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ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス 

  何年か前、学校の父母たちのクイズ

会で出た問題に、私は半時間ほど頭を

絞らされたことがあった。それは、「神様

より偉大で、悪魔より邪悪で、貧しい人

たちが持っており、金持ちが必要として

おり、食べると死ぬものは何か」というな

ぞなぞだった。制限時間ぎりぎりに、よう

やく答えが浮かんだ。 

エネルギーに関する議論 

 世界のエネルギーに関する議論に参

加している人々は、これと同じくらいの難

問に今頭を絞らされている。それは、再

生可能エネルギーによって、卸売電気

料金の下落、消費者向け電力料金の上

昇、電力会社のビジネスモデルの弱体

化が同時に起きているのはなぜかという

ことだ。 

 不注意な観察者なら、卸売電気料金

が下がれば、小売料金も下がるか、電

力会社の利益が増えるかのどちらかだ

と断言するだろう。もちろん、もっと洞察

に満ちた答えもあるのだが、それでも答

えとしては不完全なのだ。 

 そして、エネルギー分野の関係者と政

策立案者を悩ませている難問は、決して

それだけではない。もう 1 つ例を挙げよ

う。 

 風力発電と太陽光発電の事業者が電

力料金として市場価格だけを受け取る

（補助金を受けない）場合、系統に対す

る再生可能発電の影響により、卸売市

場価格は通常は非常に低くなり、事業者

の収益も非常に低くなるはずだ。その状

況で、新規容量への投資を促進するに

はどうすればいいだろうか。 

 さらにもう 1 つ。日照や風量が多いと

きの卸売価格の大幅な低下は、さまざ

まな技術のユーザーにとっての真のコ

ストを全体的に計算する際に、再生可

能エネルギーに計上すべきだろうか（そ

の結果、補助金の費用がある程度相

殺される）。また、風力発電や太陽光発

電の増加に伴って必要となるバックアッ

プ容量の維持と運用の費用については

どうか。この費用は再生可能発電に請

求するのか、それともネットワーク全体

で負担するのか。さらに、変動する発電

量の予測技術が進み、デマンドレスポ

ンスや相互接続といったその他の均衡

化手段の出現により、この問題自体が

中長期的に大幅に軽減されると見込ま

れる中で、この費用をどうすれば正確

に予測できるのか。 

 そして、最後にもう 1 つ。陸上風力発

電の平均電力価格が石炭火力や天然

ガス複合サイクル発電に比べて数ポイ

ント高い（弊社の平準化電気コストモデ

ルによる）理由が、風力発電所の建設

のための資本費用にあるなら、費用の

ほとんどは最初に発生し、運用段階で

の燃料費などはいらないのだから、政

府がすべきことは、資本のコストを下げ

るために全力を尽くすことであって、電

気料金への影響を声高に（不安をあお

るような仕方で）論じることは逆効果に

なる危険があるのではないか。 

 先だって 11 月 7～8 日にコペンハー

ゲンで開催されたブルームバーグ・ニュ

ー・エナジー・ファイナンスのスマート・

パワー・リーダーシップ・フォーラムで

は、電力会社、化石燃料発電および再

生可能発電事業者、政府、送電事業者

からの 50 人の代表者たちに、上記を

初めとするいくつかの難問について考

えてもらった。 

４つのシナリオ 

 そこで得られた答えは実に興味深い

ものだった。そこでは 4 つのシナリオが

検討された。「現状死守 – Tradition, 

Tradition」シナリオでは、政府が介入

して電力会社の既成のビジネスモデル

を保護する。「グリーン全開 – All Out 

Green」シナリオでは、再生可能発電と

その統合のために政府があらゆる手だ

てを尽くす。「効率追究 – Efficiency 

Squeeze」シナリオでは、電力部門の

すべての関係者にとって資金の入手が

困難になる。「自由市場ルール – Free 

Market Rules」シナリオでは、完全な

自由化と市場統合が行われ、政府はど

の技術に対しても明示的な支援を行わ

ない。 

 参加者たちの結論として、4 つのシナ

リオのどれにおいても、ベースロードと

しての火力発電の見通しは暗く、成長

も収益性もどちらも望めそうにない。こ

れに対して、ピーク用の火力発電は、

「自由市場ルール」と「グリーン全開」の

シナリオでは着実な成長と収益性を実

現するが、「効率追究」と「現状死守」の

シナリオでは成長も収益性もほとんど

見込めない。 

 電力会社規模の再生可能発電は、

（皮肉なことに）「現状死守」シナリオの

下で最大の収益性を挙げ、「グリーン全

開」と「自由市場ルール」のシナリオで

は大幅な成長と中程度の収益性を実

現し、「効率追究」シナリオでは成長が

世界で直面しているエネルギー問題の解決策を 

探すには、まずはすべての要素を見つけることから 
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鈍化して収益性はほとんど期待できな

