
Robert.Tokyo.Feldman@morganstanleymufg.com

MORGAN STANLEY MUFG SECURITIES CO., LTD.
ロバート・A・フェルドマン、Ph.D.

+81 3 6836-
8400

現⾏トレンドが継続するならば、エネルギー供給における再⽣可能エネ
ルギーのシェアは拡⼤するが、抽出エネルギーもシェアは下がっても、
その絶対利⽤量は増加する。抽出エネルギーのCO2集約度が⾮常に⼤き
く低下しない限り、CO2排出の総量は減少しない。

⼀⽅、全エネルギー・サプライチェーンの技術進歩がより早く進展すれ
ば、再⽣可能エネルギーのシェアが急激に拡⼤する結果として、抽出エ
ネルギーの絶対利⽤量は⼤きく減少し、CO2排出量は30％程度減少す
る。

⽇本経済
2016年4⽉7⽇

J-Insight: エネルギー地球の転機と⽇本の好機

⽇本のエネルギー分野には「やることリスト」が⻑い。さら
に、⽇本のエネルギーの将来は世界のエネルギー将来次第であ
る。より速いイノベーションと普及を要する世界に⽇本も貢献
している。

⽇本のエネルギーの将来と世界のエネルギーの将来が密接に絡み合うなか、
弊社の⽇本経済調査チームがエネルギー・サプライチェーン・モデルを提案
する。このモデルは当チームのものではあるが、弊社エネルギー・コモディ
ティー・ストラテジスト Adam Longsonによる情報と協⼒を得ている。こ
のモデルの結論は厳しい：⽣活⽔準の向上と汚染削減という⼆つの⽬標を同
時に達成するには、現在の技術進歩ペースは不⼗分である。技術の⾰新と普
及を急ぐ必要がある。⽇本もこの探求に貢献している。

⽇本のエネルギーに関する「やることリスト」は以下のとおり:

1. GDPのエネルギー集約度の引き下げ：新技術によってGDP１単位が必要
とする運輸距離や床⾯積の減少。

2. エネルギー利⽤効率の向上(⾃動⾞の燃費と利便性の向上、構造物の温度
調節改善等)。

3. エネルギー変換消失の低減。発電と再⽣可能から燃料への転換が⼀番の
課題。

4. 再⽣可能エネルギーの開発と普及の加速。太陽光、⾵⼒、地熱および蓄
電技術が肝⼼。

5. エネルギー需要の価格に対する反応性の向上。サプライチェーン全体の
インフラと法規制が重要。

6.研究開発 の焦点を絞る。技術のボトルネック、実証実験、迅速な普及が
肝⼼。

7. 税制改⾰。よりクリーンなエネルギー構成⽐の拡⼤を促進し、エネル
ギー資本ストックを再構築するようにインセンティブを変える。

8. エネルギー政策向け⽀出の拡⼤– ⽇本のエネルギー政策への⽀出は、対
GDP⽐でわずか0.3%の1.2兆円前後に過ぎない 。

誰が関与しているのか？本⽂と補⾜資料Iに、部分的ではあるが、エネル
ギー問題への積極的な寄与が顕著な⽇本企業のリストを⽰した。

どのようにしてこのような結論に⾄ったのか？ 補⾜資料IIで、世界のエネル
ギー・サプライチェーン・モデルの詳細を⽰し、その仕組みを解説した。

図表図表  1: 1: 現⾏トレンド・シナリオの⼀次エネルギー・ミック
ス

注：X-fは燃料に使う抽出資源；X-eは電⼒に使う抽出資源;R-fは燃料に使う再⽣資
源；R-eは電⼒に使う再⽣資源。
出所：モルガン・スタンレー・リサーチ

図表図表  2: 2: ⻘空シナリオの⼀次エネルギー・ミックス

注：X-fは燃料に使う抽出資源；X-eは電⼒に使う抽出資源;R-fは燃料に使う再⽣資
源；R-eは電⼒に使う再⽣資源。
出所：モルガン・スタンレー・リサーチ

重要な開⽰事項は本レポート巻末の情報開⽰セクションをご参照
ください。
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グローバル・エネルギー・シナリオ

まず、単純で強固な恒等式を⽤い、次に数量化する
いかなるエネルギー・シナリオも、GDP(以下Yとする)と⼀次エネルギー利⽤合計(E)の関係が基本である。
⼀⾒したところ、その関係は単純である :

E = (E/Y)*Y

エネルギー利⽤は、GDP⾃体と、エネルギー効率 (E/Y)によって決定される。1兆ドル当たりのエネルギー
(単位：quad)  で測定される。

近年、エネルギー効率はどのように変化しただろう
か？2000年から2010年までの期間に⽇本と世界のエ
ネルギー効率は、いずれもほぼ同じ年間0.8%のペー
スで改善した。しかし、2011〜12年に⽇本の改善
ペースが突然加速した。これは、福島第1原発の事故
をきっかけに危機感が強まった結果と思われる。グラ
フを⾒て最も⼤事な結論は、エネルギー効率は突然、
⼤幅に改善する可能性がある点である。したがって、
エネルギー効率の基調にあるプロセスは単純とは⾔い
難い。また、もう⼀つグラフから分かる重要点は、
「現⾏トレンド」における世界全体のエネルギー効率
改善のペースは、年間約0.8%となる点である。「現
⾏トレンド」を再現するモデルは必ずこのペースで効
率が改善しなければならない。

単純なE/Yの⽐率はマクロ分析に便利だが、商機を特
定するシナリオは、E/Yが変動する原因の理解に基づ

かねばならない。YとEの間には無数の段階があるため、これは難しい作業である。重要な要素の図解を図表
4に⽰した。

===================

 厳密には、E/Yの⽐率は「エネルギー集約度」または「エネルギー⽣産性」と呼んだ⽅が良いだろう。しか
し、使いやすい⾔葉として本レポートでは「エネルギー効率」とした。エネルギー効率が改善すると、E/Y
の⽐率は低下する点に留意したい。

 本レポートではエネルギーをquad(1,000兆Btu=10 Btu)で測定する。1 quad は約1.06エクサジュール
(EJ)に相当する。他の単位では、2.93E11 kWh および 1.82E8 boe(⽯油換算バレル)に相当する。GDPの
単位は1兆ドル。

1

2

図表図表  3: 3: ⽇本と世界のエネルギー効率 (2000 =
100)
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出所：⽶国エネルギー情報局、国際エネルギー機関(IEA)、モルガン・
スタンレー・リサーチ予想
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YからEに辿り着くまでの図解

まず図表４の右端を、必要なGDP⽔準を決定する⼈⼝および⽣活⽔準とした。このGDP⽔準は、エネルギー
に基づく⼀定の運輸と⾮運輸のサービスを必要とする。それぞれのサービスは、燃料または電⼒によって提
供されるが、その価格と特性がそれぞれの市場シェアを決定づける。燃料と電⼒の量が決定すると、抽出お
よび再⽣可能な⼀次エネルギー資源は、変換消失量を差し引いた燃料と電⼒を作り出さなければならない。
同様に、⼀次エネルギー源の市場シェアが、価格と各市場の特性によって決定される。

図表の数値はエネルギー・サプライチェーンの各段階におけるエネルギーの流れの2014年弊社予想(単位：
quad)である。2014年の世界GDPの合計は約78兆ドルだった。これに必要とされたエネルギーは運輸が
134quad、⾮運輸が222 quadだった。運輸⽤エネルギー134 quadのうち、ほぼすべてに当たる133 quad
は、燃料によるもので電⼒はごくわずかだった。⾮運輸の222 quadのうち147 quadは燃料に由来し、75
quadは電⼒だった。しかし、燃料や電⼒はどこから来たのか？抽出エネルギー(⽯油、⽯炭等)および再⽣可
能エネルギーに由来するが、燃料および電⼒を⽣産する過程では、必ず変換消失が⽣じる。結局、抽出エネ
ルギーに由来するものが507 quad前後で、再⽣可能エネルギーに由来するのはわずか33 quad前後に過ぎ
ない。したがって、エネルギー利⽤の合計は540 quadで、E/Yは540/78=6.92となった。

図表図表  4: 4: 2014年のエネルギー・サプライチェーンの図解

注：数字はサプライ・チェーンの各要素のエネルギーを表す（単位: quad)。 数値の単位未満の処理は四捨五⼊。
出所：⽶国エネルギー情報局、国際エネルギー機関、モルガン・スタンレー・リサーチ
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YからEまでのモデル化

2014年についてYからEまでの道のりを追跡したが、このサプライチェーンを⽤いて将来の世界のエネル
ギーを予測するにはこの道筋をモデル化する必要がある。モデル全体は補⾜資料IIに⽰したが、以下にモデ
ルの仕組みの概略を⽰す。

まず、先のエネルギー・サプライチェーンの推計実績値からパラメーターを選ぶ。これらのパラメーターに
はGDP 1ドル当たり⾛⾏距離(マイル)、GDP 1ドル当たり使⽤⾯積(平⽅フィート)、標準的⾃動⾞の平均燃
費、電気⾃動⾞のkWh当たり平均⾛⾏距離などがある。さらに、⽯油換算バレル当たりの価格(ドル)で、抽
出エネルギーの平均価格(2014年に基づく)を想定する。再⽣可能エネルギー価格は、様々な再⽣可能技術全
般について新たに設置された再⽣可能エネルギーの限界価格の推定値を採⽤した。また、最近の数値に基づ
いて様々な種類のエネルギー変換について消失率も想定した 。 極めて重要なことに、時間の経過に伴う世
界の抽出エネルギーの供給曲線シフトおよび再⽣可能エネルギーの限界価格の軌道も想定した。抽出エネル
ギー市場では、価格は、需要と供給の相互作⽤で(時間的ずれを伴いつつ)決定される。再⽣可能エネルギー
市場における価格は、テクノロジーのみによって決定される。

2014年のパラメーターは上記に⽰した2014年実績の推定値を⽣成するように調整される。

2035年にはどうなるのか？それを左右するのは…
主として抽出物の供給と再⽣可能物の技術

シナリオについては、当初のパラメーターだけでなく、燃費の向上、エネルギー変換消失の低減、市場シェ
ア関数の変化(資本ストックの改善または選好の変化などによる)などに通じた時間の経過による変動も特定
しなければならない。パラメーターの最初の値を図表5に⽰した。そして、3つのシナリオで各パラメーター
が辿る道筋を図表6に⽰した。

======
 基準年のパラメーターは補⾜資料Iを参照。

3

図表図表  5: 5: 基準年のパラメーターの値

2014
単位 水準

マクロ
人口 10億人 7.26
生活水準 1人あたりドル 10,721
原油価格 1バレルあたりドル 93.00
再生可能エネルギー価格(限界) 1kWhあたり$ 0.15
quatあたりのCO2集約度 Xquadあたり10億トン 0.0634

運輸
GDPの燃費集約度 GDP1ドルあたりマイル 0.21
燃料ガス燃費 1ガロンあたりマイル 13.061
電力燃費 1マイルあたりkWh 0.3317
やっかいなコスト 1kWhあたりドル 0.16
運輸の市場シェア機能 走行(ﾏｲﾙ)比率%

x0 % 1.100
k pure # -7.04

非運輸
GDPの利用面積集約度 GDP1ドルあたり平方ﾌｨｰﾄ 0.025617
1平方ﾌｨｰﾄに要する暖房効率 BTUs 111,500
追加電力資本コスト 1平方ﾌｨｰﾄあたりドル 0.01
非運輸の市場シェア機能 使用面積比率%

x0 % 0.625
k pure # -5.84539

生産消失
燃料の生産消失率 X % 15%
燃料の生産消失率 R % 70%
電力の生産消失率 X % 68%
電力の生産消失率 R % 32%

燃料の市場シェア機能
x0 pure # 0.8
k pure # -7.45971

電力の市場シェア機能
x0 pure # 1.15
k pure # -3.4284

出所：モルガン・スタンレー・リサーチ

図表図表  6: 6: パラメータの変動：%、年率

インプット: 変化率 青空 現在 暗雲

価格

2020年以降の原油供給線シフト -1.00% 0.00% 1.00%
再生可能エネルギー価格 (限界) 2.00% 1.00% 0.50%

CO2集約度
quadあたりCO2集約度 0.30% 0.10% -0.10%

マクロ
人口 1.00% 1.00% 1.00%
生活水準 1.00% 1.00% 1.00%

運輸
GDPの燃費集約度 3.00% 1.50% 0.00%
燃料ガス消費率 1.00% 0.50% 0.00%
電力消費率 2.00% 1.00% 0.50%

非運輸
GDP1単位あたり利用面積集約度 0.80% 0.40% 0.00%
1平方フィートに要する暖房効率 0.25% 0.13% 0.00%

生産消失

燃料の生産消失率X 0.25% 0.13% 0.00%
燃料の生産消失率R 1.00% 0.50% 0.25%
電力の生産消失率X 0.05% 0.03% 0.00%
電力の生産消失率R 1.00% 0.50% 0.00%

