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東日本大震災は、我々がともすれば忘れがちな日本のエネルギー安全保障上の地

政学的脆弱性という潜在的リスクを浮き彫りにした。国のエネルギー政策は見直し

を迫られ、再生可能エネルギーの導入加速や原子力政策の再構築を盛り込んだエ

ネルギー基本計画が11日にも閣議決定される見通しだ。エネルギーの世界はグ

ローバルに相関し、依存し、連動している。自前の資源を持たない日本の立場は強

くない。その中で何をてこに、いかにポジションを確立し国家の未来を担保するか。

これがエネルギー政策の神髄であり、日本という国家の輪郭を形作る重要な方針と

なる。 

エネルギーを巡る世界で何が起きているのか。世界ではエネルギーを巡る攻防が

繰り広げられている。エネルギー業界の潮流はグローバル規模で大きく変化してい

る。 

日本がバブル崩壊後の長い不況に苦しむ中、中国やインドなどの新興国が急速に

発展。中東産石油・ガスが新興国にも向けられるようになった。米国ではシェールの

可能性が叫ばれ、英国ではエネルギー安全保障と気候変動の両立、電力の安定供

給への対応策が議論されていた。 

そうした最中に東日本大震災が起こった。東日本一帯を襲った津波は関東一帯の

ベース電源である福島第一原子力発電所を破壊。関東一帯は輪番停電を余儀なく

された。分断された送電網は、中部・関西地区から関東への電力供給を妨げた。極

東で起きた原子力発電所事故を見て、ドイツは脱原発を選択。一方、英国は原子力

戦略を打ち出し、また多くの新興国の原子力発電に対する期待は、震災以前と以後

で大きな変化はみられない。 

グローバル新潮流 
日本、地政学的リスク浮き彫り 
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55基あった日本の原子炉は、廃炉が決まったものを含め現時点ではすべて停止し

ている。日本は火力発電所をフル稼働して需要に対応。燃料の天然ガスはほぼ

100%を輸入に依存する。 

震災以降の液化天然ガス（LNG）輸入量の増加に加え、地政学的要因による価格

交渉力の低さが産ガス国への支払額を大幅に増加させている。日本向けのガス価

格は原油価格に連動する契約であるため米国の3倍以上、欧州の1.7倍である。日

本の産業競争力の維持を考えると、この状況の是正が国家的課題になっている。 

本小冊子は、KPMGジャパンの専門家が2014年4月-5月にかけて日刊工業新聞に

連載寄稿した日本のエネルギー市場を取り巻く課題を取りまとめたものである。 



原子力発電の停止が長期化する中で、代替電源の主力となるのが天然ガス火力発

電だ。しかし燃料となる液化天然ガス（LNG）を日本は世界的に割高な価格で調達し

ており、日本の産業競争力維持を考えるとその是正は国家的課題といえる。 

LNG輸入価格低減のため、日本はオールジャパン連合で豪州「イクシスLNGプロ

ジェクト」に乗り出している。ガス田の開発から操業、液化そして輸出までの全プロセ

スを日本企業が初めて主導する。 

また米国のヘンリーハブ価格連動での調達を狙い、日本企業は同国のLNG輸出基

地建設プロジェクトへ参画。テキサス州フリーポート、ルイジアナ州キャメロンの両基

地建設では日本の顧客との長期販売契約は大きな前提条件になり、かつ日本企業

の投資と日本の金融機関による融資が不可欠なものとなっている。 

米国のLNG輸出基地は、もともと中東から輸入するLNGを受け入れるために建設さ

れた。それを転換するプロジェクトであるが故に、施設はメキシコ湾周辺に立地し日

本へはパナマ運河経由で太平洋を横切らねばならない。この輸送費および液化コ

ストは単位当たりで約6-7ドル。ヘンリーハブ価格を仮に4ドルとすれば、日本の購入

価格は10-11ドル程度で現状の購入価格である16-17ドルを下回るものとなる。 

カナダもLNG輸出を検討する。元来、カナダは天然ガスを米国に輸出してきたが、

米国はシェールガスの生産で輸入の必要性が薄れた。そこでアジアに目を向け始

めた。カナダ西海岸であれば日本やアジアへは海路が短く海峡もない。ただ、シェー

ルガス田のある内陸から港まで輸送するパイプラインが整備途上であり、液化施設

も必要だ。日本が低価格でガス調達するにはインフラ投資が必要で、カナダ側もそ

れを期待している。 

さらにアジアへの天然ガス輸出拡大を狙うロシアは、極東シベリア開発で日本の支

援を得たいためパイプラインでの日本へのガス輸出を提案。経済性など課題も多い

が、日本の将来の選択肢の一つではある。 

一方、上流権益や川下サプライチェーンへの大型投資に乗り出した日本には、17年
以降出荷される米国産LNGに余剰分が生じると予想される。一部の商社を除き、歴

史上初めて日本企業は余剰ガスを持つ立場となり、商品取引やデリバティブが事業

の重要な一画を占めることになる。 

海外投資の潮流 
LNG価格の是正、国家的課題  
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アジアでのガス需要が増大する中、対中東価格交渉力強化のためLNG取引市場を

