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　　　　　　設備投資の断続性

一工具器具有形固定資産によるハザード分析一

L㎜psinequipmentinvestmentofJapanese五ms：ahazardanalysis

キーワード：断続的な設備投資、（51s）モデル、生存分析

嶋　恵一

本稿は、日本企業の設備投資のパターンについて、いわゆる”lumpyinvestment”仮説に沿っていくつか

の分析を行った。具体的には上場会社424社の有形固定資産明細表における項目別増加額を用いて工

具器具の投資変動を見たところ、そのパターンはどちらかといえばスムーズではなく散発的にスパイク

（一時点に発生する大量の投資）を伴う。欧米の設備投資の断続性に関する実証例と同様の傾向が日本

のデータからも観察され、このことから、サンプル対象によっては、凸関数を仮定した設備投資モデルより

も、非線形な特徴を考慮した代替的モデルの利用が望ましいことが示唆される。

よって本稿では、設備投資はスパイクと閑散期（スパイクの谷間）とによって性格付けられるという仮説

の立場から、生存分析の手法を用いて投資スパイクの発生に関連するハザード関数の推定を行った。サ

ンプル企業の異質性を考慮したセミパラメトリック推定からは、1）ベースラインハザードはデュレーション

に依存して上向きであり、またスパイクの発生に対して、2）収益性と耐用年数とによる効果が見られた。

Lはじめに
2．関連する研究と実証的証拠

3．データ

　3．1有形固定資産データの特徴

　3．2工具器具への投資パターン

　3．3ハザード関数の形状と調整費用

1．はじめに

本稿は、ミクロデータでみた設備投資の変動

パターンはスムーズでなく、むしろその中に断

続性が観察されるという欧米の実証研究例に

着目して、日本のデータにつやても同様の傾向

が見られるかについて分析を行うものである。

　これまでの企業の設備投資の分析では、投資

にかかる調整費用を凸関数で仮定することに

より、その結果として投資のパターンは調整費

用に依存して緩やかな動きを示すはずである

と考えるものが主流であった。しかし近年にお

いて、米国を中心とする研究者のミクロデータ

　　メ（米国、ノルウェーは工場単位、スペイン、ス

ウェーデンは企業単位）を用いた実証分析によ

り、設備投資の変動パターンは緩やかではなく、

4．デュレーションモデル

5．推定結果

6．結論

観測期間のうち大半の時点では投資量は小さ

く、逆にほんの僅かの期間において大量かつ集

中的な投資が行われるという観察が報告され

ている。すなわち、企業の資本調整は緩やかで

はなく、むしろその変動に極端な落差があるも

のと強く疑われ、よってこれまでの設備投資に

関するミクロ分析モデルは再考が必要となる。

　以上の背景を考慮して従来と異なる手法で

資本調整のパターンを分析するものが、いわゆ

る”1㎜py　inveStment”に関する仮説研究である。

ミクロレベルの資本調整には断続的に大きな

スパイク（極端に大きな投資量の発生）が見ら

れるという報告例に基づき、調整費用が非凸関

数であるモデルを用いて投資スパイクの発生

に関する分析を主どして行う。理論的な手法と

しては、調整費用関数における固定費用の存在
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を考慮することや、在庫等の分析でよく知られ

る（＆s）モデルを用いることにより、ミクロレベ

ルでの投資行動が断続的な性格を持ちうるこ

とを説明する。いずれも非線形な投資関数を導

くことから、実証による分析では推計を工夫す

る必要がある。

本稿は目本の上場会社データを用いて

璽電lumpy㎞vestment”モデノレの分析を行う。Coope鳥

Haltiwanger　and　Power（1999）、Nilsen　and　Schi－

an㈱lli（2003）の研究例に従い、スパイクと呼ば

れる極端に大きな投資の実施を大幅な設備更

新を示す行動として捉え、その発生確率につい

てデュレーション分析の手法を適用する。具体

的には、ある設備投資のスパイクから次のスパ

イクが起こるまでの時間の長さをスペルとし

て、スペル完了に関するハザード関数を

㎞nhce　and　GloecMer（1978）、H㏄㎞an　and

Singer（1984）の手法により推定する。有価証券

報告書に付属する有形固定資産明細表を用い

ることで設備資本の大まかな品目別での資本

調整の特徴を概観し、本稿では特に工具器具の

設備資本調整パターンを採り上げる。工具器具

の調整パターンにおいて散発的に出現するス

パイクを考察対象として、スパイク発生傾向に

ついて実証分析によりその特徴を明らかにす

る。

2．関連する研究と実証的証拠

凸関数の調整費用を仮定した設備投資モデ

ルは膨大な研究例がある。それに対して、断続

的な設備投資モデルは非凸関数の調整費用を

仮定することから後発研究に位置し、その実証

例は最近のものが多い。調整費用が凸関数でか

つ可逆的な設備資本を仮定する場合、企業は連

続的かつ円滑に設備資本を随時調節できる。特

に調整費用を二次関数で表したモデルでは、い

わゆる”g”に対して線形の投資関数を導くため

非常に使いやすく、多くの実証研究で採用され

てき鳥しかしCaballero（1999）の解説にある通

り、実証結果は芳しくなく、モデルは現実の投

資変動と相容れないという意味で、モデル自体

かあるいはそこに用いる仮定に問題があるこ

とが指摘される。よって断続的な投資モデルで

は調整費用が非凸関数であることや投資の不

可逆性に焦点を当て、それによりこれまでの設

備投資分析の欠点を補おうとするものである1。

Abel　and　Ebedy（1994）は調整費用関数を工夫

することにより、投資関数が線形ではないこと

と、不可逆性を仮定するのではなく最適化の結

果として投資が負にならないことを説明する。

彼らの論文で導入されるr拡張された」調整費

用は三つの部分から構成され、通常の凸関数の

調整費用に加え、固定費用の存在と、既存資本

の売却価格は取得価格を下回ることを仮定す

る。不確実性の下で連続時間の最適投資問題を

解くことにより、投資はgの非減少関数である

が、ある区分のgの値に対して投資はゼロをと

ることを示し島またこの区分の下限が負であ

れば、負の投資は全く起こらない。よって投資

の不可逆性を示すと同時に、従来線形だったg

投資モデルの非線形への修正になっている。他

にもCaballero　and　Leahy（1996）は調整費用とし

て固定費用タイプのみを仮定し、非凸関数の調

整費用の下での投資行動を考察した。彼らは離

散の動的計画法の解として投資はgに対する線

形関数ではなく、Abel　and　Eberly（1994）と同様

にそれが断続的な性格となることを示した。

　Bame廿and　Sakellaris（1998）は米国上場企業

1561社の1960－1987年のデータを用いて、以上

の理論に関する実証分析を行った。彼らはその

中で、投資率はgに対して凹関数ないしS字形状

の傾向を掴んだ。また、HondaandSu加d（2000）

1断続的な投資モデル以外にも様々な改良手法が当然あり、鈴

木（2001）では国内外の研究例に関する広範かつ優れた解説が

与えられている。
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は日本の上場企業データを用いてBame廿and

Sakellaris（1998）と同様の分析を行い、gに対す

る投資関数をS字形状で定式化して推定し、か

つ情報量基準においてそれがgに対する線形投

資関数よりもモデル採択の点で優れているこ

とを示している。以上の報告例は投資関数が非

線形であることの証拠となる。しかしながら、

Abel　andEbedy（1994）の命題である、ある区分

のgに対して投資量はゼロをとるという休止区

分の存在は確認されず、よってBame賃and

Sakellaris（1998）等の結果からは断続的な投資

行動の証拠は見当たらない。

CaballeroandEngel（1999）は（＆s）モデルを用い

て投資の断続性を説明する。具体的には、現在

の資本が最適水準と乖離を不均衡と定義した

上で、その不均衡2がある許容範囲（＆s）を越えな

い限り投資は行わず、許容範囲を超えると投資

を行い不均衡を解消するというモデルである。

これと並行するCaballero，EngelandHamwanger

（1995）の実証分析では、クロスセクションや時

系列で見ると同じような不均衡でも企業によ

って（また同じ企業でも時点によって）反応が

異なることが示されており、その点を考慮して

彼らのモデルは資本調整（投資実施）と休止（ゼ

ロ投資）の境界を画一的に設定しない。現在資

本に依存する固定費用と確率変数w（wは調整

費用のシフト項）とで構成される調整費用を仮

定して離散の動的計画を解き、大きな不均衡が

あるほどより投資実施に踏み切る確率が高く

なるような柔軟な（Ss）レンジを導く。またwの

確率分布を特定して、資本の不均衡zを独立変

数とするハザード関数（資本調整を行う確率）

を導出する。以上により資本調整のパターンの

特徴づけを行い、不均衡が拡大すると投資実施

確率が上がることと、資本増加と減少とで調整

費用関数が非対称となることを示している。

正bms副D㎜e（1998）の実証研究力・らは、以

上の理論考察を支持するいくつかの観察結果

を読み取れる。彼らは米国センサスの長期調査

データベース（Longitudin田Re瓢hData、以下

LRD）所収の工場単位データを用いて、どのく

らい投資は1umpyであるかについて分析を行っ

た。72－88年をカバーする13702の工場のパネル

データにより、投資額の経年変化はスムーズで

なく、むしろ不連続で断続的なスパイクが見ら

れることを示した。彼らは投資率について工場

毎に16年間の時系列の大きい順にランク付け、

ランクコーホート毎で平均とメディアンを求

め、その特徴を次のようにまとめた二1）サンプ

ルの半数は単年度のみで37％以上の資本増加

を行う。2）平均で見ると、最大投資率と前後の

3年間で合わせて60％位の資本増加が起こる。

二番目に大きな投資は一番目の翌年に来る傾

向にある。3）17年分の投資総額に対する比率で

言えば、最大ランクの投資シェアのみで総額の

25％を占める。よって、平均的に見た場合、工

場単位の投資は数年のうちに相当量がまとま

った形で行われ、それ以外の時期では投資率は

概して低位にあることが窺われる。

　以上のように設備投資はスムーズとは限ら

ない。特にミクロレベルでは断続的である。実

証分析において、少なくとも線形の投資関数は

有効ではなく、gなどの説明変数について非線

形で表現するか、あるいは断続性に着目して設

備投資政策を休止と実施という質的選択で表

すことにより、従来とは異なる推計方法が必要

とされる。現時点で有望なものは、スパイクと

呼ばれる極端に大きな投資の実施を大幅な設

備更新を示す行動として捉え、その発生確率に

ついてデュレーション分析を適用するもので

ある。具体的には、ある設備投資のスパイクか

ら次のスパイクが起こるまでの時間の長さを

スペルとして、スペル完了についてのハザード

関数を推定する。

　Coop鉱HaltiwangerandPower（1999）はLRDを

用い、6900ヵ所の工場による投資スパイク9309
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個をサンプルとしてハザード関数を推定した。

推定に異質性を考慮するなどによりハザード

関数がデュレーションの増加関数であること

を示した。この結果は先のCaballero，Engel　and

Haldwanger（1995）の分析と同様に、時間の経過

により減耗が進むため資本の最適水準の確率

変動をとりあえず無視すれば資本の不均衡が

拡大しスパイク確率が上がるという解釈を誘

導する。加えて、技術進歩を考慮すると、ハザ

ード関数の時間依存傾向は工場経営者にとっ

てビンテージの古い設備を新しい技術に更新

する誘引により加速することも考えられる。彼

らの実証分析では工場サンプルを異質性でグ

ループ分けする推定を行い、時間依存傾向の異

質タイプによる違いを示している。

Nilsen　and　Schian伽elli（2003）はノルウェーの

1866ヵ所の工場単位データを用いてDoms　and

D㎜ne（1998）及び（）oopeちHaldwangerandPower

（1999）と同様の分析を行った。彼らは機械器具

への設備投資率についてゼロがサンプルの

20％ほどを占めることを発見した。資本調整が

自由に分割可能ならば多大な調整費用を避け

るべくスムーズに投資するはずであり、ゼロの

投資量も恐らく多く観察しないはずである。し

かしながら、投資が分割不可能な性格にあるか

若しくは不可逆で非負に制約されるなら、資本

調整が中断されるゼロ投資の時期が続くもの

と考えられる。また、例えば固定費用の存在の

ように調整費用の中に収穫逓増の技術がある

と投資が中断する期問はそれに従って長くな

り、したがって断続的でかつ限られた時期に集

中した投資が行われると考えられる。彼らもハ

ザード関数を推定し、CoopeちHaldwanger　and

Power（1999）と同様の結果を示している。これ

以外にも、スペインの企業データを用いた

Licandro，MarotonandPuch（2004）やスウェーデ

ンの企業データを用いたCarlss6n　and　Las6en

（2002）などで設備投資のスパイクとゼロとに関

する報告例がある。

3．データ

分析に利用するデータは日本政策投資銀行

企業財務データバンクから取り出した。それは

東京、大阪、名古屋の三証券取引所第一部、第

二部上場会社の有価証券報告書に基づく個別

決算データを収録しており、本稿は製造業のう

ち開銀による二桁分類の一般機械［131、電気機

械器具［141、輸送用機械器具［151、精密機械器

具［161を分析対象とする。77年4月期から96年3

，月期までの19年分の決算年度のうち17年以上

を収録する企業をサンプルに用いる。サンプル

には424社が残る。以下では設備資本のデータ

として有形固定資産に関する数種類の決算数

値を分析に用いる。

3．1有形固定資産デ　タの特徴

個別決算データにおいて有形固定資産はい

くつかの項目に分類され、具体的には、建物、

構築物、機械装置、車両運搬具、船舶、工具器

具備品、賃貸用固定資産、土地、その他の有形

固定資産（山林原野など）及び建設仮勘定の項

目別に残高が計上される。また、設備投資の動

向を財務データから把握するには有形固定資

産明細表を見ればよく、新設された設備資本は

当期増加額に計上される。有形固定資産明細表

には以上の項目別に割り振った当期増加額が

記載される。

加えて、減価償却費明細表では有形固定資産

の項目別での取得原価、当期償却額、償却累計

額が示される。取得原価とは、償却が未完了の

有形固定資産を取得時の簿価で合計したもの

である。有形固定資産取得原価から有形固定資

産償却累計額を引いたものが有形固定資産残

高となり、償却が完了したものは有形固定資産

取得原価から順次除かれる。したがって、毎期

減耗を引いていく資産はいわば残量であるの
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表1

有形固定資産の項目別構成比率：期末資産及び当期増加額

　　　（a）期末資産

　　　　　　　　　　　　　　　　車両運搬
年次　　建物　　構築物　機械装置　　　　　　　船舶
　　　　　　　　　　　　　　　　　具

工具器具賃貸用固　　　　　その他資建設仮勘
　　　　　　　　　土地
　備品　　定資産　　　　　　　産　　　　定

77

78

79

80

8ヱ

82

83

84

85

86

87

88

89

90

9ヱ

92

93

94

95

0．342　　　0．033　　　0．300　　　0。011

0．331　　　0．033　　　0．306　　　0．011

0．322　　　0．033　　　0．311　　　0．011

0．311　　　0．033　　　0．321　　　0．011

0．299　　　0．032　　　0．331　　　0．010

0．298　　　0。031　　　0．336　　　0．009

0．295　　　0．031　　　0．337　　　0．009

0．291　　　0．030　　　0．335　　　0．009

0．293　　　0．030　　　0．338　　　0．008

0．303　　　0．030　　　0．329　　　0．OO8

0．303　　　0．030　　　0．322　　　0．007

0．301　　　0．029　　　0．317　　　0．007

0．304　　　0．029　　　0．312　　　0．007

0撃322　　　0。029　　　0．299　　　0．006

0．330　　　0．029　　　0．296　　　0．006

0．346　　　0．029　　　0．292　　　0．005

0．356　　　0．030　　　0．285　　　0．004

0．360　　　Q．03Q　　　Q．277　　　0．OQ4

0。359　　　0．030　　　0．265　　　0．004

0．000

0．000

0．000

0．OOO

O．000

0．000

0．000

0．000

0．000

0．000

0．000

0。000

0。000

0．000

0．000

0．000

0．000

Q．000

0．000

O．083　　　0．OO2　　　0．199　　　0．001

0．091　　　0．002　　　0．197　　　0．001

0．097　　　0．002　　　0．188　　　0．001

0．101　　　0．002　　　0．183　　　0．001

0．104　　　0．002　　　0．179　　　0．001

0．107　　　0．002　　　0．179　　　0．001

0．109　　　0．002　　　0．183　　　0．000

0．109　　　0．003　　　0．183　　　0．000

0．108　　　0．003　　　0．182　　　0．001

0．105　　　0。003　　　0．193　　　0．000

0．104　　　0．003　　 0．207　　　0．000

0．101　　　0．003　　　0．204　　　0．000

0．101　　　0．002　　　0．201　　　0．000

0．098　　　0．003　　　0．193　　　0．000

0。094　　　0．002　　　0．194　　　0。000

0．089　　 0．002　　 0．200　　 0．000

0．083　　 0．001　　0．215　　 0．000

0．Q8Q　　　O．001　　　0．225　　　Q．QOO

O．081　　　0．001　　　0．237　　　0．000

0．030

0．029

0．034

0．037

0．042

0．037

0．033

0．040

0．037

0．030

0．024

0．037

0．044

0．050

0．048

0．037

0．025

0．022

0．022

（b）当期増加額

　　　　　　　　　　　　　　　　車両運搬
年次　　建物　　構築物　機械装置　　　　　　　船舶
　　　　　　　　　　　　　　　　　具

工具器具賃貸用固　　　　　その他資建設仮勘
　　　　　　　　　土地　　品　　定資産　　　　　　　産　　　　定

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

9ヱ

92

93

94

95

0．107

0．102

0．110

0．111

0．112

0．113

0．100

0．099

0．117

0．110

0．097

0．109

0．127

0．159

0．160

0．143

0．114

0．113

0．115

0．020

0．020

0．019

0．019

0．016

0．014

0．018

0．016

0．014

0．014

0．014

0．015

0．018

0．015

0．018

0．019

0．017

0．019

0．017

0．290

0．298

0．295

0．298

0．296

0．289

0．297

0．287

0．284

0．285

0．283

0。280

0．267

0。245

0．246

0．263

0．276

0．267

0．267

0．034

0．031

0．028

0．022

0．018

0．018

0．021

0．019

0．018

0．024

0．020

0．016

0．014

0．010

0．011

0．011

0．015

0．015

0．016

0．001

0．000

0．000

0．000

0．000

0．001

0．000

0．000

0．001

0．000

0．000

0。000

0．000

0．000

0．000

0．000

0．000

0．000

0．000

0．215

0．226

0．216

0。197

0．196

0．213

0．222

0．212

0．203

0．230

0．232

0．200

0．192

0．169

0．162

0。191

0．216

0．226

0．229

0．003　　　0．052　　　0．001　　　0．275

0．003　　　0．038　　　0．002　　　0．276

0．003　　　0．030　　　0．002　　　0．294

0．003　　　0．037　　　0．001　　　0．311

0．003　　　0．037　　　0．OO2　　　0．319

0．003　　　0．041　　　0．001　　　0．308

0．003　　　0．039　　　0．001　　　0．298

0．004　　0．045　　 0．001　　　0．317

0．005　　　0．040　　　0．001　　　0．318

0．005　　 0．045　　 0．000　　 0．287

0．OO4　　　0．052　　　0．000　　　0．298

0．003　　　0．047　　　0．001　　　0．329

0．002　　　0．046　　　0．000　　　0．334

0．004　　　0．043　　　0．001　　　0．354

0．002　　　0．056　　　0．001　　　0．344

0．002　　　0．041　　　0．000　　　0．329

0．003　　　0．044　　　0．001　　　0．314

0．001　　　0．042　　　0．002　　　0．314

0．OO2　　　0．036　　　0．OOI　　　O．316

に対し、減耗を考慮しない取得原価は償却が未

完了の資産の合計量である。以上の性格を持っ

取得原価は耐用年数の計算に適している。なぜ

なら当期増加額を遡及して合計することによ

り取得原価と対比することで、あくまでも会計

上ではあるが最長何年前までの投資が残存し

ているかを突き止めることができるからであ

る。
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表1は有形固定資産の各項目について構成比

率を求めたものである。数値は年度毎に構成比

率のサンプル平均をとったものであり、表1（a）

は資産残高項目別の年次平均比率で表1（b）は同

じく増加額項目別を示す。残高での項目比率を

見ると、19年間で多少の変化はあるが、建物と

機械装置のシェアは概ね30％程、工具器具では

10％程である。一方、当期増加額における項目

比率で見ると、建物の割合は10％程であるのに

対し、機械装置と工具器具への投資シェアはそ

れぞれ20％台の後半位と前半位である。以上の

シェアの違いは、減耗ないし減価償却のスピー

ドの違いを反映しているものと捉えられる。資

産のうち大きなシェアを占める建物は減価償

却が遅く、逆に工具器具は中でも更新サイクル

が早いといえる。機械装置はいわばその中間に

位置する。

　政策投資銀データベースの説明によれば、主

要な決算データは1956年4，月以降から収録され

ているが、項目別の当期増加額、当期償却額は

77年4月期以降の入力項目であり、それ以前の

値は欠損扱いである。したがって設備投資に関

する時系列としては20年程度の分析に限られ

る。

　これらの設備投資データに対して後述する

デュレーション分析を適用する場合、更新サイ

クルの遅いものほどセンサーされるサンプル

が多くなる。サンプリングの際、センサーされ

るケースが多くなることによって、リスク集合

においてスペル完了の観測数が十分確保でき

ず、デュレーション分析に必要な異なる長さの

スペルの頻度分布の対象標本を形成すること

ができなくなるという欠点が生じる2。

2具体的には、本稿の表3に示すリスク集合の作成を指し、時

　間に依存したスペル完了の特徴を分析するためには、各デュ

　レーション毎でハザード率を求め、デュレーション進行に応

　じたその変化を考察する必要がある。本稿のサンプルは企業

本稿では有形固定資産の残高と増加とでの

各シェアから見て、更新頻度が相対的に高いと

思われる工具器具は以上の点で他の資産項目

よりも優れており、『それをデュレーション分析

の対象に選んだ5

3．2工具器具への投資パターン

　工具器具の投資変動について、ここでは

L舳副D㎜e（1998）及0℃翻lero，EngeI㎝d

H田“wanger（1995）に従い投資率には設備資本

の増加率を用いる。それは減耗分を考慮して純

粋にどれだけ資本調整が行われたかを示すも

のであり、以後、投資率という言葉を資本増加

率という意味で用いる。企業単位の投資率GK

を次のように定義する：

GK＝（投資額一減耗額）／資本残高。

投資額、減耗額、資本残高には、それぞれ有

形固定資産当期増加額、同当期償却額、同前期

末残高を用いる3。

単位であり、事業所単位による類似する研究例と比べて小規

模にあるため、建物、機械装置等の他の項目については十分

なリスク集合が確保できなかった。設備投資の断続性に関す

る実証研究では、耐用年数がより長い建物や機械に着目する

　ことが多いので、日本のデータを用いる場合、十分なリスク

集合を確保するために対象企業サンプルや計測期間を広げ

　るなど、この点は今後の課題である。

3DomsandDome（1998）やCaballem，EngelandH調wangcr

（1995）では、投資率の分母である資本残高として、恒久棚卸

法により計算された実質資本ストックが用いられる。恒久棚

卸法の計算にはパラメータとして資本の減耗率が必要であ

　り、D㎝sandDume（1998）は三桁分類の産業毎による生産関

数の推計から得られた減耗率を用いており、またCaball㎝，

EngelandH寵wangcr（1995）は、米国経済分析局（BEA）が公

　表する二桁分類の減耗率を利用し、かつ資本の除去額を考慮

　したものを物的減耗率として用いている。日本の企業データ

　による実質資本ストック推計の場合、例えば増田（2000）の

　ように、減耗率パラメータとしてHayashiandInoue（1991）の

　推計値がしばしば用いられる。ただし、米国の研究例と異な

　り産業毎の区別はなく、また資本除去率にっいても考慮が難
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図1．投資率の順位による平均

