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の力を活用できていないと述べている。加えて
COVID-19 で 2030 年までの達成は一層困難に
なったと危機感を表している。ポストコロナの
時代、SDGs 目標達成に何が求められているのか、
グテーレス事務総長は新型コロナからの経済復興
は、環境や気候変動に配慮した新たな雇用やビジ
ネスを生み、持続可能な成長につながるものであ
るべきだと訴えている。注目されているのが「グ
リーン・リカバリー」又は「持続可能な復興」と
呼ばれている政策で、既存の産業の再生のみなら
ず、再生可能エネルギーなどの環境分野、災害、
感染症などに対し強靭な社会への変化に必要な分
野に新たな雇用や産業を創出していこうというも
のである。EU では復興基金 90 兆円を環境対策
とデジタル分野に集中的に投資していく方針で、
本文にある人間中心のテクノロジー、2030 年の
都市に通じる政策といえる。

人間中心のテクノロジーが、ただ単に都市生活
者の生活を物質的に便利に快適にするものであれ
ば、地球環境、生物多様性を守る事とバランスを
とるのは難しいのではないかと感じる。迫りくる
高齢化社会、労働力人口の低下への対応は必要で、
テクノロジーによる省力化は進めなければならな
いが、必要以上の便利さ快適さを求めるより多少
の不便さを創意工夫で乗り切ることがテクノロ

ジーを活用するということではないかと感じるの
である。グテーレス事務総長が、持続可能な開発
軌道に世界が移行できないことの理由の一つをテ
クノロジーの力を活用できていないと発言したの
はこの意味合いではないか。

自分たちの代でエネルギーを大量消費し地球環
境を悪化させることは容易い事であるが、そのつ
けを次の代に丸投げしてよいわけがなく、まずは
一人一人が SDGs の理念を認識し、グリーン・リ
カバリーの視点で、その目標達成に取り組むこと
が急務であることは間違いない。

人間中心のテクノロジーが進んでも、それが人
間の真の豊かさにはつながらないものならばテク
ノロジーの発展を誰がのぞむだろうか。

参考資料
カオナビ HP　人事用語集　CSR とは
MONSTARLAB　HP　DX 解説
日本放送協会　HP　解説アーカイブス

（中田　治　記）

1. Impact on maritime：海事への影響
今後 10 年間で、海上貿易需要は 62.5 Tt-nm

（2019 年）から 78.7 Tt-nm（2030 年）に 26% 増
加すると予測されている。この着実な成長は、脱
炭素化とデジタル化への投資に向けた 10 年にわ
たる重要なステップと一致する。

すべての海事関係者は、GHG 排出量を大幅に
削減するという課題に直面し、戦略的選択を余儀
なくされる。その多くは、2050 年の IMO 目標を
達成するために、低炭素からゼロ炭素の燃料と技
術を、2030 年よりかなり以前に導入する必要がる。
業界のすべての活動に影響を与えるが、平等では
ない。

水上貨物輸送はますますデジタルサプライ
チェーンに統合されるであろう。一方、オフショ

アサービスやクルーズなどの他の水上セグメント
の場合、課題（および機会）は資産のデジタル
の複雑さを習得することである。ゲームチェン
ジャーとして際立っているテクノロジーは、以下
の通りである。

・ 炭素排出量を削減するための燃料および関連
技術

・アディティブマニュファクチャリング
・「金属 3D プリント」や「金属積層造形」
・デジタル配送
・サイバーフィジカルシステムの安全性

◎脱炭素化を重要視する
IMO が 2050 年に船舶における GHG 排出量の

野心的な目標を設定したため、業界は必要な排出

Ⅳ．IMPACT ON INDUSTRIES：様々な業界への影響
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図表－ 11　2050 年の船舶におけるＧＨＧ排出量－ＩＭＯの野心的な目標

（出典　“TECHNOLOGY OUTLOOK 2030” 
February 27, 2020, DNV GL）

合計：国際海運からの GHG 排出量の絶対量を指す。
強調部分：1 トンマイルあたりに排出される二酸化炭素

（CO2）。（Source: DNV GL (2019) Maritime forecast to 
2050）事業性 - 通常の排出量は例示的なものであり、エ
ネルギー転換見通し（2019）モデリングで使用されてい
る排出量ベースラインと一致していないことに注意。

図表－１２　出荷排出量の削減 2018-2050「設計要件」（DR）経路の測定による

（出典　“TECHNOLOGY OUTLOOK 2030”　
February 27, 2020, DNV GL）

40%　　:　
IMO によって確立された 2050 年までの GHG 経路を達成するための、海事産業の 2030 年までの

炭素強度の最小削減（基準年 2008 と比較）
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量削減を実現するための適切な対策の組み合わせ
を特定するのに苦労している。

2050 年までに GHG 排出量を（2008 年）と比
較して 50% 削減するという IMO の戦略は、2050
年までに大幅に拡大する世界の商船隊に大きな課
題を提示している。

船舶の寿命を考えると、今後 10 年間で、船ご
とに抜本的な排出削減策を講じる必要がある。こ
れはどのように達成できるであろうか ?

