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スプリントかマラソンか？
危機が変革のペースに与える影響
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エネルギー変⾰の中⼼に社会を据える。
世界のエネルギー界からの経験と展望
World Energy Pulseの調査結果（2回⽬）によると、変⾰のペースに関するリーダーの楽観
的な⾒⽅は急速に減少している。現在の各国のエネルギー戦略検討の結果、4⽉の調査結果
（1回⽬）よりも、変⾰のペースが遅くなると答えたリーダーが27％増えました（35％に対
し44％）。

2回目：583 名（1回目700名）
6大陸 79カ国より回答
583 RESPONDENTS

同時に、新たな危機が世界中のエネルギーシステムと消費者に連鎖的に影響を及ぼすため、
より⼤きな分断が起こると⾒ているリーダーも18％増えています（36％に対し43％）。
「今回のWorld Energy Pulseは、エネルギー転換の中⼼に社会を据えることの重要性を強
調しています。ウクライナ戦争とそれに伴うエネルギー供給と⽣活費の危機は、需要への対
応なしに供給側の解決策に取り組むことの難しさを痛感させるものでした。そうすれば、絶
好の機会を逃すだけでなく、社会不安という現実的なリスクも⽣じます。エネルギー転換を
成功させるには、『世界エネルギー・トリレンマ』の三つの柱すべてに関わるだけでなく、
エネルギー消費者のニーズに対応した解決策を取り⼊れる必要があります。」

ACROSS 6 REGIONS AND
79 COUNTRIES

Sector Representation
Power and Utility
Government

（アンジェラ・ウィルキンソン博⼠、WEC事務局⻑兼CEO）
Findings are based on responses to the World Energy Pulse received in July 2022.

Civil Society/Non-Profit
Renewables, Nuclear, Hydrogen
Oil and Gas

Should you wish to access to more detailed data and insights, please contact us at
partners@worldenergy.org
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EXECUTIVE SUMMARY | エネルギー変革のペース
1.１．混乱の中での変⾰
TRANSITIONS IN TURMOIL. The 2020s are expected to be defined by further crises –
2020年代、さらなる危機が訪れると予想される。エネルギー安全保障と気候変動問
challenges
around energy security and climate security shed light on other insecurities
題への取り組みは、⽔、⾷料、産業競争⼒、雇⽤など、他の不安要素にも光を当てて
including water, food, industrial competitiveness and jobs. Leaders’ optimism about the pace
いる。エネルギー転換のペースについて、リーダーたちの楽観的な⾒⽅は急速に低下
of energy transitions has decreased rapidly, with 27% more leaders indicating that they
しており、4⽉に⾏われた第1回2022年Pulseの時点に⽐べ、プロセスが遅くなると回
believe the process will slow (44% compared to 35%) than when the Council’s first 2022 Pulse
答したリーダーが27%増えた（35%から44%へ）。気候変動は、欧州を除くほとんど
was conducted in April. Climate change is reported as the primary concern in most regions
の地域で主要な懸念事項として報告されていますが、複合的な危機により、⼿頃な価
except Europe, but compounding crises are redirecting attention to managing affordability
格と多次元的な安全保障を並⾏して管理することに関⼼が向けられている。また、価
and multi‐dimensional security in parallel. Survey responses also point to the need for better‐
格やシステムコスト、アクセス、アフォーダビリティを結びつける、より質の⾼い
quality leadership dialogue which connects price and systems costs, access and affordability.
リーダーシップの対話の必要性が、調査の回答から指摘されている。
2. ENERGY SECURITY IS REFRAMING AFFORDABLE CLIMATE SECURITY ACTIONS. A return to a
more balanced World Energy Trilemma approach to energy policymaking appears as a
２．エネルギー安全保障をベースとした現実的な気候変動対策とアクションの再構築
leadership
choice globally. Energy security is ranked as highest priority globally, followed
エネルギー政策決定において、よりバランスのとれた「世界エネルギートリレン
closely by environmental sustainability, and lastly by energy affordability and equity.
マ」アプローチへの回帰が、世界的にリーダーシップの選択する⽅向として現れてい
International collaboration for energy transition and the food‐energy‐water nexus are
る。エネルギー安全保障は世界的に最も優先度の⾼い課題であり、次いで環境の持続
perceived as the highest risks in the current crises.
可能性、そして最後にエネルギーの価格と公平性が挙げられ、エネルギー転換のため