1．2

1

0．8
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0．2

0

一〇．2

一〇．4

9　　10　11

投資率の順位

12　　13　　14　　15　　16　　17　　18　　19

■投資率（左）ロ収益率（右）

図1は工具器具への投資率の順位別平均であ

る。DomsandDume（1998）に従い、企業単位の

資本調整パターンを見る上で、企業毎に最長19

年間の投資率を大きさで並べ替え順位付けし、

ll圓立コーホート毎に平均投資率を求めた。最大

増加率である第1位の投資率の平均は1付近に

あり、平均的に見れば、工具器具の場合19年間

のうちのたった一度の最大投資時において資

本規模は2倍になるといえる。またこの図は

DomsandD㎜e（1998）の図2a（p，418）と特徴が似

ており、平均投資率は第2位において第1位の約

半分となるが、それ以降の傾斜は概ねなだらか

である。次に、投資率（資本増加率）のll圓立を

用いて、そのタイミングによる収益率（営業利

益率）の平均を求めた。投資率の最大から最下

位までの順位毎による平均収益率は順位が下

がるほど低下する傾向にはあるが、それでも殆

しい。恒久棚卸法による実質資本ストックの推計値ば威耗率

や除去率の設定に大きく左右されるため、本稿ではその手法

の利用を見送った。同様の判断をとるものとしてはB缶監y，

Hui伽andCampbel1（1992）やPower（1998）が挙げられ、投資率

を求める際に用いる資本ストックとして簿価資産残高を使

った。

ど差がなく0．1付近である。すなわち、企業単

位で見れば投資率の大きさの落差に比べて収

益性にはあまり変動がなく、高い投資率の背景

に大きなキャッシュフローは登場しない。g単

独やあるいはそれにキャッシュフローを説明

変数として追加する投資関数を用いた実証分

析では投資量はキャッシュフロー変数から有

意な影響を受ける傾向にあるが、少なくとも大

きな投資発生のタイミングと収益性との間に

は明確な関係は見られない。

　以下では、大きな資本増加が起こること、す

なわち投資スパイクに注目して分析を行う。ま

ず投資スパイクを次のように定義する。

Caballem，Engel　andHaldwanger（1995）に従い、

クロスセクションの差異を考慮してサンプル

の投資率について企業単位の平均を引き、かつ

企業単位の標準偏差で割ったものを標準化し

た投資率zとする。標準化した投資率zに対して

1．5を越えるものをスパイクとして数える。

表2 投資スパイクの頻度分布

スパイク数　0回　1回　2回　3回　4回

企業数 9　　　193　　197　　24　　　1
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図2．スパイク時点の周辺における平均投資率
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■投資率口収益率

以上の基準により、企業パネルサンプルにお

ける投資スパイクは663個が該当した。表2は企

業別スパイク回数の頻度分布である。

最長19年の時系列において投資スパイクが

全くないのは9社あり、対象企業の半数では2

回以上のスパイクが見つかる。続いて、図2は

投資スパイクのタイミングを用いた平均投資

率と平均収益率である。スパイクの前後3年ず

っの各時点で投資率、収益率について平均を求

めた。それによれば投資率のスパイクは前後と

比べて突出しており、スパイク周辺に関して言

えばスパイク次年度で少しばかり他よりも投

資率が高圃頃向にある。一方、収益率について

は投資スパイクとの関連が窺われず、投資ラン

ク別による収益率平均と同様にどの時点にお

いても0．1付近である。

33ハザード関数の形状と調整費用

設備更新のサイクルは投資スパイク間の時

間経過であるスペルの長さとして表われる。ス

ペルは投資の休止期間であり、スペルの散らば

りを観察することで投資スパイクのデュレー

ション分析を行う。ある投資スパイクのスペル

は次のスパイクの発生によって完了するので、

スペル完了確率はスパイク発生確率に等しい。

（Ss）モデルにおいては、ターゲットである最

適な資本水準と現在水準との乖離は、減耗の進

行によって拡大すると考えられるのでスパイ

ク確率は時間の増加関数になると考えられる。

よって非凸関数の調整費用の下での断続投資

モデルでは、ハザード関数は本質的に右上がり

の傾向を示すと考えられる。また、資本調整に

おける固定費用が大きさに依存して（Ss）レン

ジは広くなり、ハザード関数は右側にシフトす

ると考えられる。

CoopeちHaldwangerandPower（1999）の断続投

資モデルに従えぱ、固定費用を含む非凸性の調

整費用の下では、系列相関を持つマクロ経済シ

ョックが企業収益に影響を与える等の一定の

要件において、資本設備を更新する確率は最後

の投資スパイクからの時間経過に比例して増

加する。換言すれば、ハザード関数は時間に依

存して右上がりとなるはずである。他方、系列

相関を持つ外生ショックの要件下で凸関数の

調整費用を仮定した場合、投資も同様に系列相

関を持つはずであり、このことはハザード関数
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表3

スパイクスペルのリスク集合

デュレーションリスク集合　スペル完了被センサーハザード率＊

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

643

583

544

510

470

407

373

341

310

287

242

199

175

147

115

76

46

21

　0

49

31

24

21

28

12

15

20

9
15

9
1
4
3
1
2
2
2
0

20　　　0．0762

11　　　0．0532

8　　0．0441

10　　　0．0412

19　　　0．0596

35　　　0．0295

22　　　0．0402

17　　　0．0587

11　　　0．0290

14　　　0．0523

30　　　0．0372

34　　　0．OO50

23　　　0．0229

24　　　0．0204

29　　　0．0087

38　　　0．0263

28　　　0．0435

23　　　0．0952

19

＊ハザード率はカプランマイヤー推定による．

の形状において右下がりの傾向として表れる

はずである。

　よって、調整費用関数が凸性を有するか否か

によって、ハザード関数の形状に大きな違いが

見られるものと思われる。投資スパイクのスペ

ルに関するリスク集合を用いて、以上の点をま

ずサンプルハザードによって確認したい。

　まず、スパイクデータ663個に対してスペル

を求める。あるスパイクから次のスパイクまで

の時間をスペルとし、96年3月の観測打ち切り

によりセンサーされたスペルは415個である。

表3は各デュレーションにおけるリスク集合、

スペル数、被センサー数、及びハザード率であ

る。ハザード率はカプランマイヤー推定で求め、

図3はそれを示したものである。カプランマイ

ヤー推定を眺めると、ハザード率は年数が進む

につれて低下する傾向にあるが後半部分の数

年では上昇傾向にあることに気付く。よって全

体ではU字型であり、Nilsen　and　Sc㎞an伽elli

（2003）の図2（p．1029）、Coop賦Haltiwanger　and

Power（1999）の図11下側（p．943）と共通する特徴

を示す。1年目のハザード率が高圃頃向は、こ

れまで多くの研究で観察されてきたが、その要

因については明確でない4。

　カプランマイヤーハザードがU字型であるこ

とから、直ちに調整費用関数の凸性について判

断することは難しい。ただし先行研究より、カ

プランマイヤーハザードがU字型であること

は、異質性の影響による可能性が考えれる。カ

プランマイヤー推定はサンプルの同質性の下

で用いるハザード率であり、そこに異質性があ

る場合には何らかの考慮が必要となる。異質性

4このことについて、Caballem（1999）やCoc偉，H面wangerand

Power（1999）等で指摘されるように次の三つの解釈が可能で

　ある。一つは、大規模な投資プロジェクトは複数年に跨り実

施されるという”t㎞eめMd”の性格が挙げられる。二つ目は、

　投資プロジェクト自体は一年で完了するものであっても、年

　度末から年度始めにまたがって行われれば会計上は複数年

　度に分かれて記載されるという年度区分による影響である。

　三つ目は、凸関数の調整費用を前提とすればその資本調整パ

　ターンは強い系列相関を示すはずなので、大きな投資は単独

　では現れにくく、むしろ緩やかに変化しながら投資が続くこ

　とは調整費用の凸性を支持するものとも解釈できる。

一9一



設備投資の断続性

ハザード率

　　0。1

0．08

0．06

0．04

0．02

0
0 2 4 6 8　　　10　　　12

デュレーション

14 16

一

　一

一18

の考慮として、ハザード関数のセミパラメトリ

ック推定の導入がよく行われる。

まず、Coop凱Hal紅wangerandPower（1999）の

場合、異質性を考慮しないサンプルハザードは

右下がりだが、異質性を考慮したセミパラメト

リック推定において右上がりのべ一スライン

ハザードを得ている。Nilsen　and　Schiantarelli

（2003）ではサンプルハザードは明らかにされて

いないが、異質性を考慮した場合、右上がりの

ハザード関数が得られることを示した。他方、

Caballero，Engel　and　Haltiwanger（1995）による

（Ss）モデルに立脚した実証分析では、クロスセ

クションで見ると同じような資本不均衡でも、

企業によってトリガー反応が異なる点が考慮

される。よってカプランマイヤー推定では調整

費用の凸性を調べるという点で十分でなく、以

下では異質性を考慮したハザード関数の推定

を行う。また、カプランマイヤーハザードの形

状から見て、ハザード関数に特定の分布を仮定

したパラメトリックな推定は行いにくい。よっ

て本稿はハザード関数のセミパラメトリック

な推定を行う。

4。デュレーションモデル

カプランマイヤー推定から見ると、ハザード

率はU字型でかつ不規則な突出があることに

より特徴付けられる。カプランマイヤー推定は

サンプルの同質性を前提としており、異質性は

考慮されない。設備投資行動の傾向には企業の

属性や固有の経済要因による差異が存在し、か

つ投資スパイクスペルのばらつきはそれらの

異質性の影響を含むものと思われる。

　したがってハザード関数の推定にはより洗

練された方法が必要となり、本稿はPrenticeand

Gl㏄ckler（1978）の方法を採用する。その特徴は、

サンプル属性を表す共変数（説明変数）を含み、

ベースラインハザードには特定の分布を仮定

せずノンパラメトリックで推定することであ

る。加えてMeyer（1990）、Dolton　and　Klaauw

（1995）に用いられるものと同様に、推定には非

観測異質性を考慮した。

　Meyer（1990）に従えばハザード関数の推定

において例えばワイブル分布等を用いない主

要な理由として、前提とする分布に理論的な裏

づけができないことを挙げることができる。ま

た、本稿で用いるセミパラメトリック推定の利

点としては、べ一スラインハザードの形状が事
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前に分からないときでも共変数に対する係数

の推定量は一致性を保つ点が挙げられる。ベー

スラインハザードにパラメリックな分布関数

を用いる場合、分布の特定を誤ると係数推定量

は一致性を満たさない（H㏄㎞an　and　S血ger

（1984）、P．276）。

ハザード関数推定に非観測異質性を考慮す

る方法については、本稿ではH㏄㎞al　and

Singer（1984）、DohonandKlaauw（1995）1こ示され

るモデルを用いる。異質性の分布形状には仮定

を設けず、有限個の点からなる離散分布で近似

する。この方法はCoopeちHaldwangerandPower

（1999）やNilsen　and　Schian㈱lli（2003）の推定で

も用いられており、非観測異質性を傾向を異に

する複数のセグメントとして捉え、それを離散

分布で表現する。セグメント間の差異として調

整費用の性格の違いを想定し、調整費用が凸関

数であるか否かの検証に重点を置く。

　以下では分析に用いるハザード関数を説明

する。まず、企業単位iにおいてある投資スパ

イクから次の投資スパイクまでの時間を確率

変数と考え、それをスペルπと表わす。ある投

資スパイクについて次の投資スパイクが発生

した時点でスペルは完了し、ηの実現値が確定

する。このとき、ある投資スパイクのスペルπ

がデュレーション（経過期間）ゴにおいて未完

了であり、その条件の下で、スペルが’＋hの時

点に至るまでに完了する確率を考える。

　ハザード関数は以上の条件付き確率を用い

て次のように表わされる。

　　　　　　　帥＋h〉男≧鋸≧’1
　　ろ（’）二灘　　

h

またハザード関数において、共変数（説明変

数）は次の比例ハザード形式で用いる：

　　ろ（！）一ろ（∫）exp（イβ）　　（1）

　ここであ（’）はf時点でのべ一スラインハザー

ドであり、ろは第i企業の共変数ベクトル、βは

その係数ベクトルである。このとき、！時点に

おいて未完了のスペルが’＋1時点でなおも未完

了である確率は、ハザード関数を用いて次のよ

うに表現できる。

　　Pr［写≧1＋11署≧’】一exp（一rろ（μ）4π）

　　　　　　　　　　　　　　　（2）
　　ニexp（一exp（イβ）真（μ）4μ）

（2）式を次のように書き換える。

Pr［写≧ご＋llπ≧’】一exp（一exp｛7（f）＋司）

　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

　ただし、

　　7（ご）一hf’る（π）ぬ　　　（4）

　である。これより、刀個のサンプルによる尤

度関数は（2）式の項を用いて次のように表わさ

れる。

　　　　ル　1（偽β）ニn礁，4）

　　　　ゴき　

　　　・癖［（呵嫌）・婿

　　　　軸PいP（・←）・剛

　　　　　　　　　　　　　　　（5）

ただし、Gをセンサー時点とするとき、男く，

のとき4ニ1、それ以外のときは0、また

鵡Fmin［i蝋71），qである。よって、対数尤度関数

は次の通りである。

L（乃β）一薯［4h⊂1一叫卿（7（κ）＋剛）

　　　碧蜘・司

　　　　　　　　　　　　　　　　（6）

　なお，Pren廿ceandGloeckler（1978）にある通り、

（6）式をβ＝0の下で最大化してγの最尤推定量を

求め，それにより計算したハザード率はカプラ

ンマイヤー推定に等しい。換言すれば、異質性

が存在しなければ、以上の推定によるべ一スラ

インハザードはカプランマイヤーと同じもの
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となる。

更に、（5）式について非観測異質性を考慮する

ことにより、べ一スラインハザードおよび係数

の推定のバイアスを軽減させる。ここでは非観

測異質性をv，と表わし、（1）式と同様に

exp（Zβ切の形式で導入する。Hec㎞an　and

Singer（1984）に従い、非観測異質性の未知の分

布を離散分布で近似して、巧が確率的に有限個

の離散点をとることにより表現する。分布の台

である有限個の点とそれに対応する確率はγと

βと同時に推定できる。このとき、尤度関数は

次のように書き直される。

　　　　　　　　ル　　ノ　　1（γ，瓦α，幽」）一HΣα、ろ（丸、，副μ、）　（7）

　　　　　　　同ノ＝1

ただし、巧は」個の点であり、その確率を

婿Pr［v，彰ユとし、また1緬4％）は（5）式に対応し、

　　　　　　　　ず　　　　　　　　　　　　　　　びその右辺におけるexp（Zlのをexp（Zlβ鳩）で置き

換える。μ1を0に基準化して（7）式を最大化する

ことにより、べ一スラインハザードγと係蜘に

加えて’1の点とその確率とを推定する。

以下では、ハザード率に影響を与える共変数

として、収益性、資金コスト及び耐用年数のク

ロスセクションによる散らばりを想定する。先

行研究の多くにおいて、同推定に要するコンピ

ュータプログラミングが複雑になることから、

時間で変化する共変数の導入は見送られる傾

向にある5。従って、共変数を時間不変で用い

るため、サンプル期間にわたる属性の差異がベ

ースラインハザードに対して与える効果を分

析することが中心となる。本稿はCoop凱

Haltiwanger　and　Power（1999）、Nilsen　and　Schi．

an伽・elli（2003）よりもサンプル数が小さく、複雑

な推定がより難しいため、サンプル期間での企

業毎の平均属性を用い、クロスセクションによ

る散らばりがハザード率に与える影響をみる6。

Coop凱HaltiwangerandPower（1999）のハザード

関数推定では時間不変の共変数として年次ダ

ミーが、他方、Nilsen　and　Schian血elli（2003）で

はそれに加えて、事業所タイプダミー、スパイ

ク発生時点での工場年齢がそれぞれ用いられ

る。いずれの分析も共変数に財務データによる

属性変数を導入しておらず、経済性の企業差異

がハザード関数に対してどのような影響を及

ぼすのかについて調べることは興味深いと思

われる。

5．推定結果

財務データのような企業属性の可観測異質

性がハザード率のパターンに対してどのよう

な影響を与えるかについて、共変数の効果を調

べることにより分析する。ここでは収益性、資

金コスト、耐用年数の三つがハザード率に与え

る効果を検証する。また、ハザード関数に非観

測異質性を考慮することにより、観察されない

異質性タイプに依存してべ一スラインハザー

ドはどの程度違いが見られるのかについても

分析する。共変数の作成と期待される効果とは

次の通りである。まず、収益率の上昇は投資の

純現在価値を増加させるのでハザードを左側

にシフトさせる。ここでは具体的な収益率とし

て総資産営業利益率を用いた。

営業利益率＝（営業利益＋減価償却費）／総

資産。

5この分野に関する展望はKie財（1988）を参照されたい。

㎞h㏄andGloccklcr（蓋978）、HanandHausman（1990）、Meycr

（1990）、　Coopcr，Haltiwangcr　and　Power（1999）、Ni蓋瓢and

Schian血elli（2003）では、いずれも時間不変の共変数によりセ

　ミパラメトリックハザード推定を行っている。

6彼らは事業所単位のデータを用いており、企業単位の財務デ

ータとは集計レベルが異なる。集計程度の違いは断続性の観

察頻度に影響し、加えてそのデータセット自体も非常に大き

いことから、本稿のリスク集合サンプルは相対的に貧弱とな

　る。
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他方、資金コストの上昇は投資の純現在価値

を減少させるため、（＆s）の意味でのトリガーを

超えにくさせる効果を持ち、よって投資スパイ

クのスペルは逆に長くなるはずである。銀行借

入に比べ低コストである社債発行などの有利

な条件で資金調達することのハザード率への

影響を見るために、平均的な金利水準を計算し

共変数として用いる。資金コストとして分析に

用いる金利水準は以下の式により計算する。

金利水準＝（支払利息割引料＋社債利息）／

（短期借入＋一年以内返済の長期借入＋長期

借入＋受取手形割引残＋一年以内償還社債＋

普通社債＋転換社債＋ワラント債）。

収益性や資金コストと同様に、資本の耐用年

数には企業差異があるものと考え、それをハザ

ード関数の共変数として用いる。耐用年数は減

耗の速さを示すので、耐用年数が長いほどハザ

ード関数は右側にシフトする。ここでは耐用年

数における減耗速度は技術進歩による陳腐化

を含むものと考える。

　しかし別の観点もあり、Ogawa　and　Suzuki

（2000）による耐用年数とサンクコストとの関連

付けである。Ogawaand　Suzuld（2000）1ま既存設

備の転用・転売が困難であればそれは潜在的な

サンクコストとなり、投資を抑制する不可逆性

の指標となると提言している。この観点は転売

の可能性を考慮した田中の分析でも用いられ、

ただし必ずしも耐用年数と投資抑制との間に

明確な統計的関係は得られていない。Ogawa

andSuzuld（2000）、田中（2004）では投資率の大き

さが不確実性や不可逆性によって抑制される

ことを分析しているので、本稿の対象である断

続性投資のデュレーションとは別のテーマで

あり、，実証手法も異なる。しかしながら、耐用

年数が不可逆性の指標として妥当であれば、不

可逆性（サンクコスト）の増加は、（Ss）モデル

の観点からすれば投資実施のトリガー水準を

引き上げる効果を持つので、ハザード関数を右

側ないし下方にシフトさせる。よっていずれの

解釈かにかかわらず、耐用年数はハザード関数

を右側ヘシフトさせると思われる。

　耐用年数変数の作成については、工具器具の

有形固定資産明細表の当期増加額碕と減価償却

費明細表の取得原価，と用いて次の計算を行う。

まず各期の増加額殉を遡及して加算する。∫を

基準年次とするとき、畷左）は次の式で表わされ

る。

　　　　　　　　　　　　え　　
　　　　　　　　畷ん）一Σα、．ノ

　　　　　　　　　　　　ノ＝0

　これより、第一段階として次の不等式を満た

すたを見つける。

　　　　　　　畷ん）≦濁く罵（ん＋1）

第二段階として耐用年数nを求める。ここで

調整係数をhとする。

　　　　　　　　勘（ん＋1）＝1＋h

　　　　　　　　　　X，

耐用年数をnとすると、具体的には次式によ

り計算する。

　　　　　　　κ＋l　　　　　　x
　　　　　　n＝一二（ん＋1）　’
　　　　　　　1＋h　　勘（ん＋1）

以上で求める耐用年数変数は、過去何年分の

投資が残存しているかを表す。資本調整の固定

費用や不可分性には耐用年数では捉えられな

い業種による違いが見られるかも知れないた

め、業種ダミーを加える。先述の通り、営業利

益率、金利水準、耐用年数の共変数は時間不変

として、いずれも企業単位の平均を推定に用い

る。

表4は（5）、（7）式のパラメータについて最尤推
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表4

ハザードモデンレ推定：ノンパラメトリックベースラインハザード
’1

共変数 β S．E． β S．E．

　　14ダミー
業種［15］ダミー

業種［16］ダミー

総資産利益率
金利水準
擬似耐用年数

ベースラインハザード

0．311

0．192

0．126

0．364
－0．246

0．004

　γ
一2．790

－3．124

－3．384

－3．324

－3．016

－3．752

－3．496

－3．025

－3．941

－3．240

－3．703

－5．471

－4．238

－4．075

－4．929

－3．812

－3．323

－2．501

0．167　★

0．199

0．309

2．038

0．424

0．022

S．E．

0．841　　　　0．278

0．588　　　　0．329

－0．060　　　　0．554

10．210　　　　3．080

0．330　　　　0．762

－0．064　　　　0．029

　γ　　　　S．E．

一4．120　　　　1．OO2

－3．433　　　　0．796

－3．087　　　　 0。491
－2．773　　　　0．451

－2．268　　　　0．445

－2．837　　　　0．502

－2．466　　　　0．490

－1。781　　　　0．475

－2．473　　　　0．572

－1．530　　　　0．510

－1．691　　　　0．581

－3．303　　　　1．！06

－1。889　　　　0．741

－1．473　　　　0．771

－2．192　　　　1．147

－O．889　　　　0．920

0．254　　　　1．040

8．504　　　　1．161

★★★

★

★★★

★★

　　　γ1
　　　γ2
　　　γ3
　　　γ4
　　　’y5

　　　γ6
　　　γ7
　　　γ8
　　　γ9
　　　γ10
　　　γ11
　　　γ12
　　　γ13
　　　γ14
　　　γ15
　　　γ16
　　　γ17
　　　γ18
非観測異質性（ノ＝3）