ツイントラックアプローチ（二つの取り組みを
平行して行うアプローチ）が必要である。船が必
要とするエネルギーを最小限に抑え、使用される
エネルギーに関連する炭素排出量を削減すること
である。これを達成するには、規制、商業契約、
ロジスティクス、テクノロジーに関連する対策が
必要となる。

ここでの私たちの焦点はテクノロジーにあり、
他の手段はテクノロジーを実現可能にする要因で
ある。

必要なエネルギーを最小限に抑えるための技
術は、空気潤滑などの抗力を低減する技術から、
バッテリーハイブリッド電源システムなどのエネ

ルギー効率対策まで多岐にわたる。
高いコストと長い投資回収、およびそのような

措置の効果を検証するための基準の欠如によって、
取り込みが妨げられてきた。 それらの迅速な展
開を確実にするためのイニシアチブは明らかに喫
緊の課題である。

しかし、私たちの予測（1）は、すべての費用効
果の高い運用手段と技術がすべての船舶に導入
されたとしても、IMO 排出目標を達成とはまだ
大きなギャップがあることを示している。この
ギャップは、排出量が少ないか排出量ゼロの船舶
を使用して埋める必要がある。

純粋（完璧な）な電気運航のためにエネルギー
をバッテリーに蓄えることによって、陸上からの
クリーンな電気を利用することは、近海でテスト
され、実行された。

ただし、現在のバッテリー技術はエネルギー密
度が低いため、このソリューションはバッテリー
の頻繁な充電が可能な短距離で運航する船舶にの
み実行可能である。

今後 10 年間で、該当する取引に完全バッテ
リー式電気船の採用が大幅に増加する。

図表－ 13　エネルギー使用とプロジェクト燃料ミックス 2018–2050

（出典　“TECHNOLOGY OUTLOOK 2030”　February 27, 2020, DNV GL）
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バッテリー技術の開発は、そのようなアプリ
ケーションの範囲を拡大することを約束するが、
これらの開発が、排出量の大部分を占める大型の
外航船舶の推進のために、2030 年までにバッテ
リー電源を実行可能なソリューションにすること
は期待されていない。

完全電気ソリューションの限界により、水素、
アンモニア、合成燃料、バイオ燃料などの代替ゼ
ロエミッション技術の探求が進んでいる。

ただし、現在、利用可能性とインフラストラク
チャの制限、エネルギー密度の低さ、安全性の問
題、そして最も重要なこととして、高い資本コス
トと運用コストによって、取り込みが妨げられて
いる。したがって、バイオ燃料は別として、2030
年以前はこれらの燃料の取り込みは非常に限られ
ているので、IMO の目標を達成するには、2030
年以降はゼロエミッション燃料が燃料ミックスの
重要な部分になる必要がある。

今後 10 年間で、代替燃料技術への多額の投資
と、実施の障壁を減らすための規制の変更が見込
まれる。

設計要件に主に焦点を当てた、シミュレートさ
れた IMO の野心的経路の場合 IMO2050 戦略を
実現するために、海事燃料の構成は今後数十年で
劇的に変化し、低炭素燃料とゼロ炭素燃料の大部
分が流入する。この図は、設計要件に焦点を当て
た、考えられる 1 つの経路を示している。

これらの燃料をエネルギー効率対策と組み合わ

せると、2030 年までに 30% を超える GHG 削減
につながる可能性がある。カーボンニュートラル
燃料への切り替えを可能な限り費用効果の高い方
法で行うには、戦略が必要である。

ここに示されているような経路は、理想的には、
化石ベースの燃料と再生可能燃料の両方に柔軟に
対応できる、または最小限の改造を必要とするエ
ネルギー貯蔵および変換システムを含む必要があ
る。

◎アディティブマニュファクチャリング  
 – 恵みあるいは呪縛 ?

