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過去の景気減速時とは対照的に、新型コロナウイルス危
機の最中でも気候変動やエネルギーシフトに対する投資は
これまでのところ堅調に推移しています。
このレポートでは、その理由を探ります。

気候変動やエネルギーシフトに対する投資は、新型コロナウイルス危機が発生し、それに伴い景気が減速し始めている環境下において

も全般として堅調に推移しています。シュローダーでは、その背景に7つの理由があると考えています。ただし残念ながら危機的状況は

世界中で続いており、パンデミックによるリスクが消え去ったわけではありません。

これまでの動きに勇気づけられる一方で、炭素排出量の削減は引き続き重大課題の一つであり、世界の平均気温上昇を産業革命

以前と比較して2°C未満に抑えるというパリ協定で合意された目標を達成するにはさらなるアクションが必要です。

理由1：過去の景気後退を超える強力な金融・政策支援

2008年の世界金融危機の際には、電力事業者が裁量支出を抑え、銀行から開発関連企業への融資が減少したことにより世界の

再生可能エネルギー投資は大幅に伸び悩みましたが、今回はその時とはまったく異なる様相を呈しています。

その理由として、第一に世界の銀行資本が2008年当時と比べてはるかに増強されていることが挙げられます。再生可能エネルギープ

ロジェクトの大半では何らかの形態のプロジェクトファイナンスによる資金調達が行われていますが、こうした銀行システムの2008年時と

比較した相対的な強靱さが、今回のより充実した支援につながっていると考えています。

第二に、これが最も重要なポイントかもしれませんが、再生可能エネルギーの経済性が格段に向上していることが挙げられます。2008

年当時は、まだ従来の石炭、天然ガス発電と比べて風力・太陽光発電プロジェクトはコストが高く、助成金制度(ただし限定的)があっ

て初めて収益があげられるものでした。その結果、電力事業者が支出を見直す場合に真っ先にカットされるのが再生可能エネルギープ

ロジェクトというケースが少なくありませんでしたが、今日の再生可能エネルギーの経済性ははるかに改善し、むしろ従来型エネルギープ

ロジェクトの方に削減の矛先が向けられています。

こうした財務環境の改善は、すでに2020年前半の投資の動きに現われています。新型コロナウイルスの感染拡大下にも関わらず、新

規の再生可能エネルギー容量への投資のみでも前年比約5%の増加となっています。
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これに加え、より強固な資金調達環境が大型な財政刺激策へつながっており、このことが今後資本のさらなる下支えとなるとみていま

す。これまでのところ欧州連合(EU)が打ち出した刺激策が最も具体的ですが、個々の国もまた目を見張るコミットメントを掲げていま

す。

主要な欧州諸国と並び、韓国は2025年までに再生可能エネルギーに対して93億米ドル、電気自動車に対してさらに10億米ドルの

支出を目指しています。中国についても、1兆7,000億米ドルに及ぶ巨額の新規インフラ投資はエネルギーセクターが対象となっていま

す。

その一方で、とりわけ景気減速、景気後退の影響がある程度残っている限り、リスクも残ることを認識することが大切です。今回の景気

後退で真っ先に削られているのは従来型エネルギーに対する投資ですが、長引くパンデミックとそれに伴う電力需要および輸送機関利

用の低迷を受け、投資家が再生可能エネルギーに対しても慎重な姿勢に転じる可能性はあります。

同様に、足元の低金利環境が現在のプロジェクトファイナンスの追い風になり、通常の環境下では財政的に発展できないようなプロジ

ェクトの魅力度が高まっているものの、足元の政府債務残高を勘案すると、今後この流れが変わる可能性もあると懸念しています。短

期的なリスクではないかもしれませんが、長期的に見た場合は明らかに注視すべきポイントです。

現時点までに承認されているグリーンな景気刺激策（セクター別）

出所：Schroders, BNEF, IEA-July 2020, 491015
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理由2：実証された、クリーンエネルギー技術に対する堅調な需要