　　　α1
　　　α2
　　　α3
　　　μ2
　　　μ3
スペル数

対数尤度
　　618
－902．87

0．341

0．342

0．390

0．371

0．368

0．435

0．403

0．380

0．487

0．419

0．475

1．058

0．660

0．634

1．052

0．759

0．780

0．773

　0．372
　0．090
　0．538
　3．587
－12．172
　　618
－892．26

．056　★★★

．025　★★★

．647　★★★

．275　★★★

＊は10％水準で　、思，＊＊は5％，＊＊＊は1％で　，慰を示す．

スペル数は共変数の欠損値（平均金利水準：3，擬似耐用年数：42）により618となる．

定を行った結果である7。耐用年数と金利水準

の欠損値により、サンプル数は618に低下した。

モデルに非観測異質性を考慮しない（5）式によ

る推定の場合、殆どの共変数の係数に有意性は

見られず、べ一スラインハザードの特徴はカプ

ランマイヤー推定の傾向とほぼ一致する。他方、

7He¢㎞anandSingcr（1984）に示される通り、非観測異質性を含

　むパラメータ推定は初期値に依存して、尤度関数に複数の局

所最大が生じる。非観測異質性項を含む（7）式の最尤推定のパ

　ラメータの初期値には、（5）式の推定で得られたパラメータ推

　定値を用い、また¢には複数のグリッド点を用意してそれぞ

　れ推定し、その中から最大尤度のものを採用した。

非観測異質性を考慮した（7）式による推定では、

三っのセグメントの存在が確認され（」』3）、投

資スパイクの発生確率が低いセグメントから

逆に非常に高いセグメントとまでに分けられ

る。非観測異質性が各離散点をとる確率は

0．372、0．090、0．538と推定される。

　図4は三つのセグメントのベースラインハザ

ードを示す。大別すると、そのうち二っのセグ

メント（異質タイプ1及びタイプ2）では時間依

存による上昇傾向が見られ、残る一つのセグメ

ント（異質タイプ3）ではベースラインハザー

ド自体が殆どゼロに近く、その時間依存傾向は
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ハザード率

　1．0

　0．9

　0．8

　0．7

　0．6

　0．5

　0．4

　0．3

　0．2

　0．1

　0．0
　　0　　　2　　　4　　　6

5

8　　　10
デュレーション

12　　　　　14　　　　　16　　　　　18

一轡異質タイプ1←異質タイプ2→∋一異質タイプ3

確認できない。合わせてサンプルの46％を占め

る二つのセグメントではべ一スラインハザー

ドは時間依存を示し、特に異質タイプ2は強い

上昇傾向にあり、5年程度のデュレーションで

ハザード率が1に接近する。このことからサン

プルの約一割において、大体5年位の周期で大

きな投資が起こる傾向が読み取れる。ベースラ

インハザードが時間に依存して上昇する特徴

はCoopeちHdtiwanger　and　Power（1999）、Nilsen

and　Schian㈱lli（2003）の実証結果と同様であり、

彼らはハザード関数が右上がりである点を強

調する。設備資本は時間の経過とともに減耗・

陳腐化するので、それを補うためにちょうど必

要な投資を毎期行うことも可能である。しかし

べ一スラインハザードが右上がりであること

は、毎期適度に投資を重ねるよりもある時点ま

で減耗を許容して許容を超えたときに大きな

投資スパイクが発生するという断続的な資本

調整パターン、ないし非凸な調整費用の存在を

実証的に支持する結果といえる。　他方の54％

を占めるセグメントではべ一スラインハザー

ドは極めて低位にあり、次の投資スパイクはほ

とんど発生しなレ噸向にある。このセグメント

は断続的な投資パターンになく、よってこのセ

グメントの投資スパイクはむしろ偶発的に発

生したものである可能性が高く、断続的な資本

調整パターンとの関連は極めて薄いと考えら

れる。例えば、断続投資パターンにない場合、

偶発的に発生した大きな投資スパイクについ

ては、凸関数の調整費用を仮定の下では、緩や

かな資本調整がその後に続くものと考えられ

る。よってそれはハザード関数において右下が

りの傾向として観察される可能性が高い。しか

しながらべ一スラインハザードが総じてゼロ

付近にあり、特に右下がりの時間依存傾向は観

察されないため、調整費用関数の形状について

の示唆は得られかった。

共変数による効果については、非観測異質性

を考慮しない推定では電気機械器具の業種ダ

ミー係数のみに正の有意性が確認され、それ以

外の共変数にはハザードヘの効果は見出され

ない。一方、非観測異質性を考慮した推定では

べ一スラインハザードに対する業種ダミーの

効果は電気機械器具、輸送用機械器具の二っで

有意であり、これらの業種はサンプル対象であ

る機械産業の中でもハザード率が高い傾向に
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あるといえる。この結果がもしも不可逆性ない

しサンクする固定費用と関係するのであれば、

電気機器、輸送用機器は機械産業において相対

的にサンクコストが低い分類にあるといえる。

鈴木（2001）は不確実性の増大はサンクコストの

大きい産業ほど投資を抑制することを検証す

る目的で実証分析を行い、機械産業において電

気機器、一般機器にその効果を見出しており、

また輸送用機器では有意な効果は見られない

ことを示している（pp．139－140）。分析手法は異な

るが、電気機器に関しては本稿の推定結果は鈴

木（2001）と一致しない。営業利益率にはベース

ラインハザードに対する正の効果が高い有意

性で観察され、企業間の収益性の差異により投

資スペルのデュレーションが異なる傾向が見

出される。すなわち、高い収益性は次の投資ス

パイクのタイミングを早める効果を持っとい

える。また、金利水準の係数は有意でなく、資

金コストの高低による投資スパイクのタイミ

ングの変化は確認されなかった。ベースライン

ハザードに対する耐用年数の係数については

負で有意の推定値が得られ、よって耐用年数の

大きさに依存してべ一スラインハザードが押

し下げられる傾向にある。よって右上がりのベ

ースラインハザードの場合では、それは投資ス

パイクのタイミングを遅らせる効果を持っと

いえる。

6．結論

本稿は設備投資に見られるスパイクに着目

し、有形固定資産のうち工具器具の資本調整パ

ターンに関するいくつかの分析を行った。有形

固定資産の残高と増加とでの各シェアから見

て、更新頻度が相対的に高いと思われる工具器

具をデュレーション分析の対象に選んだ。上場

会社424社のパネルデータによる工具器具の投

資変動からは、そのパターンはどちらかといえ

ばスムーズではなく散発的なスパイクが観察

された。よって、設備投資はスパイクと閑散期

（スパイクの谷問）とによって性格付けられる

という”lumpyinvestment’仮説の立場から、生存

分析の手法を用いて投資スパイクのスペルに

ついてハザード関数の推定を行った。観察され

る属性変数（共変数）と観察されない異質性を

考慮すると同時に、ベースラインハザードをノ

ンパラメトリックに推定した。

ハザード関数のセミパラメトリック推定か

らは、非観測異質性を考慮した際において、ベ

ースラインハザードはデュレーションに依存

して増加する傾向が見られること、また共変数

によるハザード率に対する影響については資

金コストに有意性は見られないが収益性から

は正、また耐用年数からは負の効果がそれぞれ

見られた。非観測異質性を考慮した推定では三

つのセグメントの存在が確認され、投資スパイ

クの発生確率が相対して低いセグメントから

逆に非常に高いセグメントまでに分けられた。

セグメント毎にべ一スラインハザードを推計

すると、一部のセグメントではベースラインハ

ザードは強い時間依存を示し、5年程度のデュ

レーションでハザード率が1に近づく傾向が確

認された。ベースラインハザードが時間に依存

して上昇する特徴はCoopeちHa1Uwanger　and

Power（1999）、NilsenandSchian伽elli（2003）の実

証結果と同様であり、日本のミクロデータにつ

いても断続的な資本調整モデルを支持する結

果といえる。
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研究ノート

世界石油需給に関するシナリオの比較

AS㎜ey　ofScenarioAnalyses　ofWbrld　Oil　Demand　and　Supply

キーワード：世界石油需給、シナリオ分析、温暖化、資源制約

星　野優子

　本稿では、最近発表された世界石油需給シナリオをサーベイし、そのなかから、今後の国際石油価格

の中長期的な動向を見通すための視座を得る。シナリオのなかには、！EAのような石油消費者の立場か

ら描かれたものもあれば、OPEC、ExxonMobilのような生産者の立場から描かれたものもある。したがっ

て、シナリオ分析を通じて、単なる予測の幅を見積るのではなく、異なる立場の機関・専門家が、それぞ

れどのような将来のイメージを持っているのかを整理することは、混迷する世界石油需給の将来を見通

す上で有益である。

1．　はじめに

2．世界の石油需給シナリオ

　石油生産シナリオ

　石油需要シナリオ

3．資源量制約ドライバとその影響

4．温暖化ドライバとその影響

　温暖化政策に関する代替シナリオ

　石油メジャーのシナリオ

5．おわりに

1．はじめに

　最近の原油価格の高騰は、過去2回、中東

での紛争をきっかけとしておきた石油ショッ

クとは様相を異にしている。背景には、石油

供給側の生産余力が小さいなかで、世界経済

の拡大による石油需要の急増があげられる。

しかし、石油需給の将来には、さらに様々な

不確実性が存在し、供給側も需要側も明確な

展望が描けない状況にある。このため以下で

は、最近発表された各機関の世界石油需給シ

ナリオを、需給両面および、制約となるいく

つかのドライバを中心に整理し、今後の国際

石油需給動向をどのようにみていくべきかを

示唆する。

　シナリオプランニングでは、不確実性が高

く、かつシナリオ全体に与える影響力の大き

な要素は、シナリオドライバと呼ばれる

（Schwartz（2000））。シナリオドライバには、

時代背景、生活環境あるいは国際情勢といっ

た、数量化しにくいものも多い。図1、2は、

主要国の石油需給を、不確実性を表す需給量

の年絶対変化率、影響の大きさを表す世界シ

ェアの2軸でプロットしたものである。この

図の右上にいくほど、不確実性が高く、かつ

全体に及ぼす影響も大きな国である。本稿で

は、国別のマクロの需給シナリオを主な分析

対象とするために、これらの国々を中心に考

察を進めたい。

　まず、世界石油需要についての図1をみる

と、右上に位置する国はないものの、右下部

に中国、左上部に米国がみられる。2000年以

降の中国の需要の変動（増加）が他の国・地

域と比較して際立って高いこと、米国は現在

のところ世界石油需要の実に4分の1を占め

ていることがわかる。昨年の世界石油需要を

牽引したのもこの2力国であった。
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　次に図2で、世界石油供給について見てみ

ると、OPEC最大の産油国サウジアラビア、非

OPEC最大の産油国ロシアはともに図の上部

に位置し、世界の10％以上のシェアを持ち、

国際石油市場に大きな影響力を持っことがわ

かる。一方で、依然として不安定な情勢が続

くイラク、政情が安定しないヴェネズエラで

は、年々の生産量の変動が大きく、図の右側

に位置し、国際石油市場の不確実性を増大さ

せていることがわかる。ヴェネズエラは、長

らくアメリカの石油・ガソリン輸入の15％を

安定して供給してきた。地理的に近く　（海上

輸送でも6日）、OPECの中でも非アラブ非イ

スラムのメンバーであり、第一次石油危機、

湾岸危機においても増産を続けたヴェネズエ

ラは、かつては安定した存在感を示していた。

ところが、チャベス現大統領政権下の2002

年末から2003年初頭にかけて大規模なゼネ

ストが発生した。ひとたびヴェネズエラで供

給途絶が起こった場合に、その供給を補うサ

ウジアラビアやロシアからの輸送には1ヶ月

を要する。また、世界の石油市場の中心であ

る米国市場で需給逼迫や投機が起こると、そ

の影響は瞬く間に世界の石油市場に波及して

しまう。Billing　（2004）が指摘するように

2003年以降の石油価格高騰には、このヴェネ

ズエラの問題も大きく影響している。また、

イラクについては、2003年の米国のイラク攻

撃以降、新政府の誕生後も相次ぐテロの影響

で生産回復が遅れている。イラクはサウジア

ラビアに次ぐ世界第2位の確認埋蔵量を持ち

ながら、生産量は、2005年9月時点でも目量

197万バレルと、依然としてイラク戦争直前

の生産水準250万バレルにさえ追いついてい

ない状況が続いている。このため、OPECの生

産量割当からも外れたままであるが、ひとた

びイラクの生産が回復軌道に乗り、過去最大
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図2主要な国・地域の世界石油生産

　　の伸び（1995－2004）とシェァ

の日量360万バレル程度まで増産を行うだけ

でも、国際石油価格をバレルあたり4～5ドル

程度は引き下げるだけのインパクトを持って

いる1。

　以上の需給両面でのドライバのほかに、資

源量制約、温暖化制約の2つも今後の石油需

給を見ていく上で重要なドライバである。

　資源量制約に関連しては、最近の石油の価

格高騰は、世界的な石油生産のピークが近づ

いているためである、というピークオイル論

が再び昨年から活発になっている。米国の地

質学者Hubbertの『油田ごとの生産量は、Bell

1仮に、石油価格が30ドル程度としたときの、電中
研四半期国際石油需給モデルによる感度分析の結果。

一20一



電力経済研究　No．54　2005。11

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

日量百万バレル

一←OPEC／DOE

一か一〇PEC／OPEC

一→←OPEC／【EA

一←・OPEC／C団EPI

一トNon－OPEC／DOE

榊軸Non－OPEC／OPEC

十Non－OPEC／［EA

－Non－OPEC／CRIEPI

　　　　　　　　ノ　　　　　　　∠．．

　　　　ノ〃》終』．
”ヲ彫！……

1970　1975　1980　1985　1990　1995　2000　2005　2010　2015　2020　2025　2030

図3石油生産に関するシナリオの比較

　　（OPECとNon－OPEC）

型の生産量軌跡をたどり、埋蔵量の半分を生

産した段階で生産量はピークに達する。』とい

う米国内の油田データから得た経験則に端を

発したものである。Simons（2005）は、その著

書『Twilight　in　theDesert：The　coming　Saudi

Oil　Shock　and　theWorldEconomy』のなかで、

世界最大のサウジアラビアの石油生産能力に

は重大な疑問がある、と同国の石油関連情報

の不透明性を指摘している。また、サウジァ

ラビアは世界需要の増加にやがて対応しきれ

なくなる恐れがある、とも警告している。

　温暖化制約に関連しては、2005年に京都議

定書が発効し、批准国では2008年以降の温暖

化ガス排出量目標の達成が必要となった。先

進国を中心に、発熱量あたりの二酸化炭素排

出量が石油より少ない燃料である天然ガスヘ

のシフトが急速に進んでいる。また、燃費規

制をはじめとする省エネルギー（省石油）政

策の動向や、EUで今年から開始された排出権

取引制度は、中長期的な石油需要や、それを

前提とした石油供給計画にも大きな影響を与

える可能性がある。2節以降では、以上であ

げたドライバを中心に、世界石油需給シナリ

オを整理していく。

2．世界の石油需給シナリオの比較

2．1石油生産シナリオ

　EEA（2000，European　Environment　Agency）

がいうように、『シナリオは常に、明に暗に、

シナリオ作成者側の認識や判断を体現したも

のになる。』と考えられる。ここでとりあげる

主なシナリオは、米国エネルギー情報局

DOE（2005）、石油輸出国機構OPEC（2004）、国

際エネルギー機関IEA（2004〉、EC（2003〉、

Shell（2001）、ExxonMobil（2004）である2。

　図3は、このうちDOE、OPEC、IEAと星野・

桜井（2004）（以下、CRIEPIシナリオ）の4つ

について、OPEC、非OPECの石油生産量の

referenceシナリオを比較したものである。

　まずDOEシナリオについてみてみよう。こ

のなかでは、非OPECの生産量の伸びが2010

21EAは、2005年11月に2005年版のWorldEnergy
Outlookを公表予定である。She11は今年（2005年）、

新しいシナリオShell（2005）を発表している。
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年以降も続くと見ている。その根拠としては、

北海油田の生産は2006年をピークに減少す

るものの減少テンポは緩やかで、2025年でも

ピーク時の7割程度の生産量を維持すること、

北米でも生産量の緩やかな減少が続くが、オ

イルサンド生産量は伸び続け、日量3百万バ

レルに達すること、高油価を背景に旧ソ連で

の生産量が増加を続け、2015年で日量15百

万バレルに達すると見こまれること、南米、

アフリカでの油田開発が進むことなどがあげ

られている。

　次にDOEと対照的なのがCRIEPIシナリオで

ある。同シナリオでは、OPECの生産増、非OPEC

の生産減がやや極端になっている。これは以

下の2つの理由による。第1に、需要増への

対応としては、コストの高い非在来型資源や

深海探査による非OPEC地域以外での供給増

ではなく、より安価なOPECの在来型資源の供

給増加が先んじて起こると考えたためである。

しかし、2004年以降のエネルギー価格の急騰

で、カナダのオイルサンドなど非在来型石油

開発が急速に進んでいる状況から、この点は

今後再考の余地がある。第2はロシアの生産

量の見通しの違いである。ロシアの生産量は、

2000年以降、急速に増加しているが、CRIEPI

シナリオでは、旧ソ連の2050までの累積生産

量は、同地域の確認埋蔵量の8割程度とやや

消極的な見方をしていた。これは、2000年以

降のロシアでの生産量の急増は、無理な増産

による一時的なものであり、油層に水を圧入

して油を回収する水攻法の乱用で油田の長期

的な油田の生産力が落ちるとの懸念が一般的

であったためである。しかし、最近では、本

村（2005）が指摘するように、生産力の回復

は一時的なものではなく、欧米の最新の生産

技術の導入によってもたらされたものである

ため、少なくとも10～20年は持続可能である

という見方がされつつある。

　このなかで、唯一供給国側を代表するOPEC

のシナリオをみると、DOEほどではないが、

非OPECの生産量は、2010年以降も減少する

ことはなく、その水準を維持していくと見て

いる。まず非OPECで鍵となるロシアの生産量

については、2015年ごろに日量11百万バレ

ルに達し、それ以降は高原状でその生産水準

を維持していくと見ている。しかし、ロシア
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図5石油需要に関するシナリオの比較

の石油生産には輸出関連設備の能力がボトル

ネックとなるため、2000年以降の急激な生産

の伸びは持続可能ではないとも述べている。

事実、このOPECのレポートの出された2004

年の秋以降、ロシアの増産ぺ一スは急減速し

ている。北米の生産量にっいては、現在の在

来型石油生産の低下が、カナダのオイルサン

ド、メキシコ湾の石油開発によって埋め合わ

されると見ている。

　さて、OPECでは、そのOPEC自身の生産シ

ナリオをどのように見ているのであろうか。

図3にあるように、OPECのreferenceケース

では、IEA（2004〉とほとんど同じ見方をしてい

ることがわかる3。2010年以降、急速に生産

量を伸ばし、2025年には、NGLを含んだ量で

目量58百万バレルに達することになり、OPEC

のシェアは50．9％と、わずかながらも非OPEC

を凌ぐことになる。OPECでは、これだけの規

模の生産量を実現するためには、相当な投資

が必要であるが、需要が本当にこれだけ伸び

るのか、非OPECの生産量が急増することはな

3図5にみることができるように、需要の見通しもIEA

の見通しとほぽ同様であるにもかかわらず、図3で

OPECによるNonOPECの生産見通しが、IEAと食い違
うのは、ここで示したIEA（2004）では、非在来型石油

を別掲してあるためである。

いのか、といった様々な不確実性を指摘して

いる。このため、次節でとりあげるように、

需要については、referenceケースよりも低

いシナリオを2つ作成している。

　OPECのこの苦悩を端的に表しているのが、

図4である。この図は、DOEのreferenceケ

ース、石油価格の高ケース、低ケースの3つ

のシナリオでのOPEC各国、旧ソ連での生産能

力、およびIEA、OPECシナリオでの旧ソ連の

生産量を示したものである。OPECとくにサウ

ジアラビアでは、世界需要に対応して必要と

なる生産能力にはシナリオ間で大きな差があ

ることがわかる。この幅は、ほぼ現在の同国

の生産能力に匹敵するほどの大きさにもなり、

非OPEC最大の産油国ロシアを含む旧ソ連で、

シナリオ間の幅が小さいこととは対照的であ

る。石油価格が高い場合には、世界需要の減

少と非OPECの生産量の増加によって、OPEC

への石油需要は減少し、逆に低価格の場合に

はこの逆のことが起こるためである。これま

で、サウジアラビアは、他の産油国を圧倒す

る規模の生産余力を発揮して、需給調整機能

を果たしてきた。従って、DOEをはじめとす

る多くの石油需給シナリオの背景には、サウ

ジアラビアが今後も引き続き同じ役割を果た
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すであろうという前提がある。しかし、需要

の不確実性が増大するなかで、サウジアラビ

アを中心としたOPECが、将来にわたってこの

ような需給調整機能を果たしていくことが可

能か否かは大きな不確定要素であろう。

2．2石油需要シナリオ

　次に世界石油需要のシナリオを比較したの

が図5である。今後数十年の人口・経済の伸

び、一人当たりエネルギー需要の伸び、自動

車の燃費効率などの想定から導かれる世界石

油需要は、DOEが、2025年で日量119百万バ

レル、IEAが2030年で日量121百万バレル、

OPECが2025年で日量115百万バレルである。

　図1、2の横軸のスケールをみると、国・

地域別にみた場合、過去の供給変動は需要変

動と比べて大きいことがわかる。これは、2004

年でみると、政治情勢の安定した先進国が世

界石油需要の60％を占めるのに対し、石油供

給では26％を占めるに過ぎないからである。

しかし、1990年代以降は、中国、アジア地域

を中心とした途上国での石油需要の増加が顕

著である。いずれのシナリオでも、将来にわ

たってこの傾向に大きな違いは見られない。

各機関では、世界石油需要のうち移行経済圏

も含めた途上国の占める割合は、DOEが2025

年で55％、IEAが2030年で53％、OPECで51％

と見ている。

　Kobos他（2003）では、中国の乗用車普及

とその影響についての2025年までのシナリ

オ分析を行っている。その結果、仮に経済成

長率が年率7．5％の高成長のケースでは、

2025年の千人あたり普及台数は72台になる。

中国の人口は、低めに見積もっても、2025年

には13億人を超えると予想されており、高成

長の場合には、1億台の乗用車が保有される

計算である。市場が飽和するとみられる普及

水準はさらに高く、千人あたり292台と計算

している。このように、各シナリオに共通し

て、途上国での石油需要の急増には、運輸部

門での需要拡大が大きく寄与していくと見ら

れている。

　DOEでは、経済成長に関する代替ケースと

して高成長、低成長ケースの2つを計算して

いる。それぞれのケースで、実質経済成長率

を、referenceケースに対して、先進国につ

いては0．5％ポイントずつ増減し、途上国に

ついては、1．0％ポイントずつ増減して計算し

ている。高成長ケースは、図5の最上位に示

されており、2025年で目量132百万バレルと

なり、現在より約60％増加する。その増加の

66％が、移行経済圏を含む途上国によるもの

である。

　既にみたように、OPECのreferenceケース

での世界の石油需給量は、ほぼIEAの
referenceケースを結果的に踏襲した規模に

なっている。しかし、これに加えてOPECでは、

代替的なシナリオとして、世界経済の低成長

シナリオ、自動車の燃費向上シナリオの2つ

を作成している。いずれも、referenceケー

スに対する、需要の減少リスクに対応したも

のとなる。OPECの「低成長ケース」は、世界

の各地域のGDP成長率が、referenceケース

よりもそれぞれ1％ポイントずつ低い場合の

需要への影響を見ている。その結果、図5で

は最も下位のシナリオに相当し、世界石油需

要は、2025年のreferenceケースよりも目量

17百万バレル（15％）少なくなる。これは、

現在のOPEC生産量の約半分に相当する。次に

OPECの「燃費向上ケース」では、今後最大の

需要の伸びが予想される運輸部門で、自動車

1台あたりの燃料消費量がReferenceケース

よりも0．5％減少（燃費が向上）した場合の

需要への影響を見ている。その結果、2025年

時点で、先進国で日量3百万バレル、途上国・
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移行経済圏で目量2．6百万バレル程度、石油