４．リーダーへの期待
4.
VOICES, CHOICES AND HOLDING LEADERS TO ACCOUNT. Almost 40% of respondents
回答者のほぼ40％が、エネルギーリテラシーの向上を⽬指す最重要な対象は
believe that policymakers are the biggest target audience for energy literacy
政策⽴案者と考えている。この数字は北⽶とアフリカで最も⾼く（それぞれ
improvement. That number is highest in North America and Africa (52% and 50%,
52％と50％）、中南⽶とカリブ海諸国（28％）では市⺠がエネルギーリテラ
respectively) in contrast to Latin America and the Caribbean (28%), where citizens
シーの優先対象と⾒なされている状況と対照的である。
are regarded the priority group for energy literacy programmes.
5. NEW INTERVENTIONS BY GOVERNMENTS – THE END OF GRADUALISM?
５．政府による新たな介⼊ - 漸進主義の終焉？
Government intervention is perceived as most important in energy infrastructure,
政府の介⼊は、エネルギービジネスと産業運営を⽀援するために、エネル
R&D and regulations and corporate tax in order to support energy business and
ギーインフラ、研究開発、規制、法⼈税の分野において最も重要であると認識
industry operations. Results also suggest that there is no cheap or quick fix to the
されている。また、初の需要主導型の世界的なエネルギーショックによって引
cost‐of‐living crisis which has been triggered by the first demand‐driven global
き起こされた⽣活費の危機に対して、安価で迅速な解決策はなく、補助⾦や市
energy shock, and that energy efficiency incentives and funding, along with
場構造・設計の⾒直しとともに、エネルギー効率化のインセンティブと資⾦が
subsidies and an overhaul of the market structure and design are needed.
必要であることを結果は⽰唆している。

6. HOW WILL THE NEW DRIVERS OF DEMAND‐DRIVEN ENERGY SECURITY RESHAPE
ENERGY GEO‐POLITICS OR VICE‐VERSA? In most regions, strengthening and
６．需要主導型のエネルギー安全保障の新たな推進⼒は、エネルギー地政学を
extending
the electricity grid, and diversifying the generation mix appear as the
どのように再構築するのか、あるいはその逆はどうなるのか？
の国際協⼒と⾷料・エネルギー・⽔の連鎖は、現在の危機の中で最も⾼いリスクとし
3. THE RISING NEED FOR JUST, EQUITABLE AND INCLUSIVE ENERGY TRANSITIONS. Supply‐side
highest
choices
among respondents to address the new energy and climate security
ほとんどの地域において、エネルギーと気候の安全保障に関する新たな課題
て認識されている。
technologies including electricity storage, low‐carbon hydrogen, smart grids, and carbon
challenges.
In
North
America, enhancing resiliency to global energy shocks appears
に対処するため、電⼒網の強化・拡張、発電構成の多様化が最も⾼い選択肢と
capture and storage, are regarded as important to accelerating clean and just energy
as
the
priority
action
from a leadership perspective. In Europe, diversifying the
して挙げられています。北⽶では、リーダーシップの観点として、グローバル
３．公正、公平、包括的なエネルギー変⾰の必要性の⾼まり
transitions in all regions. Top‐down government‐led responses to crises appear to be evident
generation mix and energy imports are seen as preferred solutions.
なエネルギーショックに対するレジリエンスを強化することが優先課題として
電⼒貯蔵、低炭素⽔素、スマートグリッド、炭素回収・貯留などの供給側の技術は、
across
the board, while responses simultaneously indicate an absence of bottom‐up or
挙げられています。欧州では、発電構成の多様化とエネルギー輸⼊が望ましい
全ての地域においてクリーン且つ公正なエネルギー転換を加速させるために重要であ
consumer‐led leadership models.
解決策と考えられている。
ると考えられている。危機に対する政府主導のトップダウン的な対応は全地域で顕著
であるが、同時にボトムアップや消費者主導のリーダーシップモデルの不在も指摘さ
れている。