　85%　:
スペアパーツサプライヤーの 85% は、2030
年までに 3D プリントを組み込んでいる可能
性がある。
　10%　:　
これにより、半製品の海上輸送が 2040 年ま
でに 10% も削減される可能性がある。

アディティブマニュファクチャリングは、オン
デマンドでオーダーメイドの製品を約束するが、
生産を消費者の近くに配置すると、出荷の需要が
減少する可能性がある。

アディティブマニュファクチャリング（3D プ
リンティング）と組み合わせたロボットアセンブ

図表－１４　（水素駆動）オフショアサービス船

（出典　“TECHNOLOGY OUTLOOK 2030”February 27, 2020, DNV GL）

新造の ULSTEINSX190 ゼロエ
ミッション（水素駆動）オフ
ショアサービス船の海上公試は、
2022 年に行われる可能性があ
る。
一方、LNG や LPG などの GHG
フットプリントを削減した燃料
を実装する緊急の必要性がある。
メタン排出が最小限に抑えられ
れば、船の寿命全体にわたって
今日の費用効果の高い代替燃料
となる。
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リは、長期的には多くの製造業の効率とパフォー
マンスに段階的な変化をもたらすであろう。より
短い時間枠で（直近では）、3D プリンティングと
サービスの世界市場は、2019 年の 150 億米ドル
から、2025 年までにほぼ 500 億米ドルに成長す
ると予想されている。（2）

ある見積もりによると、スペアパーツサプライ
ヤーの 85% が 2030 年までに 3D プリントを取り
入れていると予想している。（3）

海事業界では、アディティブマニュファクチャ
リング（積層造形）は船舶システムのスペアパー
ツが最初になること期待されている。

スペアパーツオンデマンドビジネスモデルの輪
郭はすでに明らかであり、主要な港にデジタルデ
ザインのライブラリと「3D プリントセンター」
があり、ストレージの必要性の削減、部品の迅速
な交換、船のダウンタイムの削減が約束されてい
る。

従来のスペアパーツサプライチェーンは完全に
再構築されるだろう。

2030 年に向けて、安全上重要でない船舶のス
ペアパーツが大量に追加製造され、3D プリント
センターが標準になると予想される。

多くの場合金属ベースの安全性が重要な部品の

場合、進歩は品質保証とテストの進歩に依存し、
現在進行中の共同業界プロジェクトの対象となっ
ている。

海事産業向けの最初の金属部品はすでに印刷さ
れており（図表 -16 参照）、開発は急速に複雑な
部品と修理に向かって進んでいる。

最初のメーカーが認定されました。
並行して、船上でのアディティブマニュファク

チャリングが注目を集め始めている。
これには、特に遠隔地での運用にメリットがあ

るが、新しいルールと保証体制が必要である。
アディティブマニュファクチャリングは新しい

リスクをもたらす。欠陥のある非オリジナルのス
ペアパーツは稼働停止のリスクを高め、保証に影
響を与える可能性がある。一方、製品設計のフ
リーランスコピーは、オリジナルのサプライヤが
新製品開発に投資することを思いとどまらせる可
能性がある。

ただし、新しい品質保証ルーチンとデジタル著
作権管理による IPR 保護の両方に、作成される
コピーの数を制限する新しい機会（契機）がある。

外部からは見えないが適切なスキャナーで検出
できるQR コードを埋め込むことで、パーツに独自
のラベルを付ける新しい方法も検討されている。（4）

図表―15　サプライチェーン

（出典　“TECHNOLOGY OUTLOOK 2030”　
February 27, 2020, DNV GL）
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これにより、物理的な製品がそのデジタル ID
に永続的にリンクされる可能性があり、模倣が非
常に困難になる。

アディティブマニュファクチャリング（および
ロボットアセンブリ）は、製品をニーズの現場に
近づける。これに関連する多くの利点には、極端
な気象の影響に対してサプライチェーンをより堅
牢にすること、および多くの場合長距離にわたる
部品の輸送に伴う GHG 排出量の削減が含まれる。

A
今日のサプライチェーン。部品の物理的な輸送

とそれに関連する廃棄物、保管、通関などの要件
がある。

B
将来のサプライチェーンは、分散した印刷業者

との印刷プラットフォームを介してスペアパーツ
の代わりにファイルを送信し、A の無駄のほと
んどすべてを排除する。海運会社や税務当局など
のサプライチェーン参加者にとって混乱を招く可
能性がある。利点には、リードタイムの短縮、ラ
イフサイクル、運転資本コストの削減が含まれる。
輸送が少ないため、二酸化炭素排出量が少なくな
る。

