庭レベルまで普及する可能

性がある。現在 6 つの州で“120 の屋根プロジェクト（Projeto de 120 telhados）”という、送配
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電網へ接続される家庭向け太陽光発電の実証実験が行われており、技術面、経済面の検証が

なされている。その他、州の補助制度として、商品流通サービス税（ICMS）の減免などが検

討されている。 

太陽光発電への補助を模索する州もある。リオデジャネイロ州は 2011 年 8 月に太陽光発電

の導入促進に必要な政策提案「カルタ・ソラル（太陽の手紙）」を発表。各州と連携して連邦

政府に働き掛けを行っている。連邦政府が太陽光発電を推進するための何らかの政策を打ち

出した場合には、同州もインセンティブ制度を設ける方針を明らかにしている。 

市場拡大をにらみ、関連メーカーも動き出している。ブラジル電気・電子工業会（ABINEE）

は太陽光発電システムグループを設立。50 社以上の関連企業が参加し、政府へのインセンテ

ィブ制度新設の要求や規格についての助言活動を行っている。 

太陽光発電普及に向けて障害になるのがコストだ。連邦政府は太陽光発電の発電コストを

現状 1 メガワット時（MWh）当たり 500～600 レアルと試算しており、国内生産が進むこと

でコストが下がるというシナリオを描いている。現在ブラジルには太陽光パネル・モジュー

ルや専用のガラスを本格的に現地生産する企業はなく、今後市場が拡大するかは風力発電同

様、国内生産が進むかどうかが一つのカギといえる。 

 

 

２．スマートグリッド 

 

＜全国へのスマートメーター導入を計画＞ 

 太陽光や風力発電などの再生可能エネルギーを普及させるにあたり、電力供給の不安定性

をいかに克服するかが課題となる。その観点で消費側からの電力需要を調節することが可能

な、スマートグリッド（次世代送電網）に対する注目がブラジルでも集まっている。 

国家電力庁（ANEEL）は 2020 年までにスマートメーターを全国に導入することを検討し

ている。もしこの計画が実現されれば、導入されるスマートメーターの数は 6,800 万台にの

ぼると推定されている。スマートメーターの導入によるスマートグリッド化の目的は、17％

強と高い送配電ロスの低減（特に都市部のファベーラと呼ばれるスラム街で多い盗電の防止）、

配電自動化による停電対策等系統の信頼性向上、双方向通信によるピークシフトや省エネの

推進、再生可能エネルギーなど分散電源への対応などである。 

 

＜発表が相次ぐパイロットプロジェクト計画＞ 

政府の動きを受けて、電力会社によるスマートグリッドのパイロットプロジェクト計画が

相次ぎ発表されている。例えばブラジルの電力公社であるエレトロブラスはアマゾナス州パ

リンチンス市でスマートグリッドの実証プロジェクトを進めている。アマゾナス州の同計画

では、2012 年から、第一フェーズとして 3,500 台のスマートメーターを導入する。最終的に

は同市にある 1 万 5,000 台のメーター全てを交換することになる。メーターによる収集され

たデータは、州都マナウス市及び首都ブラジリアのデータセンターに送信される。メーター
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の交換以外に、配電自動化や需要家用のポータルサイトの開設も 2012 年から行うという。エ

レトロブラスによれば、本プロジェクトが成功すれば、アマゾナス州の他の市にも展開し、

メインの電源が高コストなディーゼル発電である同州の電気使用量低減につなげ、また太陽

光や小型風力を導入していきたいとのことだ。また、パリンチンスを含めて、高温多湿なア

マゾナス州ではエアコンの普及率が他地域に比べて高いため、スマートメーター導入に併せ

てエアコンをリモートコントロールできる技術があれば、留守宅の運転停止やピーク電力時

にエアコンの冷房温度を上げるなど省エネ効果が見込めるので、そのような技術を探してい

るとのことだ。 

 

スマートグリッドで先行する欧州系の電力会社もパイロットプロジェクト計画に乗り出し

た。ポルトガルの電力大手 EDP はサンパウロ州アパレシーダ市でスマートグリッドのプロジ

ェクトを実施することを発表している。EDP は本国ポルトガルのエボラ市のスマートグリッ

ドプロジェクトに参入しているが、アパレシーダ市のプロジェクトでは、第一フェーズとし

て、1 万 5,000 台のスマートメーターを導入する。メーターは地場企業 ECIL のものが使われ、

投資額は約 1,000 万レアル（2012 年 3 月 23 日時点、1 レアル＝約 45 円）。 

スマートメーターの他に、街路灯の高効率化、低所得者層へのより省エネ家電の配布、電

気自動車導入の可能性調査等を行うとのことだ。なお、EDP 関係者はジェトロのインタビュ

ー（2012 年 2 月にサンパウロ市内で実施）に対し「2013 年以降に小規模発電機器（風力や太

陽光）の設置を検討する。実証実験は 4-5 年のタームで結果を出せるようにしたい」と今後

の見通しを語った。 

他には、スペインのマラガ・スマートシティプロジェクトに参入している、ENDESA のグ

ループ会社である配電会社 AMPLA がリオデジャネイロ州ブジオ市でのスマートグリッド計

画を発表している。欧州系以外にも地場の電力会社によるスマートグリッド計画も相次いで

おり、今後ブラジルにおけるスマートグリッド市場は拡大する可能性が高い。すでに NEC が

ペルナンブコ州レシフェ市近郊で計画されるスマートシティへの参画を発表するなど、今後

電力・通信分野の日本企業にとっても、注目の市場といえる。 

  

 

３．ブラジルの省エネ市場 

 

省エネは大企業や民生部門で先行事例があるが、エネルギー消費量のシェアが最も高い工

業部門の省エネは遅れており、インセンティブの整備が必要だ。 

 

＜省エネは大企業や民生部門が先行＞ 

ルセフ政権が 8 月に発表した産業政策「ブラジル拡大計画（Plano Brasil Maior）」では、2014

年までにGDPの工業部門におけるエネルギー消費量を 2010年に比べて 9.1％下げることが含

まれるなど、省エネ分野でもビジネス機会が生まれようとしている。 
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省エネで先行しているのは一部の大企業だ。例えば、国営石油会社ペトロブラスは、2015

年までに 9 億ドルを省エネ分野に投資することを検討していると明らかにしている。すでに

いくつかの製油所では導入・実施済みのピンチテクノロジー（注 2）によるエネルギー利用

の最適化やターボエキスパンダーの他、新規技術にも高い関心があり、日本企業からの提案

も歓迎するとしている。エネルギー研究公社（EPE）によれば、ペトロブラス以外にもブラ

スケン（化学）や、ボトランチン（セメント・建設）、ヴァーレ（資源開発）などもそれぞれ

省エネ分野への投資を発表しているという。 

電力会社は経常利益のうち 1％を省エネ分野に投資することが義務付けられており、その

うち 0.5％は実際のプロジェクトに充てられ、主に病院やショッピングセンターなど民生部門

の省エネ設備導入支援や低所得者層の支援に向けられている。 

 

省エネを含めたグリーンビルディングへの関心も高まっている。米国のグリーンビルディ

ング認証制度 LEED のブラジルでの認証機関であるブラジル・グリーンビルディング協会に

よれば、2011 年末までに LEED 認証への申請件数は 400 件、認証を受ける案件数は 45 件と

なる見通しだ。2014 年のＷ杯のスタジアムについても、12 のうち 9 スタジアムが申請してい

るとのことだ。他の事例ではサンパウロ市にあるエルドラド・ビジネスタワーが 2009 年に中

南米で初となる LEED で最上位のプラチナ認証を受けた。同タワーでは、高効率空調システ

ムや、省エネ型エレベーター、LED、コジェネレーションシステムなどが導入されている。 

 

＜工業部門の省エネはインセンティブ制度の未整備で遅れ＞ 

省エネを進めるにあたり障壁となるのが、制度・インセンティブの整備不足だ。2011 年 10

月に発表された国家省エネルギー計画では、これまでの各種政策はもっぱら家庭、商業、公

的部門向けに重点がおかれ、国内エネルギー消費量で、35.6％と最もシェアの高い工業部門

向けのインセンティブの不足しているために、省エネ対策が遅れていることを指摘している。

一部の大企業は省エネによるコスト削減という観点だけではなく、温室効果ガス削減や CSR

的観点から省エネに取り組んでいるが、大多数の企業にとっては省エネに取り組むインセン

ティブがない。コスト削減という観点だけでは、他の設備投資と同列で検討され、結果とし

て比較的投資回収期間が長い省エネ設備の導入は見送られるケースが多いという。また、日

本のエネルギー管理士のようなエネルギー管理の専門家がおらず、省エネのベースとなるデ

ータの収集も十分に行われていない。特に熱分野については省エネ対策が遅れていると指摘

している。 

 

同計画では、工業部門の省エネを推進するために、省エネ向け融資や基金の設立・拡大、

税制面での優遇措置、省エネ専門家の育成、ESCO 企業（注 3）の活用を推進する制度の設立

などが提案されている。今後制度面の整備が進み、工業部門も含めた省エネ市場が拡大すれ

ば、優れた省エネ技術を有する日本企業にとっては大きなビジネスチャンスとなる可能性が

ある。 
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（注 1）同事業への申請プロジェクトは ANEEL のサイトで閲覧可（ポルトガル語のみ）。 

http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/Materia_PD_energia_solar.pdf 

同事業に承認された場合、各電力会社は、法律で毎年純売上高の 1％の負担が義務付けら

れている省エネルギー・再生可能エネルギー基金の事業として実施が可能となる。ANEEL に

よれば、現在 9 件は基本承認され、8 件が計画の一部見直し中、1 件が却下となっている。 

（注 2）ピンチテクノロジーとは主に石油精製所や化学工場における熱エネルギー等の最適

利用化のための解析技術。 

（注 3）ESCO（Energy Service Company） とは、工場やビルに対して、省エネルギー診断、

設計･施工、運転･維持管理、資金調達など省エネルギーに関する包括的なサービスを提供す

る企業及びビジネス形態。ESCO 企業はエネルギー削減量を保証するパフォーマンス契約を

顧客と締結し、契約期間中は定期的な省エネルギー効果の計測・検証を行い、報酬は省エネ

に伴う顧客の経費削減分から賄う。 

  

http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/Materia_PD_energia_solar.pdf
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１． 電力供給の現状 