次ページ以降、太枠内について抜粋・紹介
© World Energy Council 2022 | www.worldenergy.org | @WECoucil
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1. TRANSITIONS IN TURMOIL 混乱の中における変革
1.1 Slow return to stability

1.1 安定への回帰の遅れ

1.2 Compounding crises

1.2 複合的な危機

1.3 Outlook for fragmentation

1.3 フラグメンテーションの展望

1.4 Multiple paces of transition

1.4 複数の移行ペース

© World Energy Council 2022 | www.worldenergy.org | @WECouncil
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1.1 | エネルギーシステムを揺るがす複数の「一生に一度」の危機、安定を取り戻すまでに時間を要す

2020
年代、今後の
10年には、さらなる危機が訪れると予想され
The 2020s/this
decade
is expected to be defined by further
crises
–
challenges
around
energy security and climate security
る。エネルギー安全保障と気候変動問題への取り組みは、水、
shed light on other insecurities including water, food, industrial
食料、産業競争力、雇用など、他の不安要素にも光を当ててい
る。
competitiveness and jobs.

Recovery
is not anticipated anytime soon, with a majority of
グローバル平均で、「安定した状態に戻るまで1～5年かかる」
58%
of global respondents agreeing that it will take between 1‐
が58％、「5年以上かかる」が16％と過半数を占め、早期回復は
5望めないとされた。
years before we return to stability, in addition to 16 % who
think that it will take more than 5 years.

Based on national responses to dealing with these crises, how long before return to stability?
Global view

Regional view

More than 5 years

80%

Added in round 2

70%

1-5 years

60%
Added in round 2

6-12 months
Up to 6 months
Do not know
0%

10%

20%
Round 2

30%

40%

Round 1

50%

60%

70%

50%

More than 5 years

40%

1‐5 years

30%

6‐12 months

20%

Up to 6 months

10%

Do not know

0%
Africa

Asia

Europe

Latin America Middle East North America
and the
and Gulf States
Caribbean
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1.2 |新たな複合危機、連鎖する混乱が世界の全地域に影響を及ぼす
アジアでは、気候変動（25％）と欧州のエネルギー安全保障危機
（24％）が主要な懸念事項のトップとして並んで注目されている。

欧州では、「欧州のエネルギー安全保障の危機」が 55％の回答者
の最大の関心事となり、次いで「気候変動」 が 18％であった。その
他の地域でも、「気候変動」がエネルギーリーダーの主要な関心事
となっている。

気候変動はほとんどの地域（ヨーロッパを除く）で主要な懸念事項と
なっているが、複合的な危機によって、手頃な価格と多次元の安全
保障を並行して管理することに関心が向けられている。

アフリカでは、気候変動（21％）、食糧・エネルギー・水の危機
（21％）、生活コスト（18％）などが、エネルギーリーダーの最大の関
心事として同様に報告されている。

Which of the following crises are you/your leadership paying MOST attention to?
Global view*