需要が減少すると見込まれている。このよう

に生産者であるOPECでは、消費者であるIEA

の需要予測を前提とした供給シナリオを描い

て見せる一方で、長期的な需要低迷のリスク

を最も懸念していることがわかる。

　改めて図5を見ると、IEAのreferenceケ

ースを中心として、DOEのHighケース、OPEC

のLowケースが対称をなしている。先進国と

しては、需要の高成長の可能性を指摘するこ

とで、産油国の対応を促す一方で、OPECでは

想定外の需要の低迷リスクを強調している。

3．資源量制約ドライバとその影響

前述のSi㎜onsの『サウジの原油生産は既

にピークを超えた』とする主張に対し、サウ

ジ国営石油会社Aramcoは、今後、1500万バ

レルまで生産量を拡大し、50年間はそれを安

定的に維持するだけの供給力を持っているこ

とをデータで示し、この論争にも一応の決着

がついたかにみえる。他方、米国の原油生産

は1970年代にピークを迎え、北海油田の生産

量も2006年がピークとされている。さらに、

サウジアラビアでも、1970年以降、大規模な

油田の発見はないまま、最大の油田ガワール

油田では徐々に生産力が落ちていることは確

かなようである。したがって、今後は、より

規模の小さな、あるいは深海や辺境地での油

田探索が必要となる。

　表1は資源量の想定と生産シナリオの関係

をまとめたものである。IEA（2004）の結果によ

ると、在来型資源量を、USGS（2002〉の在来型

資源の究極残存可採埋蔵量2．6兆バレルとし

た場合の石油生産のピークは2028－2032年で、

2030年時点での非在来型石油生産量は目量

10百万バレル程度である。ところが、仮に

百万トン
1000　＿　　　　　　　　　　　　　一』高生産ケ＝ス＿

＿一

　　　　　　　累積生産量は、確認・未確
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図8石油価格シナリオと代替燃料の価格

9000億バレル少ない低ケースの場合には、在

来型石油生産量ピークの時期は2013－17年に

早まり、ピーク時の生産量も目量25百万バレ

ル少なくなる。このケースでは、在来型石油

に代わって、非在来型石油の生産量が3．7倍

の日量37百万バレルとなり、現在のOPECの

生産量を大きく超え、2030年の石油供給の実

に28％が非在来型石油となる。

　また、EC（2003）では、資源量の想定の違い

が石油価格に与える影響を試算している。こ

の結果、仮に5800億バレル少ないケース（EC：

Low　Case）では、referenceケースに比べて

石油価格は2030年で約22％上昇するとして

いる。

　星野・桜井（2004）では、ロシアの生産量シ

ナリオが石油価格に与える影響を分析した。

仮にロシアを含む旧ソ連の生産量が、図6で

みるように、累積生産量でみて、確認埋蔵量

の1．1倍程度（べ一スケースでは、0．8倍程

度にとどまるとした）と高めであった場合に

は、生産ピークは2020年以降となる。この場

合、需給の緩和から、国際石油価格は最大で

約17％低下する可能性がある（図7）。

　最後に、石油価格シナリオ、および代替燃

料の現在の価格を比較したのが図8である。

石油価格の予測値は、それぞれの基準年、通

貨単位を調整した実質価格で比較している。

原油価格の急騰が急激に進んでいるため、予

測時点の違う価格予測値の水準を比較するこ

と自体にはあまり意味がないが、いずれも実

質べ一スで緩やかな価格の上昇を予測してい

ることは共通している。石油需要の着実な伸

びが期待されるなかで、先に見た資源制約が

徐々に顕在化し、より高コストの油田開発を

必要とするためである。

　また、代替燃料についてみると、現在の高

価格のもとでは、オイルサンド、GTLともに

競争力を持つ燃料であることがわかる。カナ

ダのオイルサンドの供給ロードマップ

（Alberta　Chamber　Resources（2004））では、

2030年までに、目量5百万バレルの生産を目

標としている。一方、バイオ燃料はまだ高コ

ストで十分な競争力を持つとはいい難い。し

かし、ブラジルでは国内で自動車用燃料とし

て利用されてきたエタノール燃料を、最近、

大規模に輸出し始めており、地球温暖化対策

の一環として世界的に市場が拡大する可能性

がある。

4．地球温暖化ドライバとその影響
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地球温暖化の原因となる温暖化ガスの大半

を占めるエネルギー（化石燃料）起源の二酸

化炭素の排出量を抑制、削減していくことが

求められている。今後、100年、200年といっ

た超長期での持続的な取り組みを、世界規模

で行う必要があり、そのなかで世界の石油需

要は大きな影響を受ける可能性がある。以下

では、各シナリオの代替シナリオとして描か

れている温暖化シナリオについてまとめる。

4．1温暖化政策に関する代替シナリオ

　以下では、DOE、IEA、EC、CRIEPIによる温

暖化政策に関する代替シナリオから、石油需

給に与える影響を検討する。表2では、前提

としている温暖化政策や評価年は異なるが、

これら4つのシナリオの影響をまとめたもの

である。

　DOEで前提としている温暖化政策は、京都

議定書を批准している国のみでその排出量目

標を達成するとし、さらにその排出量目標が

2025年まで一定と仮定している。CRIEPIでは、

日本およびEU4力国（ドイツ、フランス、英

国、イタリア）のみが京都議定書の第1約束

期間の排出量目標を国内対策（炭素税）のみ

で達成すると仮定している。DOE、CRIEPIと

もに京都議定書の第1約束期間の目標達成の

みを想定しているため、石油需要への影響も

小さめである。IEAでは、referenceケースに

対するAltemativeケースと称して、世界各

国が現在計画している温暖化関連政策をすべ

て計画通りに実施したと想定するシナリオを

掲げている。ECの”ACO2Emissionabatement

case”では、IPCCのB1シナリオの排出量目

標を達成した場合のシナリオである。

　DOE、EC、CRIEPIの各シナリオでは、炭素

価格がモデルのなかで明示的に決まるため、

エネルギー消費の減少、エネルギー間の代替

によって排出量目標を達成する。一方、IEA

では、地域ごとに出されている温暖化政策の

影響を積み上げて評価している。たとえば発

電部門でみると、北米については、再生可能

エネルギー利用促進、CHP利用促進、IGCCや

燃料電池開発の促進を想定しているのに対し、

EU地域では、それらに加えて、フランス、ス

ウェーデンでの原子力運転期間の延長を想定

している。

　EC、IEAのシナリオを比較すると、ECシナ

リオは排出削減量がIEAよりも大きいのに対

し、石油需要への影響は小さめである。これ

は、ECシナリオで、石炭から天然ガスヘの燃

料シフトをより大きくみていること、原子力

発電の寄与をより大きくみていることによる

ものである。

　石油需要の減少は、国際石油需給のバラン

スを通じて石油価格の低下をもたらす。

CRIEPIシナリオでは、この効果を含めて計算

している。仮に、目本およびEU4力国で京都

議定書の第1約束期間の排出量目標を国内対

策のみで削減した場合には、国際石油価格は

7．5％低下し、排出量目標を持たない国での石

油需要の増加を引き起こす。これはリーケー

ジ効果と呼ばれ、それが大きいため、石油需

要への影響は他のシナリオより小さめである。

　温暖化政策といっても、その内容や規模は

様々である。特に石油需要に与える影響は、

省エネルギー技術の開発を促進するのか、CO2

回収貯留を本格化するのか、原子力利用を促

進するのか、炭素の国際取引に参加するのか、

途上国の温暖化政策の取り組みはどうみるの

か、など政策の方向性によって大きく異なる

ことが予想される。そこで、たとえば、IEA

のシナリオで、現状でとられている世界の温

暖化政策の方向性が継続するとした場合の世

界需給へのインパクトをみると、2030年には、

石油需要を約1割減少させることが予想され
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表2温暖化政策が世界石油需要に与える影響

DO霞 磁A 荘C 巾礒

2025年 2030年 2030年
2008－12
年平均

（百万バレル／露）「 一3．4 一13．6 一9．4 一1．4

％ 一2．8％ 一11．2％ 一8ρ％ 一1，4％

召　　　への 一7．5％

1（G駕CO2〉 一〇．6 一6．0 一9．2 一〇．04

乖離率（％》

世鞠1　（再）’ ・一2繍 一”、2覧 一8．｛跳一 岬1，4飴

鍵 一18ρ％ 一23．0％ 一42．0％ 一1．5％

天撮ガス 2．5％ 一10．0％ 0．0％ 一1．2％

華発 12．6％ 13．6％ 36．0％ 0．0％

る。一方、エネルギー価格の変化を通じた、

よりダイナミックなエネルギー間の代替が可

能だとすると、ECのシナリオに近く、この場

合にも約8％の石油需要の減少が見込まれて

いる。ただ、原子力発電の利用のかなりの拡

大を想定したものであるため、それが難しい

場合には、石油需要への影響はさらに大きく

なる可能性もある。また、CRIEPIシナリオか

ら示唆されるように、世界規模での温暖化政

策の実施によって、国際石油市場では価格に

よる需給の調整が起こるため、当初想定され

た石油需要の減少幅は、若干小さくなる可能

性があることがわかる。

4．2石油メジャーのシナリオ

　石油メジャー各社は、地球温暖化をどのよ

うに捕らえているのであろうか。Birger　and

Skodvin（2003）1ま、　　“Cl　imate　change　and　the

oil　industry”のなかで、米国のExxonMobi1、

欧州のShel1、スウェーデンのStatoi1の3

社の地球温暖化に対する各企業の取り組みを

事例としてとりあげている。ともに大規模に

世界展開している世界有数の石油会社であり

ながら、取り組みの違いがあること、それが

どのような理由によるものかについて論じて

いる。その経営学的なインプリケーションは

別としても、ここで取り上げられている3社

の性格の違いが際立っていて興味深い。

14。日量百万及、
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図9She”、ExxonMobilの世界石油需要シナリオ

ExxonMobilは、米国系の企業ということもあ

り、地球温暖化問題に対する取り組みは3社

の中で最も消極的で、生産物に占める炭素集

約度は最も高い。これに対し、She11は、温

暖化政策の石油産業に与える影響に対する意

識は強く、永年シナリオ分析などを通して将

来に備える議論をしてきた。このため、早く

からガスやrenewableに対する投資も積極的

に行っている。Statoi1は、両者が両極端と

すればその真ん中程度に位置している。

Statoilでは、最近、CCS（CO2の回収隔離4）

プラントの開発を始めるなど、その地球温暖

化問題への取り組みには世界の注目が集まっ

　4今年新たにIPCCの場で、CCS（CO2回収隔離）の
活用の議論が本格化することになった。本稿ではふ

れることはできなかったが、仮に、CCSが活用された

場合には、世界の石油需給の将来だけでなく、エネ

ルギー需給のシナリオは大きく変更される可能性が

ある。今後、この点についてはさらに分析していく

予定である。
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ている。

　このうち、ExxonMobil、She11の2社は、

各社独自の将来シナリオを発表している。

SheHシナリオは、天然ガス・水素社会を志

向したシナリオであり、ExxonMobilシナリオ

では、非在来型資源を含めた資源制約には楽

観的であり、依然として石油が大きなシェア

を維持するシナリオとなっている。

　図9は、両社のシナリオから石油需要の見

通しについて比較したものである。Shellシ

ナリオでは、referenceケースはなく、

DynamicasUsualシナリオとSpiritofthe

comingAgeシナリオの2つがあげられている。

Dynamic　as　Usua1では、既存技術の延長線上

の技術進歩を想定しているため、現在の各機

器のエネルギー効率が順調に改善する。車の

燃費向上も進展するため、2010－2015年にか

けて石油需給が緩み価格も低下する。反面、

価格低下から途上国での輸送や暖房用の石油

需要を増加させる。このため、2050年にかけ

ても石油需要の低下はない。一方、Spirit　of

comingAgeでは、試行錯誤を繰り返しながら、

技術革新によって、より良いエネルギーを手

にすることが可能となり、エネルギー需要も、

2050年で約4割多くなっているシナリオで

ある。燃料電池技術の進歩により、燃料電池

車の普及が急速に進み、2025年までに先進国

の自動車の25％が燃料電池車となる。メタン

の供給源としては、天然ガスに加え、二酸化

炭素の貯留を前提として、石炭やオイルシェ

ールも技術的に選択可能となる。こうして、

石油が枯渇する以前に、石油の需要は減少し

十分に価格も低下するため、一部の途上国で

も、熱や電力の供給に用いられる。しかし、

輸送用燃料としての需要の減少により、石油

需要全体は、低下していく。量的には先の図

のOPECの代替ケースのうちのLow　Economic

Growthケースに相当する。

　一方のExxonMobilのシナリオでは、2020

年時点でも石油と天然ガスが世界の一次エネ

ルギー需要の60％を占めると考えており、こ

のため引き続き石油・天然ガス関連部門に重

点的に投資する経営方針である。現在の技術

の延長線上で、さらに技術進歩のスピードを

速め、エネルギー利用効率を向上させること

が、温暖化問題の解決に対しては最も確実な

方法であると考えている。このため、太陽光

や風力といった再生可能エネルギーや水素エ

ネルギーの活用可能性には懐疑的であり、

ShellシナリオのSpirit　of　coming　Ageとは

対照的である。このように、同じ石油メジャ

ーのなかでも温暖化制約に対する将来のシナ

リオは異なり、それに応じてビジネスのイメ

ージは多様であることがわかる。しかし、共

に技術開発の重要性を強調している点では共

通しているといえよう。

　超長期シナリオであるためここでの定量的

比較には詳しくとりあげなかったが、地球温

暖化問題に対応したシナリオとしては、IPCC

のSRES（SpecialReportonEmission
Scenarios）シナリオが代表的である。これは、

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）で

2000年に採択された超長期での世界の温暖

化ガス排出シナリオSRESである。このなかで

は、グローバル化が進む社会（対極には地域

主義的な社会）の軸と環境の持続可能性の軸

の2軸で、4つの社会像が描かれ、それに沿

った社会・経済・エネルギー需要・温暖化ガ

ス排出シナリオ（A1，A2，B1，B2）が提示されて

いる。特にグローバル化の下で高い経済成長

率、急速な技術進歩と国際的な技術の伝播が

実現する社会「A1シナリオ」では、技術開発

の方向性が重要であると指摘されている。今

後の石油メジャーも含めた技術戦略の方向性
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は、石油需給だけにとどまらず、エネルギー

需給全般や地球温暖化の動向にも大きな影響

を及ぼす可能性がある。

5．まとめ

今後20年から30年間での世界石油需給の

将来には、様々な不確実性が横たわっている。

非OPECでの資源の枯渇が徐々に顕在化する

なかで、供給国としてのOPECの存在感は増し

ていく。その際に、最大の産油国サウジアラ

ビアが直面する20～30年後の需要の幅は現

在の生産規模に匹敵するほどの大きさとなる

と予想される。石油の上流部門の投資の実現

には莫大な費用と時間が必要である。このた

め供給国は、需要の下方リスクをより大きく

意識せざるを得ず、結果的に石油価格はより

高い水準にとどまる可能性が大きい。したが

って、石油需要の不確実性の幅を小さくする

ことは、供給国のみならず石油消費国にとっ

ても非常に重要な課題である。一時的な供給

緩衝策としては、IEAを中心とした石油備蓄

は一定の成果を挙げているといえよう。今後

は、石油需要をいかに抑え、石油の消費効率

を向上させていく取り組みが重要となろう。
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研究ノート

　　日本卸電力取引所の取引動向の基礎検討
　　　　　一2005年上半期における重回帰分析一

　PreliminaryStudyofMarketTrendoftheJapanElecthcPowerExchange

－MultipleRegressionModelofElectricityPhceintheFirstHalfoftheFY2005一

キーワード：日本卸電力取引所，構造方程式，市場投入量

山　口　順之

本研究ノートでは，取引開始から約半年が経過した日本卸電力取引所（JEPX）の公開データを用いて，

構造方程式に基づく約定動向の重回帰分析を行なう。構造方程式では，内生変数をJEPXの約定価格と

約定量，市場投入量とし，外生変数を燃料購入費，電力需要などとする。推定の結果，買い投入量は，

約定価格1円／kWhの上昇で，78万kWh（ピーク価格）から1千9百万kWh（24時間価格）程度増加すること，

および売り投入量は系統需要の1千万kWhの伸びに対して15万kWh低下することなどが明らかになっ

た。

Lはじめに
2．卸電力取引所の位置付けと役割

3．取引動向の予備的検討

　3．L約定結果の推移

　3．2．市場投入量の推移

　3．3，電力需要と気象

4．電力取引動向の重回帰分析

　4．L重回帰モデルの設定

　4．2．分析結果

5．今後の展望

1．はじめに

平成17年の電気事業改革の目玉の一つであ

る目本卸電力取引所（Japan　El㏄tric　Power　E聾

changel　JEPX）が4月より運営を開始して以来，

ほぼ半年が経過した。JEPXは，自由化された

電力市場において事業者の投資リスクマネジ

メント機能を強化するために，需給ミスマッチ

時における電力の調達・販売先を確保するため

の場となること，および電力の価格指標を形成

することが期待されている（1）。今後，総合資源

エネルギー調査会（経産相の諮問機関）電気事

業分科会の制度改革評価小委員会での評価・検

討課題の一つに卸電力取引所の評価が含まれ

ているように，JEPXの取引動向は注目されつ

づけるであろう。JEPXのスポット市場の約定

量は，7月には1日あたりの平均取引量が4月～6

月の平均取引量から2割以上減少するなど，必

ずしも順調とは言えない状況になっていたが，

その後8月中旬から電源開発（JPOWER）が取引

を開始したことなどにより，取引量も増加しつ

つある。最近では，本年度上期では日本の電力

需要に占める割合で約0．04％であったスポット

市場の約定量も，10月に入ってからは0．1％を超

える目が続いており，着実な成長を続けている。

ただし，こうした取引状況の変化要因は必ずし

も明らかになっているとは言えない。とはいえ，

ある程度の運用実績が蓄積してからでないと，

取引動向の要因分析は困難であろう。例えば，

JEPXは現物の電力を取引する場であることか

ら，その取引状況は電力需給と関連があると推

測して，電力需要の季節変動も取引状況に影響

を与えるとしよう。すると取引動向の要因分析

には季節変動を観察することが可能となる1年

以上の運用実績の蓄積が必要と考えることが

できる。あるいは，市場の運用実績が蓄積され
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ていくことで，市場参力暗の取引所への理解が

進み，その理解に基づいて取引が行なわれるよ

うになって初めて，信頼できる指標価格が形成

されたということが言えるようになるとすれ

ば，少なくとも価格の季節変動性が明らかとな

る，数年間の運用実績に基づく評価が必要とも

考えられる。とはいえ，どの程度の蓄積が必要

であるかという理論的な解答はない。

　こうしたことから，現状では，週間，月間，

四半期，半期など期間毎に，こまめに取引動向

を整理をしていくことが肝要である。現在，

JEPXが運開してから半年が経過したが，この

期間は春季から夏季へと需要が伸びてくる期

間であり，この時期にJEPXの約定データを分

析しておくことは有意義と考えられる。また，

JEPXの公表するデータには，毎日公表される

日次の約定結果のほか，受渡目から約2ヶ月後

に毎月公表される売り手と買い手の市場投入

量もある。市場投入量は，JEPXの約定価格と

共に，市場の流動性の一指標として』肥PX運開

以前より注目されていたが，現時点では，こう

したデータも活用することが可能となってき

ている。

　そこで本研究ノートでは，運開から約半年が

経過した時点における，JEPXの約定価格，約

定量，市場投入量などの動向を，電力需要や気

象状況などと合わせて整理する。さらに，約定

価格については，これらの要因を考慮した重回

帰分析を行なう。

2．卸電力取引所の位置付けと役割

電気事業分科会報告（1）における卸電力取引所

の位置付けは，「電源の調達は自己保有または

長期契約によるものが中心であり，卸電力取引

市場の整備は，これらを補完するもの」とされ

ている。すなわち，卸電力取引所は電源調達に

おいて補完的な位置付けとなっている。この前

提のもと，卸電力取引所には自由化された電力

市場において事業者の投資リスクマネジメン

ト機能を強化するために，需給ミスマッチ時に

おける電力の調達・販売先を確保するための場

となることと共に，電力の価格指標を形成する

ことが期待されている。

電気事業分科会報告では，市場価格が価格指

標性をもつためには，「取引所創設当初は，ク

リティカル・マスとなるボリュームの流動性が

必要となる」ことが指摘され，「先渡市場及び

スポット市場が有効に機能するために初期投

入する電源の考え方を電力会社が自主的に表

明し，実績投入量（マクロベース）及び成約量

に係る統計値を公表する等の方法により事後

検証する」ことが定められた。さらに「取引の

成約状況等の実施状）況が適切に公表され，取引

所取引の有効性の事後検証が可能となること

が適当である」との考えが示されている。

　初期投入する電源の考え方については，平成

14年12月27日の第B回電気事業分科会におけ

る鎌田迫貞委員（九州電力社長）による発言「取

引所設立当初には，自社需要の供給力確保や系

統全体の需給バランスの維持など，安定供給の

確保等を大前提に経済合理性に基づき，例えば

数日間で立ち上げ可能な電源、あるいは短時間

で起動し，出力増が可能な電源，こういったも

のについては市場へ投入すべく最大限努力し

たい」をもって，表明されたとみることが一般

的である。

　しかし，適切な取引量の具体的な定義は曖昧

であり，この曖昧さによって以下のような問題

が懸念される¢）。まず，各社の経済合理性に則

った電力拠出と，市場全体の状態である市場流

動性との関係が混乱している。具体的には，経

済合理性に則れば，売り注文を出せない場合も

考えられるが，これにより市場流動性が欠如す

ることも起こり得る。このとき，過度に市場投

入量や取引量を要求され，経済合理性を崩して

まで取引をせざるを得ない状況に追い込まれ
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図LJEPXにおける約定結果

ることも想定される。あるいは，市場投入量だ

けが増えても価格が折り合わなければ，約定量

が増えることはない。こうしたことを定量的に

検討することは単純なことではない。また，市

場を監視する観点からも同様に，流動性の多寡

については指摘することはできるが，この市場

流動性が果たして妥当であるかどうが判定す

ることは困難であろう。その結果、監視が形骸

化することも懸念される。

　こうした問題点が指摘できるものの，取引量

について，定量的な目標が見通しが全くないわ

けではない。電気事業分科会報告では，取引所

の事業性評価は、手数料等を設定する上で重要

な意味を持つとしており、評価を実施するに当

たって特に留意すべき事項としては、取引量の

想定を挙げている。これを受けてJEPXでは，

年間40億kWhの取引を想定しており，これを日

量に換算すると1000万kWh以上となる。この算

出根拠は明らかになっていないため，数値の確

からしさについて緻密な分析を行なうことは

できない。そこで参考に，卸電力取引所の開設

に伴い平成17年に廃止された，経済融通電力と

比較すると，平成15年度の経済融通は6900万

kWhであり，需要電力量8283億kWhの約0．008％

である。経済融通電力はJEPXと同じ位置付け

であるとは言えないが，JEPXの想定取引量は

かなり大きい値と言える。

3取引動向の予備的検討

3．1．約定結果の推移

JEPXのスポット市場では，30分単位で受渡す

電力が取引されており，その約定価格は平均価

格として報道されている。平均価格には，平均

をとる時間帯に応じて24時間価格，昼間価格，

ピーク価格の3種類がある。24時間価格は1日24

時間の平均価格であり，昼間価格は午前8時か

ら午後10時まで，ピーク時間は午後1時から午

後4時までの平均価格である。また，スポット

市場の約定量にっいては，受渡日ごとの総約定

量が一般に公開されている。
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表1．JEPXスポット取引システム価格と約定量の月次集計