 

政府エネルギー局の統計によれば、アルゼンチンの設置済発電能力は 2010 年に 2 万

9,010MW であった。ブラジルの発電能力が同年に 10 万 9,578MW であることを考えると、お

よそ 4分の 1の規模といえる。過去をみるとアルゼンチンの 2005年時点設置済み発電能力は、

2 万 5,774MW と、ここ 5 年間で 12.6%増加したことになる。 

発電能力を供給源別にみると、化石燃料を利用した発電のシェアが 61.8%と大きく、以下

水力が 34.6%、原子力が 3.5%と続く。風力発電は 0.1%（27.8MW）、太陽光は 0.0%（0.03MW）

とごくわずかな状況だ。アルゼンチンの統計では、化石燃料発電として位置づけられるのは、

コンバインドサイクル、ディーゼル、ガスタービン、蒸気タービンの４つが含まれる。2005

年と 2010 年の電源別発電能力を比較すると、ディーゼルやガスタービンなど化石燃料による

発電能力の伸びが高い。 

 

 

出所：アルゼンチン政府エネルギー局 

 

２．再生可能エネルギーの振興策 

 

政府は 2006 年に定めた法令 26,190 号（発電に向けた再生可能エネルギーの利用振興策）

により再生可能エネルギー（RE）を振興しているが、10 年後（2016 年）の電力消費に占め

る RE の割合を 8%に引き上げることを目標に掲げている。ジェトロが 2012 年 2 月にアルゼ

ンチンで関係者1にヒアリングしたところ、現時点ではまだ 1.5％にとどまっているというが、

2014 年には 4%の実現を見込むとしている。 

                                                   
1ジェトロがヒアリングしたのは連邦計画公共投資サービス省調整管理副庁のフランシスコ・エリソンド氏、

同国家促進局 RE 室のエマヌエル・イビグリア氏、ブエノスアイレス RE 協会（CADER）会長のフレディ・
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同法令で振興している RE は、風力、太陽光、地熱、潮力、小型水力、バイオマス、廃棄

物ガス、バイオガスなどである。これらの発電事業者には、みなし所得税の免除、所得税、

付加価値税の早期還付などのインセンティブがある。 

RE プロジェクトにより発電される電力は、国営会社 ENARSA を通じて入札が行われ、

ENARSA と民間企業間の契約で実行する仕組みになっている。ENARSA は 2009 年 5 月に再

生発電プログラム（GENREN）を発表しており、これは入札を通じた、15 年間に渡る RE 電

力の固定価格買取制度で、1,000MW 分の発電能力を拡充するとしていた。ENARSA により買

い取られた電力は電力卸市場管理会社（CAMMESA）を通じてエネルギー卸市場（Mercado 

Electrico Mayorista：MEM）に送られる2。なお、2009 年 12 月に GENREN でプロジェクトを

募集した結果、27 社より 51 プロジェクト、1436.5MW 分の応募があった。審査の結果、風力

発電が 754MW、バイオ燃料による火力発電が 110.4MW、太陽光発電が 20MW、小型水力発

電が 10.6MW、合計で 895MW 分が落札されている3。なお、落札された電力価格は風力で 121

～134 ドル/MWh、バイオ燃料による火力発電で 258～297 ドル/MWh、小型水力で 150～180

ドル/MWh、太陽光で 547～598 ドル/MWh となっている。 

 

３．再生可能エネルギーの現状 

 

（１）風力発電 

アルゼンチンで最も注目されているのは風力発電だ。国家原子力委員会（CNEA）で発行

している「卸売り電力市場レポート」によれば、2012 年 4 月時点における風力発電の設置済

み能力は 86.1MW と、エネルギー局が出している 2010 年の数値の 3 倍に増加している。立地

場所をみると、97.2%が南部のパタゴニア州に集中している。アルゼンチン風力発電協会に拠

れば、同地域は風量が安定しており、発電効率は 35%を上回るという。通常、風力発電に適

した風速は秒速 5 メートル以上とされるが、パタゴニア州では地上 50 メートル地点で秒速 9

～12 メートルという。なお、専門家によればアルゼンチン全体における風力発電の潜在能力

は最大で 2,000GW に及ぶとみられ、政府が目標とする電力消費に占める RE の割合、8％の

およそ半分は風力が占めると予想されている。また風力発電に関してはアルゼンチン国内に

裾野産業が存在し、IMPSA や Vestas など国際的なビジネス展開をする企業が発電機器を製造

している。 

 

（２）バイオ燃料による火力発電 

アルゼンチンは世界有数の大豆生産国であることもあり、大豆油由来のバイオディーゼル

の生産量も大きい。アルゼンチン再生可能エネルギー会議所（CADER）によれば、アルゼン

                                                                                                                                                        
ランヘスフェルド氏と同事務局長のルーカス・トロッツ氏。 
2 エネルギー卸市場への電力供給契約は、エネルギー庁決議第 108／11 号に基づく。 
3 各プロジェクトの立地場所を示した地図は以下のアルゼンチン政府エネルギー局のサイトで参照可能。

http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/informacion_institucional/discursos/ge

nren/detalle_adjudicacion_GENREN.pdf 
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チンはドイツ、フランス、米国、ブラジルに次ぐバイオディーゼルの生産国であるとされ、

その生産量は年々増加傾向だ。国家統計・センサス局（INDEC）によれば 2011 年のバイオデ

ィーゼル生産量は前年比 33.7％増の 242 万 6,681 トンを記録した。ただしそのうちの 7 割を

輸出しており、国内向け出荷量は 75 万 1,622 トンと全体の 3 割にとどまっている。バイオデ

ィーゼルの用途は主に自動車燃料用で、同国内ではディーゼル燃料に 7％混合が義務化され

ている。まだ発電用途としてのバイオディーゼル燃料の利用はそれほど大きいわけではない

が、政府がエネルギーの自給率を高めるために同発電を奨励しており、エネルギー企業の AES

や Emgasud などがバイオディーゼル発電に参入している。機材メーカーではフィンランドの

バルチラ社が参入している。 

 

（３）太陽光発電 

2010 年時点の太陽光発電能力は 0.03MW と非常に小さかったが、2012 年 4 月、アルゼンチ

ン内陸のサン・フアン州で国内最初の商業規模の太陽光発電所が稼働した。カニャーダ・オ

ンダ・プロジェクトと呼ばれる民間発電事業者の設備で、第１段階の発電能力は２MW、第 2

段階では３MW に拡充する計画という。なお、将来的には 20MW まで拡大することを検討し

ており、最終的な投資額は 9,700 万ドルに達するとみられる。パネルはスペインの Atersa 社

のものを使っている。 

 

以上 
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ウルグアイ 
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１．輸入に依存しているエネルギー構造 

 

＜石油：ベネズエラに６億 7,500 万ドルの負債＞ 

ウルグアイの原油の輸入は多国にわたり、ベネズエラ、ロシア、ナイジェリア、カメルー

ン、アンゴラ、エクアドルとなっている。2010 年における輸入量は約 1,939 万バレルで輸入

額は 18 億 9,404 万ドルとなった。国別に見ると、ベネズエラからが 12 億 2,300 万ドル、ロシ

アが 3 億 6,487 万ドル、ナイジェリアからは 1 億 6,205 万ドルであった（データ会社 CENCI）。 

これらの国の中でもベネズエラからの輸入は、2005 年に二国間で締結したエネルギーに関

する協定に基づき実施されており、その 75％を現金決済または国内産品の輸出により支払う

こと、そして残り 25％を年率 2％の 15年ローンでの支払いをすることが取り決められている。

このため報道では、燃料・アルコール・セメント公社(ANCAP)がベネズエラに対して、石油

購入のために生じた負債８億ドル以上を抱えているとされているが、２０１２年６月現在、

ベネズエラとの間で負債帳消しのための交渉を行っている。 

この他、ベネズエラのオリノコ油田地帯での開発事業にアルゼンチンと共に参加すること

が協議されている他、ベネズエラと精製所の近代化についての交渉が行われている。 

 

 

＜天然ガス：ボリビアからアルゼンチン経由で調達＞ 

ウルグアイは隣国アルゼンチンからの天然ガス輸入に依存する構造となっている。2010 年

の輸入量は 7,660 万立方メートル、輸入額は 1,386 万 6,491 ドルとなった。ウルグアイは同エ

ネルギーの供給源の多角化を図るため、2010 年 7 月にボリビアからアルゼンチン経由で天然

ガスを輸入するための合意をボリビア、アルゼンチンとの間でとりつけ、署名を行った。そ

の結果ウルグアイは最低 30 万立方メートル/日の天然ガスをボリビアから輸入することが可

能となった。 

また液化天然ガスの再気化工場を設置する話も進められている。具体的には液化天然ガス

の再気化のための船を建設し、60 キロの距離をパイプラインにて陸に輸送する計画である。

処理能力として 1日 1,000万から 1,500万立方メートルの液化天然ガスの再気化を予定してい

る。同プロジェクトには 30 社程の企業が関心を示しているといわれている。 
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当初はウルグアイのマルドナド県及びカネロネス県の県境にあたるピリアポリス沖

（Arroyo Solis Grande 沖）12 キロの地点に再気化船を設置する予定であったが、現在は、競

争入札実施主体となるウルグアイの国家電力公社(UTE), 燃料・アルコール・セメント公社

（ANCAP）関係者は、Puntas de Sayago（注：Puntas de Sayago は韓国が港湾開発に関心を示

している場所でもある）沖の設置を発表した。また、当初はアルゼンチンとの共同事業とな

る予定であったが、現在はウルグアイ単独事業の可能性もあり、７月にデータルームが開催

される予定である（報道）。 

 

 

 

２．天候に左右されるエネルギー構造 

 