創設する動きがある。東京商品取引所は2013年11月、LNG取引市場を創設すると

発表した。ただアジア域内には既に原油取引市場を持つシンガポールがあり、ガス

取引市場を創設可能な基盤を持つ。また最終仕向け地となる中国などにパイプライ

ンで輸送可能なこともプラス要因だ。アジアでのLNGハブとなる可能性が高いが、そ

れでもアジア域内のLNG取引市場における主要プレーヤー（需要家とガス保有者）

が日本であるのは間違いない。 

LNG関係の写真 
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1990年代に欧米で始まった電力市場改革は、ビジネスと技術の両面で継続的なイ

ノベーションが進行中である。「顧客が選択肢を持つ市場主導へ業界が変革するこ

と」が、産官両者の認識である。 

日本の姿はどうか。燃料の海外依存と立地の制約の中で、火力と原子力の大型発

電を主体としてきたわが国の電力システム。これまでの高圧以上の自由化では、固

定的な託送料金制度や系統情報の非対称性によって競争は活性化せず、結果とし

て電力システムは従前の思想を継承したものとなっている。期せずして生じた2011
年の東日本大震災を経て、外部環境の急激な変化にも耐えうるよりロバスト（頑健）

な電力システムへの変革の必要性が明らかとなった。 

ここでは電力システム改革が発電・流通（送配電）・小売りにもたらす影響と対応に

ついて俯瞰してみたい。発電の喫緊の課題は原子力停止を補う燃料費増大である。

さらに中期的なエネルギーセキュリティーの確保のためには、低炭素型の新たなベ

ストミックスの形成が求められる。わが国の総発電量は世界第3位であるが、国内総

生産（GDP）比の1次エネルギー消費量は EU諸国と同等という省エネルギー社会で

あり、今後の総需要の伸びは微増と予測されている。このため多様な分散型電源の

開発や設備の高効率化、アセットマネジメントを導入し運用のスケールメリットを狙っ

た買収・統合といった経営と技術の積極的なイノベーションが求められる。 

送配電の変革は欧米が先駆的である。規制事業として法律やライセンス規則・行為

規制を定め、事業者に設備増強のインセンティブを与えた。一方で、公平で独立性

の高いガバナンスの構築を義務付け、情報の非対称性や資本関係による利害関係

の偏りを排除する努力を重ねてきた。 

国内は2015年に広域系統運用機関を設立、その後送配電部門の法的分離を2018
年以降に予定する。既存電力の移行の時間と費用を考慮すれば、前提となるルー

ルは早期に整備される必要がある。託送料金の査定方法も見直されるため、継続

的なコスト削減は必須である。 

英国では近年「アフォーダブルな電気料金」という表現が散見される。コスト高の要

因は多々あっても、顧客が納得できる価格を提供するという業界の姿勢を表してい

る。 

電力システム改革 
イノベーションと変革の機会 
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国内は2016年に小売りが全面自由化される。主力商品とのクロスセルの強みを生

かした新規参入者が競争優位を獲得する可能性がある。一方の既存電力は長年

培ってきた顧客基盤が強みになる。加えて異業種とのアライアンス戦略、固定料金

や長期契約割引などの新メニュー導入、スマートメーター情報を活用した顧客接点

強化など営業戦略の差別化が必要となる。 

電力システム改革は経済社会に大きな影響が及ぶことになる。それだけにイノベー

ションと変革の機会と捉え、次世代の電力システムへの進化に取り組む好機にしな

ければならない。. 

電気関係の写真 
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2015年の燃料電池自動車（FCV）の商用販売や2020年東京オリンピックを控え、環