受渡日
24時間平均
（円／kWh）

昼間（08－22時）

　（円／kWh）

ピーク（13－16時〉

　（円／kWh）

約定総量
（kWh）

需要量に占める

約定総量の割合

4月

平日平均

休日平均

月平均

8．34

7．50

8．08

8．89

7．76

8．54

9．30

7．94

8．86

539710．53

368928．57

490464．29

0．0219％

0．0171％

0．0207％

5月

平日平均

休日平均

月平均

8．09

7．05

7．69

9．22

7．51

8．55

9．77

7．54

8．90

690289．47

790250．00

728983．87

0．0289％

0．0378％

0．0321％

6月

平日平均

休日平均

月平均

8．84

7．67

8．53

10．17

8．47

9．72

11．42

8．78

10．71

984568．18

883875．00

957716．67

0．0367％

0．0376％

0．0369％

7月

平日平均

休日平均

月平均

8．66

7．64

8．33

10．98

9．45

10．48

12．90

10．32

12．07

572452．38

542150．00

562677．42

0．0重97％

0．0212％

0．0202％

8月

平日平均

休日平均

月平均

8．89

7．23

8．47

11．59

8．88

10．89

14．26

10．11

13．19

1320826．09

1203375．00

1290516．13

0．0439％

0．0451％

0．0442％

9月

平日平均

休日平均

月平均

8．19

6．72

7．70

10．46

8．00

9．64

11．88

9．15

10．97

2156275．00

2096650．00

2136400．00

0．0769％

0．0838％

0．0784％

　スポット市場における約定価格および総約

定量の推移を図1に示す。図に示すように，約

定価格は，平目が高く，休日が低いという週間

変化を持っている。逆に，総約定量には顕著な

週間変化は見られず，むしろ，休日の方が取引

が多くなる傾向が見られる。一般に，電力需要

は休目には落ち込むことから，電力需要全体に

占める約定量の割合は，休目の方が多くことも

ある。表1は，約定価格や約定量を月別，平休

日別に集計したものであるが，ここからも，休

日の取引量は平目に劣らないことがわかる。

　また約定価格は，4月から6月中旬までは10円

／kWhかそれを下回る低い値で推移しているが，

それ以降は高めに推移しており，特に6月下旬

と8月の上旬でピーク価格が14円／kWhを越す

などの高値をつけている。さらに，3つの平均

価格を比較すると，4月から5月前半にかけては，

平日の24時間平均とピークで1円程度と，各平

均価格に大きな開きは見られないが，6月以降

徐々に価格差が生じ，8月には平日の24時間価

格とピーク価格との間で5円以上の差が見られ

る。加えて，4月から5月にかけての大型連休や，

8月のお盆時期には価格の低下が見られる。

表2．先渡定型市場における約定結果

商品
価格

（円／kWh）

数量
（kW）

成約日

6月昼間型

12．28 1000 4／1

11．42 ㎜ 5／10

ll．55 2000 5／11

12．28 3000 5／19

12．28 5000 5／19

7月昼間型

16．50 1000 6／17

16．30 3000 6／20

16．20 5000 6／20

8月昼間型 1540 5000 7／19

9月昼間型 13．75 4000 5／11

一方，約定量にっいては，8月以降取引量の

伸びが目立っが，ほとんどの日で100万kWhを

超えることはない。ただし，4月から5月にかけ

ての大型連休と8月のお盆には150万から200万

kWhの取引が成立している。ほかにも，6月下

旬や9月に200万kWhを超す大きな取引が見ら

れる。一方で，7月の前半には50万kWh前後の

取引が続き，7月中は100万kWhを超える取引は

見られなかった。

　先渡定型市場は，毎週一度，約定状況が報道

される。報道された約定状況を表2に示す。先

渡定型市場では，9月までに10件の注文が約定
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図3．売買投入量此と24時間価格（5月から8月まで）

している。全てが昼間型の商品であるが，その

うち5件が6月受渡しの商品である。また，全取

引のうち5件が5月中に成約している。なお，先

渡定型市場はザラバ方式による取引のため，約

定されていない注文が板上に残っている可能

性がある。この注文の提示価格を指値というが，

指値は公開されていない。このように，先渡定

型市場では，約定した注文が少なく，注文の指

値も明らかでないため，本研究では分析を行な

わない。

先渡掲示板市場についても，JEPXからの情報

公開がなく，掲示はそれほど多くないとの報道

が一部になされているのみである。

3。2．市場投入量の推移

JEPXは，約定結果のみならず，スポット市場

への売買投入量も公開している（図2）。この期
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　　　出所）電力系繕ll用協議会ウェブサイト

　　　　　　　　　　　図4．電力需要（流通対応，9社計）

間の市場投入量は売り手が3000万kWhから

4000万kWhと多く，買い手は1000万kWhから

1500万kWhと少ない。また，約定量は1日100

万kWh未満と更に少ない。このように，約定量

と比較すれば市場投入量は少なくないが，ほと

んどの注文が価格の折り合いがつかず，成約す

ることはない。

売り投入量と買い投入量の比（以下，市場投

入量比とよぶ）と，卸電力価格をまとめたのが

図3である。図からも明らかなように，市場投

入量比が0．4を超える範囲，ピーク価格が10，0円

／kWhから14円ノkWhと上昇していることがわか

る。

33．電力需要と気象

図4は，平成17年における，沖縄電力を除く

一般電気事業者の流通対応の電力需要である。

電力需要は，5月の大型連休を底として，夏季

に向けて週間変化を繰り返しながら増加して

いき，8月5日にはピークの1億7900万kW，33

億5400万kWhを記録している。この間，6月下

旬から7月上旬に一時的に需要を伸ばしている。

その後，9月へと徐々に減少している。ただし，

8月のお盆の週には需要が落ち込んでいる。

夏季需要は，気温に大きな影響を受ける。そ

こで，夏季の冷房需要が多く見込まれる主な都

市（東京，名古屋，大阪，広島，福岡）の今年

の1日の最高気温を確認する（図5）。最高気温

は4月下旬に30度を超え全国的に暑くなってい

るが，その後の推移は都市によって異なり，2

ヶ月近く平年並みの気温が続く。6月25，27，

28日は，5つの全ての都市で30℃を上回る最高

気温を記録している。また8月5日には，5つの

全ての都市で35℃以上となっている。

図6は，今年の最高気温と平年値との差を示

したものであるが，4月中は気温が平年値から

±10℃の範囲内で変動しているが，5月以降は

ほぼ±5℃の範囲内に収まるようになる。ただ

し，6月28日は東京で平年よりも10．3度も高い

気温が観測されている。

電力需要と気温の関係についての統計的な

分析は，第4章にて行なうが，6月下旬と8月5

日における両者の関係を見ても，気温が需要に

大きな影響を与えていることは明白であると

言えよう。

4。電力取引動向の重回帰分析

4．1．重回帰モデルの設定

本報告では，分析に用いる変数の考え方に応

じて，2つのモデルを用意している。簡単に各

モデルに対する考え方を説明した後，具体的な

定式化を行う。

電力取引動向を反映するデータとしては，ま

ず，約定価格と総約定量が挙げられよう。さら

に取引動向を示す変数として，売り手と買い手
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の市場投入量も注目されよう。そこで，モデル

1は，約定価格と総約定量に加え，買い投入量

と売り投入量をも内生変数とした構造方程式

とする。説明力をあげるため，需要と燃料購入

価格はもとより，目次の最高気温とその平年値

も外生変数に加えている。

　また，計算上は，約定価格を目的変数として，

様々な説明変数で重回帰分析を行うことも可

能である。本モデルは，構造方程式を用いた分

析と比較すれば理論的な裏付けは弱まる。しか

し，取引所開設直後の手探り的な取引は，需給

に影響を及ぼす様々な要因を十分に反映して

いるとは限らないことを勘案すると，構造方程

式を用いた重回帰モデル（モデル1）では，必

ずしも満足な推計が行えない可能性も考えら

一名古屋市1
　広島市　、．

σ》　　　o　　　c唱
？一　　　c刈　　　o
＼　　　＼　　　＼
oo　　　OQ　　　σ》
o　　　o　　　o

れることから，一定の意義は認められるといえ

よう。この約定価格を目的変数とした重回帰モ

デルをモデル2とする。

　以下に各モデルの具体的な方程式を示す。

（a）モデル1

（逆）需要関数：

Pニ4。＋41・9＋42・9わ＋43・∫＋ε4　（1）

（逆）供給関数：

Pニs。＋51・9＋s2・9、＋s3・∫＋ε，　（2）

買い投入量関数：

9わ＝わo＋わ1・P＋わ2・△T＋わ3・∫＋εδ　　（3）

売り投入量関数：

名二・。＋・1・る，g＋・2・五＋・3ゾ＋8、　（4）

内生変数：約定価格P（円／kWh）

　　　　　約定量g（千kWh）

　　　　　買い投入量gわ（百万kWh）
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　　　売り投入量g（百万kWh）

外生変数：需要L（億kWh）

　　　燃料購入価格∫（円／㍑）

　　　最高気温の平年値7魂（℃）

　　　最高気温の平年値との差△T（℃）

構造方程式は，需要関数，需要関数，売り投

入量関数ならびに売り投入量関数からなる。

JEPXの取引においては，1日24時間48商品ごと

に需要曲線と供給曲線が作成され，シングルプ

ライス方式で約定量と約定価格が決定する。し

かし，公表されているデータは，約定価格は平

均値で，また約定量は日量であるため，商品ご

との分析はできない。そこで，日次データを用

いて，近似的な需要関数と供給関数を想定でき

るものとの前提に立ち定量化を行なう。また，

変数全般については，対数をとった場合と水準

のままの計算結果を比較した結果，若干水準の

ままの方が当てはまりが良かったことから，水

準のままで分析を行っている。

需要関数，供給関数はそれぞれ，買い投入量

（百万kWh），売り投入量（百万kWh）を説明

変数としている。従って，これらの関数の符号

条件は，曲線の傾きから41＜0，s1＞0となる。ま

た，買い投入量が増えることで需要曲線が，売

り投入量が増えることで供給曲線が，それぞれ

右にシフトすることを考えるとゑ0，s2＜0とな

る。次に買い投入量関数については，卸電力価

格と燃料購入価格に関係があるものとした。最

高気温が平年値から乖離することで，平年値で

需給想定を行っているPPSの供給計画が実績と

あわなくなる可能性を考慮して，最高気温の平

年値との差も説明変数に加えている。ただしこ

の差は，受渡目前目から翌々日の平均をとる形

で平滑化している。

外生変数は，具体的には以下のように選択し

た。まず需要Lについては流通対応需要電力

量を用いる。燃料購入価格∫は，構造方程式

の本来の意味を考えると一般電気事業者の燃

料購入価格を考えるべきである。しかし，一般

電気事業者の燃料購入価格を入手することは

困難であるため，月次の輸入CIF価格（円／㍑）

を用いている。また，電源の燃料棚llもLNG，

C重油などが考えられるが，ここではデータ制

約上，原油のデータを使用する。また，気温に

関する変数隔ならびに△Tlよ気象要因によ

る需要予測の誤差を説明する変数であること

から，全国の需要予測を気象の側面から説明す

る変数を用意すべきであるが，ここでは代理変

数として東京の最高気温を用いている。

（b）モデル2

　ぽモァル2－1：

Pニα。＋α1・L＋α2・乃，g＋・3・∫

　＋α4・△T＋05・9わ＋α6・9，＋εα　　　（5）

　げモァル2－2：

P＝o。＋α1・L＋α3・∫

　＋・5・9わ＋・6・9，＋εσ　　　（6）

　トぐモァル2－3：

」Pニα。＋α1・L＋α3・∫＋εα　　　（7）

外生変数：∠，　ろゆ君　△7；動，9

モデル2は，単に約定価格を示す重回帰モデ

ルである。説明変数の取り方によりモデル2－1

から2－3までの3種類のモデルを推定している。

42．分析結果

（a）モデル1

表3は，モデル1の計算結果である。上述の需

要関数，供給関数の符号条件は全て満たされて

いる。ただし，約定量の係数については10％の

水準でも有意とならない。調整済み決定係無

も，0。30（24時間価格，需要関数）から055（24

時間価格，買い投入量関数）と高いとは言えな

い。

次に個別の構造式（1）～（4）の推定結果にっい

て述べる。まず，買い投入量と燃料購入価格が

需要関数に与える影響をみると，24時間価格，

昼間価格，ピーク価格の順に大きくなっている。
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表3．モデル1の計算結果

分析に用いた約定価格（円／kWh） 24時間価格 昼間価格 ピーク価格

需要関数
（円／kWh）

切　　円／kWh
　　（t値）

一1．638873

－LO68774

一13．258368

－5．452853ホ榊

一28．825977

　0＊榊

約　量千kWh
　　（t値）

一〇．000375

－0．906424

一〇．000419

－0．638753

一〇．000313

0．772787

買い　入量百万kWh
　　　　（t値）

0．5426

7．641697纏＊

0．758061
6．732978＊林

1．159168
　0林＊

燃料　入価格（円／㍑

　　　　（t値）

0．129245
3．293445榊

0．440229
7．074711＊＊＊

0．793613
　0纏＊

調整済み決定係数R2 0．300125 0．38762 0．486393

供給関数
（円／kWh）

切　　円／kWh
　　（t値）

13．65899
7．658656＊料

7．427254
3．11701艸

2．402211
0．601924

約　量千kWh
　　（t値）

4．2e－05

0．090236

0．000127
0．203065

5e。04

0．478289

売り投入量百万kWh）
　　　　（t値）

一〇．221032

－6．610019傘勅

一〇．289515

－6．480298＊林

一〇．431398

。5．765308林‡

燃夢　入　　円／㍑
　　　　（t値）

0．089023
2．044639＊

0．384101
6．602907＊榊

0．707826
7．2650B＊纏

調整済み決定係数R2 0．123296 0．455387 0．526623

買い投入量

　関数
（百万kWh）

切　　円／kWh
　　（t値）

3．195613
LO53468

16．646385

6．953137紳ホ

23．693881

7．531934榊＊

約疋価格（円／kWh）

　　　（t値）
1．689534
5．192552纏孝

1．200351
4．770875＊紳

0．786006
4．602512林＊

最高気温と平年値との差（℃）

　　　　　（t値）
0．048254
0．550442

0．066592
0．707358

0．060558
0．618343

燃料購入価格（円／㍑）

　　　　（t値）

一〇．188945

－3．065113纏

一〇．508909

－4．702332＊纏

一〇．619599

－4．69602林＊

調整済み決定係数R2 0．547152 0．446019 0．412191

売り投入量

　関数
（百万kWh）

切　（円／kWh
　　（t値）

48．17723
05．94652孝纏

48．17723
05．94652林＊

48．17723
05．94652榊＊

最高気温の平年値（℃）

　　　　（t値）

1．142111
3．146814＊＊

1．142111
3．146814＊＊

1．142111
3．146814＊＊

需要（意kWh〉
　　（t値）

一1．534684

－6．l　Bl54零纏

一1．534684

－6．U3154＊林

一1．534684

－6．113154＊林

燃墨　入面　円／㍑
　　　　（t値）

0．Ol1863
0．032775

0．011863
0．032775

0．Ol1863
0．032775

調整済み決定係数R2 0．325489 0．325489 0．325489
串紳は0．1％水準，＊＊は1％水準，孝は5％水準，”．”は10％水準で有意

需要関数はこの影響の大きさに応じて上方向

にシフトする。供給関数についても，売り投入

量と燃料購入価格の影響が，24時間価格，昼間

価格，ピーク価格の順に大きくなっている。さ

らに，買い投入量関数については，約定価格1

円／kWhの上昇で，買い投入量が78万kWh（ピー

ク価格）から1千9百万kWh（24時間価格）程度

増加する。価格が上昇する局面では，PPSの需

要も上昇し電源の追加的な調達が必要になる

ためと考えられる。他方，燃料購入価格の影響

はこの価格順に大きくなる。最後に，売り投入

量は系統需要の1千万kWhの伸びに対して15万

kWh低下する。これは，需要の伸びに伴い予備

力が低下し，市場投入可能な電源溶量が不足す

るためと考えられる。しかし，気温の平年値が

1℃上昇する場合には，売り投入量は11万kWh

増加する。気温の平年値は季節に対応させるこ

とができる。需要は夏に向けて伸びるが，この

需要の季節変動に対しては，電源を投入して対

処するため，市場投入可能な電源容量が不足す

ることは無い。従って気温の平年値と売り投入

量は連動すると考えられる。

（b）モデル2

　表4は，モデル2の計算結果である。モデル2－1
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表生モデル2の計算結果

　モデル2司
分析に用いた約定価格（円／kWh） 24時問価格 昼間価格 ピーク価格

α。（切片，円／kWh）

　　　（t値）

2．517813

　1。634

一3．15452

－1，548

一13．04719

－3．254林

α、（需要，億kWh）

　　　（t値）

0．200451
5．070＊＊＊

0．27168

5．197＊林

0．35005

3．403＊＊

α2（最高気温の平年値，℃）

　　　　　（t値）

一〇．114468

　－2．320＊

一〇．03395

－0，520

0．04309

0，336

α3（燃料購入価格，円／㍑）

　　　　　（t値）

0．049783

　1．OlO

0．17828

2．735纏

0．35300

2，752纏

04（最高気温と平年値との差，℃）

　　　　　　（t値）

0．010673
　0．387

一〇．01604

－0，440

一〇．02452

－0，342

α5（買い投入量，百万kWh）

　　　　　（t値）

0．196997
5．900林＊

0．16342

3．702纏＊

029931
3．446零纏

α6（売り投入量，百万kWh）

　　　　　（t値）

一〇．006725

　－0．392

一〇．02862

－1，261

一〇．04133

－0，926

調整済み決定係数R2 0．7146 0．8264 0．7917

串榊は0．1％水準，纏は1％水準，＊は5％水準，”．”は10％水準で有意

　　　　　　　　　　　　モデル2－2
分析に用いた約定価格（円／kWh） 24時間価格 昼間価格 ピーク価格

切　（円／kWh〉

　　（t値）

5．02944

4，485＊纏

一2．43998

－1，696．

一14．02507

－4．966串艸

要思kWh
　（t値）

0．13768

5．386＊紳

0．24386
7．438率＊零

0．36386

5．652林＊

燃”　入　　円／㍑
　　　　（t値）

一〇．03943

－1，290

0．15842

4．040零林

0．39363

5．112串林

買い　入量百万kWh
　　　　（t値）

0．18547

5．501＊纏

0．15993

3．698＊林

0．30356

3．575林率

売り　入量百万kWh
　　　　（t値）

一〇．02144

－1，321

一〇．03188

－L531

一〇．03461

－0，847

調整済み決定係数R2 0．7023 0．8296 0．7964

榊は0．1％水準，＊＊は1％水準，＊は5％水準，”．”は10％水準で有意

　　　　　　　　　　　　モデル2－3
分析に用いた約定価格（円／kWh） 24時間価格 昼間価格 ピーク価格

α。（切片，円／kWh）

　　　（t値）

7．29441

8．089＊料

一〇．87784

－0，842

一10．30364

－5．217＊林

α、（需要，億kWh）

　　　（t値）

0．24122

8．805＊纏

0．34569

10．909林＊

0．53286

8．881林＊

α3（燃料購入価格，円／㍑）

　　　　　（t値）

一〇．14709

－4．239纏＊

0．05295

　1．319

0．21787

2．866林

調整済み決定係数R2 0．4989 0．7667 0．7408

＊＊＊は0．1％水準，林は1％水準，＊は5％水準，”．”は10％水準で有意

の結果より，約定価格は最高気温と平年値との

差の係数は10％水準でも有意に推計できず，説

明変数として相応しくないことが明らかにな

った。また，最高気温の平年値も24時間価格以

外では有意とならなかった。そこで，モデル2－2

では，残る説明変数（需要，燃料購入価格，買

い投入量，売り投入量〉を用いて推計を行なっ

た。調整済み決定係数は0。70から0．83の範囲と

なり，モデル2－1と同程度に高く，当てはまり

が良い。その上，ほとんどの係数が1％水準で

有意となった。本モデルによると，需要，燃料

購入価格，買い投入量の上昇は市場価格を上昇

させ，一方買い投入量の増加は市場価格を低下

させる影響があることが分かる。さらにモデル
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3－3では，市場投入量を説明変数から除外した

分析を行なった。調整済み決定係数は0．49から

0．76の範囲となり，モデル2－1，2－2と比較して

当てはまりは悪くなった。モデル2βとその他

のモデル2－1，2－2の比較より，重回帰モデルを

用いて約定価格を分析する場合には，市場投入

量を考慮したほう良いことが示された。

5．今後の展望

格が電力価格に与える影響の把握や，海外卸電

力取引所の電力価格に対して行なわれている

電力価格ボラティリティ（3）の計測による市場

リスクの定量化も重要な課題と言える。これら

の分析を通じて，電力需給の動向が，どのよう

に電力価格に反映され，中長期的な市場戦略や

電源投資に影響を与えていくのかを明らかに

したい。

本研究ノートでは，取引開始から約半年が経

過したJEPXの公表データを用いて，構造方程

式に基づく約定動向の重回帰分析を行なった。

推定の結果，買い投入量は，約定価格1円／kWh

の上昇で，78万kWh（ピーク価格）から1千9

百万kWh（24時間価格）程度増加すること，お

よび売り投入量は系統需要の1千万kWhの伸び

に対して15万kWh低下することが明らかにな

った。一方，気温の平年値が1℃上昇する場合

には，売り投入量は11万kWh増加する。気温の

平年値は季節に対応させることができ，需要は

夏に向けて伸びるが，この需要の季節変動に対

しては，電源を投入して対処するため，市場投

入可能な電源容量が不足することは無い。従っ

て気温の平年値と売り投入量は連動すると考

えられる。

約定価格のみを説明変数にした重回帰分析

（モデル2）では，需要が増大しても価格の反

応は小さいが，昼間やピーク時間では反応が大

きいことや，買い投入量の変化に対して価格の

反応は比較的大きいが，売り投入量に対しては

小さいことが示された。

今後は，10月以降ヘデータの期間を広げると

共に，構造方程式モデルと時系列モデルの分析

を並行して行い，宮城沖地震に伴う女川原子力

発電所の停止，電源開発による電力拠出などの

イベントが，価格形成にどのような影響を与え

るかを分析したい。また，燃料輸入CIF価格と

燃料購入価格の時間遅れなど考慮して，燃料価

　　　　　【参考文献】
［11総合資源エネルギー調査会電気事業分科会報告：

　r今後の望ましい電気事業制度の骨格について」，

　平成15年2月
【21山口：「卸電力取引所における市場流動性に関す

　る基礎検討」，公益事業研究，第57巻第1号，

　Pμ19－31（2005）

【31後藤：「電力価格ボラティリティの分析一米国，

　欧州および豪州市場の計測と比較一」，電力中央

　研究所報告，YO3006（2004）

〔山口順翻瓢雛鍮噺〕
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　　　　　　　業務部門エンドユースモデルの開発

一関東圏の業務用空調・給湯分野を対象にしたモデルシミュレーションの例一

高橋雅仁　浅野浩志

1．背景と目的

電力・ガス市場の自由化範囲の拡大に伴

い、エネルギー源間の競争が進んでいる。

特に、業務用分野は、エネルギー価格の点

だけでなく、高効率空調機器やガスコージ

ェネレーション、CO2ヒートポンプ給湯機、

など従来機よりもエネルギー効率の高い機

器が開発されるなど、技術開発の点からも

需要獲得競争が激しい。これらの新しいエ

ネルギー利用技術の普及によって、エネル

ギー需要構造が中長期的に変化する可能性

がある。今後、エネルギー供給事業者は、

エネルギー利用技術の進歩が、自身のエネ

ルギー販売量や販売収入に与える影響を事

前に把握しながら、エネルギー営業計画や

技術開発計画を立案するが求められる。

　著者らは、エネルギー料金や個別技術の

効率・コストなどミクロデータを反映しな

がら、市場全体のエネルギー需要分析を実

行するボトムアップ型のエネルギーモデル

（エンドユースモデルと呼ぶ）を開発した

［11。国全体ではなく地域毎に、

かつ需要用途毎に需要分析を実

行できることが本モデルの特徴

である。本稿では、このモデルを

用いて、関東圏の業務用空調・給

湯分野を対象に、コージェネレー

ションやCO2ヒートポンプ給湯

のエネルギー需要構造にどのような影響を

与えるか定量的に分析した結果を紹介する。

2．業務部門エンドユースモデルの概

　　要

2．1モデルの基本構造

　図1にモデルの基本構造を示す。実線の

部分は考慮した要素、点線の部分は考慮し

ていない・検討中の要素である。

需要家によりエネルギーの選択や利用が

異なるため、需要家のエネルギー負荷特性

（熱電比、電力負荷率など）や建物規模に

基づいて、業務用分野のセグメンテーショ

ンを行う。本研究では16セグメントに分

けた。

　本モデルでは、中長期的なエネルギー需

要構造の変化に着目し、延床面積べ一スで

エネルギー需要量やエネルギー利用機器の

導入量を推定する。あるセグメントsの建物

ストック量（㎡）をFLOOR（s）とし、そのうち

ある空調・給湯熱源システムkが占めるシェ

ア（％）をSHARE（k，s）とする。システムk

他エネルギー事業者
（料金設定、技術開

　発計画〉

（麟徽塩i

機、高効率空調機器など新しいエ1漏ヨ議1一噂愉“コ

ネノレギー利用機器が2…～ii誓鍛響修のi

2020年度までにどの程度普l　r…
　　　　　　　　　　　　　　し魂炭素税の導入1
及するか、また、それが同エリア　亀…………’