＜電力：隣国からの供給に依存＞ 

ウルグアイ国内における発電（2010 年）は 54.2％が水力、36.3％が火力で占められている

（工業エネルギー鉱業省による、2010 年の図参照）。水力については、ウルグアイ川のサル

ト・グランデ・ダム（アルゼンチン政府とウルグアイ政府が株を 50％ずつ所有）、ネグロ川

のガブリエル・テラ・ダム、リンコン・デ・バイゴリア・ダム、コンスティトゥシオン・パ

ルマール・ダムで行われている。火力発電は主に国内 5 カ所の発電所で行われている（表参

照）。 

しかし都市部での家庭の電化率が 98％を占める中、降水量が少ない年など安定した電力の

供給が実現しておらず、不足分を補うためアルゼンチン及びブラジルからの電力輸入にたよ

っている。現在は供給力強化に向けてブラジルとの間で覚書が更新され、二国間の送電線の

敷設事業が行われている。同プロジェクト終了時には、2013 年までに、500MW までの送電

（サンカルロス（ウルグアイ）・カンディオタ（伯）間）が可能となる予定だ。同時にパラグ

アイからアルゼンチンを経由してウルグアイに電力を輸入する計画（200MW）も進められて

おり、現在はアルゼンチン政府の承認待ちである。 

 

国内の発電は、UTE が担っているが、民間企業による自家発電も認められており、余剰分
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は UTE に買い取ってもらうことが出来る。送電・配電は全て UTE が行っている。 

       

種別 発電可能電力（MW) 割合 

水力発電 1,546.0 54.2% 

火力発電 1,036.2 36.3% 

風力発電 30.5 1.1% 

バイオマス発電 238.8 8.4% 

総計 2,851.5 100.0% 

 

表：ウルグアイの主要発電所

発電所名 種別 県
発電可能電力

(MW)

サルトグランデ 水力 サルト 945.0

パルマール 水力 ソリアノ 333.0

テラ 水力 タクアレンボー 160.0

バイゴリア 水力 ドゥラスノ 108.0

バッジェ 火力 ﾓﾝﾃﾋﾞﾃﾞｵ 394.0

プンタ・デル・ティグレ 火力 サン・ホセ 330.0

ラ・タブラーダ 火力 ﾓﾝﾃﾋﾞﾃﾞｵ 285.0

TG AA 火力 マルドナド 24.0

センダレザー　S.A. 火力 ﾓﾝﾃﾋﾞﾃﾞｵ 3.2

カラコレス 風力 マルドナド 20.0

ヌエボ・マナンティアル　S.A.風力 マルドナド 10.0

アグロランド　S.A. 風力 マルドナド 0.5

UPM バイオマス リオ・ネグロ 161.0

ガロフェル バイオマス トレインタ・イ・トレス 14.0

アルール　S.A. バイオマス アルティガス 13.0

ビオエネル　S.A.　 バイオマス リベラ 12.0

ウェアーハウザー バイオマス タクアレンボー 12.0

フェニロール バイオマス タクアレンボー 10.0

アスカルリート バイオマス パイサンドゥー 6.1

リデルダ バイオマス パイサンドゥー 5.0

ファナペル バイオマス コロニア 4.5

ラス・ロサス バイオマス（メタンガス） マルドナド 1.2

出所：ウルグアイ工業エネルギー鉱業省 2,851.5
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地図 ウルグアイの主要発電所 所在地 

 

水力発電 地熱（石油） 地熱（天然ガス） 風力 バイオマス バイオガス 

（出所：ウルグアイ工業エネルギー鉱業省） 

 

＜再生可能エネルギー：2015 年までに電力供給の 50％を＞ 

国内でのエネルギーの石油依存を減らすと共にエネルギー不足を解消するため、政府は行

動計画 2005－2030 に基づいて風力・太陽光・バイオマス等の再生可能エネルギーの促進を図

っている。同計画では 2015 年までに電力供給の 50％を再生可能エネルギーで賄うことを目

指す。 

中でもバイオマス発電は、電力供給源別としては 8.4％を占める。同国では 2014 年 12 月

31 日までにエタノールをガソリンに対し 5%使用することが義務づけられ（2007 年政令 18195

号）、ANCAP の傘下にある ALUR 社は、今後ベジャ・ウニオンでのソルガム生産の経験を生

かしたエタノール生産及びバイオディーゼル事業を拡大する見込み。アルティガス県のベジ

ャ・ウニオンでサトウキビからエタノールを、モンテビデオでバイオディーゼルを生産して

いる ALUR 社は、ソルガム、トウモロコシ、大麦、小麦を使用したエタノール生産のために、

同国西部パイサンドゥ県にスペインの Abengoa Bioenergía 社と共に企業を立ち上げた。投

資額 1 億 2,000 万ドルの内、80%は国際機関や国内外の金融機関からの融資を受け、20%は両

社の共同出資である。同事業は ANCAP のの施設を使い、2014 年から年間 7000 万リットルの
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バイオエタノールと副産物で家畜飼料となる 5 万トンの乾燥蒸留穀物残渣（DDGS）の生産

工場を建設、8 メガワットの熱電併給発電所を併設し、エタノール工場で必要な電力と熱を

生産することを目指している。 

風力発電は、ウルグアイで吹く風が発電に適した強さとコンスタントに同じ方向を向いて

吹くことから、安定した電力供給が実現できるとして、政府が最も力を入れている再生エネ

ルギー分野の一つである。現在は同分野の開発にスペイン、ドイツ、アルゼンチン、ブラジ

ル等の企業が参入している。これまでに風力発電の入札が 3 回（1 回目は 150MW、2 回目は

192MW）実施され、2012 年 6 月現在発電量も含め最終的な 3 回めの入札の結果が待たれてい

る。 

太陽光発電については、2008 年にはバスケス前大統領が日本を訪問した際に日本側が太陽

光発電への協力をするという署名がされており（約 800 万ドルの無償案件。480KW の太陽光

発電機を導入する）、今後同プロジェクトは進められる予定となっている。 

また 2010 年 7 月より、風力・太陽光・バイオマス・小規模水力等再生可能エネルギーの小

規模発電が許可されることとなった。余剰分は UTE が買い取りを行うこととなっている。 

 

＜原子力エネルギー：導入を一転、慎重に検討へ＞ 

1997 年に原子力エネルギーの使用を禁止する法律が制定されたが、これを廃止し、今後原

子力の導入を検討しようとする動きが国内にあった。当時のバスケス大統領(当時)も、原子力

の導入に前向きであったことから、2009 年 3 月に上記法律の廃止の検討及び原子力発電所導

入のフィージビリティースタディーについての議論を行うため政党間委員会を設置した。現

在のムヒカ大統領は、同テーマは今後も議論が必要であるとして慎重な姿勢を示しており、

2010 年 7 月には研究者、政治家、NGO 団体等により、再検討を諮る専門家の委員会を設置し

た。2012 年に入り、クレイメルマン工業エネルギー鉱業大臣は、今後の原子力導入のための

プロとコンを評価するため、専門家チームを設置すると発表した（報道）。 

 

＜ＣＤＭ：年間約１４３万件のカーボンクレジットを認可＞ 

ウルグアイでは年間約 143 万件のカーボンクレジットが認可されている。国内では約 30 社

が関連事業を行っている。排出権が最も多いのは、フィンランドに本社を置きウルグアイで

製紙関連事業を展開するＵＰＭ社。その他、米国に本社を持ちやはり同国で木材加工や製紙

業務を展開する Weyerhaeuser 社などがあり、他にもアルゼンチンの Bio Enersa 社、スペイン

の Valofer 社、ウルグアイの Alur 社等も同事業に関わっている。最近の例では韓国の Posco

社が、5,500 万ドルを投資し、セロ・ラルゴ県に 2 万ヘクタールの土地を購入し、植林事業を

行っている。 
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ベネズエラ 
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１．現状 

 

＜RE の導入ポテンシャルは 8 万 4,776MW＞ 

 OPEC の「2010／11 年統計年報」によると、ベネズエラは 2010 年に原油確認埋蔵量で初め

てサウジアラビアを抜き世界第 1 位となり、石油（原油および石油製品）輸出量では第 5 位、

原油生産量では第 6 位にある。同年報が示すとおり、ベネズエラは世界的にも豊富な炭化水

素資源を持つ国として知られるが、政府の公式統計では、RE の導入ポテンシャルは太陽光を

除き 8 万 4,776 メガワット（MW）と見積もられており、RE に関しても大きな可能性を秘め

ていることはあまり知られていない。中でも風力が最もポテンシャルがあると評価されてい

る（表 1 参照）。 

 

 

ベネズエラで現時点で本格的に利用されている RE は水力だけだ。導入ポテンシャルは、

小水力（5MW までの小規模な水力発電）を含めると 5 万 827MW と評価されているが、この

うち実際に利用（開発）されているのは 1 万 5,700MW 程度（表 2 参照）。国内で最大の発電

力を持つのは南東部ボリバル州（注 1）に位置するカロニ川の河口に建設されたシモン・ボ

リバル発電所で能力は 1 万 MW。また既存および研究中の小水力発電所は〔図 1〕のとおり。

青色の▼が建設済み、オレンジ色の▼が研究中のプロジェクトを示す。 
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〔図 1〕既存および研究中の小水力発電所分布 

 

 

出所：エネルギー石油省（2009 年）『Aprovechamiento de las Energías Renovables para 

la Preservación del Ambiente』 

 

 

＜太陽光、風力発電にも適した自然条件＞ 

 水力以外の RE の開発はまだ「これから」の段階だが、自然条件には恵まれている。太陽

光発電について、エネルギー石油省は日射量を表 3 のように定義・分類している。「最高」に

分類される地域は、北部の沿岸部で、西はパラグアナ半島から東はマルガリータ島あたりに

かけてである〔図 2 参照〕。なお、ベネズエラの日射量は四季による変動がなく、年間を通し

て一定なことはメリットといえる。なお、太陽光発電の導入ポテンシャルは 1 平方キロ当た

り 20MW である。 
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〔図 2〕太陽光発電の地域別導入ポテンシャル 

 

出所：エネルギー石油省（2008 年）『Las Energías Renovables en Venezuela』 

 

風力についても太陽光と同様、北部の沿岸部に最大のポテンシャルがある。エネルギー石

油省は風力を表 4 のように分類しており、「最高」レベルに達するのは〔図 3〕のとおり北西

部のベネズエラ湾周辺および北東部のアンソアテギ州周辺である。 
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〔図 3〕風力発電の地域別導入ポテンシャル 

 

出所：エネルギー石油省（2008 年）『Las Energías Renovables en Venezuela』 

 

 バガス（サトウキビの搾りかす）によるバイオマス発電の導入は、当然サトウキビ工場

のあるところということになるが、工場の分布は〔図 4〕のとおり（黄色の○）。それぞれ 15

～20MW 程度のポテンシャルを有する。 

 