過去6カ月に見られた大きな動きの2番目は、末端市場でのエネルギーシフト技術への需要の強さです。

新型コロナウイルス危機が発生した当初の最も大きな懸念は、景気減速と長引く景気後退が雇用と消費者マインドに与える影響で

したが、クリーンエネルギー技術全般への需要の底堅さは驚きと言えます。

こうした動きが最も顕著に現われているのが世界の電気自動車市場です。特に欧州では、従来型自動車の販売が大幅に落ち込ん

でいる一方で、プラグインハイブリッド車と電気自動車の販売台数が急増しています。

欧州での堅調さの背景には複数の要素が存在し、例えば、既注文品の納入や新型モデルの発売、二酸化炭素排出量基準を満た

せない場合に欧州自動車メーカーに規制当局から科される罰金を回避するために電気自動車に力を注いでいること等が挙げられます。

これらの要因を考慮したとしても、需要拡大基調に目覚ましい力強さが感じられます。

電気自動車と並び、同じく旺盛な需要を見せているのが米国の住宅用太陽光発電市場です。当初の予想では2020年の市場成

長はマイナス20～30%でしたが、現在は販売高が前年比横ばい近くまで持ち直しています。これは、元々期待されていた25%の成

長を大きく下回るとはいえ、目覚ましい回復ぶりです。理由の一つは住宅リフォーム市場の全体的な上向き傾向であり、それと同時に、

現在の住宅用太陽光発電設備がもたらす経済的メリットの現われとも言えるでしょう。

景気後退の全体的な影響が明確になるにつれ、支援策が廃止されるのか、どのタイミングで廃止されるのかを中心に、短期的なリスク

が存在するのは明白であり、この点には注意が必要です。

国別電気自動車販売台数（2020年1-3月期）

出所：Schroders, BNEF-July 2020, 491015
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理由3：企業が取り組みを強化

新型コロナウイルスが企業経営に大きな課題を突きつけたにもかかわらず、各社が事業活動における脱炭素化の取り組みを引き続き

強化していることには勇気づけられます。今や450を超える企業が国際的な共同イニシアチブであるScience based Targetsイニシ

アチブ（SBTi）が認定した排出量削減目標を掲げています。

250社以上が平均して2028年までに100%再生可能エネルギーへの転換を目指しており、これらの企業を1つの国に見立てると、

世界で21番目に大きい電力消費者になります。

一部の大手企業は目を見張るほどに野心的な目標を掲げており、サプライチェーン全体に変化を推進することが期待されます。アップ

ルは2020年7月に、2030年までにサプライチェーン全体でカーボンニュートラルを目指すと発表しました。マイクロソフトはさらに一歩先

を行き、2030年までにカーボンネガティブを実現するとともに、2050年までに創業以来排出してきた二酸化炭素をすべて回収すると

表明しています。

消費財セクターにおいても、ユニリーバが2020年6月に、2039年までに自社の事業活動とサプライチェーンにおいて温室効果ガス排

出量を実質ゼロにする計画を発表しています。また、製品に含まれる化石燃料由来原材料を気候に悪影響を及ぼさない代替品に

変更するために10億ユーロを投資すると表明しました。
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脱炭素化を掲げる企業

出所：Science Based Targets, There 100 Schroders, September 2020, 491015

科学的根拠に基づく目標を採用している企業（2020年8月現在）

100%再生可能エネルギーへの転換を目指す企業（2019 RE100アニュアルレポート）
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理由4：新型コロナウイルスがエネルギーミックスのシフトを加速

新型コロナウイルスの感染拡大がもたらしたプラスの副作用の一つとして、エネルギー市場に対する影響が挙げられます。将来のエネル

ギーミックスの姿を垣間見せただけでなく、具体的に動きが加速していることが確認できます。

こうした影響はおそらく電力市場で最も顕著に現われており、電力需要の落ち込みにもかかわらず、エネルギーミックスにおける再生可

能エネルギーの割合が大幅に拡大しています。この背景には、様々な種類の発電所を発電コストの安い順に並べ、正味コストが最も

安い電力から先に送電することで、消費者の電力システムコストが抑制されることから、安価な再生可能エネルギーが相対的に優先さ

れるケースがあることが挙げられます。

事実、この6カ月の間に世界の多くの国で電力消費に占める再生可能エネルギーの割合が過去最高を記録し、例えば、中国では石

炭火力発電よりも再生可能エネルギーが優先された結果、風力・太陽光発電の合計が総発電量に占める割合が初めて10%を超

えました。

新型コロナウイルスによる影響はこれだけにとどまらず、これまでの電力需要パターンの常識が覆されています。一斉に在宅勤務が開始

されたかと思うと、その後徐々にオフィスに人が戻り始めており、これに伴い電力消費パターンが変化していることから、電力事業者には

変動の大きい需給バランスに適切に対応できるようにすることが求められています。

エネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合が高まるにつれ、供給バランスの調整はますます重要であり、今回の危機が有益

