
エネルギービジネス戦略研究会 
 

における論点について 

 
平成２４年４月 

経済産業省 資源エネルギー庁 
省エネルギー・新エネルギー部 

資料４ 



新たなエネルギー産業と産業政策の在り方 
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市場規模（兆円） 
出展：Global Wind Energy Council「Global Wind Energy 

Outlook2010」などの各種資料を参考に帝国データバンク作成 

：2020年世界市場規模予測 

：2010年世界市場規模 

円の大きさは市場規模を表す 

・ 省エネルギー、新エネルギー分野における「新たなエネルギー産業」の世界市場規模は 

 ２０２０年に８６兆円の見通し。自動車産業の１５１兆円に比較しても相当な規模へ。 

・ 米国のグリーンニューディール、英国の北海における洋上風力産業育成などの取組を踏 

 まえると、エネルギー産業を成長させ、稼ぐ産業とするためのエネルギー産業政策が必要 

 なのではないか。 

・ 市場規模の拡大が直ちに付加価値の拡大を意味するものではなく、コモディティー化、新 

 規参入増加による競争の激化も予想されることから、エネルギー産業政策は単に市場規模 

 を見るのではなく、企業の付加価値獲得を目指すものであるべきではないか。企業のビジ 

 ネス戦略の中で付加価値獲得につながるものを重点的に支援していくべきではないか。 

出展：UK Renewable Energy Roadmap 

英国における洋上風力導入計画の効果 

           （事業規模：約１３兆円） 

＜温暖化対策＞ 

 ・二酸化炭素の排出削減： 
   7億5千万トン以上（2009年～2030年） 
＜エネルギーセキュリティ＞ 

 ・化石燃料の使用量：10％削減（2020年時点） 
 ・化石燃料の輸入量：20～30％減尐（2020年時点） 
＜経済効果＞ 

 ・新規雇用創出効果：最大50万人以上 

 

北海油田の原油生産量は1998年に約1億3000万ｔ 
から2010年には7000万ｔにまで減尐しており、 

今後も減尐の見込み。 

北海油田の原油生産量が急速に減尐 

英国洋上風力の取組 新たなエネルギー産業の市場規模 

【新たなエネルギー産業】 
※太陽光、風力、太陽熱、燃料電池、 

  蓄電池（LiB)、ZEB、ZEHを含む 
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新たなプレーヤーの参入 

・ 過去、通信事業においては、規制改革を契機として、新たなプレイヤーが参入し、需要家 

 のニーズに応じ、既存のプレイヤーと異なるサービスを提供した結果、端末機器の技術革 

 新やインターネットとそれを基盤とした様々なアプリケーションの急速な発達が見られた。 

・ このようなイノベーションをエネルギー分野で起こすためには、新たなプレイヤーのエネル 

 ギー産業への参入が必要なのではないか。 

・ ＩＴや蓄電池の技術を活用したスマートグリッド、スマートコミュニティの構築の動きは、エネ 

 ルギー分野において需要家のニーズに応じたサービスの提供を行う新たなプレーヤーの 

 参入を促し、破壊的なイノベーションを誘発する契機となるのではないか。 

産
業 

企業 内   容 

自
動
車 

アイ 
シン 
精機 

自動車部品製造のアイシン精機は、エンジンを動力とす
る空調システムであるガスエンジンヒートポンプを製造。
動力がエンジンであることから自動車で培った技術を転
用し、また、多くの自動車部品も転用することで、自動車
産業と省エネ産業のシナジーを体現している。サムスング
ループと提携し韓国に対する販売実績も伸びており、輸
出商品となっている。 

造
船 

三井 
造船 

三井造船昭島研究所では、造船技術を活かし、洋上風力
発電用浮体の設計のために必要となる波、風、潮流中に
おける動揺性能や緊張係留索の張力応答、および浮体
の設置法などについて理論計算や水槽実験を通じて研究、
開発を行っている。 