燐燕繕勧

業務用ビル　　セグメント別

ストック　　　　市場動向

導入ポテンシャル
（新設、既設改修）

機器シェアの

　変化
鞍灘新

lESCO・リース制度1

纏（空調熱源設備、r

　受電設備）

図1エンドユースモデルの基本構造
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が占める延床面積（＝SHARE（k，s）×

FLOOR（s））に、当該熱源システムのエネル

ギー消費原単位UEC（k，s）を乗じて、kについ

て足し上げることで、当該セグメントのエ

ネルギー消費量を推定する。更に、セグメ

ントsについて足し上げれば、業務部門全体

のエネルギー消費量（E（T））を得る（式1）。

　ビルストック量（FLOOR）は、セグメン

ト毎に成長率が異なることを考慮する。例

えば、老健施設の数は、高齢者保健福祉計

画によって、至近年では4．0％／年で成長

しており、高齢者人口の増加に伴って今後

も増加すると予想される。また、小中高校

の建物数は少子化傾向を反映して、至近年

では微減傾向である。

　空調・熱源機器システムのシェアSHARE

は、後述する機器選択モデルによって推定

する（式2）［1】。エネルギー料金や機器

効率を変化させると、消費原単位（UEC）

だけでなく、機器選択モデルに基づき、シ

ステムシェア（SHARE）も変化し、最終的

に市場全体のエネルギー需要構造が変化す

る。

　E（T）＝Σk，、UEC瓦、（T）×SHAREk，s（T）

　×FLOOR、（T）　　　　　　　　（式1）

　SHARE（T）・SHARE（T・1）ニ

　ムSHAR：E（PRICEk，EFFk，INIk，W、）（式2）

　U：ECニUEC（PRICEk，EFF］∂　　　（式3）

s：セグメント

k：エネルギー機器

E：エネルギー消費量（Mcal）

FLOOR：延床面積（㎡）

UEC：エネルギー消費原単位（Mcal／㎡／年）

SHARE：システムシェア（％）

PRICE：エネルギー価格

EFF：機器効率

INI：機器価格

W：機器選択モデルのパラメータ

2．2機器選択モデル

機器選択モデルとは、需要家が選択しう

るシステムの中から、需要家があるシステ

ムを選択する確率を推定するモデルである。

本稿では、文献田で開発したコンジョイン

ト分析結果をベースにした機器選択モデル

を用いた。コンジョイント分析では、需要

家はエネルギー機器がもつ様々な属性を勘

案しながら、顧客自身の効用を最大にする

エネルギー機器を選択すると仮定する。具

体的には、（式4）の形の効用関数を仮定し

て、需要家の効用を定量化する。LOG関数

の変数がエネルギー利用機器の機器属性で

あり、第一項がイニシャルコスト（1）、第

二項がランニングコスト（R〉、第三項がそ

の他の非価格属性（Z）に対応する。LOG

関数の係数Wiが、需要家選好を表すパラメ

ータであり、この値に依存して需要家が選

択するエネルギー機器が変わる。

　多くの業務用需要家はエネルギー設備の

経済性を最重視しているため、本稿ではイ

ニシャルコストおよびランニングコストの

価格要因だけを考慮し、非価格要因は考慮

しない。

　UKニWI　X　Lo9（IK）＋W2×Lo9（RK）＋ΣWi×

Lo9（ziK）　（式4）

　K：エネルギー機器

　UK：需要家の効用

　lK：イニシャルコスト

　RK：ランニングコスト

　ZK：非価格属性

　Wi：部分効用係数

3．モデルシミュレーションの例一空調・

　給湯機器の効率改善がエネルギー

　需要構造に与える影響、関東圏の
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場合一

3．1関東圏の業務用ビルストック量の将来推

定

エネルギー負荷特性や建物規模を考慮し

て、業務用ビルを次の16セグメントに分

類する：事務所ビル（小）、事務所ビル（大）、

卸・小売（小）、卸・小売（大）、ホテル（小）、

ホテル（大）、病院（小）、病院（大）、小中

高校（公立）、小中高校（私立）、大学・短

大他、飲食店、福祉施設、文化施設（小）、

文化施設（大）、その他サービス業。ここで

（小）は小規模ビル、（大）は大規模ビルを

指し、それぞれ延床面積1万㎡未満、同1

万㎡以上のビルに対応する。図2は関東圏

の2000年度における各セグメントのビ

ルストックシェアの推定値である［21。

　前述したようにビルストック量の伸び率

は、セグメント毎に異なる値を、至近年の

トレンドに基づき設定した。例えば、最大

は福祉施設の3％、最小は小中学校の一〇．

4％である。ビル滅失率は0．5％を仮定

した。関東圏の業務用ビルの2020年度

までの空調・給湯設備の新設・既設リニュ

ーアル需要（延床面積ベース）の推定結果

を図3に示す。ビルストック全体は、20

20年度まで平均1．2％1年で成長する。

このうち新設・既設リニューアル需要は2

文化施設（大）

　2％文化施設（小）

　　
　福祉施設　　　　　　　　　　　　　　　　　事務所（大）

　　3弘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9光

　飲食店

　5弘
，1、中蔽（私　　　　　　　9％
　立）　　ノ　　　　　　　　　　　　　　卸小売（大）

　　　　　　　　　　　　　　　小構校（公　　　　＼ホテル（小）
　親　病院（大）病院（小ホテル（大）6光

　　　　　2％　　　　2％　　　　2鶉

図2業務用ビルストックのセグメント別シェア（関東圏、2000年度）

010年度で3億㎡（全体の47％）、20

20年度で6．4億㎡（同89％）存在す

る。このうち、新設分は約40％、既設リ

ニューアル分は約60％を占める。

禽8
ピ

彗7

志6
如

揮5
旧
世4
劇
　3e
∴
、　2
型

霞1
総

桜0

ロ新設分

囮既設リ

ニユーア
ル分

■残存分

　　2000　　　　2005　　　　2010　　　　2015　　　　2020

図3業務用空調・給湯設備の新設・既設リニューアル市場規模の推定（関東圏）

3．2業務用空調・給湯熱源システムの設定

業務用空調・給湯システムは建物規模・

空調方式・燃料種を反映してその種類が極

めて多く、市場にあるシステムをすべて尽

くすことが難しい。本稿では、（1）冷房用

エネルギー源（電力、ガス、石油）、（2）

熱源方式（中央式、個別式）の2点を考慮

して、表1の15種類のシステムに集約し

て分析を行う。なお、首都圏において、地

域熱供給は無視できないシェアを占めるが、

本稿では考察外である。

　あるセグメントの需要家が、表1の空

調・給湯システムを選択した場合のイニシ

ャルコストとエネルギーコストを推定し、

2章で説明した機器選択モデルを通じて、

機器選択確率を推定する。表2一表4はコ

スト諸元である。表2はエネルギー価格で

あり、電力価格は東京電力の料金メニュー

　（2004年12月時点）を、ガス価格は

東京ガスの料金メニュー（同上）を用いた。

東京ガスの業務用ガス販売量は、関東圏全

体の業務用都市ガス飯売量の8割以上を

占めるため、東京ガスの料金メニューでガ

ス価格を近似することは妥当と考える。石
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油価格（A重油）は過去10年間の実績から30

円几を仮定した（最近の原油価格高騰は反

映していない）。空調・給湯システムの要素

機器の価格は、各機器の想定容量に対する

機器価格を表3のように設定した［21。

　本稿では、空調・給湯分野において、機

器の効率改善が、エネルギー需要構造にど

のような影響を与えるか分析するため、表

4の2ケース（基準ケース、技術開発ケー

ス）についてモデルシミュレーションを実

行した。技術開発ケースでは、文献［3、41

の技術開発計画・見通しに基づき個別電気

空調・ターボ冷凍機・吸収式冷温水器・ガ

スエンジンのCOPおよび発電効率が改善し、

かつ業務用CO2ヒートポンプ給湯機が普

及するケースを想定した。機器効率は、定

格値を仮定し、部分負荷効率低下や期間効

率は本稿では考慮していない。

　ここで注意すべき点は、（1）電気機器だ

けでなく、ガス・石油機器の効率改善も同

時に考慮していること、（2）但し、基準ケ

ースから技術開発ケースヘの機器効率の改

善率は、ガス・石油機器よりも電気機器の

方が大きい設定になっていることである。

これは電気機器の方が効率改善の余地が大

きいという前提条件である。

表1業務用空調・給湯熱源システム

表2エネルギー価格の設定

冷房用エネルギー源

電力 ガス・油

個
別
熱
源

電気ヒートポンプ＋ガスボイラー ガスヒートポンプ

氷蓄熱ビルマルチ ガスエンジン＋電気ヒートポンプ

電気ヒートポンプ＋エコキュート

中
央
熱
源

電動冷凍機＋ガスボイラー ガス吸収式冷温水機

電動冷凍機＋石油ボイラー 油焚き吸収式冷温水機

氷蓄熱セントラル ガスタービン＋蒸気吸収冷凍機

ガスエンジン＋温水吸収冷凍機

油ディーゼルエンジン＋温水吸

収冷凍機

電動冷凍機＋ガス吸収式冷温水機

電動冷凍機＋油焚き吸収式冷温水機

電力
従量料金（円／kWh） 基本料金（円／kW）

夏期 夏期以外 夏期　　　夏期以外

低圧電力 9．98 9．07 1020

粟務用電力 1tO8 10ρ7 1560

粟務用季節別
時間帯別電力

昼間

13．9（ビーク時

鳳25（ピーク

　　時以外）
12β

1560

夜間 6．15 6．15

蓄熱讃整契約 3．25 3．25 一 『

ビーク時間調整契約
（割引単価） 一 一 一905 一

自家聚補給電力A 椿 一 基本料金の10％増

都市ガス
単位料金（円／m3） 流量基本料金

　（円／m3／h）
定額基本料金（円）

冬期以外 冬期 冬期以外 冬期 冬期以外 冬期

一般供給約款 95 95 一 一 10091 10091

時間帯別契約 42 45 430．5 430．5 18900 18900

空繍用契約 42 45 1197 2468 11550 12600

CGS契約 40 40 1050 1050 22575 22575

石油 燃料単価（円／L）

A重油 30

※都市ガスの時間帯別契約は、この他に昼間蕊本料金・夜間基本料金が加わる。

表3機器価格設定

熱源機器・自家発電源
機器単価※
（千円／kW）

想定機器容

　量kW
電気 電気ヒートポンプ 41．2 28

ターボ冷凍機 27 1000

氷蓄熱ビルマルチ 94．6 28

氷蓄熱セントラル 85 200

市カス・

石油
ボイラー・給湯器（ガス、石油） 7 200

吸収式冷温水器（ガス、石油） 35．7 500

ガスヒートポンプ 72．8 28

コージェ・

レーション
ガスタービン 169 3000

ガスエンジン 250 200

ディーゼルエンジン 263．1 200

※自家発電源は電気出力振Wあたりの単価、ボイラーは熱出力

1kWあたりの単価、その他熱源機器は冷凍能力1kWあたりの単価。

　　　　　　　表4ケース設定

基

準
ケ

1
ス

技
術
開

発
ケ

1
ス

機器効率※（空調、給湯）

　（2000－2020年度）

堕個別雷気空調3．7－4．0
ガス吸収式L　O－1．35
ターボ冷凍機4，5－6．0

灘幽：ガスエンジ
ン（500kW以上）38％

皿個別電気空調3．7－6．0
ガス吸収式1．0－1．6

ターボ冷凍機4．5－8．O

CO2ヒートポンプ給湯機4，6

塑雌ガスエンジ
ン（500kW以上）38－48％

　　　※機器効率の幅は、2000－2020年の
　　　間の機器効率改善を表す。

3．3モデルシミュレーション結果

（1）空調・給湯機器・CGSの普及量

　図4は、セグメント別の冷房機器普及量

の技術開発ケースと基準ケースの差分であ

る。小規模事務所ビルと小規模卸・小売を
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中心に、高効率電気空調（非蓄熱）が吸収

式・GHPに代わって選択される。これは電

気空調（非蓄熱）の効率改善によって、吸

収式・GHPに対するランニングコストの優

位性が高まるためである。また、図5は、

CO2ヒートポンプ給湯機のセグメント別の

普及量であるが、熱需要が多くかつ小規模

建物である小規模ホテルや飲食店、福祉施

設を中心に、CO2ヒートポンプ給湯機が、

ガス石油ボイラー・給湯機に代わって選択

される。関東圏の業務部門全体でのCO2ヒ

ートポンプ給湯機の累積導入量（加温能力）

は、2010年度で1072MW、202
0年度で2210MWに達する。これは、

家庭用エコキュートユニット（4．5kW）

に換算すると、約2．5万台／年の販売台

数に相当する。

　図6は、技術開発ケースのコージェネレ

ーションシステム（CGS）のセグメント別導

入量および自家発比率（全電力消費量に占

めるコージェネレーション発電電力量の

割合）のモデル推定結果である。自家発比

率は、2000年度で1．1％、2010
年度で1。5％、2020年度には2．3％

まで増加する（参考：基準ケースでは、2

010年度で1．3％、2020年度には
1．5％）。セグメント別で見ると、大規模

［冷凍能力図W］

12000
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異

碧8000
e
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肉6000
即

e
醜4000
斐
戚
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9935
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7009”
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■大学・短大他
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8小中高校（公立）

ロ病院（大）

臼病院（小）

ロホう」’レ（大）

■ホテノレ（’外）

田卸小売（大）

田卸小売（小）

翅事務所（大）

事務所や大規模卸・小売を中心にCGSが導

入される。文献［51の関東圏の2000年

度の民生用CGS導入量実績276MWと2

000年度のモデル推定結果153MWを
比較すると、モデル推定結果が過小評価に

なっている。文献［5】によると、CGS発電容

量が3000kWを超える超大型物件が
CGS容量全体の約2割（ほとんどがガスタ

ービン）、200kW未満の小規模ビルが同

約1割を占めており、開発モデルではこの

クラスのCGSをカバーし切れていないこと

が、過小評価の原因である。
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図5CO2ヒートポンプ給湯機の普及量（技術開発匁一ス）
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巳囮事務駈（大）

図6CGS累積導入量と自家発比率（技術開発ケー牧）

（2）燃料別エネルギー消費量

図4一図6の機器普及の結果、燃料別エ

ネルギー需要は表5に示すようになる。技

術開発ケースでは、高効率電気空調（非蓄
図4電気冷房機器の普及量の基準ケースからの増加分（技術開発ケース）
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熱）が吸収式空調・GHPに代わって選択さ

れるため電気式空調のシェアが増加し、最

終エネルギーに占める電カシェアは、基準

ケースと比べて、2010年度で3．6ポ

イント、2020年度で6．4ポイント増

加する。しかし、効率改善によって機器あ

たりの電力消費量自体も減少するため、全

体の電力消費は基準ケースと比べると減少

する。電力需要の伸び率（2000～20

20年度の20年間平均）は、1．3％（基

準ケース）から1．1％（技術開発ケース）

に鈍化する。一次エネルギーで見ると、エ

ネルギー効率の高い機器が普及することで、

2010年度で180万k　L、2020年
度で370万k　Lを削減できる。

表5燃料別エネルギー需要量の推定結果（技術開発ケース）

電力
（丁肋）

ガス
（PJ）

　油
（百万kL）

最終エネ』ルギーシェア
一次エネ合計

（百万kし）
電力 ガス 油

技
術
開
発
ケ
ー
ス

2000年度 79．3 194β 2．5 48．6瓢 342覧 172瓢 28ρ

2005年度 85．1 192β 2．7 50．〔購 32．5瓢 17，5鷲 29．6

2010年度 88£ 1817 24 53茄 3量、1瓢 15．8弘 29．9

2015年度 932 178．1 22 55．縦 30，3慌 14β～ 303

2020年度 97．7 1769 22 56．6瓢 29，5覧 馨3。9～ 31β

2020／2000 1．偶 一〇，5、 一〇．8瓢 0，8、 一〇，7瓢 一1．〔嬬 0．6暢

（
基
の
準
差
ケ
分1
）
ス
か
　
ら

2000年度 0．0 0ρ 0．0 0ρ α0 0ρ OO

2005年度 一〇4 一134 一〇．2 15 一1．1 一〇！卜 一〇．6

2010年度 一2．0 一30．1 一〇万 3．6 一19 一1．7 一1．8

2015年度 一34 一41β 一〇溜 52 一25 一2」 一2．フ

2020年度 一4潟 一52，7 一重．1 6！1 一2．8 一3β 一3．7

4．まとめと今後の展開

エンドユースモデルを用いて、関東圏の

業務用空調・給湯分野を対象に、2020

年度までのエネルギー需要構造分析の結果

を紹介した。文献［3，4】の電気機器および

ガス・石油機器の効率改善を前提に、電気

空調や吸収式空調、ガスコージェネ、CO2

ヒートポンプ給湯機など空調・給湯機器の

機器効率が全体的に改善する場合（基準ケ

ース→技術開発ケース）、ビルストック量の

大きい小規模事務所ビルと小規模卸・小売

を中心に、吸収式空調・ガスヒートポンプ

に代わって電気空調（非蓄熱）が選択され

るため、電気式空調のシェアが増大する。

しかし、機器の電力消費量自体は減少する

ため、全体の販売電力量は、基準ケースと

比べると減少し、電力需要の伸びは鈍化す

る。コージェネレーションシステムによる

自家発比率は、2020年度時点で2．3％

に達する（c．£基準ケースでは1．5％）。

一方、CO2ヒートポンプ給湯機は、ガス石

油ボイラー・給湯機に代わり導入され、2

020年度時点の累積導入量（加温能力）

は2210MWに達する。同時点のボイラ

ー・給湯機のストック量は18213MW

であり、その12％に相当する。CO2ヒー

トポンプ給湯機は、主として、熱需要の多

い小規模ホテルや飲食店、福祉施設に導入

される。今後、空調・給湯以外の用途や他

地域にもエンドユースモデルを展開するこ

とを予定している。さらに、需要家の中長

期的な機器選択が地域のCO2など環境負荷

に与える影響を分析し、経済性のみならず、

エネルギー効率および環境性の観点からも

機器開発の目標や普及影響を明らかにする。

　　　　　　【参考文献】
［1］高橋，浅野：業務部門エンドユースエネルギー

原型モデルの開発一空調・給湯需要分析への適

用r電中研研究報告YO3001，2003．6

［2］高橋，浅野：エンドユースモデルを用いた関東

圏の業務用空調・給湯分野の需要構造分析，電中

研研究報告YO4019，2005．4

［3］電力分野産業技術戦略に関わる動向調査報告

書、（財）エネルギー総合工学研究所

［4］NEDO：エネルギー使用合理化技術戦略的開発

　（平成15－22年度）

［5］日本コージェネレーションセンター，CGS導入

　実績データベース（民生用），2004。3

高橋　雅仁（たかはし　まさひと）

　　電力中央研究所社会経済研究所
浅野　浩志（あさの　ひろし）

　　電力中央研究所社会経済研究所

　　東京大学大学院工学系研究科
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組織面からの事故・トラブル防止への取り組み
　　一安全診断システムとリスクアセスメントー

Organizational　strategic　practices負》r　preventing　accidents　and　troubles

　　－Safbty　assessment　tools　and　risk　assessment　techniques一

キーワード：安全文化、組織要因、安全診断、リスクアセスメント、ヒューマンファクター

高野研一　長谷川尚子　早瀬賢一　蛭子光洋　廣瀬文子　長坂彰彦　淡川　威

1．はじめに

近年、様々な組織要因を背景とした組織

事故が頻発しているが、このような事故を

未然に防ぐためには、ハード的な防護層の

欠陥を検出し、修復することはもちろん、

安全管理システムの実効性を決定する人・

小集団・組織の認識や管理的な施策など組

織要因の健全性を確保することが必要であ

る（マクロアプローチ）。

一方、日常的な設備のトラブルや労働災

害の防止には、設備や作業手順に潜む潜在

的リスクを徹底して洗い出し、未然に対策

を施す先回り防止の考えかたが重要である

（ミクロアプローチ）。

　このように、組織の安全性に向けた姿勢

のマクロな評価、個々の潜在的リスクに対

処するミクロな取り組みを組み合わせるこ

とにより、事故を起しにくい風土や堅固な

安全文化を創り上げることができると考え

ている。

　本稿では、マクロとミクロのアプローチ

を事業所などでの現場において実践してい

くことにより、安全文化を築きあげる支援

ツールとしての組織の「安全性向上システ

ム」と現場作業の「統合フィードバック型

リスクアセスメント」について述べる。

2、続発する組織事故

1999年に東海村核燃料転換工場で臨界事

故が発生し、関係者ばかりでなく、一般市

民にも大きなインパクトを与えた。この事

故に前後して、患者取り違え（医療）、乳飲

料毒素混入（食品）、リコール隠し（自動車）、

牛肉偽装（食肉）、列車衝突（鉄道）、異常

接近（航空）、ロケット打ち上げ失敗（宇宙）

などが次々と発生し、さらに、最近では、

廃棄物発電（RDF）火災、高炉爆発、工場火災、

油槽所火災、製油所タンク火災、検査デー

タ偽装、配管破断による蒸気噴出などの重

大事故が連続して発生している。

直接的には、これらの事故の発生は、個

人の不安全行為、不正行為、ヒューマンエ

ラーなどが引き金とはなっているが、その

背景には、組織の管理体制・チェック体制

の不備や実効性の欠如、組織としての危険

認識の甘さ、職場の安全意識・管理・組織

風土の劣化などの組織要因が主因となって

いたと解釈せざるを得ない（1）一（3）。具体的に

は、「事業環境」「規則・手順書」「設備」

r安全管理」など当該組織の置かれている

状況、組織風土が根本原因となり、「タイム

プレッシャー」「確認」「成功体験」「自己

防衛意識」「コミュニケーション」など個人

や集団の意識・行動に悪影響を与え、結果
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組織面からの事故・トラブル防止への取り組み