3D 印刷は、たとえば金属のブロックから材料
を除去する（金属ブロックを切削する）従来の製
造方法ではなく、製品を層ごとに構築する必要が
あるため、無駄な材料も少なくなる。

現在の積層造形量は少ないですが（2019 年の

GDP に対する世界の製造業の名目貢献の 0.1%、
2019 年には 13.77 兆 US ドルと推定）、製造部品
の海上輸送の需要は長期的に減少し、コンテナ輸
送量に影響を与える可能性がある。

最近の予備調査（5）では、これにより 2040 年ま
でに出荷量が 10% 減少し、2045 年までに 5% か
ら 20% の範囲の影響が生じる可能性があると推
定されている。

◎デジタル配送（海上輸送）　 
 デジタル化する海運
2030 年に向けて前進するにつれて、低コスト

のセンサーと接続性により、船舶の性能の取り扱
い（パフオーマンスの管理）と陸上での監視が改
善されるだけではない。

他のソースからのデータの増強により、船舶は
ロジスティクスチェーン全体の統合され、同期さ
れた部分になることができる。

海事業界で最も顕著なデジタルトランスフォー
メーションのトレンドは、独自の陸上制御および
運用センターの船隊所有者（船社）による設立で
ある。これにはさまざまな理由があるが、コスト
削減が最も明白である。

高速通信ネットワークにより、船舶の監視や陸
上センターからの運航など、責任の多様化が考え
られる。これらは、所有者、管理会社、およびシ
ステムサプライヤによって人員が配置され、運用
される可能性があるため、既存のビジネスモデル

図表－ 16　  ティッセンクルップ Tech Center Additive Manufacturing で製造された、高温ガス
雰囲気でガスサンプルを採取するためのプローブヘッド

（出典　“TECHNOLOGY OUTLOOK 2030” February 27, 2020, DNV GL）
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に挑戦している。
同時に、貨物所有者（オーナー）は、自身の業

務の管理とチャーターされたトン数の選択を最適
化するために、貨物の状態、場所、および二酸化
炭素排出量に関するより多くのデータを要求して
いる。

それに応じて、新興企業（Flexport や Xeneta
など）は、アクセスしやすい貨物プラットフォー
ムを提供し、輸送サービスと価格の比較を可能に
している。

結果として生じる従来のロジスティクスサービ
スプロバイダー、貨物輸送業者、および統合コン
テナライナー船会社への混乱は続くと予想される。

陸上の制御および運用センターは、センサー
データからフリーテキストファイルに至るまで、
さまざまなソースからのデータにアクセスする必
要がある。

業界に不慣れなプレーヤーを含む多くの異なる
プレーヤーが、そのようなデータの収集、転送、
分析を提供することができる。

2030 年に向けて、コストを考慮すると、プロ
バイダーの数が減り、標準化の取り組みが大幅に
増えると予想される。

コストと安全性の野心は、現在初期段階にあ
る自律運用の 2030 年以降への拡大にもつながる。
この開発の最終段階は、おそらく 2030 年以降で
あり、完全に自律的な船である。最初のそのよう
なプロジェクトは貨物所有者によって推進され、
彼らの業務またはロジスティクスチェーンの一部
としてサービスを提供できる技術を探している。
問題は、これらのテクノロジーの製造と運用に誰
が責任を持つのかということである。

自律システムは理想的にはそれ自体で動作でき
るはずであり、この傾向をサポートする新しい運
用および所有権モデルと規制が 2030 年までに出
現する可能性がある。

より遠い将来のビジネスモデルは、サービス化
である可能性がある。この場合、最も極端な場合、
システムベンダーが船の所有、監視、保守、およ
び運用を担当する。

◎機械時代の安全
今日の新車には通常、1 億行を超えるコードが

あり、2030 年までに 3 億行に達する可能性がある。
海運業界は、ますます複雑化するソフトウェア

制御の船舶から生じる生命、財産、環境への新た
なリスクにどのように備えることができるであろ
うか。

従来の機械システムの複雑さは、物理的な制約
と自然の法則によって当然制限されるが、統合さ
れたソフトウェア駆動型システムの複雑さは、自
然の法則や確立されたエンジニアリングの原則に
さえ従わず（超越し）、人間の理解を簡単に超える。