市場シェア機能係数変化

燃料の市場シェア x0 0.10% 0.10% 0.10%
* 非運輸 k 0.0050 0.0050 0.0050

燃料の市場シェア x0 1.00% 0.50% 0.10%
* 運輸 k 0.0050 0.0050 0.0010

電力の市場シェア x0 3.00% 2.00% 1.00%
* 総燃料 k 0.0200 0.0150 0.0100

抽出の市場シェア x0 0.50% 0.50% 0.50%
* 総電力 k 0.0100 0.0050 0.0000

*年間の市場シェア曲線シフト、%ポイント

出所：モルガン・スタンレー・リサーチ
3
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「現⾏トレンド」シナリオは、エネルギー⽣産性が先述の平均値である毎年約0.8%前後改善すると想定
し、最近の値に近いパラメーターを選んだ。その前提は、(a) 過去数ヵ⽉の混乱を市場がこなした後は 、⻑
期的に抽出エネルギーの供給曲線が変化しない、(b) 再⽣可能エネルギーの限界価格が毎年1%改善する、
(c) GDPにおける燃費集約度が1.3%/年低下し、変換効率が⼩幅に改善、さらに燃料および抽出エネルギー
から電⼒および再⽣可能エネルギーへと市場シェア関数が⼩幅にシフトする、などである。

「⻘空」シナリオは、抽出エネルギーからより⼤きくシフトになるようにパラメタ―を想定する。例えば、
このシナリオは2020年以降、抽出エネルギーの供給曲線が悪化し  、抽出エネルギー価格が上昇し、抽出エ
ネルギーの利⽤が⼤幅に減少すると想定する。このシナリオは、再⽣可能エネルギーの限界費⽤がより⼤幅
に低下するとも想定するため、抽出エネルギーへの影響が⼤きくなる。つまり、再⽣可能エネルギーに対す
る抽出エネルギーの価格⽐例が、分⼦と分⺟の両⽅で抽出エネルギーに不利な⽅向に変化する。このシナリ
オでは、エネルギー変換もより⼤幅に改善する。

「暗雲」シナリオは、この反対の影響を及ぼす条件を想定する。2020年以降、抽出エネルギーの供給が改
善し、その相対価格が低下するため、再⽣可能エネルギーへの構造的シフトのペースが低下すると想定す
る。さらに、このシナリオは、再⽣可能エネルギーの限界費⽤の低下が鈍化し、抽出エネルギーの⾼いシェ
アを⽀えると予想する。市場シェア関数は、電⼒と再⽣可能エネルギーに有利な⽅向にはあまり変化しな
い。

これらのシナリオに基づく2035年の結果を、図表7から13までに⽰した。まず意外なのは、⼤きな差が出な
かった項⽬である。

================

弊社は2016年のブレント原油平均価格を32.5ドル前後と予想しており、これが2017年末までに55ドル、
2018年末の80ドルに上昇すると予想している。2019年の平均価格は85ドルと予想しているが、供給の余
剰によって2020年にはある程度価格が下落すると予想される。弊社の⽯油に関する⾒解は、Spring Global
Strategy Outlook:優れたディフェンス・プレー (2016年 3⽉ 18⽇)22-3ページ「原油：17年中盤まで低⽔準で
ボックス圏に」、2016年3⽉30⽇付レポート Oil & Gas: Insight: Saudi Oil Outlook - Limited Risk of Further
Upside to Oil Exports (30 Mar 2016)を参照。その他の抽出物の⾒通しについては、2016年3⽉2⽇付レポー
ト「Coal, Gas & Power: Time To Get Bullish Natural Gas? (02 Mar 2016)」を参照。

 すべてのシナリオに含まれる抽出エネルギー価格予想は、2020年までの弊社⽯油価格予想が原点。各シナ
リオの抽出物の供給に関する前提が異なるのは2020年以降。
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1. 第1にGDP(実質ベース)はいずれのシナリオでもほとんど変わらなかった。その理由は単純である。こ
のモデルでは実質GDP成⻑率が、⼈⼝成⻑率と⽣活⽔準の変化についての前提で決まるためである。こ
のモデルの構造に含まれるエネルギーから⽣活⽔準へのフィードバックは⼩さく、⼈⼝へのフィード
バックはゼロである。したがって、各シナリオ間のGDPの差は⼩さい。

2. 第2に、より興味深いことに、抽出エネルギーの絶対価格は、各シナリオの間でそれほど⼤きな違いは
⽣じなかった。これは、モデルのフィードバックが極めて⼤きいためである。低⽔準の供給が、まず抽
出エネルギー価格の上昇を引き起こすと、抽出エネルギーの市場シェアは低下する。供給が低下しても
需要も低下すれば、全体として価格は⼤きく変動しない。⾼⽔準の供給によって抽出エネルギー価格が
下落すると、数量ベースの市場シェアでは抽出エネルギーが拡⼤する。供給が増加しても需要も拡⼤す
れば、価格は⼤きく変動しない。重要なシナリオの結果はここにある。抽出エネルギーの価格が⼤きく
変動しないため、その数量が⼤きく変化する。

4 
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さらに意外なのは、違いが出た項⽬である:

図表図表  7: 7: シナリオ結果

2014年水準

推定実値 青空 現行 暗雲

実質GDP 2014年 兆ド ル 77.8 115.2 115.7 117.1

抽出エネルギー価格 $/boe 93.0 80.9 82.8 68.9
再生可能エネルギー価格 $/kWh 0.150 0.098 0.121 0.135
再生可能エネルギー 相対価格 2014=100 100.0 75.3 91.0 121.4

総エネルギー quads 540.4 599.9 677.4 811.7
抽出エネルギー quads 507.4 377.8 576.1 765.9
燃料 quads 327.3 182.9 331.8 501.7
電力 quads 180.1 195.0 244.3 264.2
再生可能エネルギー quads 33.0 222.1 101.3 45.8
燃料 quads 6.5 81.3 29.3 11.6
電力 quads 26.5 140.7 72.0 34.2
再生可能エネルギー比率: % 6.1% 37.0% 15% 5.6%
エネルギー集約度 q/兆ド ル 6.94 5.21 5.85 6.93
CO2排出量 ギガト ン 32.2 22.5 35.8 49.6

2035年水準

出所：モルガン・スタンレー・リサーチ計算

1. 「現⾏トレンド」シナリオでは、再⽣可能エネルギーのシェアは2014年の6%から2035年の15%に⼤
幅に拡⼤するが、実際のところCO2排出量は増加する。その理由は単純である。エネルギー利⽤全体が
⼤きく増加するため、抽出エネルギーのシェアが縮⼩しても利⽤量は増加するためである。このため、
このシナリオでは、再⽣可能エネルギーの利⽤拡⼤にもかかわらず、汚染対策は依然として極めて重要
となる。

2. 「⻘空」シナリオでは、2035年のエネルギー利⽤の合計は、現⾏トレンドのシナリオを若⼲下回る
が、抽出エネルギーのシェアが⼤幅に低下する⼀⽅、再⽣可能エネルギーのシェアが⼤幅に拡⼤する。
この結果は、再⽣可能エネルギーの相対価格が極めて⼤きく低減し、再⽣可能エネルギーの市場シェア
が極めて⼤幅に拡⼤するという組合せによるものである。その結果、再⽣可能エネルギーの合計は、合
計の37%を超える222quadに上昇する。同時に、CO2排出量は32ギガ(10億)トンから23ギガトンに
減少する。

3. 「暗雲」シナリオでは、再⽣可能エネルギーのシェアはむしろ縮⼩する。その結果、抽出エネルギー合
計の利⽤量が⼤幅に増加し、CO2排出量は50ギガトン弱となる。このような結果が実際に起こる⾒込
みは極めて薄い。こうした結果は、政治的に重要であり、軌道修正が求められるためである。
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シナリオ結果- 現⾏トレンド、⻘空、暗雲

図表図表  8: 8: 現⾏トレンド

出所：モルガン・スタンレーリサーチ

図表図表  9: 9: 現⾏トレンド: 世界エネルギー・シナリオと抽出エネルギー需給 

注：X-fは燃料に使う抽出資源；X-eは電⼒に使う抽出資源;R-fは燃料に使う再⽣資源；R-eは電⼒に使う再⽣資源。
出所：モルガン・スタンレー・リサーチ
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図表図表  10: 10: ⻘空 

出所：モルガン・スタンレー・リサーチ

図表図表  11: 11: ⻘空: 世界エネルギー・シナリオと抽出エネルギー需給

注：X-fは燃料に使う抽出資源；X-eは電⼒に使う抽出資源;R-fは燃料に使う再⽣資源；R-eは電⼒に使う再⽣資源。
出所：モルガン・スタンレー・リサーチ
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図表図表  12: 12: 暗雲

出所：モルガン・スタンレー・リサーチ

図表図表  13: 13: 暗雲: 世界エネルギー・シナリオと抽出エネルギー需給 

注：X-fは燃料に使う抽出資源；X-eは電⼒に使う抽出資源;R-fは燃料に使う再⽣資源；R-eは電⼒に使う再⽣資源。
出所：モルガン・スタンレー・リサーチ
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このモデルの最⼤のメッセージは明解である。現⾏トレンドは(a)地政学的安定のために必要な⽣活⽔準の
向上および(b)気候変動の解消という２つの⽬的を同時に達成するには不⼗分である。成⻑と汚染防⽌とい
う⽬標を達成するためには、YからEまでの数々の要素において、技術⾰新の加速が不可⽋である。この意味
で、⽇本は課題とビジネスチャンスの両⽅に直⾯すると⾒られる。

もちろん異なるパラメーターの組合せも可能である。例えば、より楽観的な再⽣可能エネルギー価格も考え
られる。数字で例を挙げると分かりやすい。「現⾏トレンド」シナリオにおいて、再⽣可能エネルギー価格
が年間(1%ではなく)5%低下する⼀⽅、他の条件を同じとした場合、エネルギー供給全体に占める再⽣可能
エネルギーの構成⽐は、2035年に15%ではなく47%に達すると⾒られる。この再⽣可能エネルギーのシェ
アは、「⻘空」シナリオすら上回るもので、エネルギー利⽤量合計はほぼ同じ⽔準で達成されると⾒られ
る。

本当に再⽣可能エネルギー価格はこうした急なペースで低下し得るのだろうか？⾵⼒発電コストが⼤幅に低
減し、現在は天然ガス発電と同じ(または、下回る)⽔準にあることなど、その可能性を裏付ける証拠はあ
る。蓄電技術の進歩(送電系統内外の蓄電池、圧縮空気システム等)によって⾵⼒および太陽光といった間⽋
的なエネルギー源の有⽤性が改善しており、事実上、平均コストの低減につながる。投資家としては、⾵
⼒、太陽光および蓄電技術の変⾰を注視し続けるのが賢明である。こうした領域がシナリオの明確な変化の
きっかけになる公算が最も⼤きい。

つまり、世界のエネルギーのトレンドに関して、投資家にとって重要なポイントは、世界のエネルギー・サ
プライチェーンが「現⾏トレンド」シナリオから、「⻘空」シナリオに近い(または、より良好な)シナリオ
に移⾏しつつあるかどうかの判断である。

「現⾏シナリオ」は本当に現⾏か？
マクロ・モデルに付き物の⼤きな問題は、パラメーターの背後にある複雑さである。例えば、弊社は現⾏ト
レンド・シナリオではGDPの燃費集約度(GDP 1単位当たりの⾛⾏距離の低減)が年間約1.5%改善すると想
定している。この予想はこれまでの中⻑期的なパフォーマンスに基づいているが、近年の⽬を⾒張る改善の
⼀部は公平に評価していないかも知れない。在宅勤務の登場、出張に代わるビデオ会議、在庫管理へのITの
影響は、すべて注視に値する要因である。

もう⼀つの問題は各国間の違いである。カナダや⽶国のような広⼤な国では、⼈⼝1⼈当たりの道路の⻑さ
が、現在の新興国のそれを⼤幅に上回っている。都市化に向かう傾向が続くとGDPの移動集約性は現⾏シナ
リオの予想より急速に低下する可能性がある。

もう⼀つ燃費の改善の問題もある。⽶国の例に⾒られるように、基準の厳格化が、技術変⾰のきっかけにな
る可能性がある。さらに、コンピュータ制御に対する反応が電⼒の⽅が速い点を考慮すると 、電気⾃動⾞
や⾃律運転の進歩は、電気へのシフトを加速させ、軽量化と燃費の向上につながるだろう。

運輸以外にも同様の変化が起こっている。「現⾏トレンド」モデルでは、GDP 1単位当たり利⽤⾯積(平⽅
フィート)が、年間0.4%縮⼩すると想定した。20年後には、累積で8%前後に達する。しかし、在宅勤務の
効果によって必要なオフィス・スペースが減少する可能性がある。継続して作業のデジタル化が進むことで
も必要なスペースが減る可能性もある。使⽤⾯積の「燃費」も興味深い領域である。「現⾏トレンド」シナ
リオは、1平⽅フィート当たりの使⽤エネルギーが年間0.125%改善すると想定している。しかし、最近の
住宅・商業建築両⽅のゼロ排出化の進歩は、ペースが加速する可能性を⽰唆している。

関連した問題に、抽出エネルギーに占める⽯油、⽯炭、天然ガスの構成⽐が、⼆酸化炭素排出に及ぼす影響
がある。天然ガスの⼆酸化炭素排出は⽯炭の約2分の1 であることから、最近の天然ガス構成⽐の拡⼤は、
⼆酸化炭素削減にとって朗報である。しかし、抽出エネルギーの構成⽐が⼆酸化炭素排出の合計に及ぼす影
響の過去の実績は⼼強いものではない(図表14を参照)。1990年代には抽出エネルギー1 quad当たりの⼆酸
化炭素集約度合計は⼤幅に低下したが、1998年以降は上昇傾向を辿っている。⼆酸化炭素の集約度が特に