境親和性の高い水素インフラの整備が注目を浴びている。しかしこれまでのところ、

将来の発展を見越した研究開発・事業開発の色合いが濃い。経済産業省の水素ス

テーション100ヵ所設置の公募（2013-2015年度）もひととおり参加企業が出そろった

後は、それぞれビジネスモデル作りで悩んでいると聞く。 

一方、海外に目を向けると日本とは一味違った価値観のもと、事業が確立されつつ

ある。水素ビジネスの推進要因について世界情勢を俯瞰すると、欧州はグリーン水

素が推進力になっている。FIT（再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度）を導

入したスペイン、ドイツを中心に、電力系統に大量に流れ込む不安定（お天気任せ）

な自然エネルギー発電の電気が電力の安定供給に影響を及ぼすほど増えている。

そのため「Power to Gas」に代表されるように、余剰電力からの電解水素をエネル

ギー貯蔵の手段にするニーズ（ビジネス）が生まれている。 

ドイツでは再生可能エネルギー法（EEG）5条で電力会社（系統運用者）の負担で系

統へ優先接続するルールを定めている。しかしこれは日本での「系統費用は原因者

（発電事業者側）負担」「社会コストミニマム」の原則のもと、「受け入れ限界を設定す

る」方針とは対照的である。ドイツで聞いた「欧州諸国は過去、ロシアに天然ガスパ

イプラインを止められたあおりで凍死者を出すなど痛い思いをしてきている」の言葉

に表されるよう、政策として「自前エネルギー確保」がプライスレスの優先度を持って

いる。グリーン水素はエネルギー変換効率が低く、高コストと呼ばれるが、欧州では

推進する明確な理由があるのだ。 

米国における水素は「商業的付加価値のあるモビリティー用燃料」の側面が強い。

シェールガスブームもあり、「ガス改質水素」が安価に生産できるためである。天然

ガス改質の水素は生産過程で二酸化炭素（CO2）を発生するため、環境メリットは薄

れてしまう。だが大型流通倉庫内でのフォークリフトや港湾、環境都市でのクリーン

モビリティーなど排ガスを嫌う場面でのモビリティー用燃料として用いられつつある。 

水素ビジネス 
長期眼持ちぶれない価値観を 
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翻って日本はどうか。 

欧米の例に加え、褐炭由来水素の輸入やトルエンを使った大量輸送、発電用の大

量消費、水素吸着合金などまさにアイデアと技術は百花繚乱である。短期的な補助

金政策で技術の可能性を広げることは悪くはないが、欧米の例を参考に「長期眼を

持ったぶれない価値観」を設定できないものか。そうしたエネルギー政策が企業の

長期的な技術開発投資戦略と共鳴すれば、「技術の日本」はこの分野でも世界で戦

う道筋が開けることになる。 

水素自動車関連の
写真 
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英国政府のガス・電力市場管理局（Ofgem）で10年に渡りCEOを務めたアリステア・

ブキャナン氏（2013年10月よりKPMG英国パートナー）と日本のエネルギー市場改

革の議論を重ねている。グローバルの事例を知り尽くし、20年近い英国市場の民営

化および市場改革の真っただ中で規制担当の長を務めた彼の視点は、改革を進め

る日本にとって示唆に富む。その一番のポイントは「日本の市場改革のストラテジッ

ク・インテント（戦略的意図）は何か？それ次第で参照すべき事例、参照してはいけ

ないことは既にグローバル事例で出尽くしている」との指摘だ。 

英国では「エネルギーセキュリティーの確保」「低炭素化」「エネルギーアフォーダビリ

ティ―（顧客の価格納得性）」の三つが戦略的意図であり、このトリレンマを実現する

ための市場改革が現在進行形である。その具体策として、原子力を含めた低炭素

かつ外部依存が少ない発電への投資促進制度（CfD等）がある。またイノベーション

や適切な長期設備投資を促進しつつ適正なエネルギー価格を維持することを指向

した「RIIO」と呼ばれる送配電料金収入規制方式や、事業者の事業透明性確保と競

争促進のための経営指標の情報公開の仕組みを導入中である。 

わが国の戦略的意図はどうあるべきか。改革議論において避けて通れないのが原

子力だ。一義的な要・不要論にとどまらず、化石燃料を購入する上での交渉力も含

んだエネルギー安全保障上の重要性を明確にし「エネルギーセキュリティー（地政

学的リスクのマネジメント）」を戦略意図に位置付けるべきではないだろうか。また核

不拡散条約との関係も議論の俎上に上げるべきタイミングにあるだろう。 

次に供給システムの自動化や小型燃料電池・ヒートポンプ、きめ細やかな制御機能

を持った家電の開発に成功してきた「技術立国日本としての事業機会拡大」の視点

も堂々と掲げてよいと考える。震災や海外依存エネルギーのような外部環境に影響

を受けるエネルギー価格をアフォーダブルなものにするための「顧客選択肢の拡大

と競争の促進」、さらに「低炭素社会の実現」へのコミットメントも忘れてはならない。 

「高度人材の流通と活用」も挙げたい。震災前の事業構図として、絶大な設備投資

力、政治力を持つ事業者による「社会コストミニマム」の実現を後押しする規制の役

割があったため、圧倒的な情報とスキルが事業者側に集まっていた。しかしレジー

ム（制度）の変換が求められる現状では、事業者、ベンダー、規制、プロフェッショナ

ルサービスを含めた果たす役割と責任の見直しが必要だと考える。 

日本の活路 
戦略的意図明確化し改革を 
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この観点で優秀な人材の流通とそれを受け入れる事業環境の構築も急がねばなら