〔図 4〕既存のサトウキビ工場とバガスによるバイオマス発電の導入ポテンシャル 

 

出所：エネルギー石油省（2008 年）『Las Energías Renovables en Venezuela』 
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「地熱」については公式な評価作業がすべて終了していないものの、導入ポテンシャルはあ

る。特に北東部のスクレ州（エル・ピラール、カサナイなど）は国内最大を誇り 150MW と

推定されているほか、スクレ州よりは劣るものの、コロンビアとの国境に位置する西部タチ

ラ州や中北部アラグア州などでも導入の可能性が見込まれている（〔図 5〕のオレンジ色の帯）。 

 

〔図 5〕地熱発電の地域別導入ポテンシャル 

 

出所：エネルギー石油省 

 

 

２．導入にあたっての課題 

 

＜当面、全国規模の RE 普及は目指さず＞ 

 RE の導入と利用に関する政府の方針は、初めての社会主義計画と呼ばれる「2007～2013

年国家経済社会開発計画の一般方針」に明示されている。7 本の柱からなり、6 本目の「ベネ

ズエラ：世界的なエネルギーのポテンシャル」には、RE に関して次のような小項目がある。 

 

○VI－3.3：代替エネルギー、RE、環境持続型エネルギーの利用支援 

・VI－3.3.1：代替エネルギーによる発電の奨励 

・VI－3.3.2：非伝統的エネルギー、非炭化水素燃料による発電の増加 

・VI－3.3.3：主要電力供給ネットワークの補完として、あるいは孤立地域の電化のための代

替エネルギー源の適用 

VI－3.3.3 から読み取れるのは、政府は今のところ RE について全国規模の普及を目指して
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いるのではなく、あくまで孤立した地域や主要電力供給ネットワークの補完手段として捉え

ているということだ。孤立した地域というのは、国境地域や先住民が住む地域、都市部でも

電化未対応の地域などだ。政府が 09 年に推計したところでは、人口の 3.2％（約 92 万 8,000

人）が電力供給サービスを受けていないという。また政府は、孤立した土地に加え、遠隔地

での街灯、農場の囲い（電線）、広告塔などの小規模な電力需要にも RE の利用を検討してい

るが、こうした地域での導入に関して、完成までの期間などを定めた具体的な計画は公表し

ていない。 

 

 これらを総合すると、RE の導入ポテンシャルは十分にあるものの、短期的には同分野への

投資は控え目になると予想される。本格的な RE の導入は、導入の対象を全国に広げるなど

政府が政策を変更してからになろう。 

 

＜法的枠組みも未整備＞ 

 RE の導入に当たっては、いくつかの課題がある。まず、関連の法整備が追い付いていない

ことが挙げられる。具体的な政策も公表されていない。11 年 12 月には「エネルギーの合理

的・効率的利用に関する法」が公布されたが（注 1）、その内容は RE の導入推進などに踏み

込んだものではなく、「エネルギーの合理的・効率的利用を図るために RE を活用する」とい

った内容に限定されている。今後、RE の導入を明確にうたった法律の制定が望まれる。 

また政策や法律の整備以外に、水力以外の RE に関する専門家・技術者が不足しているた

め、人材面の問題をクリアする必要もある。 

 

 第 2 に、多額の補助金により電力料金が 03 年から低水準のまま凍結され、消費者の既得権

とみなされて引き上げが難しく、結果的にそれが RE 導入の妨げになっている。また、電力

部門への投資やメンテナンス不足が引き起こした近年の電力危機により、停電が（特に地方

で）頻発し、政府は応急処置として、投資の導入スパンが比較的短くて済む火力発電に力を

入れざるを得ないという事情もある。 

 

 これらに加えて、発電、変電、送電にかかわる機器に対する輸入関税が比較的高いのもネ

ックとなっている（最高税率 20％、注 2）。輸入関税以外にも税関サービス税 1％、付加価値

税 12％などの支払いが必要になる。電力危機を受けて、09 年に政府はこうした機器に対する

付加価値税（IVA）を 5 年間免税にしたものの（注 3）、これは火力発電関連の機器だけに適

用され、RE の発電、送電にかかわる機器には適用されていない。 

 

 さらに 03 年 2 月から為替管理が導入されており、輸入などのためにオフィシャル・レート

で外貨を調達するには外貨管理委員会（CADIVI）の許可を得る必要がある。この手続きに時

間がかかることも障害になっている。 
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＜民間投資のインセンティブが課題＞ 

 民間による RE 投資に対し、政府の奨励策は今のところない。そのため民間企業が投資す

るためのインセンティブに欠けている。既存の発電プロジェクトは政府が国営企業を通じて

進めているものだけだ（表 1～6 参照）。民間企業に対するインセンティブ導入も今後の課題

だろう。 
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（注 1）2011 年 12 月 19 日付官報第 39.823 号で公示。官報公示日から 6 ヵ月以内に電力エネ

ルギー省はエネルギーの合理的・効率的使用に関する政策およびガイドラインを公表するこ

とになっている。 

（注 2）ベネズエラの対外一般関税率は 5％、10％、15％、20％、25％、30％、35％、40％が

基本で、大半の品目は 5～15％。 

（注 3）2009 年 11 月 3 日付官報 39.298 号で公示の政令第 6.994 号。 
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コロンビア 
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現状と課題 

 

 コロンビアにおいて再生可能エネルギー（RE）で商業化されたものはまだ存在しない。

CREG と協力関係にある政府・鉱業エネルギー計画局（UPME,Unidad de Planeacion Minero 

Energetico）によれば、RE による潜在的発電容量は合計 761.4MW で最大はバイオマスが全潜

在容量の 35％超、地熱・太陽光は 2020 年以降も資本コストが割高見込みの試算。RE の状況

について説明する。 

 

＜北部で風力・太陽光、東部平原でバイオマスの潜在性が有望＞ 

 CREG と協力関係にあり鉱山・エネルギー省監督下の鉱業エネルギー計画局（UPME,Unidad 

de Planeacion Minero Energetico）が 2011 年 10 月に発表した資料によれば（”Algunas 

Consideraciones sobre FNCE”）、コロンビアの再生可能エネルギー（RE）の潜在的発電容量は、

合計 761.4MW となった。UPME は、RE に含まれるエネルギー源として、太陽光、風力、小

規模水力発電、バイオマス、地熱、海洋が主たるものと定義している。同発電容量を主要エ

ネルギー源別にみると、小規模水力発電（10MW超 20MW 未満）が 296.0MW(RE 全体の 38.9％)、

バイオマス・コジェネレーションが 268.2MW（同 35.2％）、小規模水力発電（10MW 未満）

が 168.7MW（同 22.2％）、風力が 19.5MW（同 2.6％）、太陽光が 9.0MW（同 1.2％）となり、

地熱、海洋の両エネルギー源についての情報は不明としている。 

 UPME によれば、コロンビアにおける風力、太陽光、バイオマスによる潜在的発電可能地

域として、風力は北部グアヒラ半島（主要産炭地）の突端付近が高いとしている。太陽光に

ついては同じく北部グアヒラ半島周辺のアトランティコ、ボリーバル、セサル、グアヒラ、

マグダレナ、スクレの各県、並びに東部ベネズエラとの国境付近のアラウカ、ビチャダの各

県が高いとしている。バイオマスは、アンティオキア県北部、西部太平洋岸沿いの県、さら

にブラジル・ペルー国境に続く南東部および東部平原の県が有望であるとしている。 

 

＜発電資本コスト試算で地熱・太陽光は 2020 年以降も割高＞ 

 UPMEによれば、コロンビアのREに係るエネルギー発電のための資本コスト(注)は、風力、

バイオマス（10MW 超）、太陽光（30MW 超）については 2020 年以降 US＄2,000/KW 未満に

なる可能性があるものの、地熱、バイオマス（10MW 以下）、太陽光（30MW 以下）の資本コ

ストは、2020 年以降も US$3,000 超～5,000 超/KW になる可能性となる試算結果を発表した。 

 

 UPME は長期予測の中で（ ”Plan de Expansion de Referencia Generacion-Transmision 

2010-2024”）コロンビアにおける FNCE の位置づけについて、コロンビアはこれまでエル・

ニーニョなどの天候異変により発電供給不足が発生したことがあり、今後中長期的に安定的

なエネルギー供給を行い経済の安定的成長を目指すため、RE などの非伝統的エネルギー源の

発展に向けて注力中であるとしている。現時点において IDB の資金を受け国営発電事業者

（ISAGEN）がペレイラ市近辺で 50MW レベルの地熱開発に向けた調査に 2011 年以降踏み出

したが、2013 年試掘、2014-2015 年建設予定、2016 年操業予定の計画であるとしている。水
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力発電に重点を置いているコロンビアでは、RE は未だ実験的段階の調査途上にある。 

 

 

 

（注）各種エネルギー源別にインフラ施設建設を含む初期総コストから発電単位当たりコス

トで試算した数値。 
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チリ 
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１．エネルギー環境の大きな変化 

  

＜アルゼンチンからの天然ガスの供給がストップ＞ 

 チリは 2006 年ごろまで原油に加え、アルゼンチンからパイプライン経由で天然ガスを輸入

しており、この 2 つの一次エネルギー源がエネルギー消費に占める比率は 2006 年時点でも 6

割を超えていた（図 1 参照）。天然ガスの供給は 1995 年に締結したチリ・アルゼンチン間の

ガス統合議定書によるもので、96 年から供給が開始された。しかし 2004 年以降、アルゼン

チン国内の天然ガスの需給逼迫でチリ向けの供給は徐々に減らされ、2007 年にはほぼカット

された。 

 

 

 

 政府は電力プロジェクトの促進、火力発電所の代替燃料としてのディーゼル油使用（図 2

参照）、さらに天然ガスの調達をアルゼンチン以外から行うために LNG ターミナルの建設を

急いだ。2009 年 9 月に第 5 州キンテイロ、2010 年 7 月に第 2 州メヒジョーネスのターミナル

がそれぞれ稼働し、供給が回復。その結果、エネルギー消費全体に占める天然ガスの割合は、

2008 年を底に増加に転じた（表参照）。図 1 で 2010 年の状況をみると、一次エネルギー消費

の内訳は 2006 年の割合に近付いているようにみえるが、天然ガスの調達構造は全く別のもの

になっている。 
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 天然ガスの供給危機は一段落したものの、アルゼンチンからの天然ガス供給ストップが残