Regional view

European energy security crisis

60%

Climate change

50%

Food-energy-water crisis

40%

Added in round 2

Cost of living

European energy security crisis
Climate change

30%

Cost of living

20%

COVID 19 Pandemic

Food‐energy‐water crisis

10%

Supply chain disruptions

Supply chain disruptions

0%

Other

Africa
0%

5%

10%

Round 2

15%
Round 1

*Global view influenced by weight of Europe in responses

20%

25%

30%

35%

40%

Asia

Europe

Latin
Middle East
America and and Gulf
the
States
Caribbean

North
America

COVID 19 Pandemic
Other
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1.3 | より分断が進み細分化され、制約の多い展望
国際協力に関する不確実性は、2022年4月から7月にかけてわ
ずかに増加し、9％が今後の国際協力に何を期待したらよいか
わからないと回答している。

グローバル化の衰退と地域・ローカルな安全保障の優先事項の台頭が続く。
2022年4月から7月にかけて、国際協力の展望はますます細分化された世
界へとシフトしており、回答者の43％がより分断・細分化され制約の多い展
望を予想しています（4月より18％増）。

ほとんどの地域、特にアメリカ大陸で分断化が進むと予想され
る。MEGSは唯一、二極化する世界秩序への期待感を示してい
る。

国際協力の見通しとして、グローバル化の継続を予想する回答者は4分の1
以下（19％）である一方、二極化（30％）またはより細分化された世界（43％）
を予想する回答者がより多くなっている。

How do you see the outlook for international cooperation?
Global view

Regional view
80%

More fragmentated

18 %

70%
60%
50%

Bi-polar world

11 %

More fragmented

40%

Bi‐polar world

30%
Globalisation continues

16 %

Globalisation continues

20%

Do not know

10%
0%

18 %

Do not know
0%

5%

10%

15%

Round 2

20%
Round 1

25%

30%

35%

40%

45%

Africa

Asia

Europe

Latin America Middle East
and the
and Gulf
Caribbean
States

North
America
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1.4 | リーダーたちは、急速に発展している現在の国家エネルギー戦略の下での移行のペースを

あまり楽観視していない
世界的に見ると、移行は「加速される」、あるいは「減速される」とい
う点で回答者の意見は分かれている。世界の回答者の44％以上が、
複数の危機への対応の結果、エネルギー転換が遅くなると予想し
ているのに対し、42％はその逆、つまりエネルギー転換のペースが
上がると予想している。

地域別に見ると、アジアと米州では、エネルギー変革のペースは遅くなるとの
見方がやや優勢である。逆に、ヨーロッパと中東湾岸諸国では、より速い
ペースを期待しているものがやや多めとなっている。アフリカでは、明確に多
数派（59％）が減速を予想しています。
この結果は、クリーンで公正なエネルギーの移行が危機に瀕しており、価格
やシステムコスト、アクセスやアフォーダビリティを結びつける、より質の高い
リーダーシップ対話が緊急に必要であることを示唆している。

Which statement best reflects your opinion on the impact of national responses to dealing with these crises?
Global view

Regional view

27%

They will slow the pace of energy transition

70%
60%

19%

They will increase the pace of energy transition

50%
They will slow the pace of energy
transition

40%
30%

They will increase the pace of energy
transition

20%
They will maintain the same pace of change

2%

10%
0%

0%

10%
Round 2

20%
Round 1

30%

40%

50%

60%

Africa

Asia

Europe

Latin
Middle East North
America
and Gulf
America
and the
States
Caribbean

They will maintain the same pace of
change
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2. Energy security is reframing affordable climate security actions
「エネルギー安全保障」の追求は、現実的で手の届く「気候変動対策・アクション」の再構築を促している
2.1 Energy Trilemma challenges

2.1 エネルギーのトリレンマの課題への挑戦

2.2 International collaboration at risk

2.2 危機に瀕した国際協調

© World Energy Council 2022 | www.worldenergy.org | @WECouncil
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2.1 |エネルギーのトリレンマ経営課題はどこにでもあるものの、政策メニューは地域によって異なる
Please rank the following issues from lowest to highest according to priority
for you/your organisation’s leadership in the next 3‐6 months