ない。震災後、電力業界が被告席に座らされているかのようなゆがんだ関係から一

日も早く脱却し、廃炉を含めた「課題先進国日本」の課題解決を官民一体で推進す

る環境を整えて実績をつくることが重要だ。その上で、一連の技術、人材の国際展

開といった日本のエネルギー関連産業の活路がグローバルに広がっていくことを強

く期待したい。 

10 
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KPMGのメンバーファームは、アブダビ、北京、ベルリ

ン、ブダペスト、カルガリー、ダラス、ヒューストン、ヨハ
ネスブルグ、ロンドン、メルボルン、モスクワ、パリ、
パース、リオ・デ・ジャネイロ、サンパウロ、シンガポー
ル、スタベンゲル、および東京の18カ国にグローバル

エネルギーセンターを配置し、エネルギーに特化する
チームが1つの統合したネットワークとして活動するこ

とによって、急速に進化するエネルギーセクターと業
界プレーヤーが直面する特定の課題解決という要請
に対応するため、世界中のプロフェッショナルが緊密
に連携したグローバルサービスを提供しています。 

また、KPMGのグローバルエネルギーセンターは、業界

に影響を与えるビジネスの動向や規制変更、ビジネスや
リスク、財務の側面からの課題について定期的にサー
ベイやKPMGプロフェッショナルのコメンタリーを発行し
ています。 
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The KPMG Global Energy Institute (GEI):  
2007年に設立されたGEIは、業界の今ある問題や出現し

つつある潮流に関する世界的な知識共有のためのフォー
ラムです。業界の重要なテーマやトレンドに関する貴重な
Thought Leadership、イベント、ウェブキャストおよび調査

へのアクセスを提供するGEIは、エネルギー業界が直面し
ている課題や機械に関する視点を共有する手段を提供す
るとともに、このダイナミックな分野における変化に、より
巧みに対処するための新たなツールを提供します。GEIは、
北米・南米、アジア太平洋および欧州・中東・アフリカの各
地域に合わせた洞察を、経営の意思決定を担う皆様に提
供します。 
 
GEIへのメンバー登録は下記のサイトでおこなってください。 
kpmg.com/energyaspac 

The KPMG Global Energy Conference (GEC):  
毎年開催されるKPMG Global Energy Conferenceは、KPMG 
Global Energy Instituteが提供する最も重要なイベントです。

ヒューストンとシンガポールで開催されるこのカンファレンで
は、エネルギー業界の重鎮との一連の双方向的ディスカッ
ションに、エネルギー企業の経営幹部が世界各地から集ま
ります。 
 
本カンファレンスは、参加される経営幹部の皆様に業界の
課題や困難に対処するための新たな洞察やツール、 戦略
に関する示唆を提供することを目的としています。 

#KPMG_GEI 

#KPMGGEC 
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連絡先 
 
関口 美奈 
エネルギー資源・インフラストラクチャーセクター統括責任者 
KPMGジャパン 
T: +81 3 3548 5555 Ext.6742 
E: mina.sekiguchi@jp.kpmg.com 
 
宮本 常雄 
トランザクション&リストラクチャリング・リード 
エネルギー資源・インフラストラクチャーセクター 
KPMGジャパン 
T: +81 3 5218 6316   
E: tsuneo.miyamoto@jp.kpmg.com 
 
宮坂 修司 
マネジメントコンサルティング・リード 
エネルギー資源・インフラストラクチャーセクター 
KPMG ジャパン 
T: +81 3 3548 5111 
E: shuji.miyasaka@jp.kpmg.com 
 
大谷 誠 
マネジメントコンサルティング担当 
エネルギー資源・インフラストラクチャーセクター 
KPMGジャパン 
T: +81 3 3548 5111 
E: makoto.otani@jp.kpmg.com 
 
赤峰 陽太郎 
マネジメントコンサルティング担当 
エネルギー資源・インフラストラクチャーセクター 
KPMGジャパン 
T:  +81 3 3548 5111 
E:  yotaro.akamine@jp.kpmg.com 

エネルギー資源・インフラストラクチャーセクター 
KPMGジャパン 
energy@jp.kpmg.com 
 
www.kpmg.com/jp/energy/ 

kpmg.com/energyaspac 
kpmg.com/socialmedia 

  
kpmg.com/app  
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