した社会的、経済的インパクトは大きかった。エネルギー消費全体に占める天然ガスの割合

が 9.9％と 1 割を切った 2008 年には、原油の割合が 44％に達したが、この年は折しも原油価

格の高騰が話題になった（WTI 原油が 2008 年 6 月、1 バレル 133.93 ドルに）時期だった。発

電用燃料として原油精製物が主役になれば発電コストの上昇、ひいては電力価格の高騰につ

ながり、「省エネ」という単語が一般化するきっかけにもなった。 

 

 ディーゼル油の輸入急増は日本とチリの貿易にも大きな影響を与えた。政府のディーゼル

油の規制は厳しく、品質の高い日本で精製されたディーゼル油を主要調達先の 1 つと定めた

からだ。ディーゼル油の日本からの輸入は急増し、乗用車などを抑えて輸入品目別のトップ

になった。 
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＜省エネ、代替エネルギー対策で機構改革＞ 

 もともとチリは、電力民営化に世界で最も早く取り組み始めた国（1982年の電力法が基礎）

として知られている。その後、地方電化プログラム（1995～2005 年）を進め、電化カバー率

は 2010 年末時点で 96％に達した。その後、省エネの必要性がクローズアップされたことを

踏まえ、政府もそうしたニーズを満たせるよう段階的に体制を整備してきた。 

 

 政府機関として 1978 年から国家エネルギー委員会（CNE）があったが、予算体系でみると、

その上部機関として鉱山省があった。2004年にアルゼンチンからの天然ガス供給削減を受け、

2005 年に CNE の省エネプログラム（PPEE）が始まった。省エネを進めるための政策提言か

ら一般市民への啓発、さらに商工業部門への技術支援など、その活動は幅広かった。 

 

 その後、2010 年 2 月にエネルギー省が、省エネ分野の政策執行機関として同年 11 月には

省エネ庁が創設された。エネルギー省の創設により、CNE の役割は、技術や安全性にかかわ

る基準認証やエネルギーセクターのオペーレーション監視などに絞られた。CNE の予算も

2010 年からはそれまでの鉱山省からエネルギー省の所管に移った。 

 

 他方、代替エネルギーに関しては、エネルギー省や経済省など関係省庁や産業振興公社

（CORFO）、大学からなる諮問機関の下に再生可能エネルギーセンター（CER）が 2009 年 8

月に創設された。 

 

 このようにエネルギー戦略・方針、規準認証などについては、エネルギー省と CNE が管轄

し、実際の政策執行機関として省エネ分野で省エネ庁が、代エネ分野で再生可能エネルギー

センターが機能している。また、電力や燃料の取り扱いに関する規制・監督などは 2005 年 5

月に創設された電力・燃料監督庁（SEC）がつかさどっている。 

 

 

２．国家計画と課題 

 

＜「クリーン、効率性、RE」がキーワード＞ 

 ピニェラ大統領は 5 月 21 日の 2011 年大統領教書演説で、エネルギー政策の柱は「クリー

ン、効率性、RE だ」と述べた。今後の成長を踏まえ、現在の 1 万 5,000 メガワット（MW）

の発電量を倍増させる必要性があるが、原子力発電所は現政権下では建設しないと明言した。

しかし RE だけで今後のエネルギーを賄うのは非現実的だとして、既存の技術、特に水力発

電の重要性を強調した。 

 

 また、（非伝統的）RE については、2020 年の発電割合を現行の 3％から 20％にするという

目標を達成するため、クリーンエネルギーや RE のパイロットプロジェクトを多数実施する

とともに、研究開発に 8,500 万ドルの資金を割り当てると表明した。さらに、さまざまな発
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電・送電方法による電力を一本化しながら北部と中南部の電力グリッドを連結し、全国的な

統合システム構築を目指すと述べた。 

 

＜省エネ・RE に 9 つの柱＞ 

 11 年度（暦年）のエネルギー省本体の予算は 597 億ペソ（1 億 2,700 万ドル）が計上され、

エネルギー次官官房、RE 開発支援と農村・社会エネルギー計画に割り当てられている。政策

全般を統括する次官官房のプログラムをみると、政策として以下の 9 点が明記されている。 

原発については、現政権は建設を見送るものの、研究の継続が盛り込まれていることには

留意する必要がある。 

 

（1）電力を創出、または節約するすべてのプロジェクトの入札を容易にするための障害除去。 

（2）認証や表示を通じ、家庭内の機器、燃焼装置などの省エネ性に関する情報が理解できる

ような全国的な仕組みづくり。 

（3）20 年までに全国の発電量の 20％を RE 由来にするためのプロジェクト振興。 

（4）法律第 20257 に記されている潮汐、太陽光などの技術に基づく RE のパイロット研究プ

ロジェクト。 

（5）エネルギーマトリックスの多様化を通じたエネルギー安全保障計画の設計と実施。 

（6）炭化水素エネルギーの品質向上のための研究開発や新規入札の実施。国営石油公社

（ENAP）の改革法案。 

（7）原発採用について選択できる水準になるよう、関連の研究や（技術）競争力を向上させ

る。 

（8）大地震の被災地の再建に参加し、「農村・社会エネルギー計画」を通じて公平なエネル

ギーアクセスを実現する。 

（9）エネルギー部門の法や規則を（より）完璧にするための法案作成の遂行。 

 

＜法的整備は立ち遅れ＞ 

 政策の方向性としてはバチェレ前政権時代の 2008 年以来、エネルギーマトリックスの多様

化と省エネの推進で一貫性が保たれているものの、実際にそうした動きを具体化するための

法的整備は遅れている。 

 

 国家エネルギー委員会の前長官アンドレス・ロメロ氏は 2011 年 9 月 21 日にサンティアゴ

市内で行われたセミナーで、省エネや RE 普及のための包括的なプラン（全国省エネプラン）

の策定を急ぐ必要性に言及し、現状のまま年平均 5.5％の経済成長が続くと、2020 年までに 1

人当たりエネルギー消費量が米国カリフォルニア州のそれを超えるとの見通しを示した。全

国省エネプランについては、セミナーに出席したロドリゴ・アルバレス・エネルギー相、ア

ンドレア・モリーナ下院議員（下院の環境・天然資源委員会委員長）も国会内で働き掛けを

行っていると言及した。 
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 なお、現在、代替可能エネルギー推進に関しては以下の 3 つの法律がある。 

 

（1）法律第 19657（2000 年 1 月 7 日付）最新の法改正は 2009 年 12 月 3 日法律第 20402（所

管が鉱山省からエネルギー省に移る旨改正） 

 地熱発電所の入札条件に関する法律。 

 

（2）法律第 20257（2008 年 4 月 1 日付） 

 200MW 以上の発電施設を持つ発電業者は、その発電能力の 10％を RE から、または発電能

力 4万キロワット未満の水力発電所から得ることを義務化し、2010年 1月 1日から施行する。 

最終的に 10％に達するまでの道程として 2010 年から 2014 年までに 5％にし、2015 年以降

は年 0.5％の割合で増やして 2024 年までに 10％の目標を達成しなければならない。目標未達

成企業には MW 時単位で罰金を科す。 

 

（3）法律第 20365（2009 年 8 月 19 日付） 

 太陽熱パネル設置事業者に対する税制インセンティブ。太陽熱パネル分の代金や器具、設

置料の金額分が、毎月仮払いすべき法人税額から差し引かれる。推定平均給湯量の少なくと

も 30％を同パネルで賄うことが条件。13 年末までの措置。 

 

 上記（1）と（3）は、関連部門が限定されており、（2）の法律第 20257 が RE 推進の核に

なる法律だ。 

 

 

３．省エネ庁と民間企業の動き  

  

＜省エネ庁、2011 年は 29 のプロジェクトを計画・実施＞ 

 省エネ庁は、2011 年には 29 のプロジェクトを計画・実施している。ウィリアム・フィリ

ップス長官はジェトロに対し、特に過去にはない新味のあるプロジェクトとして、古いトラ

ックの買い替え促進を挙げた。これは、購入後 20 年経過したトラックの買い替えに補助金を

出すというもので、個別の事例ごとに補助額は異なるが、大体 5 万～800 万ペソ（1 ドル＝約

513 ペソ）だという。同長官はそのほか、公共建築物の照明を発光ダイオード（LED）など

に交換するプロジェクトや、照明も含めた暖房などのエネルギー使用を効率化したモデルハ

ウスのプロトタイプを、イベントで公開することも計画していると語った。 

 

 省エネ庁のウェブサイトによると、地域や産業に特化したものとしては、南部のマガジャ

ネス地域でのガス暖房への切り替え促進や、豚・鶏肉産業向け省エネ機器導入、第 10 州の乳

製品産業向け省エネ診断などのプロジェクトが、2011 年実施予定として挙げられている。 
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＜小売業や水産業で目立つ RE プロジェクト＞ 

 民間ベースでのプロジェクト組成も盛んだ。電力関係全体のプロジェクト数の推移は図の

とおり。特に最近は RE のプロジェクトの組成が盛んになっている。2011 年に環境省から認

可された発電関係のプロジェクトの大部分は RE 関連だ（添付資料参照）。2010 年以降、銅価

格が高値で推移したため、銅山の多い第 1 州でのプロジェクトが多い。 

 

 

  

太陽光を中心に RE 投資は鉱業関係が多い一方で、省エネに関しては小売業の取り組みが目

立つ。 

 

 南米各地に店舗網を持つチリ資本百貨店のファラベーラは、アルゼンチンの店舗を手始め

に米国グリーンビルディング協会の認証システム LEED（注）に基づく店舗建設を進め、米

国以外の小売業者では初めて LEED 認証を取得した。照明や空調、水のリサイクル、塗料、

広告、搬入口のデザインなどを工夫したほか、1 時間ごとにエネルギー消費を把握できるセ

ントラルコントロールシステムも導入している。その結果、LEED 認証店は既存店よりエネ

ルギー消費が 20～40％少なく、さらに建設コストも 15～20％削減できたという。機器は英国

製が多いとのことだ。 

 