6
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⾼い⽯油の構成⽐低下に伴い、⼆酸化炭素の集約度が低い天然ガスの構成⽐が上昇した。⼆酸化炭素集約度
は低下してしかるべきである。しかしそうはならなかった。考えられる説明の１つとして、極めて⼆酸化炭
素集約的な⽯炭のシェアの拡⼤傾向である。少なくとも1998-2012年に関しては、⽯炭利⽤増の悪影響は、
⽯油からガスへの切り替えのメリットを完全に上回っていた模様である。

さらに、原⼦⼒を抽出エネルギーと再⽣可能エネルギーのいずれに分類するかという難しい問題がある。原
⼦⼒は、抽出エネルギーと再⽣可能エネルギーの両⽅の特性を備えた混合物である。原⼦⼒は、⼀⽅で天然
資源(ウラン)を採掘し、化⽯燃料とはまったく異なる「燃焼」⽅式だが、それを燃やすことで運営される。
さらに化⽯燃料と同じように、原⼦⼒も⼤量の廃棄物が⽣じる。その⼀⽅で、廃棄物としての⼆酸化炭素が
発⽣しない点で、炭素系化⽯燃料とは⼀線を画している。このため、原⼦⼒はクリーンなエネルギーである
との印象を与える。事故のあった福島第1原発から約200キロメートル南に位置する東京都⺠は、原⼦⼒が
クリーンであるとの主張に納得しづらい⾯はある。実際、原⼦⼒発電は少なくとも他の廃棄物と同等かそれ
以上に厄介な種類の廃棄物が発⽣する。このため、本レポートでは抽出エネルギーに分類した 。

「現⾏トレンド」シナリオに⽋けているかも知れないもう⼀つの要素は、社会の低公害エネルギー志向であ
る。このシナリオは抽出エネルギーへの選好の後退を考慮し、市場シェア関数の変化をある程度考慮してい
る。ただし、このシナリオにおけるシフトのペースは遅過ぎるかも知れない。それでも、市場シェア関数
は、資本ストックから⼤きな影響を受ける。たとえ抽出エネルギーの価格が上昇しても、抽出エネルギーを
⽤いる資本ストックの耐⽤年数は⻑いため、急激に市場シェアが失われることは考え難い。

======

 2014年3⽉18⽇付「Hyperloop Needed… from Detroit to Silicon Valley」、2016年1⽉11⽇「Autos &
Shared Mobility: CES 2016: The Trouble with Admitting 'It's Almost Over' (11 Jan 2016)」参照。

 IEA（国債エネルギー機構）は原⼦⼒発電の役割を中⻑期的にとらえ、地球の気温上昇を2度以内に抑える
ためには、2050年までに世界の電⼒の17%を原⼦⼒発電が供給する必要があると述べている。( IEAの「技
術ロードマップ：原⼦⼒エネルギー2015年アップデート」 http://www.iea.orgを参照。それでも、IEA⾃
⾝の「2015年世界のエネルギー⾒通し」の主⼒シナリオでは、発電に占める原⼦⼒のシェアは、2040年ま
で現在の⽔準を維持するにとどまっている。エグゼクティブ・サマリーを参照。

図表図表  14: 14: ⼆酸化炭素集約度とエネルギー源の構成⽐
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３つのシナリオの中の⽇本

シナリオ分析の意義
シナリオ分析から得られる重要な要素は、すべてのシナリオに共通するボトルネック要因の特定である。先
のエネルギーシナリオでは、そうしたボトルネックの幾つかはすでに明らかであり、それが⽇本のエネル
ギーにとって、やるべき課題を形成している。

GDPにおけるエネルギー集約度
第1の分野はGDPにおける運輸の集約度である。⽣産、在庫、配送に基づく現在のビジネスモデルを踏ま
え、GDP1単位あたりに⼀定量の運輸(旅客、貨物)を必要とする。しかしGDP 1円当たりの運輸量は⽯に刻
んだものではない。より良い配送⽅法や、どのような需要がどこにあるのかを把握し、より良い情報、より
良い在庫管理、より合理的な運輸システム(道路-鉄道-航空の接続性)の全てがGDP 1単位当たりの所要エネ
ルギー低減につながる可能性がある。政策も重要な役割を持つ。特に、⽇本の「コンパクトシティ」の取組
みは、運輸の効率化に⼤きく貢献する可能性がある。

⼀部の⽇本企業はこの分野で⾼度な⾰新性を発揮している。⽇本企業は「ジャストインタイム」に代表され
る在庫管理⽅法の開発で世界をリードしてきた。より最近では、コンビニエンスストアが、消費者が必要と
するものを、必要な時に必要なだけ提供する技術を開発している。

第2の分野はGDPにおける利⽤床⾯積の集約度である。⽇本は、限られたスペース(例えば⼩規模な住宅や、
ワークフローを最適化するための⼯場の間取りなど)から⼤量の製品を⽣産してきた⻑い歴史を持っている。
しかしチャンスはまだ多くある。例えば、個⼈住居の余剰スペースを旅⾏者に利⽤することはGDP 1単位当
たりの総利⽤床⾯積の削減に繋がるだろう。同様に、⾼齢者が集合住宅に⼊居する傾向も2つの⽬的を達成
できると考えられる。1つは1⼈当たりスペースの削減(共⽤エリアの活⽤による)、もう１つは単⾝者⽤住宅
の場合に必要とされる移動の削減である。健康状態の遠隔監視の向上も、看護の必要性や病院の所要スペー
スの削減に寄与するであろう。

次の分野は、最終利⽤の効率性である。運輸で⾔えば、効率的な燃料燃費や電⼒燃費がこれに当たる。燃料
燃費において、⽇本⾞は依然としてグローバルリーダーである。過去10年で平均燃料ガソリン⾞の燃費は世
界的に⼤幅に上昇したが、⽇本における燃費向上は⽬を⾒張るものがある。国⼟交通省のデータによると、
ガソリン乗⽤⾞の平均⾛⾏可能距離は1993-2003年の間に毎年1.7％の伸び、2003-13年には4.4％に上昇
したことがうかがえる。⽶環境保護庁(EPA)のデータでは、⽶国における乗⽤⾞の⾛⾏可能距離が以前は悪
化していたことを⽰唆しているが、過去10年には、その悪化規模を上回る改善があったことが読み取れる。
無論、この改善の⼤きな部分は販売された⾃動⾞の構成によるが、エンジンの効率性向上も寄与している。

電気⾃動⾞(EV)については、現在の乗⽤⾞の⾛⾏可能距離には⼤きな幅があるが、平均は3.3マイル/kWhで
あり  、⽇本⾞と他国の⾃動⾞に⼤きな差はないと⾒られる。残念ながら、平均的な改善の規模感をつかむ
ことは難しい。なぜなら、EVの⾛⾏可能距離の実績データは多くなく、また、データはメーカー各社の実験
的な⾞両のものとなってしまうからだ。投資家にとってこうした状況が持つ意味合いははっきりしている。
すなわち、注視すべきなのは、内燃機関⾃動⾞(ICE)の燃費が改善するペース(例えばオートマの効率向上、
ピストンの効率向上等による)と、EVの燃費の改善(バッテリーの軽量化、設計の改善)ペースの競争であ
る。⽇本はEVを主導する国であり、三菱⾃動⾞(i-MiEV)、⽇産⾃動⾞(100％電気⾃動⾞のリーフ)、トヨタ
⾃動⾞(特にハイブリッド電気⾃動⾞)が注⼒している。

⽇本は政府の「⽔素社会」への注⼒を背景に、液体⽔素燃料電池⾞(FCV)で主導する国である。この分野で
はトヨタ(Mirai)とホンダ(FCXクラリティ)が競合している。報告されたFCVの燃費は、類似仕様のガソリン
⾞を⼤幅に上回っている 。

建物の最終利⽤の効率性も⼤きなトピックであり、特に⽇本にとっては重要である。⽇本の製造業のエネル
ギー効率は有名だ。但し、商⽤建物と、効率性がかなり低い場合のある住宅⽤建物では様相が⼤きく異な
る。住宅⽤物件では、他国に⽐べてエネルギー効率性の低い窓が注⽬分野の1つに値する。例えば欧州では2
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重構造の窓ガラスは1世紀以上前から標準的だが、⽇本ではまだ稀である。窓の効率性を測る⼀般的な指標
は「U値」だ。1時間あたりに窓の⾯積1平⽅フィートを通過する熱量を、室内と屋外の気温差で除した値で
ある。U値が低いほどエネルギー効率性が⾼いことを意味する。フィンランドが標準値1.0で世界をリードし
ており、オーストリアの1.7、英国の1.8がそれに続いている。残念ながら、⽇本の住宅の約80％のU値は驚
くべきことに6.5以上である 。

窓のエネルギー効率に対する規制を強化する動きはあったものの、その後の基準値でも他の先進国を下回っ
ており、緩慢なペースで段階的に導⼊されている。これは、既存サッシのメーカーに配慮してのことであ
る。この問題が国⺠にあまり知られていないことも問題の背景の⼀部である。

まさに、こうした低い実績こそが⼤きなビジネスチャンスが存在する理由である。⽇本には⽬覚ましいほど
効率性の⾼い窓を⽣産している企業が何社かあり、技術⾰新は進んでいる。例えば⽇本でイノベーターとし
て突出している企業の1つとして、エクセルシャノンが挙げられる。同社は現在、U値0.8の窓を宣伝してい
る 。 その他、LIXILが優良建築資材における技術⾰新の実績があり  、清⽔建設は新本社ビルとして竣⼯
した⾼層ビルで、標準的なオフィス⽐で60％超のCO2排出量削減を実現している 。より地道なレベルでは
あるが、富⼠電機が2005年以降で⾃動販売機のエネルギー効率性を50％改善させていることには驚かされ
る 。

⽇本の照明における進展はさらに明るい材料だ。⽇本のLED電球の普及率は早いが、これは、電気料⾦が⾼
いことと、2020年までに蛍光灯の製造と輸⼊を禁⽌する、という政策が報道された背景にがある 。 パナ
ソニックは2018年に蛍光灯の⽣産を終了し、LED⽣産に転換すると発表している。⼤⼿家電量販店のビック
カメラは最近、店舗の全蛍光灯をLEDに交換し、投資回収期間は4年を⾒込んでいることを発表した 。
LED電球の価格が下落するに従い、こうした傾向が加速する可能性があり、そうすれば、蛍光灯の主原料の
1つである⽔銀の消費量が減少するという追加的なプラス要素も⾒込まれる。

政策も後押ししている。安倍⾸相は2015年11⽉、(a) 2020年までに新築住宅の半分以上を実質ゼロエネル
ギー住宅とし、(b) 2020年までにエネルギー効率向上のための改築の件数を倍増する⽬標を指⽰した 。

=========================
 ⽶国エネルギー省、https://www.fueleconomy.gov/feg/。標準的な換算率である3412 Btu/kWhと

115,000Btu/ガロンを⽤いると、⾛⾏可能距離は約112マイル/ガロンとなる。

 例えば、⽶政府はMiraiが全体的に66マイル/ガロン相当の⾛⾏可能距離を達成していると評価している。
https://www.fueleconomy.gov/feg/fcv_sbs.shtml 参照。

 松尾和也「低い断熱性なぜ放置、世界に遅れる「窓」後進国ニッポン」⽇経電⼦版、 2014年11⽉7⽇

 エクセルシャノン 国内最⾼クラスの断熱性能

 LIXIL ウェブサイト http://search.lixil.co.jp. を参照。

 吉岡陽「清⽔建設 災害に強い街をエコで実現」⽇経BP 環境経営フォーラム、2015年3⽉16⽇

 ⽇経電⼦版「⾞載エアコン技術も投⼊ 飲料⾃販機、競争軸は「省エネ」」2016年3⽉25⽇

 TV東京「蛍光灯が「消える」余波」ワールドビジネスサテライト特集、2015年12⽉22⽇

 同上

 ⾸相官邸「アベノミクス：改⾰の断⾏」2016年2⽉
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燃料 対 電⼒

経済が何マイル⾛⾏し、何平⽅フィート利⽤するかを決定したならば、次なる疑問は、それらの活動に燃料
と電⼒のどちらを使うのかである。この決定は複雑だ。なぜなら、ランニングコストと資本コストの両⽅が
関わってくるからである。エネルギー関連設備やインフラの⼤部分は⻑期間使⽤されるため、いずれも定量
化が困難なことでよく知られている。ランニングコストでは、所与の活動における燃料と電⼒の相対価格が
主な変数となる。

運輸 
まずはじめに、運輸について考えてみる。ガソリン価格が2ドル/ガロンで⾛⾏可能距離が13マイル/ガロン
と想定する。この場合、ガソリン2ドル分で13マイルの運輸ができ、そのコストは2ドル/13マイル=0.145
ドル/マイルとなる。電気⾃動⾞については、電⼒料⾦が0.15ドル/kWhで、EVの⾛⾏可能距離を3マイ
ル/kWhと想定する。この場合、0.15ドルで3マイルの運輸ができ、コストは0.05ドル/マイルとなる。しか
しEVの場合、充電スタンドの数が少なく充電に時間がかかること、充電後の⾛⾏距離が短いなど、多くの
「やっかいなコスト」が発⽣する。これらがランニングコストを押し上げる。このため、燃料⾃動⾞の相対
ランニングコストは「0.154ドル/(0.05ドル+やっかいなコスト)」となる。そしてもちろん、⾞両の価格に
違いがあるので、マイル当たり資本コストが分⼦と分⺟の両⽅に加算されるべきである。