い。 

 最も評価が高かったのは分散型発電

と商業用および住宅用のデマンドレス

ポンスで、すべてのシナリオで成長と収

益性を実現し、4 つのうち 3 つのシナリ

オで高い収益性を伴って年間 5％以上

の成長率を達成した。  

 リーダーシップ・フォーラムの参加者

たちには、過去 3 年間に急速に進化し

た技術と投資種別は何か、また後退し

たものは何かという質問も投げかけら

れた。その回答によると、最も進歩した

のは「新型の応答型発電  – New, 

Responsive generation」と相互接続で

あり、後退したものとしては、「旧世代

の 保 存 技 術  – Old Generation 

retention」と（さらに懸念を抱かせるも

のとして）エネルギー効率サービスが挙

げられていた。 

 フォーラムでの回答と、最近の政策立

案者たちの発想から感じられるのは、

エネルギーに関する議論が、答えは明

確でなくても、少なくとも問題の正体と

複雑性が明らかになりつつある段階に

達していることだ。  

欧州の再生可能エネルギー 

 その 1つの兆しとして、欧州の一部の

国で、政府による再生可能エネルギー

への補助金政策の見直しが始まってい

ることが挙げられる。ベルリンからロン

ドンに至るまで、再生可能エネルギー

への補助金を電気料金でまかなうのが

正しい方法だという前提に疑問が突き

つけられている。貧困家庭やエネルギ

ー集約産業への影響が大きいからだ。 

 その一方で、人々は税金が上がるこ

とも好まず、汚染の原因により多くの費

用を負担させるのが正しいように思わ

れるという事実もある。おそらく、税額

控除と州政府による導入義務付けを通

じて再生可能エネルギーを支援した米

国のやり方が正しかったのかもしれな

い。あるいは、欧州は金融への補助（リ

スク軽減）を通じて再生可能エネルギ

ーを支援すべきだったのかもしれない。

これは、英国政府が、いくつかの「国家

的に重要な」インフラストラクチャプロジ

ェクト向けの 400 億ポンドに上る保証

枠組みを通じて行おうとしていることと

同様である。英国政府による事前認定

を通過したプロジェクトの中には、60 メ

ガワットの木材火力発電所、2 カ所の

石炭－バイオマス転換施設、および

450 メガワットの洋上風力発電所など

がある。 

スペインの経験 

 スペインは過去 3～4 年の間、再生

可能エネルギー投資家の間で著しく評

判が悪かった。それは、既存の太陽光

および風力発電プロジェクトに対する過

去にさかのぼる大幅な補助金カットに

原因がある。私はここで、意見を変えて

スペイン政府のやり方を弁護するつも

りはない。しかし、政府によるこの最近

の太陽光発電への蛮行のおかげで、い

くつかの興味深い事実が明らかになっ

たことも事実だ。 

太陽光発電 

 マドリードは現在、家庭と商業部門の

両方において、分散型太陽光発電によ

る電気に対し、課金を検討している。こ

のような提案は不公平かつ不合理であ

るし、温室効果ガスの抑制を考えると、

現在の流れに逆行しているように思え

る。例えるなら、スーパーマーケットが

ジャガイモの生産者に対し、自身のジャ

ガイモを育てる事に課金を科すようなも

のだ。 

 しかし、その結果として、電力消費者

に課されるさまざまな料金の間の適切

なバランスに関する議論がより進む可

能性がある。おそらく、消費者電気料金

に関しては、消費電力当りの料金を下

げ、系統の利用に対する料金を上げる

必要があるだろう。これは、電力産業の

構造の大幅な変革を必要とする可能性

があるが、同時に、小規模再生可能エ

ネルギーに対する補助金が、広い屋根

の上に太陽電池パネルを載せられる比

較的富裕な人々の利益となり、再生可

能エネルギー支援のための電力料金

の上乗せ分を支払わされる低所得者

層には負担でしかないという批判に答

える 1 つのきっかけとなるかもしれな

い。一方で、固定料金を増やして単位

料金を減らす動きは、それ自体として

は逆行的である。大きい資産の所有者

ほど利益を受けるからだ。 

 電力市場の適切な設計は、過大な超

過利潤や高い電気料金を生まないもの

でなければならず、非常な難問と言え

る。さらにその周りには、いくつもの不