 そのほか、チリの主要産業のサーモン業界では、アクア・チリなどが省エネ企業の代表例

として挙げられる。同社は、ISA ウイルスがまん延して生産量が激減しているにもかかわら

ず、エネルギーコストが右肩上がりで上昇していることを受けて、省エネの取り組みを本格

化した。冷凍・冷蔵設備の省エネを進め、電力の使用割合の高いコンプレッサーを改善する

ことから始め、毎日の電力使用チェックを通じて製氷設備の温度を管理するなど工夫を重ね

た。その結果、水揚げ高 1 トン当たりの電力消費を 2008／2009 年度平均の 400.8 キロワット

時（kWh）から 2009／2010 年度は 342.4kWh に、14.6％節約したという。 民間の省エネの
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取り組みは、エスコ（省エネ支援サービス）業界の復活もキーファクターだ。省エネ庁も今

後、最低 12 のエスコ業者を支援すると表明している。また、産業振興公社（CORFO）の支

援で全国エスコ協会（ANESCO）が 2009 年に創設され、活動を広げている。 

 

 省エネがコスト削減、ひいては自社の競争力向上に貢献することは、近年のエネルギー危

機で明らかになり、民間企業の意識も大きく変化した。チリは外資技術導入にオープンでは

あるが、国内での工業が脆弱（ぜいじゃく）なだけに、日本も含めた外資系企業が RE 開発

や省エネ推進に果たす役割は大きい。 

 

（注）建築物の環境性能を評価・格付けする制度で、取得ポイントによってプラチナ、ゴー

ルド、シルバー、標準の格付けがある。 
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メキシコ 
  



43 
Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 

 

１．現状と課題 

  

＜拡大する電力需要＞ 

 エネルギー省が 2010 年 12 月に発表した「電力部門見通し 2010-2025 年」によると、メキ

シコの電力需要（自家発電需要を除く）は 2010年の 4万 1,690MWから 2025年には 7万 798MW

へと約 70％拡大するとみられている。同期間の電力消費量の年平均成長率が最も高い部門は

産業部門であり、年平均 5.2％の成長を見込んでいる。続いて民生部門で年平均 4.4％の成長

が見込まれ、商業部門（同 3.5％）、サービス部門（同 2.2％）、農業部門（同 1.1％）と続く。 

 他方、上記報告書では発電能力（供給能力，自家発電を除く）について、2010 年の 5 万

2,301MW から 2025 年には 7 万 8,248MW まで拡大するとみている。 

 

 

 

 

＜再生可能エネルギーを排出削減の観点から注目＞ 

メキシコは開発途上国（国連気候変動枠組条約非附属書 I 国）の中では唯一、第 4 次国家

報告書を国連に提出（2009 年 12 月）している国であり、従来から気候変動対策に積極的に

取り組む姿勢をみせている。特に現カルデロン政権は気候変動対策を重点政策に位置づけて

おり、今までにも増して積極的に取り組む方針を明らかにしている。 

メキシコ政府は 2007 年 5 月 25 日、「気候変動国家戦略」を策定し、GHG 排出量の多い新

興国として気候変動対策に積極的に取り組む姿勢を打ち出した。気候変動国家戦略は、「発電

と電力使用」，「植生と土地利用」の 2 つの側面における GHG 排出削減ポテンシャルの測定と

排出削減プロジェクト機会の特定を行い、各分野における現状や問題点を把握した上で、将

84,006, 32.6%

47,869, 18.6%35,796, 13.9%

34,449, 13.4%

18,158, 7.0%

15,396, 6.0%

10,089, 3.9%

6,507, 2.5%

4,125, 1.6% 1,131, 0.4%
357, 0.1% 天然ガスCC-IPP

石油火力

水力

天然ガスCC-CFE

石炭火力

デュアルフューエル

原子力

地熱

ターボガス

内燃力

風力

図1 メキシコのエネルギー源別総発電量（2011年，GWh）

（注）自家発電を除く公共電力網に供給された電力の発電量。天然ガスCC（コンバインド・

サイクル）発電は、独立発電事業者(IPP)による発電量と電力庁(CFE)による発電量の2種

類に分類。
（出所）エネルギー省
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来に向けた対策方針を定めたもの。同戦略では具体的な排出削減目標を定めていないが、同

戦略をベースに「気候変動個別プログラム（PECC）」を策定、2009 年 8 月末に発表した。PECC

では、GHG の中長期的な削減シナリオを示すとともに、各分野の詳細な排出削減目標を設定

している。 

2009 年 8 月 28 日に発表された「気候変動個別プログラム（PECC）2009-2012」によると、

メキシコは GHG 排出量を 2030 年に 2000 年比 11.2％減（2006 年比 20.1％減），2050 年に同

47.3％（同 52.6％）させることを目標に置き、「エネルギー（炭化水素資源および電力）生産」、

「エネルギー利用」、「農業・森林土地利用（植林を含む）」、「廃棄物処理」の 4 分野で 2012

年までの削減目標と行動計画を設定している。エネルギー生産分野では 2012 年に 2006 年比

9.2％、エネルギー利用分野では同 5.1％、農業・森林・土地利用分野では 11.6％、廃棄物処

理分野では 5.4％の GHG 排出を削減する計画だ。 

また、メキシコは世界有数の産油国だが、炭化水素資源開発は憲法 27 条に基づき PEMEX

の国家独占となっている。PEMEX は石油収入の 7 割以上を炭化水素公課として国に納めてい

るため、開発資金が恒常的に不足しており、肥大化した労働組合によるフリンジコストの上

昇や非効率な経営体制も問題視されている。未発見想定炭化水素資源量の大半がメキシコ湾

深海にあるとされるが、PEMEX には資金も技術も不足し、新規埋蔵量確認が一向に進んでい

ない。そのため，エネルギー源としての炭化水素資源からの脱却もメキシコの将来にとって

重要な課題とされている。そのための切り札の一つが、再生可能エネルギーの利用促進であ

る。 

 

＜再生可能エネルギー発電能力を全体の 7.6％まで 2012 年までに拡大＞ 

2009 年 8 月に官報公示された、再生可能エネルギー活用特別プログラムは、大規模水力を

除く再生可能エネルギー発電能力を 2012 年までに全体の 7.6％まで拡大することを目標とし

ており、発電量も全体の 4.5～6.6％まで高めることを目指している。また、主に太陽光と小

水力を活用して地方農村を電化するプロジェクトを進め、2012 年までに 2,500 の地方市町村

を電化することを目指している。 

また、2012 年 2 月にエネルギー省が策定した「国家エネルギー戦略 2012-2026」によると、

2011 年末時点で大規模水力発電所を除く再生可能エネルギー発電能力は全体の 3.9％であり、

2012 年末目標の 7.6％には程遠い。ただし、2011 年末時点で自家発電業者により合計 890MW

の発電能力を持つ風力発電パークが建設中である。さらに IPP 形態で建設されている 3 つの

風力発電パーク（La Venta III，Oaxaca I，Oaxaca IV）が 2012 年中に完成する予定であり、2012

年中に 307MW の発電能力が加わる予定だ。これら建設中の風力発電パークが全て完成した

時点では、再生可能エネルギー発電比率（発電能力ベース）は 6％近くにはなりそうだ。 
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表1　再生可能エネルギー利用特別プログラムの数値目標

数値 内訳 数値 内訳

風力 0.15 風力 4.34

小水力 0.65 小水力 0.77

地熱 1.66 地熱 1.65

ﾊﾞｲｵﾏｽ 0.86 ﾊﾞｲｵﾏｽ 0.85

風力0.09 風力 1.74-2.91

小水力0.64 小水力 0.36-0.61

地熱2.86 地熱 2.19-2.74

ﾊﾞｲｵﾏｽ0.33 ﾊﾞｲｵﾏｽ 0.19-0.32

再生可能エ

ネルギー発

電を用いた

地方農村の

電化

再生可能エ

ネルギー発

電を用いて

電化した農

村の数

数 0 - 2,500
主に太陽光と小

水力を用いる

（出所）エネルギー省「再生可能エネルギー利用特別プロジェクト」

再生可能エ

ネルギー発

電事業開発

の推進

再生可能エ

ネルギー発

電量の比率

％ 3.9 4.5-6.6

再生可能エ

ネルギー発

電事業開発

の推進

％

再生可能エ

ネルギー発

電能力の比

率

3.3 7.6

現状（2008年）
目標 指標

単

位

達成目標（2012年）

 

 

2011 年 6 月に改定された「代替エネルギー利用促進・新エネルギー移行金融支援法」の附

則第 2 条は、2024 年までに化石燃料による発電量を全体の 65％以下に抑え、2035 年には同

60％以下、2050 年には同 50％以下にすると定めている。 

同目標を受け 2012 年 2 月にエネルギー省が策定し、国会に承認のために送付された「国家

エネルギー戦略 2012-2026」は、2026 年までに化石燃料による発電量を全発電量の 65％以下

に抑えるためのシナリオとして、①主に風力の利用を拡大するシナリオ、②主に原子力を活

用するシナリオ、③双方をミックスしたシナリオの 3 つを設定し、それぞれのシナリオに応

じた各エネルギー源別の目標を定めている。それぞれのシナリオで掲げられた目標は表 2 の

とおりである。 

表2　国家エネルギー戦略2012-2026における非化石燃料発電能力ターゲット

風力 水力 原子力 地熱 太陽光 ﾊﾞｲｵ(注) 合計
現状 － 0.2 22.0 2.6 1.7 0.0 0.9 27.3

シナリオ1 風力重視 20.9 9.2 2.5 1.8 0.3 0.3 35.0

シナリオ2 原子力重視 5.3 9.2 18.1 1.8 0.3 0.3 35.0

シナリオ3 混合 16.8 9.2 6.6 1.8 0.3 0.3 35.0

（注）「バイオ」はバイオマス発電と有機廃棄物発電を含む。

（出所）エネルギー省「国家エネルギー戦略2012-2026」（2012年2月）

現状／

シナリオ
特徴

エネルギー源

 

 

政権 6 年目ということもあり、エネルギー省は同戦略内でどのシナリオが国にとって最適

であるかは述べていない。次期政権や国会の判断に委ねるかたちとなっている。 

 