こうした相対コストから市場シェアを導き出すにはどうすればよいだろうか。回答はインフラと選好次第で
ある。このモデルでは、S字型曲線の市場シェア関数を使⽤する 。主要なパラメーターは2つであり、それ
ぞれの市場シェアが50％となる相対価格(このパラメーターは資本コストを表す)と、そのポイントにおける
曲線の勾配である。このビジネスチャンスに乗じることができる企業とは、(a) 選好の変化に乗じる企業
と、(b) 燃料または電⼒のマイル当たりコスト(やっかいなコストを含む)を低下させる資本を供給できる企
業である。

⽇本の消費者の選好は変化しつつあり、環境に配慮した製品へと傾いている。価格設定の明⽩さは重要な要
素である。例えば、電⼒の固定価格買取制度の導⼊を受け、現在、消費者向けの毎⽉の電⼒料⾦にはクリー
ンエネルギーを対象とする補助⾦に帰属する部分が含まれることになっている 。無論、住宅向けエネル
ギー効率に関する情報の提供を始めとして、なされなければならないことは他にもある。エネルギーや環境
への影響について積極的に誠実な公表を⾏う企業は消費者忠実度を獲得する⽴場にある。この要因について
は、電⼒価格の規制緩和(今年4⽉1⽇より実施)後の消費者⾏動で試されることになるため、注視していくこ
とが重要であろう。もし「グリーン」な電⼒を提供する企業がシェアを獲得していくのであれば、それは全
ての企業についても明⽩なシグナルとなるだろう。

インフラの変化も重要なビジネスチャンスとなる。運輸においては、⽔素ステーションと充電スタンドの建
設において競争が起きている。⽔素ステーションの場合、課題は安全性とコストである。⽔素は揮発性が⾼
いため事故が⽣じた際に⼤きなコストが⽣じるため、絶対的な安全性が絶対に必要となる。また、⽔素を低
温に保ち、燃料として使⽤できるようにするためのコストも⼤きい。⽇本では中国興業、⼤陽⽇酸、東京計
器等の企業が積極的に⽔素ステーションの開発にかかわっている。⽬⽴たないが、重要なインフラ関連の問
題は、農村部の急激な⾼齢化がガソリンスタンドの収益性にもたらす影響となる。⾼齢者の⼈⼝が減少し、
移動が減ることで燃料（電⼒とは異なり、遠隔的に⾃動⾞に供給することができない）はより⾼いハードル
に直⾯しよう。

充電ステーションの場合、資本コストは低いが、規制と利便性が課題となる。これまでの所、電⼒の販売は
電⼒会社にのみ認められていた。そのため、充電ステーションでは利⽤者に販売した電⼒から利益を得るこ
とは出来ず、従って、充電を⾏うために必要とされる資本を賄うことができなかった。少なくとも理論的に
は、2016年4⽉1⽇の電⼒⼩売の規制緩和によってこの状況が変化することになる。重要な動向は、規制改
⾰後に充電ステーションの普及がどれだけのペースで進むかである。EV向け充電装置の⽣産に積極的な企業
としては、ハセテック、協和エクシオ、⽇東⼯業がある。
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⾮運輸

⾮運輸関連のエネルギー利⽤においては、燃料と電⼒いずれの選択かによって、⾮常に異なる要因に依存す
る。建物は乗り物より寿命が遥かに⻑い。しかも⾮運輸関連においては、現場が低排出量であることにプレ
ミアムが付与される。

電⼒の価格以外の恩恵は重要である。電⼒は、コストを⽣じさせることなく迅速にオン・オフにすることが
できる。現場において騒⾳や排気を出すことがない。その⼀⽅、電⼒は、送電網の相互作⽤的な性質のた
め、遠隔地におけるショックからの影響に弱い。また、ユーザー側は、時には規制当局を味⽅につけること
もできる⽣産者側の独占的な⼒に影響されることがある。電⼒を貯蔵することは困難であり、コストは⾼
い。こうしたことから、電⼒は需要と供給を瞬時にマッチさせることが必要となり、その結果、資本コスト
がかかる。 このような中、電⼒会社は当然として間⽋性の電⼒供給を嫌う。最後に、発電設備の平均的な寿
命は⾮常に⻑く、そのためテクノロジーも⾮常に⻑期間に渡り固定する場合がある。

⽇本は電⼒業界の再編に向けて⼤きな動きを⾒せている。1995年までは、発電と送電は規制対象となる地
域電⼒会社にゆだねられていた。独⽴系発電事業者の参⼊は、当初は緩慢だったペースが、2012年後に固
定価格買取制度の導⼊を受けてペースが加速した。電⼒の⼩売りは2016年4⽉1⽇に規制緩和された  。こ
の規制緩和の影響が顕現するまでにはしばらくかかるが、競争原理によって電⼒⼩売価格―先進国の間で最
⾼⽔準となっている  ―の低下が期待されている。(送電に必要とされる規模の経済を背景に、電⼒の卸売
は引き続き地域電⼒会社に独占される。)

燃料ベースの⾮運輸エネルギーでは、利益とコストの関係が電⼒の場合と正反対になる。燃料は安価で、且
つ利⽤場所に貯蔵することが可能であり、電⼒に⽐べて競争原理の働きが⼤きく上回る流通システムを持っ
ている。しかし燃料⽕⼒エネルギーの場合、利⽤場所において騒⾳も公害も出る。電⼒と同じ⽋点は2つあ
る。遠隔地における障害の影響を受けやすく、⼀部設備では資本コストが⾼いという点である。

⽇本はこの分野でも⼤きな動きを⾒せており、特に重要なのは精製設備の収益性に関する部分である。国内
の精製業界は⻑いこと、収益性の低さを批判されてきた。業界には、1980年代初期には20社あったが、複
数の合併を経て2014年には7社となった。しかし2015年に2つの⼤型合併があり企業数はさらに減少し、
2017年までには2⼤グループを軸とする5社という構成になる⾒通しである  。これまでの所、株主は業界
の低い収益性を容認してきており、それが過剰設備を⻑引かせてきた。この状況が燃料価格を抑制し、電⼒
に対する競争⼒を⾼めていた。将来、この状況は変化する可能性があり、燃料の競争⼒は低下する可能性が
ある。

⼀⽅、反対の傾向はガスの普及である。この業界では、⽯油⽕⼒の原料シェアが2000年の約44％からから
13年には約29％までと15％ポイント低下した。このうち、約6％ポイントがガスへの移⾏であったが、その
他の⼤部分は電⼒にとって代わっている。住宅向けでも同様な傾向が⾒られる。同期間に⽯油⽕⼒の製品
シェアは約9％ポイント低下し、そのうち約7.5％ポイントが電⼒に、約1.5％ポイントがガスに取って代
わっている。

その結果、⾮運輸⽤途での電⼒への燃料の置き換えが続いている。しかし各種燃料の間では必ずしも傾向が
はっきり⼀致していないようである。最近の相対価格からは、⽯油への回帰の動きも伺えるが 、利⽤のし
易さと排気物を考慮すると、ガスのシェア拡⼤が続くもようだ。事例証拠に基づくと、後者の要因は価格⽐
率よりも引き続き影響が⼤きいと考えられる。例えば、東京電⼒は最近、依然稼働中の⽯油⽕⼒の発電設備
を廃⽌して天然ガス設備に切り替えていくことを発表した 。

天然ガスへのシフトが続くと、発電設備を製造する企業に追い⾵となろう。⼤型ガスタービンへの関与が最
も⼤きい企業は三菱重⼯と⽇⽴製作所である。より⼩型のガスタービンの市場に関わる⽇本の中⼩企業は数
多くある  。
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=======================

 弊社が使⽤したモデルの精確なカーブは以下のようなロジスティック関数である: 
シェア = 1 / [ 1 + e  ]
xは電⼒に対する燃料の相対価格、x0は燃料のシェアが50％となる相対価格⽐率の値、kは相対価格の変動
に対する市場シェアの感応度。式の性質上、市場シェアは0から1の間の値のみを取る。また、相対価格⽐率
がx0に近づくと、ｋの値が⼤きいほど変動が起きるペースは速くなる。さらに、xの値が⼤きいほどe

の値は⼤きくなり、e の値が⼤きいほど、分⺟が⼤きくなり、分⺟が⼤きいほど、市場シェアは⼩さ
くなる。つまり、燃料の相対価格が上昇するに従い、燃料の市場シェアは低下する。資本ストックと消費者
の選好が変化するに従い、x0とkはいずれも変化する。

本稿共同筆者の⼀⽅が受け取った1⽉の電⼒使⽤量の通知では、合計額が8,221円の内「再エネ発電賦課
⾦」は481円となっていた。この課⾦は電⼒会社が固定価格買取制度の下で購⼊した再⽣可能エネルギーの
構成⽐にかかるkWH当たりの平均コストに基づいている。

 この⼤きな変動による影響については、公益事業・電気通信・インターネット・メディア: J-Insight:電⼒⼩売⾃
由化をテーマとした投資戦略：加⼊者獲得関連事業、プラットフォーム提供、卸発電事業に注⽬ (2016年 3⽉ 31⽇)、⼜
吉 由⾹ほか 参照。

 資源エネルギー庁の試算では、2011年の家庭⽤電⼒の価格は、フランスの18.7円/kWh、⽶国の11.8
円/kWhに対し、26円/kWh。経済産業省、資源エネルギー庁「White Paper on Energy 2013」Table
224-6-1参照。これら価格は税込みである。税を控除すると、それぞれの価格は、家庭⽤が24.4円、13.2
円、11.8円、産業⽤が16.6円、10.5円、7.0円となる。

⽇経電⼦版「⽯油会社: 業界再編激化」2015年12⽉12⽇

 IMFのデータによると、世界原油価格指数(2005年=100)の、⽇本向けのインドネシア産LNGの価格に対
する⽐率は、2010年に付けたピークの1.11から15年には0.61に低下した。

 ⽇経電⼦版「東電、⽯油⽕⼒すべて停⽌へ コストと環境配慮」2016年3⽉26⽇

 関連企業については、⽇本ガスタービン学会のウェブサイトを参照
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抽出エネルギー 対 再⽣可能エネルギー

経済がどれだけの燃料と電⼒を使⽤するかを決定したならば、次なる疑問は、最も経済的エネルギー資源を
⾒つけることである。燃料は抽出エネルギーと再⽣可能エネルギーのいずれかより⽣産することができる。
⽯油は前者でバイオ燃料は後者のわかりやすい例である。抽出エネルギーの⽣産者と再⽣可能エネルギーの
⽣産者は燃料の⽣産で競合するであろう。同様に、電⼒も抽出もしくは再⽣可能エネルギーのいずれかから
⽣産が可能である。前者の典型例が⽯炭であり、⽔⼒、太陽光、⾵⼒は後者の典型例である。抽出エネル
ギーと再⽣可能エネルギーの⽣産者も発電において競合すると⾒られる。

しかしそこには事態を複雑にする要素が3つある。1番⽬は、抽出エネルギーや再⽣可能エネルギー(⼀次エ
ネルギー資源)、そして燃料や電⼒(エネルギー担体)の間の変換消失である。例えば、100Btusを電⼒の形で
提供するには、100Btus以上（多くの場合はこれよりも遥かに多く）の⼀次次エネルギーが必要とされる。
例えば⽯炭で発電する場合、変換プロセス後に電⼒として残るのは⽯炭の持つエネルギーのわずか33％程度
である。残り(67％程度)は熱と排出の過程で失われてしまう。このため、電気で100Btusのエネルギーを提
供するためには⽯炭による約300Btus程度のエネルギーが必要となる。こうした⼀次エネルギー資源におけ
る消失はエネルギー担体の価格に転嫁されることになる

2番⽬の要素は貯蔵である。エネルギーの⼀部の形態(⼀次エネルギー資源、またはエネルギー担体)は安価
に貯蔵できるものの、⾼価なものもある。⽯炭の貯蔵は安価だが、電⼒の貯蔵は⾼価である。このため、貯
蔵コストにおける技術⾰新(例えばより安価なバッテリーなど)は、エネルギー・サプライチェーン全体に波
及効果をもたらす可能性がある。

3番⽬の要因は公害である。⼀次エネルギー資源とエネルギー担体はそれぞれ、独⾃の公害問題を抱えてい
る。⽯炭はCO2とNOxの排出量が多く、ウラニウムは⻑期間残存する放射性が⾼い。バイオ燃料の⽣産も、
作物の⽣産次第で公害の程度は⼤きくなる場合もある。このため、公害の抑制ないし削減のための技術⾰新
がエネルギー・サプライチェーン全体にわたり波及効果をもたらす可能性がある。