的に多重防護の健全性の劣化を招き、大事

故につながるという図式が伺われる。

　これは、品質保証システム、安全管理シ

ステムなど事故を防止するための体系的な

手段は、人・小集団・組織など人間が運用

するものであり、たとえ完全な管理システ

ムが導入されたとしても、人間側の問題に

目をつぶっていては、すばらしいシステム

も画餅に帰することになる。1999年に発生

した自動車のリコールデータ隠蔽が発覚し

た当時に制定されたコンプライアンス制度

は専門家も非の打ち所がない完壁なもので

あったとされるが、その後、同様の事件が

続発する経緯をみれば運用の重要性はおの

ずから明らかである。したがって、人間側

の安全に関する価値観や潜在的リスクに対

するリスクを共有し（情報共有）、危険認識

を経営層から従業員一人ひとりに至るまで

共有し（価値共有〉、安全を担保する仕組や

規則の実効性を向上させようとする共同の

努力を行わなければならず（意識共有）、こ

のような概念を総称して「安全文化」と呼

晴
鐸

恥轡琳愚祉嶺諏
敵瀬

［データ収集〕

　建設業
化学産業

　製造業
電気事業

幽嵯瞬畢

　夢倖

讐翻象翻断

乗

噸　　　群
環　　電『

理　鼻

　留恥
　評

んでいる。

3．組織の安全文化の醸成支援

組織の安全文化は、放置しておいて育つ

ものではない。英国のリーズンは、「安全文

化とは事故の恐れを忘れずに努力し続ける

ことだ」と述べているように（1）、普段の地

道な努力を継続してこそ、人の意識や価値

の共有がはじめて可能となる。しかしなが

ら、この努力し続ける姿勢も人間の不得意

とするところであり、事故発生後に高まっ

た安全性向上への動機付けは長くは続かな

い。数十年前のように年間の事故数が数十

件と多発していれば、継続が可能であるに

しても、1980年代から一貫して災害・事故

率が減少し、年間数件といった状況ではこ

れも難しい。

　したがって、安全性向上に向けた新たな

「指標」が必要となり、これを実現しよう

として開発したツールが安全性向上システ

ムであり、その概念を図1に示す。ここで、

安全性向上システムは、「安全診断システ

碑霞
毒

争

　　　　　1’ノ　　　　　　　　　　オ
　　　　　旦
　　　　　　　　　ぢ　　ぎ　　　　あ

　　　　　　　　　　o磯　　　　奪葡
　　　　　　　　　南　　　　　　　　　葬嘩

産業・業種別

調査データ

診断基準

ア7タ

事業斬に合った

，安余ブqグラムΦ

　　輿践

嚇

異餓甚隔％

、fデ轡タ奴集ユ

薪

㌦触帥一“騨鋭藁紳輔騨齢齢齢帥紳帥賃爵挿棘纏静麟静管蜜

建設業
化学産業’』「

製造業

産業・業種劉

訪問調渣データ

’
安
全
施
策 ・活動

デ十タベース

　　　　　　　　　　　　　　乖聴曽細鞍馳繍柵髄善樋齢齢呼噺宰瞬轟珊麟修輔囎種師縣幸廊

嘆

唾
①

舜恒
薄

塩

図1安全性向上システム（安全診断システム＋安全提案システム）の全体構成と事業所の安全性向

上に向けた改普プログラムの実践の流れ
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ム」と「安全提案システム」からなり、安

全診断システムは従業員の意識、職場の安

全管理（活動）および組織風土の健全性を

アンケート調査により評価して安全レベル

を呈示するシステムである。　一方、安全

提案システムは、安全優良企業訪問により

得た様々な安全活動や安全施策に関する情

報を整理し、診断で得た弱点に対応させた

組織としての施策をデータベース化したも

のであり、主に人間側の価値観や危険認識

の共有と向上を目指したものである。この

両者で人間側の健全性を評価し、向上させ

るマクロアプローチとなる。昨今の自主規

制や自主保安の流れに沿ってみずからの組

織を自己評価し、調査→評価→対応策実施

→再調査のサイクルを廻すことにより、安

全性スパイラルアップを目指すことが目的

である。

　一方、人間側の価値や意識の共有だけで

は安全性の向上は達成できない。それを土

台として、人間を取り巻く作業環境や状況、

設備のインタフェース、作業標準、工具や

器具、書類に至るまで、そこに潜む潜在的

なリスクを可能な限り洗い出し、事前の予

防対策を徹底しなければ、事故・トラブル

の実効的な防止には結びつかない。起こし

てしまった事故の再発防止対策は必要最低

限のレベルである。これを実現するツール

として開発したのが、統合フィードバック

型リスクアセスメントシステムであり、図2

にその概要を示す。すなわち、現場の管理

者、作業者が主体となり、過去事例、ヒア

リハット、KYシート、改善報告、エキスパ

ートの知見などを情報源として、設備ごと

に、作業件名ごとに潜在的リスクを徹底的

に抽出し、結果をデータベース化すること

により、予防的な対策や事前の注意喚起に

役立てるシステムである。このシステムに

は膨大な労力がかかるが、これを開発する

過程で潜在的なリスクを感知する能力や組

織としての事故防止に対する姿勢を社員全

員で共有できるばかりでなく、「組織学習」

の具体的成果として、未来の職員への贈り

物となる。

・過去顕在事例

・気付き、気がかり鶴告

澱備別・作業刷・手順こごに整理

　　　　　　　　　　　　　　嬬

収集　　98化遷藝
　　　　　　　　　　　　　　鰺㌶

7イードバッ〃D8活 ・委全亭前評価
・KV活動・T8髄活動
・教青・謂練

・安全串集団活動
・共過的委全対繁
・妾全対繁優先鷹検討

D3活圃収集

図2統合フィードバック型リスクアセスメントシステムの概要
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4．組織の安全性向上システム

安全性向上システムを構成する安全診断

システムは、現在までに、電気事業を中核

表2各種産業界における総合的安全指標と災害発

　　　　　生率の相関分析

安全性向上システムを構成する安全診断

システムは、現在までに、電気事業を中核

　　　表1安全性向上システムの適用実績

業種 設備災害発生率 労働災害発生率

食品 N．A． 一〇．33＊

化学 N．A． 一〇．51＊

機械器具 N．A． 一〇．73林

醐 安全診断実 サンブル

数

電力原子力部門 一〇．60＊ 一〇．58＊

電力火力部門 一〇．71紳 N．A．

篭
気
事
業

・原子力発電所

・火力発竃所

一支店（送電・配電’工務厨

　土木・系統運用）

・建設所

”工事元請会吐

・工事協力会吐

13

14

162

61

55

1538

487

4338

　62
992

1120

工事請負会社 N．A． 一〇．78牌

電力送配電部門 N．A． 一〇．77林

　　　　＊…p〈．05，＊＊一・p〈．01，N．A．はデータなし

とし、化学、食品、繊維、自動車部品、鉄

鋼など広汎な産業界の事業所に適用し、事

業所数で286、サンプル数で2万以上に

及んでいる（表1、図3参照）。その結果、

安全レベルが高いと診断された事業所では

労働災害、設備災害とも有意に低い傾向が

認められている（表2参照）。一方、安全診

断結果に対応した安全性向上戦略を提示す

る安全提案システムでは、18軸で構成さ

れる主要な安全要因のうちどこを改善する

・食品業界

・化淳業界

・繊維業界

・自動車部品

・鉄鋼業

・金属製品加工業

・→岐機械製造業

・篭気機械製造業

42
295

14
1258

10

㈱
7
7 62

243

857

982

264
謝
4
5
5

甜 286 24538

表1安全性向上システムの適用実績

　　　＊…p〈．05，＊＊一・p〈．01，N．A．はデータなし

とし、化学、食品、繊維、自動車部品、鉄

鋼など広汎な産業界の事業所に適用し、事

業所数で286、サンプル数で2万以上に

及んでいる（表1、図3参照）。その結果、

安全レベルが高いと診断された事業所では

労働災害、設備災害とも有意に低い傾向が

認められている（表2参照）。一方、安全診

断結果に対応した安全性向上戦略を提示す

る安全提案システムでは、18軸で構成さ

れる主要な安全要因のうちどこを改善する

刊
嘆
霊
蝦
ド
麺
■
↑
↓
・H＿
瞳
霊
癌

騨
猛
驕
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　　　　　　ノ　　　ゆ　　り　　食品　　“’　　　　　、κ
　　一一ハ鱒陶4』層
　ザ　　　　 ノ　　リヘ　　　　　　　　キ

～　　　　～◆　　　、、　　　◎　■

3 ＼瓢。』言ヤ
　＼～、、、齢◆ジ・な

　　　、・、へく影肱
　　　　、　　　　　、・曜
　　　　　、、　　　　　鞠智㌔
　　　　　　、、
　　　　　◆　　　　　　　　、　　　　　　　　、、衛威
　B事業所の推移　　ゼ

りのゆのゆロロロロロロロ　ロヘ

　　　　　元請・儘拠事会社
　　　　　　　　　　　、　　　　穿　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　、　　　　　x　　　　　　　　　　　　　、
　　　翼　　　　x　　　　　　　　　　▲、
　　　　　　　　　　　　　ヤ　　　ベ　　　　ヤ　 きくニ

鈎魁　　　x　　　l
』　　A事業所の推移　　　　　　　’
○、、　　　　　　　　　　　　　　　～

　　　　、　　拳　　　　　　　　　　　♂
　　、　　　、　呼　　　　　　　　　ノ
　o　、　　、　　　　　　　　ノ

繁ノ難ン／
弧f廼“蹄配電
、翼　雛簾、　4ハ

峯嬢ン
　　　　◆　～
　　◆　　’、
　　◆　　ノ
　　　　’日圏口巳一■の一’

　　　　◆

　　　　　　　低い←総合的安全指標→高い
図3様々な産業界への安全性向上システムの適用とその効果（代表例A、B事業所の経年変化）
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＋事業所　”
r』一享業所2
・09亭業所3
一診断基準テータ
　　　　　　　18

15

14

16

17 馨

13

F’
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11

o

2

ノ

’

9

3

8

4

7

5

6

1．個人の安全意識・行動

1。仕事に対する誇り・やりがい

2．プロ意識・自信過剰

3．作業安全糎則の遵守
4．安全に対する積極的な意識

5．安全に対する積極的な行動

6．工程よりも安箋を重視する態度

H．職場の安全管理
7。安全教育の充実
8．顕在的リスクヘ璽対処と活用

9．潜在的リスクヘの対処と活用

10．安全活動の実施体制と取り組み

11．経営（管理）層の安全に対する取り組み姿勢
12．若年者と高婦者のギャップ

皿．職場の組織風土

13．伝統的糧織風土
14．職場での協調性・人問関係

15．職場における上下の信頼関係
16．幽織内外のコミュニケーションの活発さ

17．戦員への動機付け

18，意思決定の的確さ・スピード

図4安全上B主要な要因18軸による各事業所の弱点把握と安全性向上戦略の立案

かを指摘し、その具体化を支援する（図4

参照）。このため、安全提案システムでは、

各産業界の安全優良企業の現場を訪問して

収集した様々な安全施策・活動が呈示され、

具体的な内容を閲覧し、問題点に対応させ

た具体的な安全性向上策の実践を可能とす

るデータベース機能を備えている。この安

全性向上システムの実効性を検証するため

に、いくつかの事業所で図1に示すサイクル

を複数回繰り返した結果、安全レベルが向

上していることが確認された（図3参照）。

このように、これまで測ることのできなか

った組織の安全レベルを定量的に自己評価

し、具体的な改善目標を明示することによ

り、格段に合理的な取り組みが可能である

ことが確認できた。

5．統合フィードバック型リスクアセスメン

　　ト

労働災害、設備災害、環境災害および業務

災害のすべてのリスクを統合して、固有設

備ごとに、作業件名ごとに抽出し、このリ

スク情報の検索により、情報共有すること

ができることである。さらに、リスクアセ

スメントを行った結果をハード・ソフトシ

ステムの改善ばかりでなく、日常的な業務

での安全活動にフィードバックできる。図2

に示したデータベースでは、事業所ごとに

リスク評点の高いリスク、作業計画時に考

慮すべきリスク、日々の作業工程別のリス

ク、KYlで抽出すべきリスクを、出力する

ことが可能である（図5参照）。このリスク

アセスメントデータベースの主な利用場面

は以下の通りである。

①事業所大で安全対策の優先順位をつ

　　けるためのリスト提供

②事前安全評価に情報提供

1危険予知の略称であり、Kiken　Yotiの頭文字をとったも

の

この手法の特徴は、潜在的リスクとして
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組織面からの事故・トラブル防止への取り組み

事粟所名：000事粟所
部署名＝△課

作桑件名1低圧計器取替
作業段階＝作粟準備

作桑段階 番号 作粟手順 リスク要素 災害想定（最大）
リスク

評価

作粟準備 15 作巣準備 引込練の保謹ヒューの取外し、引込端子箱等で接続酋所
　すなどの　電をしない

接触により短絡し火傷する 84

作粟準備 6 計器場所の確認をする 騨立を使用して作桑中，輿立がふらついて飛び峰り．負傷
する

負傷 75

作桑準備 16 作桑準備 停電作桑を1名で実施する 転落し死傷する 75

作桑準備 14 保護具を点検する 点検せずに低圧ゴム手袋を使用していたとき・穴があいて

おり充電部分に触れ感電負傷する
感電負傷 70

作粟準備 20 作桑準備 踏台（鱒立）を据付けない ムリな姿勢で腰を痛める 60

1．リスクの選定

①

②

③

2．リスクが発生した

　場含の結果

①”

②’

③’

3．あなたなら
　どう対応するか（対簑）

4．作桑後の確認（反省）

図5　データベースからの情報を利用して作成したKYシート

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

作業前のT　BM2，KYに情報提供
設置・改修工事での設計変更・新設
計の基礎資料

ハザードマップとしての活用（潜在
的リスクの大きな設備・作業の同定）

潜在的リスクや懸念情報の水平展開
（事業所内、会社内、同業他社、他
業種）

安全規則への反映

共通的な安全対策の考案（管理、設
備、作業手順）

教育・研修での活用

日常的な安全活動の話題提供

　これまで安全文化の概念や目標が具体性

に欠け、安全文化が醸成された理想状態の

みが示されてきた経緯にあるため、上述の

通り、設備災害や労働災害をなくすために、

企業が戦略的に取り組むべき目標を挙げる

と以下の二項目に集約されると考えられる。

・組織の各レベル（経営者一管理者一従

　業員）において、常に各自が自発的に

　周りにある潜在的リスク（ハザード）

　を把握・理解し、組織学習するシステ

　ムを構築すること

2作業直前打ち合わせ。ToolBoxMeetingの略称

・　組織の各レベル（経営者一管理者一従

　業員）において、常に各自が社会から

　求められる安全の達成を目指して高

　いモチベーションを持って、リスク

　　（ハザード）をなくす、およびリスク

　　（ハザード）を低減するプロセスを学

　習システムに組み込むこと

ここで重要なのは、現場の第一一線の職員

ばかりでなく、組織の各層、場合によって

は、規制側も含めて、潜在的リスクの発見、

除去に努めるべきだということである。こ

の目標達成のため、組織として具体的な目

標を設定し、経営のバックアップにより費

用対効果の問題を克服しながら、この目標

達成のための支援と奨励を行う必要がある。

このようなシステムの構築・運用は、組織

全体での取組みが肝要である。

6．おわりに

本稿では、安全文化の実践を支援するマ

クロ、ミクロ両面のツールの統合的利用に

ついて述べた。しかしながら、ツールがあ

ってもこれを活用するという経営層の意思
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決定、および安全担当者と現場職員の強い

意志とそれに裏打ちされた行動が伴わなけ

れば、このツールは無用の長物となり、実

効性も発揮しない。ツールをうまく使いこ

なすのも、安全文化のカが必要なのである。

方法としては、トップダウンにて、安全宣

言や規定・規則、実施要領を示すことによ

り、全社で取り組む積極的な姿勢をアピー

ルし、各職場の課単位、あるいは班単位で

具体的な実施内容を検討し、従業員の参加

を得て活動を推進する。そして、取り組み

がうまく軌道に乗ってくれば、従業員の意

識もあがり、さらに、ボトムアップにより、

自主的に工夫した安全活動を提案し、実践

していくというサイクルを完成することが

重要である。安全活動はマンネリ化しやす

いので、長続きさせるためには、このよう

なボトムアップによる活動は特に重要であ

る。さらに、組織の経営層は自主的な安全

活動を支援するためにも、優れた活動や効

果のあった活動を表彰し、さらなるモチベ

ーションを付与することも忘れてはならな

い。

　　　　　　　【参考文献】

【11」．Reason。Managing　the　Risks　of　Organizat

　　ional　Accident，Ashgate　Aldershot，UK．199

　　7　（邦訳：組織事故、塩見監訳、高野、佐

　　相訳、日科技連出版社　1999）

［21佐相邦英、合田英規、弘津祐子．ウラン加工

　　工場臨界事故に関するヒューマンファクタ
　　ー的分析一臨界事故発生に係わる行為の分
　　析（中間報告〉一、電力中央研究所　調査

　　報告　S99001，1999
［31高野研一．装置産業におけるヒューマンエラ
　　ーの実相，Human　Interface誌，vo1．4，No．1，

　　2002．
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安全確保に向けての規制システムと
企業倫理コンプライアンス活動との協働

田　邉朋行

1．はじめに

我が国では、近年、事故や不祥事が発生

する毎に規制的強化を図り、同様の事故・

不祥事を防止しようとする、いわば対症療

法的な対応がとられている。しかしながら、

このような事故・不祥事対応の方法には、

後述するように一定の限界がある。

本稿では、対症療法的アプローチに代わ

る安全確保の方法として、規制行政と組織

の自主的な企業倫理・遵法活動（以下、倫

理コンプライアンス1）とが好ましい相互作

用を構築すること、すなわち両者の間に協

働関係を構築することの必要性とそれを実

現するための課題について述べる。

2．協働関係構築の必要性とその意義

2．1協働関係構築の必要性

近年における科学技術及び産業の急速な

発展は、私たちの社会に大きな恩恵をもた

らすとともに、新陳代謝が起こり難い旧来

の規制内容をさらに陳腐化させている。こ

のような時代にあっては、規制的措置、殊

に従来型の規制強化の方策のみをもって、

公衆の安全を確保することには一定の限界

がある。

第一に、技術の進展の実態に合わない規

制をただ単純に強化することは、実務と法

規制の内容との乖離をもたらす。実態にそ

ぐわない規制内容の強化は、現場における

1本稿では、品質保証活動等を含めた広い概念として定
義する。

形式的な規制適用と規制の信頼低下を招き、

安全確保のリスク要因に繋がる。

第二に、仮に規制内容が科学技術の進展

に対応できたとしても、それを運用する行

政資源に一定の制約がある以上、規制のみ

を通じた事故・不祥事防止には限界がある。

第三に、規制強化が企業等に対して懲罰

的に機能し、企業の自主的な取組みを阻害

したり、組織内遵法システムの形骸化を招

いたりするならば、これもまた第一の点と

同様に安全確保のリスク要因となる。

　以上を鑑みるならば、殊に近年の高度技

術利用社会にあっては、単に対症療法的規

制強化を図るのみならず、規制主体及び企

業が一定の緊張関係の下に、協働して不祥

事・事故再発の防止に努めること、すなわ

ち、規制システムと企業倫理コンプライア

ンス活動との間に好ましい相互作用を構築

することが重要となる。

2。2協働関係構築の意義

規制システムの実効性が確保され、それ

が企業に対するインセンティブ及び緊張感

（ペナルティ）として機能することによっ

て、企業の倫理コンプライアンス活動が促

進される。そして、それを通じて企業にお

ける遵法の実効性が高まれば、規制システ

ム自体の実効性も高まる。この好ましいサ

イクル（図1）を構築し、両者間のシナジー

効果を発揮させることが、規制システムと

企業倫理コンプライアンス活動との協働の

意義に他ならない。

　この協働関係は、規制主体、企業、市民・

一57一



安全確保に向けての規制システムと企業倫理コンプライアンス活動との協働

インセンティブと緊張感
（ペナルティ）の付与

規制システムの
実効性確保

倫理コンプライアンスの

　実効性確保

被規制者の遵法確保を通じた
　規制の実効性確保

図1規制システムと企業倫理コンプライアンスとの協働

社会のそれぞれに利益をもたらす。

第一に、規制主体は、行政資源制約下で

規制の実効性を確保することができる。こ

のことは、行政資源の適正配分に資する。

第二に、企業は、倫理コンプライアンス

活動を通じて、組織リスク管理と「良い企

業統治」の実現を図ることができる。そし

て、これを通じて企業は対外ステークホル

ダーとの間で信頼構築を図ることができる。

　第三に、社会は、事故・不祥事等の未然

防止により公衆の安全の確保を達成するこ

とができる。このことは、そこに暮らす市

民の安寧な生活の保障を意味する。

　また、協働関係の構築は、各ステークホ

ルダーに対して上述の利益をもたらすとと

もに、科学技術利用に対する社会の信頼獲

得に大きく貢献する。現代の高度技術利用

社会がこの信頼獲得なしに存立し得ないこ

とを鑑みるならば2、協働関係構築の現代社

会における意義はとりわけ大きいと考える。

3．協働関係構築に必要な三つの課題

協働関係の構築には以下に述べる三つの

課題がある。

3．1遵守すべき法規制そのものの適正性の確

保

先述のように、科学技術及び産業の急速

な進展は法規制の内容の陳腐化をもたらす。

法規制の制定・改正には適正な手続が要求

されることや法的安定性確保の要請等から、

法規制が情勢の変化に即応することには一

定の限界がある。このため、実態にそぐわ

ない不合理な法規制が温存され、その遵守

が要求されたり、逆に規制が必要とされる

分野で法整備がなされない等の不都合が生

じる。

　このような状態が放置されることは、企

業の倫理コンプライアンス実践の阻害要因

となる。なぜならば、不合理な法規制は現

場における規制に対する信頼性低下と規制

回避行動（脱法行為）を招く可能性があり3、

法規制の未整備は現場の独善的な判断を生

む温床に繋がるからである。例えば、平成

14年に明らかになった東京電力原子力発電

所自主点検記録不実記載問題では、いわゆ

る「維持基準」が明確に定められておらず、

トラブル等の報告徴収の基準についても不

明瞭であった点が、現場の誤った判断を招

いてしまった一要因であることが後の調査

で明らかにされている4。

　遵守すべき法規制そのものの適正性を確

保することは決して容易ではない。それは、

第一に、法規制の内容の根拠となる科学

的・技術的知見の抽出と規制行政への反映

が必ずしも容易ではないこと、第二に、科

2例えば、特定の技術利用が深刻な事故を繰り返し起こ
　し、社会の信頼を裏切るならば、その技術そのものが

社会に受け入れられなくなり、社会は技術利用に伴う

恩恵も同時に受けられなくなる。これが多くの技術利

用について繰り返されるならば、技術利用に依拠した

社会そのものが成り立たなくなることに繋がる。

3現場（被規制者）が不合理な法規制に直面した場合、

現場の運用による不合理な法規制への“柔軟な”対応

がとられることがある。こうした対応がモラル・ハザ

ード的に加速するならば、法規制（本音）と運用（建

前）の乖離が決定的となり、最終的には不合理な規制

　のみならず本来遵守すべき重要な法規制までもが運用

　によって無視される結果を招くことがある。

4原子力・安全保安院（2002）7頁。
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学的知見に関してはその不確実性により一