＜再生可能エネルギー導入に課題も＞ 

「代替エネルギー利用促進・新エネルギー移行金融支援法」（後述）に基づき、再生可能エ

ネルギーで自家発電事業者が発電した電力を電力庁（CFE）が購入する際には購入価格に一

定の優遇がなされる可能性が生まれた。しかし、現時点で再生可能エネルギーを用いて発電

された電力も化石燃料で発電された電力も同じ価格で購入されており、発電コストが高い再

生可能エネルギー発電には不利な状況が続いている。再生可能エネルギー発電設備投資への

補助金支給や政策金融などの支援策も少なく、企業の自発的な導入が進まない。 

ただし、CFE の非効率な経営により、産業用電力の末端購入価格が高いため、国際的にも
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恵まれた風力資源を活用した風力発電の場合は、政府の支援がほとんどなくても採算が取れ

ているのが現状である。したがって、CFE に支払う電力コストを下げる目的で大手企業を中

心に自家発電事業が活性化している。 

また、送配電を CFE が独占し、電力会社が 1 社しかないことにより、社会的責任（CSR）

の観点における電力会社間の競争もない。 

 

＜再生可能エネルギー普及策は支援基金の設立＞ 

2008 年 10 月末に国会を通過し、11 月に公布された「代替エネルギー利用促進・新エネル

ギー移行金融支援法」がメキシコにおける再生可能エネルギー普及促進のための法律である。 

同法第 14 条は， CFE が発電事業者から再生可能エネルギーで発電した電力を購入する際

の価格をエネルギー規制委員会（CRE）が決定すると定めているが、「同価格は発電技術とプ

ロジェクトの地理的立地に応じて決められる」と規定されている。したがって、今後太陽光

など設備費用や電力単位あたりの発電コストが高い発電エネルギーについては、火力発電な

どによる通常の発電電力より高い価格で CFE が購入する可能性が考えられる。また、第 27

条で「新エネルギー移行・持続的エネルギー利用基金」を設立することが定められており、

同基金を活用して再生可能エネルギーを利用した発電プロジェクトに対する支援が行われる

ことが期待される。 

2009 年 9 月 2 日に公布された代替エネルギー利用促進・エネルギー転換金融支援法施行規

則第 44 条は、CFE が民間事業者からの電力購入価格を決定する際、CRE は「国としての再

生可能エネルギー発電目標や効率的コジェネレーション導入目標への当該プロジェクトの貢

献度合いに応じ，同規則 15 条に規定された純経済的便益を考慮することができる」と規定し

ている。同施行規則第 15 条は「純経済的便益」について、①再生可能エネルギー発電によっ

て節約された国（CFE）の発電量、②国の再生可能エネルギー発電能力増強への貢献、③国

家電力網が整備されていない地域の再生可能エネルギーによる電化、④様々な発電技術の混

合が国家電力システム全体に与えるリスクとコスト。⑤「外部性」、⑥二酸化炭素排出権など

国際金融メカニズムから得られる利益，などを考慮したものであると定義する。⑤の「外部

性」とは、ある財・サービスの提供が，直接的な供給者や調達者ではなく、第 3 者（地域社

会など）に効果を及ぼすことであり、再生可能エネルギー発電事業の場合、二酸化炭素削減

効果など環境へのインパクトが最も代表的な「外部性」である。 

「純経済的便益」を考慮するのに際し、国の目標への貢献度合いが評価される。つまり、

国の目標に大きく貢献するプロジェクトほど「純経済便益」が大きく反映される（施行規則

44 条）。国の目標は、「再生可能エネルギー活用特別プログラム」に盛り込まれることになっ

ている（施行規則 19 条）また、施行規則 43 条は、特別プログラムの目標に組み込まれたプ

ロジェクトの場合、発電能力（MW）と供給電力量（kWh）に応じて対価が支払われるが、

特別プログラムの目標に盛り込まれていないプロジェクトの場合、民間事業者から CFE に供

給された電力量（kWh）にのみ応じて対価が支払われると規定している。 
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２．再生可能エネルギー源の実態 

 

＜地熱：取り組みが最も進む電力源＞ 

再生可能エネルギー発電（大規模水力発電を除く）の中で最も進んでいるのは、火山国で

ある特徴を活かした地熱発電である。2011 年末現在の地熱発電能力は 958MW であり世界第

4 位。CFE の暫定調査による地熱資源の確認埋蔵量は発電容量換算で 186MW だが、メキシコ・

エンジニア協会連合（UMAI）の調査によると、プエブラ州やベラクルス州西部を中心に 1

万 644MW の発電能力をもたらす地熱資源が存在するとみられている。 

 

＜風力：政府の切り札＞ 

政府が再生可能エネルギー利用促進のための切り札として考えているのは、風力発電であ

る。政府は 2012 年までに風力発電能力を全発電能力の 4.3％まで高めることを狙っている。 

メキシコにはオアハカ州やバハ・カリフォルニア州など風が強く、風力発電に適した土地

が存在する。メキシコ風力発電協会（AMDEE）は、国内の風力発電ポテンシャルを 5 万 MW

以上と推計している。 

メキシコにおける風力発電施設は、2006 年までは 1982 年より操業している南バハ・カリ

フォルニア州のゲレーロ・ネグロ（Guerrero Negro）発電所（発電能力 0.6MW），1994 年より

操業しているオアハカ州のラ・ベンタ（La Venta）発電所（同 1.575MW）の 2 ヵ所のみだっ

た。しかし、ラ・ベンタ発電所の第 2 区画（La Venta II）が 2007 年 1 月より操業を開始した

ため（発電能力 83.3MW）、2007 年末時点で風力発電能力は 85.475MW に達した。 

ラ･ベンタ発電所のあるテワンテペック（Tehuantepec）地峡は大西洋側から太平洋側に風が

間断無く吹き抜け、風力発電の最適地である。谷あいを吹き抜ける風は秒速 10 メートルに達

し、樹木がまっすぐに生育せず、風が吹き抜ける方向に向かって生えている。同地峡におけ

る風力発電能力は合計 2,000MW を超えるといわれている。2008 年には 103MW の発電能力を

持つ第 3 区画（La Venta III）の独立発電事業者（IPP）入札が行われ、スペインのイベルドー

ラ（Iberdola）が 2009 年 3 月 3 日に落札した。また、2006 年以降、複数のメキシコ企業がス

ペインなど外国の発電事業者と組み風力自家発電事業を計画し、既に一部が実現しているた

め、2011 年 2 月時点の風力発電能力は約 773MW に達している。 

 

＜太陽エネルギー：恵まれた日照量＞ 

電力調査研究所（IIE）によると、メキシコの日射量は全国平均で 1 日 1 平方メートル当た

り 5.5kWh、北部の最も日差しが強い時間帯では 8.5kWh に達する恵まれた日照環境にある（東

京の 1961-90 年の 1 日 1 ㎡当たり年平均日射量は 3.5kwh）。バハ・カリフォルニア州東部やソ

ノラ州などの乾燥（土漠）地帯はほとんど雨が降らないため、安定的な日照環境が保たれて

いる。 

しかし、太陽光発電は発電コストが風力に比べても高いため、大規模な発電事業は少なく、

今のところ小水力発電とともに地方農村の電化プロジェクトとして活用されている。政府は
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世銀の支援なども活用し、チアパス州、ゲレロ州、オアハカ州、ベラクルス州などの国家電

力網が整備されていない地方農村の電化を進めている。 

企業の社会的責任（CSR）の観点を加えた自家発電としての事業は少しずつ増えている。

2012 年 1 月にはメキシコ最大規模の太陽光自家発電設備の第 1 フェーズがハリスコ州でオー

プンした。同発電設備は、駐車場の屋根に設置した総面積 1,155 ㎡のソーラーパネルと国家

森林委員会（CONAFOR）の 2 つの建物の屋根に敷きつめた 1,420 ㎡のソーラーパネルから成

る。パネル・モジュールの数は 1,368 枚、147 機のインバーターが設置されている。現時点で

CONAFOR の 4 つの建物が利用する 60％の電力をカバーし、平均的な 418 戸の家庭の電力使

用量に相当する。同プロジェクトの第 2 段階では新しい駐車場に 2,000 ㎡の太陽光パネルを

敷きつめる計画であり、第 2 段階が終了すると CONAFOR の 4 つの建物で使用される電力が

100％カバーされることになる。このほか、ウォルマートやロレアルなどの外資系企業数社が、

物流センターの屋根などに太陽光パネルを敷きつめて自家発電を行っている。 

 

＜小水力：自家発電用がメイン＞ 

2011 年末時点の発電能力は 132.6MW だが、国内には 3GW の小水力発電ポテンシャルがあ

るとみられている。現在の利用のほとんどは地方の系統電力から離れた地域における自家発

電である。 

 

＜バイオマス・バイオガス（廃棄物発電）：製糖所、畜産農家、地方自治体で活用＞ 

 バイオマス（サトウキビの搾り滓など）及びバイオガス（都市の有機廃棄物や畜産農家の

糞尿、廃水処理場から出るメタンガス）を利用した発電能力は、2011 年末時点で 551MW で

ある。うち、93％がバイオマス発電、残りの 7％がバイオガス発電である。2011 年末時点で

建設中の発電能力は 72.9MW あるため、これを合計すると 623.9MW となる。ほとんどが製糖

所、畜産農家、地方自治体による自家発電である。 

 代表的バイオガス発電所としては、ヌエボレオン州政府、モンテレイ市及び周辺市町村と

メキシコ資本民間企業 2 社（Gentor と SEISA）が出資して建設したモンテレイ・バイオガス

発電所がある。モンテレイ市周辺の有機廃棄物処理場から出るメタンガスを回収してガスエ

ンジンで発電する施設で、モンテレイ市地下鉄などの公共電力として利用されている。第 3

フェーズまで完了した時点（2010 年）の発電能力は約 17MW。 

 

３．企業の動き 

 

＜風力発電計画＞ 

2006 年以降、複数のメキシコ企業が発電事業者などと組み、風力自家発電事業を計画して

いる。2009 年 8 月に官報公示された「再生可能エネルギー活用特別プログラム」では、IPP

形態で行う風量発電事業のほか、国の再生可能エネルギー活用促進に繋がる具体的な風力発

電計画として表 3 の発電事業を盛り込んでいる。 
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セメント最大手の CEMEX は 2006 年 8 月、オアハカ州テワンテペック地峡に 3 億ドルを投