燃料⽣産における抽出エネルギーと再⽣可能エネルギー
抽出エネルギーと再⽣可能エネルギーの燃料⽣産における市場シェアはどう決定されるだろうか。基本的な
枠組みは、ランニングコストと資本コスト両⽅を含む相対価格に基づくものだ。相対価格⽐率(変換、貯蔵、
公害のコスト反映後)が所与とすると、燃料⽣産における抽出エネルギーと再⽣可能エネルギーの市場シェア
は、設備や⽣産過程における他の特性(騒⾳、原材料供給の安定度、等)にも影響される。ここでも弊社は市
場シェアの関数  を使⽤し、これには実質⼀次エネルギーコスト以外の要因が含まれる。この市場シェア関
数の主なパラメーターは、(a) 両者の市場シェアが等しくなる相対価格⽐率と、(b) 相対価格⽐率の変動に
対する市場シェアの弾性値  、である。やはり、曲線の位置には資本コストが反映される。

燃料の⽣産においては、抽出エネルギーの市場シェアが圧倒的に⼤きい。その理由は単純だ。抽出エネル
ギーの⽣産コストは相対的に低く、抽出エネルギーから燃料への変換過程における変換消失も相対的に低
い、ということである。このため、エネルギー構成における抽出エネルギーは⾮常に⼤きいシェアになり、
⽯油や天然ガスのシェアが特に⼤きい。排気物の中の化⽯燃料の割合を減らすためにバイオ燃料の使⽤料が
拡⼤していることは事実であり、⽶国の場合だと、ガソリンにエタノールを混合することの義務付けが、こ
の拡⼤の1要因である。とはいえ、バイオ燃料の全体的なエネルギー効率(特定の燃料のエネルギーの総量
を、その燃料の⽣産に使⽤したエネルギーの総量で除して算出する⽐率)は、特に化⽯燃料のみならず、他の
再⽣可能エネルギーとの⽐較で⾒ても依然、問題ある⽔準に留まる 。もし⼤きな変⾰が起こるのであれ
ば、それは再⽣可能エネルギーの燃料への変換効率においてなされねばならないであろう。ただ、全てが悲
観的な様相、というわけではなく、⽇本はこの分野の研究で他をリードしている。

有望な分野の1つが⼈⼯光合成である。東芝は⼀酸化炭素の⽣産に注⼒しており、これまでに変換効率1.5％
の達成に成功している  。パナソニックはメタンとエタノールを直接⽣産することに注⼒しており、それぞ
れ0.2％と0.1％の変換効率を達成している。もう1つの分野が光合成による⽔素の⽣産である。⽇本の新エ
ネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は16年3⽉10⽇、「太陽エネルギーを利⽤した光触媒による⽔か
らの⽔素製造（⼈⼯光合成の⼀種）で、2種類の粉末状の光触媒を⽤いた混合粉末型光触媒シート」を他の2
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つの研究機関とTOTOとの共同プロジェクトで開発したことを発表した。同シートの太陽エネルギーから⽔
素への変換効率は1.1％である  。

ブレークスルーの可能性があるもう1つの分野が⼤規模輸送向けのバイオ燃料である。⽇本の⼤⼿航空会社2
社(⽇本航空と全⽇本空輸)の他、伊藤忠エネクス、⽇本郵船、いすゞ⾃動⾞がこの分野のプロジェクトに関
与している。特に興味深いのは、ユーグレナが草分け的存在となった、藻類を利⽤した技術である。

燃料の⽣産において再⽣可能エネルギーが抽出エネルギーのより強⼒な競合相⼿となるには、さらなる技術
進歩が必要なことは明⽩だ。しかしこの分野の技術の発達ペースは注⽬に値する。なぜなら、エネルギー・
サプライチェーンにおけるブレークスルーがもたらすビジネスチャンスは⾮常に⼤きいものとなる可能性が
あるからだ。

電⼒⽣産シェア 
電⼒⽣産における抽出エネルギーと再⽣可能エネルギーのシェア分析は、枠組みは同じだが経済⾯と技術⾯
では全く異なる。抽出エネルギーは依然、世界全体の総電⼒⽣産の76％を寄与しているが、再⽣可能エネル
ギーがシェアを拡⼤させている。

電⼒⽣産における抽出エネルギーのシェアが⾼いのは、⽯炭が安価であり、規制にせよ税⾦にせよ公害に対
する負担がほとんどの国で⼤きくないことが、⼤きな背景にある。⽇本の場合、電⼒⽣産における⽯炭の
シェアは30％である 。このシェアは拡⼤しつつあるが、(a) 原発稼働の停⽌、(b) 廉価な⽯炭、(c) より規
模の⼩さい発電所(100MW未満)が環境への影響の認可なしで済む規制構造、が背景にある  。

⽇本の電⼒⽣産において、⽯炭の最⼤の競合相⼿は天然ガスである。天然ガス価格は⽯炭価格を上回る(最近
のLNG価格の下落後でも上回っている)が、変換消失は⼤きく下回る  。また、LNGベースの発電設備は
リードタイムが⽯炭より短い。

電⼒⽣産における再⽣可能エネルギーの追い上げは始まりつつある。これまで、電⼒における主な再⽣可能
エネルギー資源は⽔⼒(総使⽤電⼒量の8％程度)であるが、⽇本では⽣産の拡⼤は⾒えていない(⽇本以外で
も⼤部分が同様)。⽴地の制約、住⺠の⽴ち退き、環境への影響、建設にかかるリードタイムなどが理由であ
る。むしろ再⽣可能エネルギーが電⼒⽣産におけるシェアを伸ばしているのは、新規技術による部分であ
り、それにはバイオマス、廃棄物、オンショア及びオフショア⾵⼒、太陽光などが含まれる。⽇本の場合、
これら資源が⽣み出す電⼒は合計でもわずか7％であり、バイオマスと廃棄物のシェアが⼤きい。また、太
陽光は最⼤約2％、⾵⼒は約1％である。

太陽光の設備容量は過去数年で⼤きく伸びたが、その背景には固定価格買取制度によって太陽光発電設備に
対し当初数年間、⾮常に優位な価格が設定されたことにある  。太陽光発電の発電設備が2010年の2.6GW
から15年には約25GWに⼤きく伸びたことは意外ではない。太陽光発電が⼤きく伸びたため、経済産業省は
固定買取価格を⼤きく引き下げて他の再⽣可能エネルギーの発達を促し、家計の固定買取価格による負担を
抑えることを決定している。

⾵⼒の設備容量は2005年の1.0GWから15年には約3.0GWに上昇した  。⾵⼒発電の可能な最⼤設備容量
はこれを⼤きく上回る75GW推定されており、38GWがオンショア、37GWがオフショアという内訳にな
る  。⺠間においては、ユーラスエナジーホールディングス(東京電⼒ホールディングスと豊⽥通商の合弁
事業)と電源開発がそれぞれ600億円を出資して、2020年までに設備容量を約10GW拡⼤させる計画で、国
内全体の⾵⼒発電能⼒は現在の約3倍に増えることになる  。

⽇本で⾵⼒タービンを製造している企業には⽇⽴製作所、松村機械製作所、三菱重⼯業、⽇本製鋼所などが
ある。⾵⼒発電所の建設を⼿掛ける企業には、丸紅、ユーラスエナジーホールディングス、古河電気⼯業、
電源開発、三井造船、⼤林組、豊⽥通商などがある。

もう⼀つ興味深い分野はタービンブレードである。⾵⼒タービンにおける重要なポイントは、ブレードのサ
イズで、ブレードの⻑さが2倍になると、出⼒は4倍になる  。タービンブレードの素材の改善は重要であ
る。なぜなら、それによってブレードをより⻑くできるからだ。今後、より⻑いブレードを持つ⾵⼒タービ
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ンが発表されれば⾵⼒発電の経済性が⾼まる可能性がある 。ただし、⽴地の制約を考慮すれば、⼩型ター
ビンも注⽬に値する。例えば、ゼファーは⼩型⾵⼒タービン開発の草分け的存在で、グローバルに代理店展
開している。

再⽣可能エネルギーによる電⼒供給の最⼤のボトルネックは貯蔵である。実際の所、旧来の電⼒会社は、再
⽣可能エネルギーによる電⼒に⾮積極的となる⼤きな理由として、出⼒が不安定であることを挙げることが
多い。しかし旧来の電⼒会社でさえもビジネスチャンスを⾒込んでおり、今後、バッテリー技術が進歩し、
貯蔵がより容易かつ安価になれば、エネルギー・サプライチェーン全体に対する影響は⾮常に⼤きいと考え
られる。⽇本政府は、送電網で使⽤される⼤規模バッテリーのための様々な技術の試験実施に対し⼤⼿電⼒
会社数社を⽀援するなど、技術開発を後押ししている  。東芝の関連会社はフィンランドと英国で送電網内
の電⼒貯蔵設備を供給している。他にも⽇本ガイシ(溶融塩技術)をはじめ多くの⽇本企業が送電網の電⼒貯
蔵設備を⼿掛けている。こうしたプロジェクトは海外にも広がっている。

以上をまとめると、電⼒供給における抽出エネルギーと再⽣可能エネルギーの間では競争が激化しており、
抽出エネルギーや再⽣可能エネルギーそれぞれの中でも競争は激しい。⽇本企業はそれら全ての市場におい
て活発である。

=======
 ここでも関数の形式はロジスティック関数である。前述の関数を参照。

 弾⼒性は所与の価格⽐率におけるカーブの勾配として⽰される。

 例えば、菜種によるバイオ燃料⽣産の全体的なエネルギー効率を調べた最近の欧州の研究では、
EROEI(エネルギーの産出/投⼊⽐率)は1.5-3.0倍と試算されており、「菜種の⽣産と処理で⼤きな技術進歩
がない限り…バイオ燃料によって化⽯燃料を代⽤することは有効な選択肢ではない」と結論付けている。
Firrisa, Melese Tesfay, “Energy Efficiency for Rapeseed Biofuel Production in Different Agro-Ecological
Systems,” トゥエンテ⼤学、 2011年。 他の研究では、その他のバイオ燃料も全体的なエネルギー効率で⾒
ると⾒通しは厳しいことが指摘されている。

 Ushijima, Bifue 「⼆酸化炭素からエネルギーを作る 進化する⼈⼯光合成の技術」Government of Japan、
2015年2⽉3⽇、 Nagata, Kazuaki, “Lab photosynthesis begins to bloom,” Japan Times, 2015年4⽉12⽇

 NEDO (新エネルギー･産業技術総合開発機構）ニュースリリース「⼈⼯光合成を実現する混合粉末型光触媒
シートを開発 －太陽エネルギー変換効率1.1％を達成 ー 」2016年3⽉10⽇

 経済産業省 資源エネルギー庁 「エネルギー⽩書2015」 第 214-1-8 発受電電⼒量の推移（⼀般電気事業⽤）

 この問題は安倍政権内で摩擦を引き起こしている。環境相は、⽯炭⽕⼒発電を拡⼤させる⼤型計画に反対
を表明している。CO2排出量が⼤きく、⽇本の⽬標に整合しないことが理由である。⼀⽅、経済産業省は⽯
炭⽕⼒の拡⼤を後押ししている。⽇本の規制では、新規発電所の認可は経産省の管轄である。環境省は新規
発電所について経産省に助⾔することが求められているが、最終的な決定権は経産省にある。100MWを超
える発電所に対しては環境影響についての書⾯提出が求められるため、環境省には技術の選択に影響を与え
る実質的な権限がある。

 ⽇本は⽯炭⽕⼒発電では世界をリードする⼀⾓をなしており、変換消失は「わずか」62％程度、ガスター
ビンベースの発電の消失は約40％とされる。いずれもこれまでに消失の低減が進んでいるが、ガス⽕⼒発電
の⽅が進捗は⼤きい。

12年に、発電能⼒が10kWの設備の固定価格は42円/kWhと設定された。この数字は段階的に引き下げら
れ、16年は24/kWhとなった。報道によると、経産省の計画では、太陽光電⼒の固定買取価格は19年までに
さらに20％引き下げられる。⽇本経済新聞「太陽光価格２割下げ」2016年4⽉2⽇
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS01H8C_R00C16A4MM8000/?n_cid=NMAIL003

39

40

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

| 2016年4⽉7⽇⽇本経済

19

https://www.itc.nl/library/papers_2011/msc/gem/firrisa.pdf
http://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/201502/201502_03_jp.html
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/04/12/national/science-health/lab-photosynthesis-begins-to-bloom/#.VvZJ9V5f3oo
http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100533.html
http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2015html/2-1-4.html


 JWPA(⼀般社団法⼈⽇本⾵⼒発電協会) ⽇本の⾵⼒発電導⼊実績推移等 2016年1⽉21⽇

 JWPA ⾵⼒発電の導⼊拡⼤に向けて ~JWPA Wind Vision Report~ 2016年2⽉29⽇

 2016年2⽉19⽇付⽇経新聞を参照。

 Prentiss, Mara「Energy Revolution: The Physics and the Promise of Efficient
Technology」Belknap Press、2015年、参照。タービンに当たる⾵速が倍になると発電量は8倍になる。
発電量が過剰になると⾵⼒タービンが停⽌されるのはよくあることで、プラス⾯とも考えられる問題であ
る。

⽶Sandia National Laboratoriesは、⻑さ200メートルのブレードを持つ新設計のオフショア⽤⾵⼒ター
ビンを発表した。これは現在の⼤型タービンブレードの2.5倍の⻑さである。 Hill, Joshua, “Mammoth 50
MW Wind Turbine Blades Could Revolutionize Offshore Wind in US,” Cleantechnica, 2016年1⽉29⽇。
Sandia Labs, http://energy.sandia.gov/energy/renewable-energy/wind-/rotor-innovation/.