世界エネルギートリレンマは、信頼性が高く、安
価で、クリーンなエネルギーを確保するための各
国のパフォーマンスを測定し、追跡している。そ
の結果、優先順位は場所によって異なるものの、
あらゆる場所でトリレンマが復活していることが
わかった。

Global view

Trilemma Priorities
50%
40%
30%
20%
10%
0%

世界的に見ると、エネルギー安全保障が最も優
先度が高く、次いで環境の持続可能性、そして
最後にエネルギーの価格と公平性が挙げられて
いる。
地域別では、ヨーロッパとラテンアメリカではエネ
ルギー安全保障が、アジア、MEGS、北米では環
境持続可能性が、アフリカではエネルギー価格
と公平性が最も高いというように、優先順位が異
なる。

High Priority
Energy Security

Medium priority
Environmental sustainability

Low Priority
Energy Affordability & Equity

Regional view of high priorities
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Africa

Asia
Energy Security

Europe

Latin America and
the Caribbean

Environmental sustainability

Middle East and
Gulf States

Energy Affordability & Equity

North America
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2.2 | 国際的な連携は不可欠だが、より大きなリスクを伴う
世界的に、エネルギー変革のための国際協力と食
料・エネルギー・水の連鎖の確保は、現在の危機
の中で最も高いリスクとして認識されている（それ
ぞれ34％と31％）。

地域別では、アフリカの回答者の大半（65%）が、水と食糧の安全
保障に対する懸念が高まっていると認識している。同様に、ラテ
ンアメリカとMEGSの回答者も同じリスク認識をもっており、エネル
ギー変革に関する国際的な協力関係についてエネルギーリー
ダー達は昼夜を問わずに注目を続けている。
材料不足、鉱物資源の枯渇/依存については、（まだ）大きな懸
念事項として挙げられていない。

Q9: In your view, which of the following is most at risk in the current crises?
Global view

Regional view

International collaboration for energy
transitions

70%
60%

Food‐energy‐water nexus

Societal trust in energy leadership

Africa

50%

Asia

40%

Europe

30%

Latin America and the Caribbean

20%

Middle East and Gulf States

10%

North America

Access to mineral resources for green
technology

International collaboration for energy
transitions
Food‐energy‐water nexus
Societal trust in energy leadership

0%
Africa

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Asia

Europe

Latin
Middle East
America and and Gulf
the
States
Caribbean

North
America

Access to mineral resources for green
technology
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6. How will the new drivers of demand‐driven energy security reshape
energy geo‐politics or vice‐versa?
需要主導型のエネルギー安全保障の新たな推進力は、エネルギー地政学をどのように再構築す
るのか、あるいはその逆の流れとなるのか？

6.1 Priority focus areas

© World Energy Council 2022 | www.worldenergy.org | @WECouncil
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6.1 |電力網と電源構成Mｉｘへの対処が優先的すべき重点分野と見なされている
Which of the following solutions is your country/company focusing on to address the new energy‐ and
climate security challenges? Please indicate the highest priority.
Global view

ほとんどの地域で、エネルギーと気候
の安全保障に関する新たな課題に対
処するために、電力網の強化・拡張と
発電構成の多様化が、回答者の優先
事項として挙げられている。
北米では、グローバルなエネルギー
ショックに対するレジリエンスの強化が
最優先課題となっている。
欧州では、発電ミックスの多様化、エネ
ルギー輸入の多様化がリーダーシップ
として求められている。

Strengthen and extend the electricity grid and diversify the generation mix
Increase diversity of energy imports

Africa
Asia

Enhance resilience to global energy shocks at national and local levels

Europe

Improve end‐use efficiencies and incentivise new behaviours

Latin America and the Caribbean

Provide new net zero energy services

Middle East and Gulf States

Enable more integrated and flexible energy storage solutions

North America
Secure investment for maintaining and repurposing net zero fossil…

0%

10%

20%

30%

40%

Regional view
70%
60%

Strengthen and extend the electricity grid and
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