じて300機の風車により250MWの発電能力を持つエウルス風力発電所（Parque Eólico Eurus）

の建設計画を発表、同年 7 月にエネルギー規制委員会（CRE）から自家発電の許可を得てい

たことを明らかにした。同発電所は 2009 年 1 月に操業を開始し、発電した電力相当分は CFE

との協定に基づき国内 14 ヵ所のセメント工場に供給される。メキシコにおけるコカコーラの

ボトラーであり清涼飲料水などを製造する FEMSA も 2007 年 1 月、オアハカ州ベントーサ

（Ventosa）地区のエル・エスピナル（El Espinal）に 31 機の風車により 26.35MW の発電能力

を持つ風力発電所の建設を発表、2009 年に建設を開始し、2010 年から稼働している。発電し

た電力はメキシコ州トルーカにあるコカコーラボトリング工場などに供給されている。 

大手スーパーマーケットチェーンも風力自家発電事業を進めている。2008 年末時点で国内

461 店舗を展開するソリアーナ（Soriana）は 2007 年 1 月、ビエント・デル・イスモ（Viento del 

Istmo）社との合弁で 3 億ドルを投じ、オアハカ州のサン・ディオニシオ・デル・マル（San 

Dionisio del Mar）に 216MW の発電能力を持つ風力発電所を建設すると発表、自家発電した電

力でソリアーナの国内全店舗の消費電力を賄う計画だ。 

国内最大の小売りチェーンのウォルマート・メキシコ（Wal-Mart México）も 2007 年 2 月，

フランス電力公社の子会社エレクトリシダ・デル・バジェ・デ・メヒコ（Electricidad del Valle 

de México）と共同で 1 億 4,000 万ドルを投じ、オアハカ州に 67.5MW 規模の風力発電所を建

設すると発表した。発電した電力は国内 350 店舗に供給される。同発電事業により年間 250

万ドルの経費節約となり、年間 15 万トンの CO2 排出削減に繋がるという。小売大手 2 社（ソ

リアーナ、ウォルマート）の風力発電パークは 2010 年から操業を開始している。 
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表3　風力発電計画（2007-2012）

（発電能力単位：MW）

プロジェクト名 事業者 所在州 運営形態 運営開始
発電  
能力

La Venta（既存） CFE オアハカ 公営 94年11月 1.354

Guerrero Negro（既存） CFE
南ﾊﾞﾊｶﾘ
ﾌｫﾙﾆｱ

公営 99年3月 0.64

La Venta II（既存） CFE オアハカ 公営 07年1月 83.34

La Venta III CFE (Iberdola) オアハカ IPP 10年11月 101.44

Oaxaca I CFE オアハカ IPP 10年 101.44

Ozxaca II/III/IV CFE オアハカ IPP 11年9月 304.24

592.45

Parques Ecológicos de México Iberdola オアハカ 自家発電 09年1月 79.9

Eurus Acciona オアハカ 自家発電 09年12月 250.0

Eléctrica del Valle de México
EdF Energies 

Nouvelles- Mitsui
オアハカ 自家発電 09年 67.5

Bii Nee Stipa Energía Eólica CISA- Gamesa オアハカ 自家発電 09年 26.3

Fuerza Eólica del Istmo (1) Fuerza Eólica- Peñoles オアハカ 自家発電 10年 30.0

Eoliatec del Istmo (1) Eoliatec オアハカ 自家発電 10年 21.2

Unión Fenosa                                                                

Generación México
Unión Fenosa オアハカ 自家発電 10年 227.5

Fuerza Eólica del Istmo (2) Fuerza Eólica- Peñoles オアハカ 自家発電 11年 50.0

Desarrollos Eólicos 

Mexicanos
Demex オアハカ 自家発電 11年 227.5

Eoliatec del Pacífico Eoliatec オアハカ 自家発電 11年 160.5

Eoliatec del Istmo (2) Eoliatec オアハカ 自家発電 11年 142.2

Gamesa Energía Gamesa オアハカ 自家発電 11年 288.0

Vientos del Istmo Preneal オアハカ 自家発電 12年 180.0

Energía Alterna Istmeña Preneal オアハカ 自家発電 12年 215.9

Centro Regional de 

Tecnología      Eólica

Instituto de 

Investigaciones 

Eléctricas

オアハカ 自家発電 未定 5.0

1,971.5

2,564.0

（出所）エネルギー省「再生可能エネルギー利用特別プログラム」（2009年8月）

民間部門合計

風力発電計画合計

公的部門合計

 

 

三菱商事も 2012 年 2 月、オアハカ州にて 2012 年 3 月に建設開始が予定されているマレー

ニャ・レノバブレ風力発電プロジェクトの持分 34%を取得し、ラテンアメリカ最大（発電能

力 396 万 MW）の風力発電事業に参画することを発表した。総事業費は約 800 億円。パート

ナーである豪州系投資ファンドのマッコーリー・メキシカン・インフラストラクチャー・フ

ァンド及びオランダ系年金運用会社ピー・ジー・ジー・エム社とともにメキシコ合衆国オア

ハカ州の南東テワンテペック地峡に、風力発電 132 基を幅数 10 キロにわたって設置する。 

完工は 2013年 7月を予定し、ラテンアメリカ最大の飲料会社である FEMSAに加え、FEMSA

と提携関係にあるハイネケン社のビール工場に 20 年間の売電契約に基づいて電力が供給さ

れる。同社は風量豊富なオアハカ州で新たに蓄える事業知見と米国で運営中の総発電容量 20

万キロワットの風力発電所の事業経験をもとに、今後も世界各地で風力発電事業を推進して

いく計画だ。 

バハ・カリフォルニア州でも風力発電プロジェクトが進行中だ。バハ・カリフォルニア州

政府は、同州テカテ市近郊のラ・ルモローサに 10MW 規模の風力発電パークを建設した。2009
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年 1～2 月に建設入札を公示、3 月にスペイン企業が落札、工事は 4 月に開始され、2010 年 2

月に第 1 フェーズが完了した。発電された電力はバハ・カリフォルニア州内の街灯用電力な

どに用いられる。バハ・カリフォルニア州はオアハカ州に次ぐ風力発電有望地域であり、今

後も自家発電や独立発電事業者形態での風力発電パーク建設が続きそうだ。 

 

表4　その他検討中の風力発電計画

（発電能力単位：MW）

プロジェクト名 事業者 所在州 運営形態
運営開始
年(予定)

発電能力

La Rumorosa
州政府／

Turbopower

Services

ﾊﾞﾊｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 自家発電 2010年 10.0

Los Vergeles SEER タマウリパス 自家発電 2012年 161.0

Baja Wind Sempra Energy ﾊﾞﾊｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 輸出 2012年 250.0

Fuerza Eólica de Baja

California
Fuerza Eólica ﾊﾞﾊｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 輸出 2014年 300.0

Mexico Wind
Unión Fenosa -

Geobat
ﾊﾞﾊｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 輸出 2014年 500.0

N.A. Cannon Power ﾊﾞﾊｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 輸出 未定 200.0

Baja California Fuerza Eólica ﾊﾞﾊｶﾘﾌｫﾙﾆｱ 自家発電 未定 10.0

Eolica Santa Catarina Ecoenergy ヌエボレオン 自家発電 2013年 20.0

合計 － － － － 1,451.0

（出所）エネルギー省「再生可能エネルギー利用特別プログラム」（2009年8月）、

AMDEE（メキシコ風力発電協会）、報道等から作成  

 

2006 年以降、風力自家発電計画の発表は相次いだが、発電した電力を国内各地に送る独自

の送電網が存在しないため、自家発電事業者は具体的な計画を進めることができずにいた。 

しかし、2007 年 8 月末、CFE と複数の民間発電事業者との間で CFE の公共送電網の共同利

用について合意がなされ、発電所から CFE 電力系統に連結するインフラ投資の費用を民間事

業者が負担するという約束の下で、CFE が自家発電事業者に対して公共送電網の利用を認め

ることになった。 

 

＜米国向け清算拠点としてのメキシコ＞ 

～風力～ 

米国市場の南に隣接し、労働コストが米国の 7～8 分の 1 のメキシコは，嵩が大きく物流コ

ストが嵩む風力発電用ブレードや太陽光パネルの低コスト製造拠点として注目されている。 

三菱重工は 2002 年、米国 TPI Composites Inc.と合弁で風力発電用ブレード製造ビエンテッ

ク（Vientek）社を設立し、北米向けに生産を開始した。2007 年には拡張投資を行い、生産能

力を 3 倍（1,200MW 規模）に増強している。生産されるブレードは 100％米国市場に輸出さ

れている。 
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～太陽電池～ 

京セラは 2004 年に在米法人京セラ・ソーラー（Kyocera Solar Inc.）の太陽電池モジュール

工場をティファナに建設し、2007 年には 40 億円の追加投資で生産能力を 6 倍（150MW 規模）

に拡張する工事を開始した。拡張工事は 2009 年 3 月 5 日に第 1 段階を終了し、カルデロン大

統領の立ち会いの下で開所式が行われた。 

三洋電機（現パナソニック）も 2003 年に三洋エナジー・モンテレイ工場に太陽電池モジュ

ール生産ラインを設置 2008 年に 700 万ドルの追加投資で生産能力を 2.5 倍（55MW 規模 ）

に拡張している。スペインの太陽光パネル製造大手シリケンも 2011 年 10 月、ドゥランゴ州

で 100MW の超大型太陽光発電所の建設計画を発表している。 

ドイツの Q-Cells も 2008 年 5 月に 35 億ドルの大型投資を発表し、バハ・カリフォルニア州

メヒカリに太陽電池工場（60MW 規模）の建設を開始したが、2009 年の国際金融危機の影響

を受けて資金調達が困難となったため、計画は現在のところ中断されている。 

自社発電用として太陽光を利用する企業もある。前述のウォールマート・メキシコは、ア

グアスカリエンテス市にある同社系列のスーパー・チェーンであるボデガ・アウレラの屋根

に年間電力消費の 20％供給を目的に 1,056 枚の太陽光パネルを設置している（2009 年 1 月 19

日付け同社発表）。これにより、年間 140 トンの二酸化炭素排出を抑える効果があるとしてい

る。またロレアル・メキシコも自社消費電力用としてクアウティトゥラン・イスカリ市にあ

る同社の施設の屋根に太陽光パネルを 2009 年 10 月に設置している。ウォールマート・メキ

シコもロレアル・メキシコも現在のところこれら施設の導入により、電力コストを抑えると

いうよりも、CSR の観点から同設備を設置している色合いが濃い。 
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