確実性と謎がまとわりついている。 

 電気自動車はどの程度の速さで従来

の輸送手段を置き換えていくのか。シェ

ールガス現象は北米以外にも有意味

に広がっていくのか、それとも欧州やア

ジアでは現在の輸入ガス価格と大差な

い価格のマイナーなガス生産手段に留

まるのか。  

 マドリードは現在、家庭と商

業部門の両方において、分

散型太陽光発電による電気

に対し、課金を検討している。 

 このような提案は不公平か

つ不合理であるし、温室効果

ガスの抑制を考えると、現在

の流れに逆行しているように

思える。 

 例えるなら、スーパーマー

ケットがジャガイモの生産者

に対し、自身のジャガイモを

育てる事に課金を科すような

ものだ。 
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 そして、おそらく最も不確実性の高い

問いは、先進諸国の電力需要が、経済

の回復にも関わらず今後も減少し続け

るのかどうかだろう。今月発表された国

際エネルギー機関の 2013 年世界エネ

ルギー見通しによると、OECD 諸国の

電力需要は、2035 年まで、年間 0.9％

という低率ながら増加を続けると予想さ

れている。 

電力需要 

 だが、最近公表された先進諸国の電

力需要に関するいくつかの統計値から

は、全く異なる動向の可能性が見えてく

る。米国エネルギー情報局のデータに

よると、米国の電力消費量は 2007 年

に 3,890 テラワット時のピークに達した

後、2009 年には景気の後退から予想

されるとおり 3,724 テラワット時まで落ち

込んだ後、2012 年時点で 3,823 テラワ

ット時までしか回復していない。2013 年

の最初の 7 カ月では、前年同期に比べ

て 0.2％低い数字だった。これは、国際

通貨基金（IMF）の予測で 2013 年の米

国の GDPが 2007年に比べて 5.9％増

加することを考えると、意外な結果と言

える。 

 これは米国だけの異常現象ではない。

IEA の独自のデータベースに基づく統計

値によると、OECD 全体での電力供給

量は、2007 年に 10,306 テラワット時を

記録した後減少し、2012 年には 10,292

テラワット時までしか回復していない。そ

して、2013 年の最初の 8 カ月の数字は

前年比 0.5％の減少だった。 

 先進国中で 2番目の経済規模を持つ日

本では、2007 年の電力供給量が 1,110

テラワット時だったのに対し、2012年はわ

ずか 1,015 テラワット時と、9％近く減少し

た。そして、今年最初の 8 カ月ではさらに

2.7％減少している。OECD 諸国中で 3

番目の経済規模を持ち、近年比較的経済

状況がよかったドイツでも、2007 年の電

力供給量が 580.6 テラワット時だったの

に対し、2012 年はわずか 563.4 テラワッ

ト時で、今年 8 月までではさらに 2.2％減

少している。 

 金融危機から数年の間は、このような電

力需要の低迷が、景気の後退と、中国な

どの新興諸国への製造業の 1 回限りの

移転に伴うものだと論じることもできた。し

かし、この傾向が長引くにつれて、上昇の

機運が再び訪れると信じることはますます

難しくなっている。  

 この記事では、たくさんの疑問を並べた

が、答えはほとんど記さなかった。しかし、

今日のエネルギー情勢のような複雑な謎

に立ち向かうときは、まず正しい問いを明

らかにすることが、答えを得るための第一

歩として重要なのだ。 

 なお、冒頭の「神様より偉大で、悪魔より

邪悪で…」のなぞなぞの答えが気になっ

てしかたがないという方のために、私の答

えをお教えしよう。 

解答は「無い - Nothing」だ。 

金融危機から数年の間は、このような電力需要の低迷が、景気の後退と、 

中国などの新興諸国への製造業の 1回限りの移転に伴うものだと論じることもできた。 

しかし、この傾向が長引くにつれ、上昇の機運が再び訪れると信じることはますます難しくなっている。 
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ニュー・エナジー・ファイナンスについて  

ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス（BNEF）は、絶えず変化するエネルギーセクターでの市場分析やデータ、ニュ

ースにおいて、最も信頼のおける情報源です。世界各国（ロンドン、ニューヨーク、北京、ケープタウン、香港、ミュンヘン、ニュー

デリー、サンフランシスコ、サンパウロ、シンガポール、シドニー、東京、ワシントンD.C.、チューリッヒ、ソウル）の拠点に約200人

のスタッフを配置しています。 

BNEFインサイト・サービスは、以下の産業と市場における金融・経済・政策に関する分析を提供します：太陽光、風力、地熱、バ

イオエネルギー、小水力・海洋等の再生可能エネルギー、デジタルエネルギー(スマートグリッドやデマンドレスポンス)、エネル

ギー効率/省エネ、蓄電、次世代自動車等のエネルギースマート技術分野(EST)、その他、二酸化炭素回収・貯留(CCS)、排出

権市場、ガス、原子力、電力市場、グリーン電力証書（REC）市場をカバーしております。 

BNEFインダストリー・インテリジェンス・サービスは、同セクターの資産、投資動向、企業、設備、案件情報に関する世界トップレ

ベルの包括的なデータベースです。 

BNEFニュース・サービスは、同セクターの金融、政策、経済に特化した大手グローバル・ニュース・サービスです。さらにはリクエ

ストベースで個別コンサルティング業務を行うほか、エネルギー産業の未来に関する先駆的イベントであるBNEFサミットなど、シ

ニアレベルの交流イベントであるリーダーシップ・フォーラムも開催します。ニュー・エナジー・ファイナンス・リミテッドは、2009年

12月にBloomberg L.P.によって買収され、現在、Bloomberg Finance L.P.がそのサービスおよびプロダクトを所有し提供して

います（ただし、アルゼンチン、バミューダ、中国、インド、日本、韓国においては、Bloomberg L.P.とその子会社が提供していま

す）。 

ニュー・エナジー・ファイナンスに関するお問い合わせ先： 

電話：03-3201-3614 

Email：ssakaguchi2@bloomberg.net  (担当:坂口) 

 

ブルームバーグについて 

ブルームバーグはあらゆるビジネスとプロフェッショナルに情報を提供する世界で最も信用ある情報配信ソースです。ブルーム

バーグは革新的な技術と比類なき分析ツール、データ、ニュース、表示・配信機能を融合させ、必要とされる情報をブルームバ

ーグ プロフェッショナル サービスとマルチメディアプラットフォームを通じて配信しています。ブルームバーグのメディアサービス

では 2300人余の報道およびマルチメディアの専門家が、72カ国１46支局を基点に、世界を網羅しています。ブルームバーグ

テレビジョン® は 2億 4000万世帯に向けて 24時間放映しています。ブルームバーグ ラジオ® サービスは「SIRIUS XMラジ

オ」および衛星ラジオ「1worldspaceTM」を通じて世界中に放送されており、ニューヨークでは WBBR 1130 AM で放送されて

います。また、BLOOMBERG MARKETS® マガジン、 Bloomberg Businessweek マガジン、 BLOOMBERG.COM® ウェブ

サイトを通じ、ビジネス界のリーダーと投資家向けにニュースおよびインサイト情報を提供しています。詳しくはブルームバーグの

ウェブサイトをご覧ください。http://www.bloomberg.com . 

 

ブルームバーグ・プロフェッショナル® サービス及びブルームバーグ・データ・プロダクトは、ブルームバーグ・ファイナス・エル・ピー (BFLP) が所有、配信しています。ただし、以下の

地域においては、ブルームバーグ・エル・ピー及びその子会社 (BLP) が同プロダクトを配信しています。アルゼンチン、バミューダ、中国、インド、日本、韓国。BLOOMBERG (ブルー

ムバーグ)、BLOOMBERG NEWS (ブルームバーグ ニュース)、BLOOMBERG TELEVISION (ブルームバーグ テレビジョン)、BLOOMBERG RADIO （ブルームバーグ ラジオ）、

BLOOMBERG MARKETS (ブルームバーグ マーケッツ)、及び BLOOMBERG.COM (ブルームバーグ・ドット・コム) は、米国デラウェア州におけるリミテッド・パートナーシップである

ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー及びその子会社の登録商標及びサービスマークです。無断複写・複製・転載を禁じます。 
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