 Stone, Mike, “Japanese Utilities Invest in Big Batteries to Help Bring More Renewables On-Line,”
Greentechmedia, 2015年5⽉19⽇
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抽出エネルギーの抽出、再⽣可能エネルギーの捕獲

燃料と電⼒の供給を巡る競争において、抽出エネルギーと再⽣可能エネルギーのいずれの資源が勝者となろ
うとも、誰かが抽出エネルギーを抽出せねばならないし、再⽣可能エネルギーを捕獲せねばならない。そし
て、その次の課題は、燃料と電⼒の⽣産を利⽤できるよう、資源を届けることである。

抽出エネルギーを抽出し、届ける
⽇本には抽出エネルギーが⾮常に少ないため、ほぼすべてのプロセスは海外で⾏われる。このことから、次
の2つの問題が考えられる。(a) ⽇本は他国で⾏われる抽出エネルギーの探査をどうすれば⽀援することがで
きるのか、(b) ⽇本国内には⼿つかずの抽出エネルギーはあるのか。

探査については、⽇本は世界的な抽出エネルギーの探査プロジェクトに⾮常に積極的に関わっている。例え
ば⽇本は、ブラジルの深海油⽥の開発を積極的に⽀援している。独⽴⾏政法⼈ ⽯油天然ガス・⾦属鉱物資源
機構(JOGMEC)は貯留層モニタリング、シェールガスの開発など、多くの分野を積極的に⽀援している  。
⺠間では商社が探査の重要な媒介役となっている。⽇本国内では、2013年3⽉に⽇本近海の海底からのメタ
ンハイドレートの抽出に成功したことが⼤きな展開である。JOGMECがこのプロジェクトを主導した。⼀部
の予想では、⽇本周辺には⽇本の現在のガス使⽤量の100年分に匹敵する埋蔵量があると⾒られている 。
しかし、メタンハイドレートは全ての天然ガスと同じ公害の問題を抱えている。つまり、天然ガスは⼤部分
がメタンであるため、関連施設からの漏出は⼤気に深刻な打撃をもたらすのである。打撃の規模については
⾒⽅が分かれるが、メタンはCO2よりも温室効果ガスとしての影響ははるかに⼤きい  。

抽出エネルギーの運輸も⼤きな課題の1つであり、特に天然ガスの運輸は困難である。その要因の1つは運輸
にかかるコストである。輸送の選択肢の1つがパイプラインで、継ぎ⽬のない鋼管を⽣産するJFEや新⽇鐵住
⾦が競争優位に⽴っている。パイプラインが使⽤できない場⾯(⽇本への輸送もその1例)では、LNG船が使
⽤される。この⽅法の場合、原産地でガスを液化せねばならないことが⼤きな課題である。液化の設備には
⼤規模な設備投資とランニングコストが必要とされ、LNGを再びガス化させるターミナル設備のコストも⼤
きい 。⽇本はLNG関連の技術⾰新で最前線に位置している。1976年にアブダビでLNG事業を開始した千
代⽥化⼯建設は、同業界では最古参の⼀⾓をなしている。同業界の他の⽇本企業には、⽇揮とJFEエンジニ
アリングなどがある。

再⽣可能エネルギーを活⽤する
⽇本は以前より、⾼効率な太陽電池⽣産を主導する位置にあり、進歩を続けている。例えばパナソニックは
2015年10⽉、⼤量⽣産技術に基づく商⽤サイズのプロトタイプを使⽤し、変換効率22.5％のセルを開発し
たことを発表した  。モジュール⽣産におけるコスト削減のペースは⾮常に急速である 。最近のニュース
では、ペロブスカイト太陽電池における技術⾰新が挙げられ、この分野の研究での⽇本の貢献は⼤きい 。
太陽電池の競争は激化しているが、さらなる改善によって⾒返りも⼤きいようだ。

⾵⼒発電では、オフショアでの技術開発が資源活⽤の重要分野であり、すでに開発は進んでいる。丸紅は⼤
林組や地域の⾦融機関との協⼒で、秋⽥県の2つのオフショアプロジェクトで元請を務めている。また、丸
紅は福島県の沖合約23キロのプロジェクトでも元請業者を務めており、三菱重⼯業との協⼒の下(三井造
船、古河電気⼯業、清⽔建設その他も協⼒)、2MWの浮体式洋上⾵⼒タービンと浮体式サブステーションを
2013年11⽉に稼働させている。16年には12MWの浮体式⾵⼒タービンとサブステーションを使⽤する同プ
ロジェクトの第2期が開始される 。

⽇本が、再⽣可能エネルギーにおいてもう1つ優位に⽴てる分野があるとすれば地熱エネルギーだ。地熱エ
ネルギーは廉価で安定的だが、遠隔地となる。⼤部分の原産地は⽕⼭の近くに位置し、⽕⼭の⼤部分は国⽴
公園の中にある。そのため、地熱資源が⽇本全体の電⼒供給に占めるシェアは1％を下回っている。NEDO
の推定では、⽇本の地熱資源の総量は23.5 GW 相当 だが、これを活⽤する動きは積極的ではない。経済
産業省によると、2030年までの新規の地熱発電量はわずか380-850 MWと予想される(福島第⼀原発の事故
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以前の設備容量は約540MW) 。だが、進⾏中の計画もある。中央電⼒は14年、九州に2MWの発電所を建
設し、向こう数年でさらに数ヵ所、⼩規模な発電所を建設する計画である 。⼩規模な発電所に注⼒するの
は、環境規制への配慮である。環境省は12年にこの規制を緩和したが、依然、7MW以上の地熱プロジェク
トは環境影響の書⾯提出が義務付けられている。地熱資源をより積極的に活⽤する政策が導⼊された場合は
エネルギー・サプライチェーンに変⾰をもたらす可能性がある。

⽇本は再⽣可能エネルギーにおけるグローバルリーダーの1つだろうか。⽇本は、全く⽴ち遅れているとい
うことはないが、主導的な位置にいるということもない(図表15)。総発電量における⽇本の再⽣可能エネル
ギーシェア(⽔⼒を除く)は5.6％と、フランスをわずかに上回り、⽶国をわずかに下回るが、欧州を主導す
る各国には⼤きく後れを取っていた。再⽣可能エネルギーを後押しすべく固定価格買取制度を導⼊した12年
以降、⽇本の発電能⼒は⼤きく拡⼤し、そのためビジネスチャンスも引き続き⼤きなものとなっている。

=======
 JOGMEC(⽯油天然ガス・⾦属鉱物資源機構）⽯油・天然ガス開発

 メタンハイドレートの基礎知識、メタンハイドレートの埋蔵量

 例えば、⽶環境保護庁は「同じ重量で⽐較すると、CH4(メタン)が100年間に気候変動に及ぼす影響は
CO2の25倍を超える」としている。⽶環境保護庁「Overview of Greenhouse Gases」
https://www3.epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases/ch4.html.

 この分野における⽇本の⼤⼿企業の1つである千代⽥化⼯建設は「この過程においてガスは冷却され、⾮
常な低温で液化されるため、多⼤な量のエネルギーが消費される。このエネルギーをどれだけ低減できるか
は重要な点であり、これまで様々なプロセスが提案され、商業化されてきた…。これら⼿法のいずれにおい
ても巨⼤な冷却⽤コンプレッサーが必要とされる。巨⼤な発電所の場合、その発電所のガスタービンがコン
プレッサーを動かすためにも使⽤されるため、コンプレッサーやガスタービンの設計、⽣産、組み⽴てには
経験や⾼いレベルの知識に裏付けられた⾼度な技術が必要とされる。」としている。千代⽥化⼯建設
“Liquefaction Technology”.

 Hanley, Steve, “Panasonic Quickly Beats SolarCityʼs Solar Module Efficiency Record,” 2015年10⽉９⽇

 世界的な発達の動向についてはFraunhofer ISE「Photovoltaics Report」2016年3⽉11⽇ (
https://www.ise.fraunhofer.de/de/downloads/pdf-files/aktuelles/photovoltaics-report-in-
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図表図表  15: 15: 2012年 総発電量における再⽣可能エネルギーのシェア(⽔⼒を除く) 
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出所：経済産業省、エネルギー⽩書2015、第223-1-6。IEAのデータを基に作成。
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http://www.jogmec.go.jp/oilgas/index.html
http://methanehydrate.net/reserves-of-methanehydrate.html
https://www.chiyoda-corp.com/technology/en/lng/liquefaction.html
http://cleantechnica.com/2015/10/09/panasonic-quickly-beats-solarcitys-solar-module-efficiency-record/


englischer-sprache.pdf )を参照。Fraunhofer ISEの試算によると、太陽光発電設備のコストは過去25年
間、毎年9％のペースで低下しており、モジュールの価格はモジュール⽣産の累計が倍増するごとに約20％
低下したことを⽰唆している。

 宮坂 ⼒（桐蔭横浜⼤学教授）による沖縄科学技術⼤学院⼤学主催のセミナーにおける宮坂⼒(桐蔭横浜⼤学
教授)発表、 ''Organo lead halide perovskite for high efficiency printable solar cells”、2015年6⽉5
⽇、宮坂 ⼒, "Recent progresses in hybrid perovskite devices in photovoltaics and optoelectronics",
New Trends in Solar Cells 2016, Bratislava, Slovakia, 2016年4⽉19-22⽇

 福島プロジェクトの詳細については、 福島洋上⾵⼒コンソーシアム、 “Fukushima Floating Offshore Wind
Farm, Japan” を参照。

 NEDO(独⽴⾏政法⼈ 新エネルギー･産業技術総合開発機構) 再⽣可能エネルギー技術⽩書 第2版、第７章地熱
発電の12⾴を参照。

 Cichon, Meg, “Is Japan the Next Boom Market for the Geothermal Energy Industry?”, Renewable Energy
World, 2015年5⽉29⽇

 中央電⼒ウェブサイト参照。
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http://www.oist.jp/ja
http://www.fukushima-forward.jp/index.html
http://www.power-technology.com/projects/fukushima-floating-offshore-wind-farm/
http://www.nedo.go.jp/content/100544822.pdf
http://www.nedo.go.jp/content/100544822.pdf
http://www.renewableenergyworld.com/articles/print/volume-18/issue-3/features/geothermal/is-japan-the-next-boom-market-for-the-geothermal-energy-industry.html
http://www.denryoku.co.jp/index.html


 

結論

⽬下の原油安にもかかわらず、世界のエネルギーの⾒通しは引き続き不透明である。弊社の分析からは、現
在の技術進歩の傾向では⽣活⽔準の改善と公害の削減という2つの世界的な⽬標が達成できないことを⽰唆
している。技術進歩の加速と新技術の迅速な普及が必要と弊社は考える。

とりわけ世界のエネルギー供給に⼤きく依存する⽇本の場合、技術進歩が不⼗分であれば脆弱性は⾼まるだ
ろう。幸いなことに、⽇本企業と政府は複数の⾰新技術に取り組んでおり、そのいずれもがエネルギー・サ
プライチェーンに関連している。投資家はエネルギー関連技術の進歩の重要性を認識しているため、そうし
た技術の開発に成功している企業は投資の対象として魅⼒的に映る可能性が⾼い。⽇本企業は、そうした技
術発展の多くの分野で最前線に位置している。これは、規制システムの改⾰を進め、エネルギー効率の⾼い
技術の普及を後押しする国ならではのことである。また、⽇本はエネルギーに関する規制構造を変⾰し、よ
り⾼い効率的な技術の普及を促すための重要な措置をとっている。
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補⾜資料 I

図表図表  16: 16: エネルギー・サプライチェーンに組み込まれている⽇本企業の例

会社名 関連事業

全日空 バイ オ燃料生産

デンソー バイ オ燃料生産

ユーグレナ バイ オ燃料生産

いすゞ自動車 バイ オ燃料生産

伊藤忠エネク ス バイ オ燃料生産

日本航空 バイ オ燃料生産

日本郵船 バイ オ燃料生産

ハセテッ ク 充電装置製造

協和エク シオ 充電装置製造

日東工業 充電装置製造

三菱自動車工業 電気自動車

日産自動車 電気自動車

ト ヨ タ 自動車 電気自動車

LIXIL エネルギー効率の良い建材製品

清水建設 エネルギー効率の良い建物・ 風力

日立製作所 ガスタ ービ ン (大型)
三菱重工 ガスタ ービ ン (大型)
中央電力 地熱発電

日本ガイシ 電力貯蔵設備

積水化学工業 家庭用蓄電池

大和ハウス工業 住宅建築/建材
LIXIL 住宅建築/建材
ミ サワホーム 住宅建築/建材
セキスイハイ ム 住宅建築/建材
積水ハウス 住宅建築/建材
住友林業 住宅建築/建材
ホンダ 水素自動車