航空機や自動運転車に関連する最近の致命的な
事故は、このような複雑なソフトウェアシステム
の障害によって引き起こされている。

分析は一貫して、そのような壊滅的な事故の背
後にある人的、技術的、組織的な失敗の組み合わ
せを示している。

実際には、意思決定支援や高度に自動化された
機械システムなど、急速に増加している船舶機能
がすでにより高いレベルの自律性に引き上げられ
ており、責任の希薄化、十分に理解されていない
システム、および関連するインターフェースの人
と機械の間での新しいリスクにつながっている。

重要な課題は、一般的な船舶の場合、統合ソフ
トウェアシステムの責任が、自動車や航空宇宙な
どの他の業界で一般的に見られるような強力なシ
ステムインテグレーターなしで、多数のシステム
ベンダーやサブサプライヤーに分散されることで
ある。

全体的なシステムの観点がなければ、ソフト
ウェア制御の船の設計、建設、運用、保守を管理
することは常に困難である。これを解決するため
に利用できるショートカットはない。

海事業界がソフトウェアのリスクを大幅に削減
するには、システムとソフトウェアを操作する新
しい方法が必要である。

新車は、さまざまなサプライヤーのデジタル要
素全体で 1 億行のソフトウェアコード（6）を実行
すると言われている。

これは、センサーシステム、オンボード通信
ネットワーク、さまざまなアルゴリズムを含む制
御システム、およびヒューマンマシンの相互作用
からデジタルリスクが発生する海運業界でも、目
の前の課題の大きさを示している。

ただし、最大の課題は、複雑なシステムの緊急
プロパティを管理することである。これは、シス
テムパーツを個別に分析することから推測するこ
とはできず、システムレベルでのみ表示される。
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安全性はそのような緊急の特性の 1 つである。
では、これらの複雑なシステムを評価するには

どうすればよいであろうか。
今日一般的に使用されている従来のリスク分析

方法は、このために設計されたものではないため、
信頼できる結果を提供することができない。

STPA（7）のようなシステムに基づく最近の方法
の方が適しているが、まだ一般的に使用されてい
ない。

STPA（System-Theoretic Process Analysis）
STPA は、STAMP の考え方に基づいて相互
作用が正しく働かない条件を抽出／特定（原
因究明）するという、新しい安全性解析手法
である。 STPA は、システム開発を行うと
きに用いるハザード分析手法という位置付け。

重要なポイントの 1 つは、緊急のシステムプロ
パティを推測できないという事実である。これら
は、実際のシステムの実際の操作または適切なシ
ステムシミュレーションのいずれかで観察する必
要がある。

これは、すべての実用的な目的において、シス
テムレベルでのシミュレーションが複雑なシステ
ムの安全性保証の鍵であることを意味する。

オープンシミュレーションプラットフォーム
（OSP）
OSP イニシアチブと関連する JIP は、複雑
な統合システムの設計、試運転、運用、およ
び保証に関する課題を解決するための、協調
的なデジタルツインシミュレーションのエコ
システムを確立することを目的としている。
OSP JIP は、 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム と 関
連 標 準 の 幅 広 い 採 用 を 促 進 す る た め
に、2020 年の夏にその結果を公開する。
（opensimulationplatform.com をご覧下さい）

他の業界では、シミュレータベースのテスト手
法がこの目的のために体系的に使用されている。

安全および運用上の重要な制御システムに
HIL テストを使用することは、現在、OPS 先鞭
の中核となっている。

HIL テスト（一般的には XiL テスト方法）シ
ミュレーション / モデリング技術を使用して車載
ECU の組込ソフトウェアを検証することでテス
ト時間を短縮し、テストカバレッジを拡大するこ
とができる。（8）

制御システムソフトウェアは、シミュレートさ
れた障害などの定義されたイベントを含むテスト
シナリオを使用して、シミュレートされた環境に
適用できる。

このアプローチは、仮想システムの統合と試運
転の構築フェーズと、オンボード展開の前にソフ
トウェアの更新を確認する運用フェーズの両方で
使用できる。

船舶の設計、運用、規制に対するリスクベース
のアプローチは、10 年前の開発の最前線にあった。

その期間に、最初の船種固有の正式な安全性評
価が行われ、IMO に提出され、ALARP を導入
した場合に、すべての場面で許容できると考えら
れたリスクレベルが初めて文書化された（合理的
に可能な限り低い）。