食
品
製
造 

ＮＰＣ ＮＰＣは、真空包装機を主力とする食品製造装置メーカー
であったが、電機メーカーからの発注をきっかけに、1994

年に太陽電池用の真空ラミネータを開発した。その後米
国に進出し、現地の顧客の要望に応え、1998年にモ
ジュール工程の一貫ラインを開発。現在ではターンキーソ
リューションのトップランナーとして、売上高の96.5％以上
を太陽電池製造装置事業が占めるまでに至っている。 

他産業からの参入事例 通信産業の規制緩和と参入企業、サービスの変遷 
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出所：電気通信事業紛争処理委員会「電気通信事業及び電気通信政策等の動向」２０１１年 



海外展開 

・ 新たなエネルギー産業は、国の支援に依存しながら国内市場だけをターゲットとした産業であることか 

 ら脱却し、海外市場もターゲットとする「普通の産業」を目指すべきではないか。その際、規制、補助金 

 等の相手国の政策を踏まえて海外展開のターゲットを定めるべきではないか。 

・海外展開を促進するためには、日本の競争フィールドで勝てれば世界市場でも勝てるような市場環境 

 を構築すべきでないか。 

・ 我が国スマートコミュニティ実証は技術的に高度な水準を志向しているが、海外展開に当たって参加 

 企業は高度な技術を有するだけで十分か。海外でビジネスを展開するためのカギは何か。 

・ 我が国企業のみのアライアンスに止まらず、特にエネルギー産業においては、現地企業とのパート 

 ナリングが重要ではないか。我が国企業は戦略的パートナリングを行っているか。 

・ スマートコミュニティの計画立案から事業展開まで中核となって担当するプロジェクト・マネージメント 

 能力の蓄積・育成を図るべきではないか。このようなプロジェクト・マネージメントを行う企業を中心に、 

 我が国スマートコミュニティ事業の実績を活用した海外への展開はできないか。 

地域 主要企業 プロジェクト・マネージャー 

宮古市 ＮＴＴデータ、エネット 日本国土開発 

釜石市 新日鉄エンジニアリング、東北

電力 

新日鉄エンジニアリング 

北上市 ＪＸ日鉱日石エネルギー 北上オフィスプラザ 

気仙沼市 荏原環境プラント イーソリューションズ 

石巻市 東芝、東北電力 東芝 

大衡村 トヨタ自動車、セントラル自動車 トヨタ自動車 

山元町 エネット 東日本電信電話 

会津若松市 富士通、東北電力 富士通 

東北スマートコミュニティ事業の主要企業と 
プロジェクト・マネージャー 
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国名 提携企業 ジョイント 
ベンチャー 

業務内容 

シンガポール Keppel  Integrated 
Engineering 

GE Keppel  発電機の修理 

インドネシア PT DI PT GE Nusantara 
Turbine Services 

発電機の修理 

フィリピン Manila Electric Co. GEPMICI スマートメーター製
造 

日本 東芝 東芝ＧＥタービン
サービス 

タービンの補修 

日本 日立、東芝 グローバル・ニュー
クリア・フュエル・
ジャパン 

原子力発電燃料製
造 

日本 富士電機 ＧＥ富士電機メー
ター 

メーター製造 

米ＧＥのアジアでのパートナリング（ジョイントベンチャー） 



標準化戦略 

・ ＤＶＤプレイヤー、カーナビなど、コモディティー化により世界市場が拡大するのと同時進行 

 でシェアを失うという日本企業の負けパターンに陥った理由は何か。 

・ 我が国産業は上流・部材を中心に強みを有している。この競争力を維持・強化するために 

 いかなる戦略が必要か。 

・ 海外市場の獲得のためにいかなる標準化戦略が可能か。大量の需要を持つ電力・ガス 

 事業者などのユーティリティ・プレイヤーが標準戦略を先導することが出来るのではないか。 

蓄電池産業の部材シェア 

出所: 「2010年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望～主要四部材編～」よりArthur D Little分析 