な早送り効果を与え、再生可能エネルギーの活用が当たり前になる世界へと動きが加速しています。

理由5：水素エネルギーを含む新しいテクノロジーの登場

2020年、エネルギーシフトを促す新たな技術が次々と誕生しています。電池用の電極分野におけるイノベーションや新しい住宅用蓄

電システムの登場に加え、水素エネルギーに対する著しい関心の高まりは特筆に値します。

技術改良や供給の増加、技術コストの低下を追い風に、2020年初めから電解槽と燃料電池の需要が上向き始め、足元のEUを中

心とした刺激策の発表を受けてさらに関心が高まり、ますます勢いづいています。

クリーンな水素エネルギーには、コスト面と技術面から克服すべき大きなハードルがいまだ残るとはいえ、二酸化炭素の削減が困難な産

業の脱炭素化に寄与する可能性が高いと評価しています。その結果、そうした分野の企業に大きなチャンスが生まれます。

現時点で、水素エネルギーは重工業や製造業、航空機等、幅広いセクターにおいて二酸化炭素排出量をゼロにする経営の実現が

期待できる数少ないエネルギー源の一つです。2020年水素エネルギーが浮上してきたことは、時間がかかるとしても、実質排出量ゼロ

に向けた道筋の重要な一歩と言えます。浮体式洋上風力発電や洋上太陽光発電、フロー電池、核融合エネルギーの開発も加わり、

エネルギーシフト分野のイノベーションが加速していることは間違いありません。

理由6：低コスト化、効率化による経済性の向上

必ずしも2020年に新たに起こったことではありませんが、持続可能なエネルギー分野全体として経済性の向上が続いていることを過小

評価してはならないと考えます。Bloomberg New Energy Financeによると、太陽光発電または陸上風力発電は、今や世界の

人口の3分の2、電力需要の85%に相当する国々における最も安価なエネルギー源です。

この技術革新による効率向上とコスト低下を追求するトレンドは、時代にそぐわない従来型の発電所を置き去りにし、再生可能エネル

ギーへの投資を一層促進するでしょう。

その一方で注目すべきもう一つの動きは、再生可能エネルギー+蓄電プロジェクトの低コスト化です。こうしたプロジェクトは、魅力的な

価格で電力供給できると同時に、必要時の送電が可能になることによって再生可能エネルギーの送電量増加とともに、拡大の一途を

辿っている送電系統の安定化と供給力確保という問題を解決できるメリットもあります。
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理由7：持続可能な移動手段の状況はさまざま

ここまでに挙げた動向はすべてプラスに働いていますが、持続可能な移動手段に関しては状況が複雑です。自動車の電化と並び、大

量輸送機関（鉄道、バス）やマイクロモビリティ（自転車、スクーター）もまた、移動時の炭素強度を抑制するうえで重要な役割を

担っています。

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて自転車需要が急増し、当然のことながら鉄道移動は大打撃を受けました。旅行アプリ

Trainlineによると、英国では今現在も鉄道利用者が約75%減で推移しています。一方で鉄道利用の推進は引き続き政策課題の

一つであり、欧州グリーンディールの刺激策は、乗客と貨物を幹線鉄道に転換させる「鉄道投資のルネサンス」を目指しています。

新型コロナウイルスに伴うロックダウンによって多くの企業がリモートワーク用テクノロジーの急速な導入を余儀なくされました。こうした動き

がどの程度続くのかを論じるのは時期尚早ですが、一つ明らかなのは、多くの企業が自らのカーボンフットプリントを精査し、新しく自らに

課した排出量実質ゼロ目標の達成を目指す時がやってきたということです。特に飛行機を利用する出張を永久的に削減することは容

易なことであると思われます。

気候目標を達成するには課題が山積み

「平均気温上昇を2°C未満に抑えた世界」に向けた進捗をもう少し広い視野で考えてみると、新型コロナウイルスの感染防止対策と

して強いられた経済活動の大幅な縮小と個々人の大幅な行動変容にもかかわらず、炭素排出量の削減予想はマイナス8%です

（国際エネルギー機関（IEA）調べ）。シュローダーの「気温上昇予測ダッシュボード」もかたくなに世界の平均気温の3.9°C上昇を

指し示しています。

これらは、私たちが気候変動による悪影響を回避したいのであれば、真の意味での構造変化を加速させなければならない、ということを

物語っています。

6

最終ページの「本資料に関するご留意事項」を必ずご覧ください。
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日本と英国の架け橋を担い続けるシュローダー
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