ト ヨ タ 自動車 水素自動車

中国興業 水素ステーショ ン

太陽日酸 水素ステーショ ン

東京計器 水素ステーショ ン

千代田加工建設 LNG関連技術
JFEエンジニア リ ング LNG関連技術
日揮 LNG関連技術
国際石油開発帝石 天然ガス調査

JFE シームレス鋼管

新日鐵住金 シームレス鋼管

東芝 一酸化炭素による人工光合成

TOTO 水素による人工光合成

パナソニ ッ ク メ タ ン と エタ ノ ールによる人工光合成

理経 スマート グリ ッ ド

富士電機 自動販売機

ユーラ スエナジーホールディ ン グス 風力発電所建設

古河電気工業 風力発電所建設

電源開発 風力発電所建設

丸紅 風力発電所建設

三井造船 風力発電所建設

大林組 風力発電所建設

豊田通商 風力発電所建設

日立製作所 風力タ ービ ン生産

松村機械製作所 風力タ ービ ン生産

三菱重工 風力タ ービ ン生産

日本製鋼所 (JSW) 風力タ ービ ン生産

ゼフ ァ ー 風力タ ービ ン生産

エク セルシャ ノ ン 窓枠サッ シ製品

出所：モルガン・スタンレー・リサーチ
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補⾜資料 II : 代数記号と数式で解くエネルギー・サプライチェーン

エネルギー・シナリオを策定するに当り、弊社ではグローバル・エネルギー・サプライチェーンのモデルを
考案した。YからEを算出するまでのプロセスに含まれる各段階の構成要素をひとつずつ分析しながらサプラ
イチェーン全体を把握できるようにしたモデルである。具体的には、まずGDPの決定要因となる⼈⼝と⽣活
⽔準の分析を⾏い、次にサプライチェーンの構成要素それぞれの分析を進め、そこから⼀次エネルギー利⽤
合計量を求めた。⼀連のプロセスにフィードバック・ループはふたつある。ひとつは⼀次エネルギー資源の
価格によるものである。ある特定期間の需要が決定すると、次期間の抽出エネルギー価格は供給曲線によっ
て算出可能になるが、その⼀⽅、次期間における再⽣可能エネルギー価格は、需要動向に関係なく、推定さ
れる技術的進歩によって算出される。すなわち、このふたつの結果として得られた相対的な価格レシオを、
次の期間の数量を算出するのに利⽤することができるようになる。

弊社モデルの要は、需給原理を⽤いている点にあるが、その特性として決定的な時間的なずれが⽣じる。今
⽇の数量は昨⽇の価格によって左右され、今⽇の価格は今⽇の数量によって左右されるからである。需給原
理に基づくこのようなモデルを採⽤したのは、エネルギーの需給に⾒られる独⾃の特性に⽬を付けたからで
ある。エネルギーの供給、とりわけ抽出エネルギーの供給は、価格に迅速に反応する。最近の価格の下落で
シェール⽯油の⽣産が急速に落ち込んだことからも、そのことはよく窺える。⼀⽅、対照的にエネルギーの
需要は、エネルギーを利⽤する資本財からの需要の永続性に⽀えられてすぐに落ち込むことはなく、後から
遅れて低下する。ガソリン価格が急騰しても、電気⾃動⾞への乗り換えが即座に進まないのは、その好例と
⾔えよう。

エネルギー・サプライチェーンを代数記号と数式で表現すると、次のようになる:

(1)Q[t] = a - bP[t-1] 需要は前期間の価格によって決定する

(2)P[t] = c + d Q[t] 現期間の価格は現在の需要によって決定する(価格が従
属変数になるよう右肩上がりの供給曲線式を移項等で
⼿直しした)

(3)Q[t] = (a-bc) - bd*Q[t-1] [t]におけるQの過程を求めるため、時間的ずれを勘案し
て(2)を求め、それを(1)に代⼊してまとめた

(4)Q* = (a-bc)/(1+bd) ⼀⽅、Q の定常状態は左のように求められる

(5)P[t] = (c + ad) - bd*P[t-1]  
 

[t]におけるPの道筋を求めるため、(1)を(2)に代⼊して
まとめ、Pの[t]における過程は左のようになる

(6)P* = (c + ad)/(1+bd)  
 

Pの定常状態は左のように求められる

(1a)Q[t] – Q* = -b(P[t-1] – P*) 
(2a)P[t] – P* = d(Q[t] – Q*)

 
 

過程が定常状態からどれほど乖離しているかの偏差
は、(1)と(2)の数式を左のように表す

以上の点からみて、モデルの安定性はbとdによって左右されることが分かるが、それだけではない。留意点
は、bとdだけでなく過去の結果や技術や特定エネルギーに対する選好度といった外部要因の変化に応じて
P*とQ*も時間とともに変化する点である。

弊社がモデルの構成要素それぞれに⽤いた代数記号と数式の模式図については、図表17にまとめた。また、
構成要素を総合してひとつにまとめた全体の代数記号と数式の模式図については図表18を参照されたい。 
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エネルギー・シナリオ策定に当たっては、経済や技術に関するパラメーターを時間とともに変えている。上
記図表においてギリシャ⽂字で表現されている経済や技術に関する外部変数が変化すれば、必然的に結果も
変わってくるからだ。さらに、付け加えるならば、モデルから得られる価格が⽣活⽔準を左右するフィード
バック要因となることにも留意されたい。ちなみに弊社では、数量加重のエネルギー価格が低下すれば⽣活
⽔準は向上し、その逆なら⽣活⽔準は低下すると考えている。こうしたフィードバック要因には、エネル
ギー価格の実質所得に対する影響が含まれているからである。

YからEを算出するまでの詳細
具体的にどのようにしてY(GDP)からE(⼀次エネルギー利⽤合計量)を算出するのか？ まずはGDPから着⼿
する。⾃明の理として、⼀定⽔準のGDPはそれに⾒合った⼀定の運輸を必要とする。本レポートでは、運輸
を測る基準として移動マイルを⽤いた。具体的には、⽶国のデータに基づき、GDP 1ドル当たりに必要な移
動マイルを0.21マイルと推定し、⽶国なら16兆3,000億移動マイルの運輸量で算出した。その⼀⽅、燃料の
輸送の1移動マイル当りのコストが電⼒の輸送のコストと⽐べて⼤幅に低いことを踏まえると、移動マイル
の⼤半(弊社推計では約92％)は燃料の運輸によるものと分析される。さらに燃料の⾞両の平均燃費をガロン
当り約13マイルと想定すれば、燃料の輸送に必要なエネルギー量は約133quadとなる。また、同様の計算
を電⼒の運輸に対して⾏うと、必要なエネルギー量は約1.3quadとなる。さらには⾮運輸の⽤途に使⽤され
るエネルギーについても同じような計算をした。⼤きな違いとしては、こちらの⽅が燃料の全体に占める⽐
率が低い点がある。⾮運輸だと、電⼒の⽅がエネルギーとして使い易い⽤途が多いからだ(例えば照明な
ど)。結論を⾔えば、⾮運輸では、燃料に必要なエネルギーは約147quadで、電⼒に必要なエネルギーは約
75quadと算出された。

図表図表  17: 17: エネルギー・サプライチェーン: モデル構成要素それぞれに⽤いた数式の模式図

出所：モルガン・スタンレー・リサーチ
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運輸と⾮運輸における燃料および電⼒の必要エネルギー量が算出できれば、両⽅の必要エネルギー総量は、
運輸と⾮運輸のデータを総合すれば得られる。結果から⾔えば、燃料に必要なエネルギーは全体で約
280quadで、電⼒に必要なエネルギーは全体で約77quadとなった。次に、これら燃料と電⼒がどのような
エネルギー源から⽣じたのかについて⾒てみたい。

燃料と電⼒のエネルギー源は、⼤きく2つのタイプに分けられる。ひとつは抽出エネルギーで、もうひとつ
は再⽣可能エネルギーである 。いずれも幅広いサブカテゴリーから成るが、本レポートの⽬的からすれ
ば、この簡単な分類で⼗分である。もちろんそれぞれのサブカテゴリー資源による燃料や電⼒の⽣産効率に
違いはあり、時代によってその重要性も変わる。例えば50年ほど前なら⽕⼒発電における主役は⽯油だった
が、現在は⽯炭と天然ガスがそのほとんどを占めるようになった。しかし本レポートの⽬的を踏まえると、
そうした細かい差異までを要素に盛り込むと、分析モデルが途⽅もなく複雑になってしまう。そうした混乱
を避けるため、ここでは極めて⼤雑把ながら、抽出エネルギーと再⽣可能エネルギーのふたつのタイプに
絞って分析を進めたいと思う 。

燃料の場合、抽出エネルギーと再⽣可能エネルギーの⽐率はどの程度だろうか？相対価格によって⽐率は変
わるが、現在の技術の場合、燃料は抽出エネルギー(もちろん主として⽯油)から⽣産した⽅が遥かに効率的
である。ゆえに燃料の場合、抽出エネルギーから作られるものが全体の99%(278quad)を占め、再⽣可能
エネルギーから作られるものはわずか1%(2quad)に過ぎない。

⼀⽅、電⼒の場合は事情がかなり違う。抽出エネルギーからの電⼒の全体に占める⽐率はやはり⼤きく
76％（59quad)となったものの、再⽣可能エネルギーによって作られる電⼒も24%(18quad)とそれなりの
⽐率を占めている。最近まではそのほとんどが⽔⼒によるものだった。しかしこのところは、とりわけ⽶国
と中国では⾵⼒および太陽光発電技術の進歩が再⽣可能エネルギーによる発電の⽐率を⾼めている。

しかし以上のような燃料および電⼒を作るために使⽤されたエネルギー資源の⽐率を分析する場合、留意し
なければならないことがある。上述したエネルギー資源の⽐率は、エネルギー変換消失の純エネルギー量(消
費されたエネルギー)に対する価格を基に算出してあるからだ。つまり変換消失を含み、作られた総エネル
ギー量を把握するには、抽出エネルギーと再⽣可能エネルギーの変換消失分を算出し、それを純エネルギー
量に加算しなければならない。結論から⾔えば、燃料を作るためのエネルギー変換消失は平均16％であり、
消費された燃料の純エネルギー量が280quadの場合、その⽣産に使⽤された総エネルギー量は334quadと
なる。電⼒の場合、エネルギー変換消失はさらに⼤きい。消費された電⼒の純エネルギー量が77quadな
ら、発電に使⽤された⼀次エネルギーの総エネルギー量は206quadとなるからだ。発電におけるエネルギー
変換消失がこれほど⼤きいのは、抽出エネルギーによる発電プロセスで抽出エネルギーが本来持つエネル
ギーの実に約63％が失われているからである。

ここまで来れば、終点のEまでは近い。燃料と電⼒の⽣産に使われた抽出エネルギーと再⽣可能エネルギー
それぞれの総エネルギー量が分かれば、エネルギー全体の⽣産に使われた抽出エネルギーと再⽣可能エネル
ギーそれぞれのエネルギーの合計を簡単に集計することができるからだ。そして弊社の計算によれば、
2014年の場合、抽出エネルギーと再⽣可能エネルギーのエネルギー利⽤合計量はそれぞれ507quad、
33quadとなった。さらにこのふたつを合わせると、2014年の⼀次エネルギー利⽤合計量は約540quad
だったと推計される。

YからEへと辿る⻑い道筋の果てに得たのは、2014年の世界GDP総額78兆ドルを達成するのに約540quadの
⼀次エネルギーが利⽤されたという結論である。E/Yは540/78で6.9となり、すなわち、GDP 1兆ドル当た
り6.9quadの⼀次エネルギーが利⽤された計算となる。経済、科学、情報処理⼯学、数学に関する膨⼤な作
業なしでは辿りつけなかった結果である。

=========
 抽出エネルギーは、⽯油、⽯炭、天然ガス、ウラン(原⼦⼒発電⽤)などから成り、再⽣可能エネルギー

は、⽔⼒、⾵⼒、太陽光、地熱、バイオマスなどから成る。

 抽出エネルギーと再⽣可能エネルギーの分類にこだわるもうひとつの理由としては公害問題がある。全般
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的に⾔えば、抽出エネルギーは公害源になると⾒做されるが、再⽣可能エネルギーはそうではない。ゆえに
この分類を⽤いれば、quad当たりの抽出エネルギーによる平均公害度数を基に全体の公害度数を推計するこ
とが可能になる。
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図表図表  18: 18: エネルギー・サプライ・チェーン: モデル構成要素を総合した全体の数式の模式図