世界市場の拡大と日本企業のシェア推移 

出所：小川紘一「市場を制する標準化戦略」２００９年よりＭＥＴＩ作成 ４ 
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電力・ガス事業者の事業展開 

・ 海外では、電力・ガス事業者が積極的に海外進出を行っている。我が国電力・ガス事業者 

 も海外市場を追求すべきではないか。 

・ エネルギー使用情報を活用した新たなスマートコミュニティビジネスの展開に当たっては、 

 電力・ガス事業者の持つ料金徴収ネットワークが有力なツールになりうるのではないか。 

・ 我が国市場は電力・ガス事業者毎に仕様が定められているが、エネルギー産業の自国市 

 場でのシェア獲得が海外市場への展開につながるような環境となっているか。 

英セントリカ（ガス）の 
北米への事業展開 東京ガスの事例 

西エンデサ（電力）の 
南米への事業展開 

東京ガスは安否確認システムをガス料金とセット販売 

出所：Endesa.com 出所：Centrica.com 出所：東京ガスHP ５ 



ベンチャー・ファイナンス支援 

・ 主要なエネルギーベンチャーとして選考されたグローバルクリーンテック１００の上位には日本 

 企業は含まれず（２０１１年）。新たなエネルギー産業におけるベンチャー企業の事業環境は十分 

 整備されているか。 

・ グローバルクリーンテック選出企業に多く見られる大企業とベンチャーの協業が日本において 

 は十分に行われているか。ＧＥ、グーグル、シスコなど海外大手企業が行っているベンチャー企  

 業の支援を日本の大手企業は何故行わないか。 

・ 国内金融機関はコーポレートファイナンス中心でプロジェクトファイナンスには消極的。スマート 

 コミュニティ等の新たなエネルギー産業の輸出に資するプロジェクトの海外展開に、プロジェクト 

 ファイナンスが必要ではないか。国内金融機関がこのような事業におけるプロジェクトファイナン 

 ス組成を行うためにはどのような環境が必要か。 

2011グローバルクリーンテック 
主要企業所在国 

Country Companies 

USA 58 

United Kingdom 9 

Germany 5 

Israel 4 

Netherland 4 

China 3 

Canada 3 

France 3 

2011グローバルクリーンテック 
主要協業企 業 

Corporate Companies 
Partnered 
with 

Companies 
Invested in 

Total 
Companies 
‘engaged’ 
with 

GE 13 14 18 

Siemens 10 5 11 

Google 4 5 8 

IBM 7 7 

GM 4 1 4 

A123 4 1 4 

出所：Cleantec  Group, LLC 出所：みずほ銀行HP ６ 

プロジェクトファイナンスの組成イメージ 



組織能力構築・経営の在り方 

・ このような企業の戦略を生み出すために、企業の組織能力構築や経営の在り方には何が 

 求められるのか。 

・ また、人材育成の在り方には何が求められるか。 

サムスン電子の人事処遇制度 

NECの海外新人研修制度 

小型風車がナミビアの携帯電話 

       公社の基地局に採用 

NECの新入社員を数年
間海外に派遣エピソード
を挿入予定 

ゼファーのアフリカに 
おける営業活動 

出所：ゼファー社提供 
出所：野村総合研究所 
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NECでは若手社員を選抜し、インド、アフリカ、

アジアで、グローバル事業要員育成と若手によ
る内なる企業改革を目的とした研修制度を実
施。日本企業の常識の前に、１~２年間、世界

の社会・常識を経験させ、研修後は本社組織
に戻り社内改革の先陣を切っている。 

 上は、ケニア国の携帯電話オペレータに超小
型マイクロ波通信システムを納入、Machakos

市郊外のサイトで据付工事を実施し、回線開通
などを実施した際の写真。下はインドでの顧客
とのMeeting時の写真。 

出所：NEC社提供 

http://asymmetric-blog.com/wp-content/uploads/2010/06/20100601_3.jpg