定の合意を得ることが極めて困難であるこ

と、等に起因する。殊に、後者の科学的不

確実性に起因する合意の困難性は、魔女狩

り的規制強化5を招く可能性がある一方で、

近時のアスベスト問題に見られるような規

制の空白を生み出す（アスベスト問題に関

しては、今後は転じて魔女狩り的規制強化

に繋がる可能性が高いと予想する）。

　こうした課題を克服し、遵守すべき法規

制そのものの適正化を図り、もって企業の

倫理コンプライアンスの実践を促進するた

めには、以下の施策が必要になると考える。

　第一は、科学的・技術的知見を抽出し、

それを規制（行政）に反映させるための適

正な手続の整備である。具体的には、規制

主体に専門家を関与させる等によってその

科学的・技術的評価・判断能力を向上させ

ることはもとより、現場情報へのアクセス

とその評価がより容易な民間主体の取組み

　（例えば民問規格等）を適正な手続の下で

規制行政や規制策定に反映させることが必

要であろう。また、例えば原子炉等規制法

第66条の4の規定する「主務大臣等に対する

申告」制度に見られるような、いわゆる“内

部告発者保護”制度の下で規制主体へ申告

された現場情報に関しては、それを違法行

為発見・取り締りの端緒として利用するの

みならず、規制そのものの見直しに繋がる

情報としても活用すべきであろう。

　第二の施策は、科学的・技術的進展等が

著しい規制分野に関しては、法規制の内容

の定期的見直しとそれに伴う是正措置の保

障につき何らかの制度的根拠を設けること

である。不合理な法規制の温存は、被規制

者に対して重い負担と規制回避行動をもた

らすのみならず、時として深刻な風評被害

や残酷な差別を社会もたらすことに繋がる。

このことは、ハンセン氏病患者に対する過

去の隔離政策が深刻な差別問題を引き起こ

したことからも理解されよう。従って、科

学的・技術的知見の進展にあわせ、規制内

容を定期的に見直し、規制内容の変更に伴

い深刻な不利益が生じた分野に関しては何

らかの積極的な是正策がとられるべきであ

ると考える。

3．2倫理コンプライアンスの取組みを促進する

法規制システムの導入

企業の倫理コンプライアンスの取組みを

促進し、その実効性を高めることについて、

法規制、とりわけインセンティブ型の規制

システムの果たすべき役割は大きい。

例えば、米国では、連邦量刑ガイドライ

ン第8章「組織体への量刑」が、効果的な法

令遵守プログラムの具備を条件として組織

処罰（罰金）の軽減（最大で80倍の差がつ

く）を定めている（§8C2．5（f），§8C2．6）が、

この規定が米国企業における社内通報制度

等の様々なコンプライアンス・プログラム

の導入・確立の要因として機能したことは、

多くの先行研究が明らかにしている6。また、

我が国の原子力規制でも、平成15年10月に、

原子力安全基盤機構が定期事業者検査の実

施に係る体制を審査し（電気事業法第55条

第4項）、規制主体がその結果に基づき総合

的な評定（AからCまでの三ランクで区分）

を行い（同条第5項）、その内容を次回定期

安全管理審査での実施項目の増減に反映さ

せるというインセンティブ志向型の制度が

5田邉他（2002）2－3頁。

6例えば、Dworkin（2002）p．464，fbotnote45における引用

　文献等を参照のこと。
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取り入れられている。

このようなインセンティブ型の規制シス

テムを企業による倫理コンプライアンスの

取組み促進に活用するには、以下の方法等

が考えられる。

第一は、規制主体による審査や調査が義

務付けられる分野において、実効性ある倫

理コンプライアンス推進体制を導入・実践

している事業者に対して、規制上の軽減措

置を認めるという方法である。例えば、上

述の定期安全管理審査制度において、原子

力安全基盤機構が実施する審査項目の中に

倫理コンプライアンスの取組みに関する評

価軸を導入する方法等が考えられる7。また、

実効性ある倫理コンプライアンス推進体制

がとられている事業者に対して、検査・調

査期間の短縮やそのサイクルの長期化を認

めたり、検査・調査手数料等を割り引くと

いった措置を講じることも考えられる。実

効性ある推進体制の実践は、規制主体によ

る検査・調査を一部肩代わりしていると捉

えることもでき、こうした措置を導入する

ことには一定の合理性があると考える。

　第二は、米国の連邦量刑ガイドラインに

類似した考え方を我が国の規制運用の中に

取り入れるという方法である8。すなわち、

行政法規等において①法人処罰の規定（両

罰規定）が置かれている場合や②違法行為

をした法人・組織に対して不利益な行政処

7もっとも、この例においては、原子力分野における倫
　理コンプライアンス・プログラムに関して品質マネジ

　メント・システムと同様に規格類が整備されているこ

　とや、コンプライアンス・プログラムと品質マネジメ

　ント・システムとの間に整合性がとれていること等が

　課題となる。また、基本的には技術基準適合性確保の

　メカニズムを対象とする審査・評価システムの中でコ

　ンプライアンス・プログラムに対する評価をどのよう

　に取り入れるか、という点についても解決すべき問題

　は多い。

8高（2003）25－30頁。

分が課せられる場合には、実効性ある倫理

コンプライアンス推進体制の実践がなされ

ている事業者に対してはその減免を認める

とする。①については、現行の法人処罰の

規定の解釈（推定過失の解釈）により対応

することが、少なくとも法解釈上可能であ

ると解されるが、こうした規制運用を法律

や規則による明文化等を通じてより明瞭化

する必要があるし、②についても、明文規

定化した上で広く導入することを検討して

も良いと考える。

　第三は、規制により当該事業の遂行に強

制保険の具備が要請される場合9に、実効性

ある倫理コンプライアンス推進体制の実践

がとられている企業・組織に対しては、そ

の保険料の減額を認め、それを欠くものに

対しては保険料を増額設定する、という方

法である。企業の倫理コンプライアンスの

実効性が確保されることは、事故や不祥事

の回避、すなわち保険金の支払いの抑制に

繋がるため、実効性の有無を保険料率に反

映させることには一定の合理性がある。例

えば、原子力事業者に課せられている原子

力損害賠償責任保険契約（民間責任保険）

や原子力損害賠償補償契約（政府補償契約）

の保険料・補償料の設定に反映させること

等が考えられよう。

9強制保険としては、①自動車損害賠償保障法に基づき

　「自己のために自動車を運行の用に供する者」に対し

　て義務づけられる自動車損害賠償責任保険（同法第5
　条）、②原子力損害の賠償に関する法律に基づき「原

　子力事業者」に対してなされる原子力損害賠償措置（原

　子力損害賠償席委任保険契約及び原子力損害賠償補償

　契約）　（同法第6条）等がある。また、法律上強制さ

　れるものではないが、強制保険に近い機能を有する制

　度として、①航空法に基づきr本邦航空運送事業者」

　に対してなされるr航空事故により支払うことあるべ
　き損害賠償のための保険契約」（同法第ll2条第5号）、

　②独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき

　「許可医療品製造販売業者」に対してなされる、いわ

　ゆる副作用拠出金（同法第19条第1項）等がある。
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3，3組織における倫理コンプライアンス実効性

確保に向けた取組み

規制システムと企業倫理コンプライアン

スとの協働関係を構築するためには、規制

内容やインセンティブ・システム等の外部

規制環境の整備のみならず、組織自らが倫

理コンプライアンス実効性確保に向けた取

組みを率先して行う必要があることは言う

までもない。しかし、その実効性確保には、

以下に述べるような組織内部の様々な阻害

要因を克服することが課題となる。

　第一に、風通しの悪い縦割り型の組織運

営等に起因する情報伝達経路の機能不全は、

特定部署の治外法権的二重基準を許容した

り、現場の問題発見を遅らせたりする等の

形で、倫理コンプライアンスの実効性確保

の大きな阻害要因となる。例えば、先述の

東京電力原子力発電所自主点検記録不実記

載問題では、原子力部門が「独自のテリト

リー」loを築いてしまい、それが「一般社

会の意識と乖離した」11限定されたメンバ

ーだけの社会を組織内に生み出したことが、

問題発生の背景にあると指摘されている。

　第二に、過度なコスト削減要請やそれに

伴う厳しいスケジュールの設定もまた、実

効性確堺の潜在的阻害要因となる。例えば

平成H年9月に発生したJCO臨界事故の背

景に効率化とスケジュールの圧力があった

ことは、その後の事故調査報告書等でも指

摘されている12。

　第三に、成果主義の誤った運用とそれに

伴うモチベーションの低下もまた実効性確

保の脅威となる。すなわち、成果主義（目

標管理制度）が、その“適合性”の有無に

iO原子力・安全保安院（2002）6頁。

n東京電力株式会社（2002）144頁。

量2原子力安全委員会ウラン加工工場臨界事故調査委員
会（1999）IV－5頁以下。

かかわりなく、すべての部署に横並びで導

入されしまうため、（特に不適合な）部署に

おいてその無理な運用を招き、それが各従

業員の仕事に対するモチベーション・コミ

ットメントや業務質の低下を生じさせるB。

殊に、粛々と業務を全うすることにより組

織の健全性や公衆の安全が担保されている

部署において、こうした事態を招くならば、

それは倫理コンプライアンスの実践にとっ

て極めて重篤なリスクとなり得る。

　第四は、組織運営における形式主義・完

壁主義・数値至上主義の践雇である。先の

3．1において、不合理な法規制の内容が被規

制者における「本音」と「建前」の乖離を

招き、倫理コンプライアンス実践の脅威と

なることを指摘したが、このことは組織内

のルールや運営体制等にも同様に当てはま

る。すなわち、“完全であること”を求めて

策定された（完壁主義）組織内ルールや組

織体制が、その後の情勢の変化に対応でき

なくなり、やがて運用による組織運営がな

されるようになると、ルール・体制の形骸

化・形式化が進行する。殊に、品質管理体

制に見られるように、文書類や数値データ

が重視される社内システムにあっては、こ

うした形骸化・形式化が加速する危険性も

ある。

　以上例示した阻害要因を克服することは

容易ではなく、そのそれぞれに対して組織

が着実に自律的な取組みを行う必要がある

のは言うまでもないが、殊に、組織内の情

報伝達経路を正常に機能、あるいは拡充さ

せることが阻害要因克服に繋がることをこ

こでは指摘しておきたい。

　第一に、組織は風通しの良い組織風土づ

B詳細については城（2005）を参照のこと。
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くりに取り組む必要性がある。そこでは、

通常の業務ラインを通じた情報伝達はもと

より、職場懇親等のインフォーマルな情報

伝達にも一定の意義づけを与えることも望

まれる。現場情報を躊躇なく上層部に伝え

ることができる職場の雰囲気を醸成するた

めにも、ライン上司に期待される役割及び

責務（開かれたコミュニケーションのムー

ド・メーカーとしての役割及び報告に対す

る真摯な対応）はとりわけ大きいと言える。

　第二は、いわゆる“マイナス情報”を現

場から抽出しそれを適切な部署に伝達する

ための、ラインを補完・代替する情報伝達

経路の整備である。一般にこうした“マイ

ナス情報”はライン経路を通じて抽出・伝

達され難い側面がある14。組織は通常の情

報伝達経路を機能させることは当然のこと

15、社内通報制度や倫理相談窓口等に代表

される、信頼性・情報守秘性の高い代替的

情報伝達経路の拡充を図るべきであると考

える。また、こうした形でのボトム・アッ

プからの情報抽出とその活用は、ともすれ

ばトップ・ダウンで進められ、規範的かつ

文書化を重視する品質保証活動の形式主義

化を補完する役割があると考えられ16、事

実、米国の原子力事業者等においては、従

業員懸念事項報告プログラム（Employee

ConcemsProgram）等の形で品質保証活動の

中にこうした情報伝達プログラムが組み込

まれている17。

4．おわりに

14殊に、成果主義の導入によりライン上司から常に厳し

　い評価の目に晒される現場従業員層にとっては、問題

　情報の伝達・相談は、自らの評価を落とすものとして

認識され、それが忌避される可能性がある。

6例えば、“マイナス情報”の報告に対しては、懲罰的
　な態度で臨まないことが最低限必要であろう。
16吉川（2004）21－22頁

17詳細については田邊・鈴木（2004）を参照のこと。

規制システムと倫理コンプライアンスと

の協働関係構築のために取り組むべき課題

は、本稿で示したものに留まるものではな

い。例えば、学術団体、NPO、事業者団体

等がその専門性を活かして協働関係構築の

一翼を担うことの意義は大きいと考える。

いずれにせよ、事故・不祥事対応にあっ

ては、従来型の対症療法的、あるいは懲罰

的規制強化に拘泥するのではなく、この協

働関係構築の視点から社会・企業・規制主

体が（一定の緊張感の下、一丸となって）

取組みを進める必要があると考える。
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米国・包括エネルギー法の概要

丸　山真弘

米国の包括エネルギー法（Energy　Policy

Act　of2005）は、2005年8月8日にニューメキ

シコ州アルバカーキのサンディア国立研究

所でブッシュ大統領が署名し、成立した。

この法律はr包括」という名にふさわしく、

最終的な法文は全18編（title）、500ぺ一ジにも

及ぶ大部のものとなっている。

本稿では、同法の中で電気事業制度につ

いて規定している第12編（TitleXII）の規定を

中心に、その内容と、新しい法律に対応す

るための連邦エネルギー規制委員会

（Federal　Energy　Regulatoly　Commission：

FERC）の動きを併せて紹介する。

1．電気事業に関する規定の概要

第12編は「2005年電力近代化法（Elec屈city

ModemizationActof2005）」という呼称が付

けられており（第1201条）、1992年のエネルギ

ー政策法（Energy　Policy　Act　of2005：EPAct）

制定以来最大の、電気事業制度に対する修

正と評されている。規定は以下の10の章

（subtitle）に分かれている。

A．信頼度基準

B．送電インフラの近代化

C．送電運用の改善

D．送電料金の改革

E．公益事業規制政策法の改正

F．公益事業持株会社法の廃止

G．市場の透明性・執行・消費者の保護

H．定義

1．技術的な整合のための修正

J．経済的ディスパッチ

　以下では、A－Gについて、その内容を概

観する。

2．信頼度基準

2003年8月14日に起こった北米大停電以

降、北米電力信頼度協議会（North　American

ElectricReliability　Council：NERC）の定める

信頼度基準に強制力がないことが問題視す

る声が従来にも増して高まってきた。包括

エネルギー法では、連邦動力法（Federal

PowerAct：FPA）に、以下のような規定を盛

り込んだ第215条を新設することを定めた

（第1211条）。

●　FERCは、電力信頼度機構（Electric　Re－

　liabilityOrganization：ERO）を認定する。

●　EROは信頼度基準を定め、FERCがこ

　れを承認する。信頼度基準にはサイバー

　セキュリティの保護も含まれるが、発電

　設備や送電設備の拡大や新設までは対象

　とされない。

●　卸送電系統の全ての利用者・所有者・

　運用者は、信頼度基準を遵守することが

　義務付けられる。所有者や運用者には、

　大規模な公営・協組営の事業者も含まれ

　る。

●　EROは、FERCの監督の下、信頼度基

　準に違反した者に対して罰を課すことが

　できる。またEROは、信頼度とアデカシ

　ーについての定期的な評価を実施する。

●　EROは、一定の要件を満たしたRTOや

　ISOなどの地域的機関に対し、その権限を

　委譲することができる。

　FERCは、EROの認定や信頼度基準の承認

に関する規則案（Doc．RMO5－30－ooo）を、2005
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年9月1目に公表し、意見を求めている。一

方NERCは、EROとしての認定を受けるべく、

準備を進めている段階にある。

　この規定は、民間組織であるNERCに対し

てEROという公的な資格を与えることによ

り、FERCに与えられた権限を代行する形で

強制的な信頼度の執行を可能にするための

ものであるといえる。

3．送電インフラの近代化

FPA第216条として、以下のような権限が

FERCに与えられることになった（第1221条）。

●　連邦エネルギー省（Department　of　En－

　ergy：DOE）は、関係する州と協議した上

　で、送電容量が不足し、送電混雑が発生

　している地域を「国家的に関心のある送

　電ルート」として指定する。またDOEは、

　連邦政府の各機関が持っ、送電設備の建

　設に伴う各種の権限を調整する役割を担

　う。

●　FERCは、①州が送電設備の立地を承

　認する権限をもっていないか、承認に当

　たって、その設備によってもたらされる、

　その州以外での利益を考慮することがで

　きない、②送電設備の建設を求める者が、

　その州での立地承認の申請権を持たない、

　③州が立地の申請を1年以上棚晒しして

　いる一といった場合に限り、国家的に関

　心のある送電ルートにおける送電設備の

　建設・改修を承認する権限を持つ。

　この規定は、FERCに対して送電設備の建

設そのものを命じる権限を与えたものでは

ない。事業者が実際に送電線を建設するか

否かは、送電料金の改革によるインセンテ

ィブの付与が重要となってくる。

4．送電運用の改善

卸電力系統に対する一層の無差別のアク

セスを保証するため、以下のような規定が

FPA第2HA条として盛り込まれた（第1231
条）。

●　従来は規制の対象外であった、（販売電

　力量400万MWh／年を超える）大規模な公

　営・協組営の事業者に対し、電力系統へ

　の無差別のアクセスを保証することを求

　める権限をFERCに与える。

●　連邦営の事業者がRTOに参加するこ

　とを認める。

　また、供給事業者がネイティブロードの

供給義務を果たすための電力を輸送するた

め、常時（行m）の送電権を確保することが

FPA217条として認められた（第1233条）。

5．送電料金の改革

FERCに対し、包括エネルギー法の立法か

ら1年以内に、信頼度を保証し、送電混雑の

軽減によるコスト低減を図ることで需要家

にとって利益をもたらすような、送電料金

に対するインセンティブ制度を検討するこ

とが、FPA第219条として義務付けられた（第

1241条）。またFERCが認める送電料金は、

信頼度基準を遵守し、全ての適正なコスト

に対応した、送電投資を促進する報酬を提

供するものとすることが求められている。

6．公益事業規制政策法の改正

1978年に制定された公益事業規制政策法

（Public　Utility　Regulatory　Policy　Act：PURPA）

では、認定設備（Qualmed　Facility：QF）から

の電力購入を電気事業者に義務付けていた。

包括エネルギー法では、卸電力市場での競

争の実態を踏まえ、QFが競争的な市場に参

加している場合には、購入義務を撤廃する

旨の改正（PURPA第210条）を実施すること

になった（第1253条）。FERCは、2005年10月

11目に改正に伴う規則変更の提案（Doc．
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RMO5－36－000）を行い、意見を求めている。

一方、PURPAm条の改正を通じ、州の規

制当局は、ネットメータリング（需要家のオ

ンサイト電源からの逆潮分と、供給事業者

からの購入電力を相殺できる制度）や、実時

間料金制の採用のための高機能メーターの

導入が需要家にとってどのような影響を与

えるかを検討することが求められた（第

1251条・第1252条）。さらに、燃料源の多様

化や、化石燃料発電の効率性向上に関する

計画を策定することが、各事業者に義務付

けられた（第1251条）。

7．公益事業持株会社法の廃止

　FPAと同じ1935年に制定された公益事業

持株会社法（Public　Utility　Holding　Company

Act：PUHCA）に対しては、競争環境におい

て、規制が時代遅れであるとして、その廃

止を求める声が電気事業者側から主張され

る一方、PUHCA廃止は消費者保護の後退に

つながるいう反対論が、消費者団体を中心

に主張されていた。

　包括エネルギー法では、立法から6か月後

にPUHCAを廃止することが定められた（第

1263条・第1274条）。これに伴い、従来証券

取引委員会（Securities　andExchangeCom－

mission：SEC）が持っていた持株会社や関係

会社の帳簿・記録に対するアクセス権限は、

FERCと州の規制当局が引き継ぐことにな

った（第1264条・第1265条）。アクセスの対象

となる情報に対し、FERCと州の規制当局は

原則として守秘義務を負うことになる。

　さらにFERCには、持株会社グループ内の

関係会社取引のコスト配分に対する規制権

限も与えられた（第1275条）。

　FERCは、PUHCA廃止に関連して新たに

有することになった権限の取扱いに関する

詳細規則の案（Doc．RMO5－32－000）を2005年9

月16目に提案し、意見を求めている。

8．市場の透明性・執行・需要家保護

　FPA第220条として、FERCに対し、卸電

力市場の価格の透明性を高めるために以下

のようなことを行うことを求める規定が新

設された（第1281条）。

●　市場関係者が適時に電力取引に必要

　な情報を入手できるようにするための規

　則を定める。

●　商品先物取引委員会（Commodity　Fu－

　turesTradingCommission：CFTC）との間で

　情報の交換についての合意文書を取り交

　わす。

●　既存の手段では不十分と判断した場

　合には、価格情報の開示のための電子情

　報システムを構築する。

　FERCとCFTCの間の合意文書は、2005年

10月12目に締結された。

　一方、市場参加者が電力の卸売価格や送

電可能容量について、市場操作の意図をも

って虚偽の情報を提供すること（第1282条

＝FPA第221条）や、卸電力市場を操作するこ

と（第1283条一FPA第222条）が新たに禁止さ

れ、FPA第316条の修正により違反者に対す

る刑事罰の上限が禁固5年以下あるいは100

万ドル以下の罰金へ、民事罰の上限が500

ドル／目から25，000ドル／日へとそれぞれ引

き上げられた（第1284条）。さらに、FPA第206

条が改正され、正当かつ合理的な料金では

ないとしてFERCが払戻を命じる際の対象

期間の起算点を、不服申立日ないしFERCに

よる手続公示日まで遡らせること（第1285

条）や、払戻を命じることのできる対象を（販

売電力量800万MWh／年超の）大規模公営事

業者まで拡大すること（第1286条）が盛り込

まれた。

　消費者保護のための規定として、消費者
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のプライバシーを守り、スラミング（同意な

しの供給先の変更）やクラミング（同意無し

の供給内容の変更）を禁止するための権限

が連邦取引委員会（Federal　Trade　Commis－

sion：FTC）に与えられることになった（第

1287条）。

　FPA203条に基づきFERCが有していた電

気事業者の合併・買収に対する審査権限の

対象に、持株会社の合併や、州際の卸電力

取引に使われる発電設備の買収が加えられ

た。また、審査に当たりFERCは、事業者と

関係会社との間での内部相互補助が起こら

ないことを検討することが義務付けられた

（第1289条）。FERCは、この点に関する詳細

規則の案（Doc．RMO5．32．000）についても、

2005年9月16日に公表し、意見を求めている。

9．事業活動・規制への影響

　事業者側の動きとしては、PUHCAの廃止

を先取りする形で、遠隔地の事業者同士の

合併を含む大型合併の事例（Exelox－PSEG，

Duke－Cinergy等）が進行している。また、電

気事業者の異業種への進出や、異業種によ

る電気事業者の買収などを通じ、請求書の

一本化（ワンストップサービス）の実現を図

る動きが生じるとの予想もある。

　州の規制当局は、PUHCA廃止に伴い、持

株会社に対する規制権限を与えられること

になったが、これに関連した規制として

ring一色ncing（事業者の財務上の独立性を維

持させるための仕組み）に関する考え方の

整理が求められている。また、LNG基地に

対するFERCの排他的権限が認められたこ

とと並び、発電設備の買収に関する審査権

限をFERCが持つことになった点について

は、州の権限を奪うものとして批判が強く、

今後連邦と州との間の権限争いが起こるお

それも指摘されている。一方、連邦大の再

生エネルギーポートフォリオ基準（RPS）は

包括エネルギー法には盛り込まれなかった

ため、この点については州の裁量が残され

ることになった。

　なお、包括エネルギー法には、今後10年

間で最大ll5億2500万ドルの純支出増（145

億5300万ドルの支出増と30億2800万ドルの

収入増）となる税制改革案も含まれている。

この中には、高圧送電線の減価償却期間の

20年から15年への短縮や、送電資産を独立

発電会社に移管した場合の税金の繰り延べ

措置の期間延長、クリーンコール発電施設

や再生エネルギー発電設備、家庭用の太陽

電池などへの税制優遇措置、新規原子力発

電所の建設に対する政府による保証といっ

た、電気事業にとっても関係の深い規定が

数多く含まれている。なお、これら税制に

関する規定は、今後の予算審議の中で具体

的な額が確定することになっており、今後

の連邦議会での動きを注意深く観察する必

要がある。

　電力中央研究所では、今後とも米国電気

事業の制度改革の現状と課題について定点

的な観測を続け、そこから得られた成果を

日本における制度改革や、制度改革を踏ま

えた電気事業のあり方などに対する提言の

形でとりまとめていく。
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