出所：モルガン・スタンレー・リサーチ

図表図表  19: 19: グローバル・エネルギー・サプライ・チェーンのより詳細な模式図

出所：⽶国エネルギー情報局、国際エネルギー機関、モルガン・スタンレー・リサーチ推計

| 2016年4⽉7⽇⽇本経済

30



三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（以下、「MUMSS」）は、2016年3⽉17⽇に公表された、キヤノン株式会社（以下、「キヤノン」）による株式会社東芝からの東芝メディカ
ルシステムズ株式会社の株式取得に関して、キヤノンのファイナンシャル・アドバイザーを務めています。 本案件の成⽴には、当局による承認が取得されること、およびその他通常の前
提条件を充⾜することが条件とされております。本レポートおよび本レポートに含まれている情報は、本案件への賛同の勧誘その他の助⾔を投資家に提供することを意図するものではあり
ません。 キヤノンはMUMSSに対し、アドバイザリー・サービスの報酬を⽀払うことに同意しています。

| 2016年4⽉7⽇⽇本経済

31



情報開⽰セクション
Morgan Stanley Researchに記載されている情報および⾒解は、Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.およびその関係会社(以下、総称とし
て“Morgan Stanley”)が作成したものです。
本レポートで⾔及されている銘柄に関わる重要な開⽰情報、株価チャートおよび株式投資判断履歴は、www.morganstanley.com/researchdisclosures
でご覧いただけます。また営業担当者までご連絡いただくか、Morgan Stanley Research （Research Management宛）にご請求いただくこともできま
す (宛先： 1585 Broadway, New York, NY, 10036 USA)。
本調査レポートに掲載されている⽬標株価に関わるバリュエーション⼿法及びリスクについては、次のクライアント・サポート・チームまでご連絡くださ
い：⽶国／カナダ +1 800 303-2495; ⾹港 +852 2848-5999; ラテンアメリカ +1 718 754-5444 (U.S.); ロンドン +44 (0)20-7425-8169; シンガ
ポール +65 6834-6860; シドニー +61 (0)2-9770-1505; 東京 +81 (0)3-6836-9000。また営業担当者までご連絡いただくか、Morgan Stanley
Research (Research Management宛)にご請求いただくこともできます(宛先：1585 Broadway, New York, NY, 10036 USA)。
グローバル・リサーチ・コンフリクト・マネジメント・ポリシー
Morgan Stanley Researchは当社のコンフリクト・マネジメント・ポリシーに則って出版されました。同ポリシーは
www.morganstanley.com/research/conflictpolicies にてご覧いただけます。
重要な開⽰事項
Morgan Stanleyは地⽅⾃治体のアドバイザーを務めておりません。また、本レポートに含まれる意⾒や⾒解はDodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Actのセクション975で意味するアドバイスを意図、または形成するものではありません。
Morgan Stanley Researchはお客様ごとの個別事情に合わせた投資アドバイスを提供するものではありません。調査レポートを受領された⽅々の事情や
⽬的とは無関係に作成されています。Morgan Stanleyでは、特定の投資また投資戦略について、投資家ご⾃⾝が独⾃に評価されることをお勧めします。
また、投資家各位にはファイナンシャルアドバイザーの助⾔を受けることをお勧めします。特定の投資あるいは投資戦略が適切か否かは、投資家の個々の
事情や⽬的によって異なります。Morgan Stanley Researchで論じられている有価証券、⾦融商品、投資戦略はすべての投資家に適合しているわけでは
なく、また⼀部の投資家はこれらのうちのいずれか、またはすべてについて購⼊もしくは参加するための適格性を有さない可能性があります。Morgan
Stanley Researchは、有価証券／⾦融商品の売買の申込みもしくは売買の申し込みの勧誘または特定の取引戦略をとることの勧誘を構成しません。投資
対象の価値や投資から得られる収⼊は、⾦利、為替相場の変動、デフォルトレート、任意繰上償還レート、証券／⾦融商品の価格、証券市場の指数の変
動、発⾏体の経営・財務状況の変化やその他の要因によって、変化する可能性があります。過去の実績は必ずしも将来の成果を予告するものではありませ
ん。将来の業績等に関する⾒通しは⼀定の仮定に基づいていますが、その仮定が実現しないこともあり得ます。特に明記がない限り、レポート表紙に有価
証券／⾦融商品の価格が記載される場合の当該価格は当該有価証券の主要取引所における終値とします。
Morgan Stanley Research の作成について主たる責任を負う債券調査アナリスト、ストラテジスト、エコノミストは、調査レポートの質、正確さ、価
値、または当社の収益性や収⼊（債券取引や資本市場の収益性や収⼊を含む）、顧客投資家のフィードバック、競争要因などを含む、様々な要素に基づき
報酬を受けています。債券調査アナリスト、ストラテジストまたはエコノミストの報酬は投資銀⾏部⾨、Morgan Stanley が資本市場で実⾏したトランザ
クションまたは特定のトレーディングデスクの収益性や収⼊と連動していません。
Morgan Stanleyに関する情報を除き、Morgan Stanley Researchは公開情報に基づいています。Morgan Stanleyは信頼性の⾼い、包括的な情報を利⽤
するよう最⼤限の努⼒を払っていますが、その正確性もしくは完全性については何らの表明もいたしません。当該企業を株式調査対象から除外しようとす
る場合を除いて、Morgan Stanley Researchに記載されている情報または⾒解に変更が⽣じても、Morgan Stanleyはそれを通知する義務を負いません。
投資銀⾏部⾨の従業員を含む、Morgan Stanleyの他部⾨の従業員は、Morgan Stanley Researchで⽰されている事実や⾒解を検討していません。また、
Morgan Stanley Researchで⽰されている事実や⾒解は、他部⾨の従業員が知り得た情報を反映していないこともあります。
Morgan Stanleyは本レポートで推奨されている投資や⾒解と異なった投資判断をすることがあります。
台湾のお客様各位：台湾で取引されている証券／⾦融商品に関する情報は、Morgan Stanley Taiwan Limited (以下“MSTL”) が配布しています。こうし
た情報は読者各位のご参考のために提供しているものです。投資に伴うリスクはお客様ご⾃⾝が独⾃に評価すべきものであり、投資決定はお客様ご⾃⾝の
責任において⾏ってください。Morgan Stanley の書⾯による明⽰的な同意がない限り、Morgan Stanley Researchを報道機関に配布したり、報道機関
が引⽤もしくは使⽤することはできません。台湾で取引が⾏われていない証券／⾦融商品に関する情報は、情報の提供のみを⽬的として記載しているもの
であり、当該証券／⾦融商品の売買を推奨もしくは勧誘するものではありません。MSTLはこれらの証券／⾦融商品の取引を顧客向けに⾏ないません。⾹
港のお客様各位：⾹港における情報は、⾹港において規制される活動の⼀部として、Morgan Stanley Asia Limited (以下“同社”) によって、同社のために
配布され、かつ同社に帰属するものとします。Morgan Stanley Researchに関するお問い合わせは⾹港の営業担当者までご連絡ください。
Morgan Stanleyは中華⼈⺠共和国（中国）法による法⼈組織ではありません。本レポートに関わる調査は中国国外で⾏われました。Morgan Stanley
Researchは中国国内におけるいかなる証券の売付けの申し込み、また買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありません。中国の投資家は、そのよ
うな有価証券に投資する適切な資格を有する必要があり、適切な政府当局から適切な承認、ライセンス、証明、登録をご⾃分で取得される責任がありま
す。
Morgan Stanley Researchは、次の国・地域では以下に記された各社が配布しています。ブラジルではMorgan Stanley C.T.V.M. S.A.；メキシコでは
Comision Nacional Bancaria y de Valoresの規制下にあるMorgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V (Paseo de los Tamarindos 90,
Torre 1, Col. Bosques de las Lomas Floor 29, 05120 Mexico City) ; ⽇本では、Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.および商品に関わる調査
レポートに限りMorgan Stanley Capital Group Japan Co., Ltd；⾹港では、Morgan Stanley Asia LimitedまたはBank Morgan Stanley AG, Hong
Kong Branch；シンガポールでは、Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. (登録番号199206298Z) および／またはMorgan Stanley Asia
(Singapore) Securities Pte Ltd (登録番号200008434H) (前2社はMonetary Authority of Singaporeの監督・規制下にあり、調査レポートの内容に対
して法的責任を負うことに同意し、Morgan Stanley Researchにより発⽣した、または関連するすべての事象について問い合わせ先となります)；オース
トラリアでは、Australian Corporations Actで定義されている"wholesale clients"を対象とし、オーストラリア・ファイナンシャル・サービス・ライセ
ンス233742の保有者であるMorgan Stanley Australia Limited A.B.N. 67 003 734 576 (同社はまた、調査レポートの内容について責任を負うことに同
意しています)またはBank Morgan Stanley AG, Singapore Branch (Registration number T11FC0207F)；オーストラリアでは、Australian
Corporations Actで定義されている"wholesale clients"と"retail clients"を対象とし、オーストラリア・ファイナンシャル・サービス・ライセンス
240813の保有者であるMorgan Stanley Wealth Management Australia Pty Ltd A.B.N. 19 009 145 555 (同社はまた、調査レポートの内容について
責任を負うことに同意しています)；韓国ではMorgan Stanley & Co. International plc, Seoul Branch；インドではMorgan Stanley India Company
Private Limited；ベトナムではこのレポートはMorgan Stanley Singapore Holdingsにより発⾏されています；カナダではMorgan Stanley Canada

| 2016年4⽉7⽇⽇本経済

32



Limited (同社はまた、Morgan Stanley Researchの内容について承認し責任を負います)；ドイツではBundesanstalt fuer
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) の規制下にあるMorgan Stanley Bank AG, Frankfurt am MainおよびMorgan Stanley Private Wealth
Management Limited, Niederlassung Deutschland；スペインでは、Spanish Securities Markets Commission (CNMV) の監督下にあり、Morgan
Stanleyのグループ会社であるMorgan Stanley, S.V., S.A. (同社はまた、スペインの法令に基づく⾦融調査レポートに関する⾏為準則に従ってMorgan
Stanley Researchが作成、配布されたものであることを表明しています)；⽶国では、Morgan Stanley & Co. LLC (同社はまた、調査レポートの内容に
対して責任を負っています)。英国では、Prudential Regulatory Authorityの認可を受け、Financial Conduct Authority および Prudential Regulatory
Authorityの監督下にあるMorgan Stanley & Co. International plcが⾃社の作成したレポートを配布するとともに、その関係会社の作成したレポートを
Financial Services and Markets Act 2000第21条の⽬的の範囲内で承認しています。RMB Morgan Stanley (Proprietary) LimitedはJSE Limitedのメン
バーであり、南アフリカのFinancial Services Boardの規制下にあります。RMB Morgan Stanley (Proprietary) Limited はMorgan Stanley
International Holdings Inc. とFirstRand Limitedの完全⼦会社であるRMB Investment Advisory (Proprietary) Limitedによる折半出資の合弁会社で
す。
Morgan Stanley Researchに記載されている商標およびサービスマークはそれぞれの保有者の財産です。データの提供者は、提供しているデータの正確
性、完全性、または適時性に関して、何らの保証もしくは表明をするものではありません。また当該データに関連するいかなる損害についても賠償する責
任を負いません。世界産業分類基準(“GICS”)はMSCIとS&Pによって開発されたものであり、両社の専有財産です。
Morgan Stanleyの書⾯による同意がない限り、Morgan Stanley Researchを複製、転載、販売もしくは再配布することはできません。
Morgan Stanley Researchに記載されている情報は、Dubai Financial Services Authority (以下、「DFSA」) の規制下にあるMorgan Stanley & Co.
International plc (DIFC Branch) により配信されており、DFSA によって定義されたプロフェッショナル顧客のみを対象としています。本リサーチに関
連する⾦融商品や⾦融サービスはプロフェッショナル顧客としての規制上の基準を満たした顧客のみに提供されます。
Morgan Stanley Researchに記載されている情報は、Qatar Financial Centre Regulatory Authority (以下、「QFCRA」) の規制下にあるMorgan
Stanley & Co. International plc (QFC Branch) により配信されており、ビジネス顧客と市場における取引相⼿のみを対象とし、QFCRAによって定義さ
れたリテール顧客向けではありません。
Capital Markets Board of Turkeyの定めるところにより、ここに記載された投資情報、コメントおよび推奨は投資顧問活動の範囲に限定されるものでは
ありません。投資顧問サービスは、お客様のリスクや所得に応じて、所定の機関より提供されます。ここに記載されたコメントおよび推奨は⼀般的な⾒解
です。これらの⾒解は、お客様の財務状況、リスクおよびリターン選好に合致していない可能性があります。そのため、ここに記載されたこの情報のみに
依拠して投資判断を⾏っても、期待に沿った結果が得られない可能性があります。

© 2016 Morgan Stanley MUFG

| 2016年4⽉7⽇⽇本経済

33


	Content
	日本経済
	J-Insight: エネルギー地球の転機と日本の好機

	現行トレンド・シナリオの一次エネルギー・ミックス
	図表 2:

	青空シナリオの一次エネルギー・ミックス
	グローバル・エネルギー・シナリオ
	日本と世界のエネルギー効率 (2000 = 100)
	YからEに辿り着くまでの図解
	図表 4:

	2014年のエネルギー・サプライチェーンの図解
	YからEまでのモデル化
	図表 5:

	基準年のパラメーターの値
	図表 6:

	パラメータの変動：%、年率
	図表 7:

	シナリオ結果
	シナリオ結果- 現行トレンド、青空、暗雲
	図表 8:

	現行トレンド
	図表 9:

	現行トレンド: 世界エネルギー・シナリオと抽出エネルギー需給
	図表 10:

	青空
	図表 11:

	青空: 世界エネルギー・シナリオと抽出エネルギー需給
	図表 12:

	暗雲
	図表 13:

	暗雲: 世界エネルギー・シナリオと抽出エネルギー需給
	図表 14:
	二酸化炭素集約度とエネルギー源の構成比
	３つのシナリオの中の日本
	燃料 対 電力
	抽出エネルギー 対 再生可能エネルギー

	抽出エネルギーの抽出、再生可能エネルギーの捕獲
	図表 15:

	2012年　総発電量における再生可能エネルギーのシェア(水力を除く)
	結論
	補足資料 I
	図表 16:

	エネルギー・サプライチェーンに組み込まれている日本企業の例
	補足資料 II : 代数記号と数式で解くエネルギー・サプライチェーン
	エネルギー・サプライチェーン
	図表 17:

	エネルギー・サプライチェーン: モデル構成要素それぞれに用いた数式の模式図
	エネルギー・サプライチェーン
	図表 18:

	エネルギー・サプライ・チェーン: モデル構成要素を総合した全体の数式の模式図
	図表 19:

	グローバル・エネルギー・サプライ・チェーンのより詳細な模式図