特に、システムの複雑さはこれらの評価では取
り上げられなかった。

それ以来、ほとんど進歩が見られず、海事業界
は正式な方法も、システムの複雑さを全体的なリ
スクの全体像に合理的に含めるためのツールセッ
トもない。

新たなデジタルリスクを管理するには、業界の
協調行動が必要である。

必要なものは以下のとおりである。
・ 主にソフトウェアとそれに関連するシステム

の複雑さの増大に起因する、変化したリスク
の状況を認識するためのシステムの安全性に
関する新しく深い（十分な）理解

・ 人的、組織的、技術的リスクが全体的なリス
クにどのように寄与する（影響する）かにつ
いての深い洞察

・ 新しいリスクの状況と関連する予防策の規制
当局への伝達

これらの 3 つのステップを共同で実行すること
で、海事のリスク管理ツールボックスがデジタル
時代に向けて再装備されるようになる。
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船の接続システム　：
現代の船には、多数の機器およびシステム
メーカーのソフトウェア駆動システムが詰め
込まれており、合計で数千の機能と数万の入
出力（I / O）信号がある。
これらのシステムは通常、高度に構成可能で
あり、ファームウェア、オペレーティング
システム、アプリケーションソフトウェア、
ネットワーク、Ｉｏｔデバイスに至るまで多
くのレイヤー（階層）で提供される。
これらは一体となって、非常に複雑なソフト
ウェア駆動型システムを構成する。

（参照資料）
1.  https://eto.dnvgl.com/2019/Maritime/
2.  https://www.statista.com/topics/1969/additivemanufacturing-

and-3d-printing/
3.  https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/

reports/the-future-of-spare-parts-is-3d.pdf
4.  h t tps : / /on l i ne l i b rary .w i l ey . c om/do i /

epdf/10.1002/adem.201800495
5.  https://www.seatrade-maritime.com/asia/

impact-3d-printing-shipping-volumesvisible-
2030-singapore-research

6.  https://www.technologyreview.com/s/508231/
many-carshave-a-hundred-million-lines-of-
code/

7.  https://www.ipa.go.jp/files/000056812.pdf
8.  https://www.opensimulationplatform.com

2.   Impact on oil and gas： 
 石油とガスへの影響

2030 年までの石油・ガス産業の技術開発と影
響は、経済的要因と持続可能性の問題の両方に
よって推進される。

業界は、市場の力、規制、気候変動に対する社
会的圧力、および電力や再生可能エネルギーなど
の他のセクターと統合するという課題の前例のな
い組み合わせに直面している。

私たちは予測する：
・ 機械とソフトウェアアルゴリズムによって

実行されるデジタル石油とガスのバリュー
チェーン（価値連鎖）の出現

・ 暖房や輸送用の水素などの低炭素エネル
ギーキャリアの幅広い採用

・ 海底施設の完全電気化による、フィールド
開発のための大幅な資本コストの節約

これらの技術やその他の技術は、効率、脱炭
素化、安全性という 3 つの主要な持続可能性
の課題に対応するのに役立つ。

◎エネルギー転換への貢献
世界の一次エネルギー供給は 2030 年にピーク

に達し、石油の需要は 2020 年代半ばから減少し、
再生可能エネルギーはますます多くのエネルギー
を供給するため、効率は競争力にとって不可欠で
ある。

これらの予測は、DNV GL の Energy Transition 
Outlook 2019（ETO）からのものである。さらに、
業界はエネルギー生産による炭素と環境への影響
を減らし、低炭素製品を消費者に提供する必要が
ある。

地球温暖化を緩和するために温室効果ガス
（GHG）排出量の規制が拡大しており、運営す
るための社会的ライセンスを維持することはより
困難になるであろう。

競争力と環境への影響の問題に加えて、安全管
理は引き続き前提条件である。

エネルギー転換が加速している間、石油とガス
はエネルギーシステムにおいて長い間主要な役割
を果たし続けるであろう。

石油とガスは、2030 年でも 2 つの最大のエネ
ルギーキャリアであり続けるであろう。

エネルギーキャリア　：
エネルギーの輸送・貯蔵のための担体となる
化学物質を指す。 現在我々が利用している
石油、ガソリン、天然ガスなども含まれるが、
環境関連技術として昨今注目されているのは、
水素、有機ハイドライド、アンモニア、メタ
ノール、金属マグネシウムなどのエネルギー
キャリアである。
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ガス需要は、2050 年に世界のエネルギー（ミッ
クス）の 29% を占めるように横ばいになる前に、
2033 年まで上昇し続ける。

既存の油田は年率約 4% 割合で減少しており、
これは石油とガスのピーク後の予測される需要の
減少率よりも速いため、新しい油田とガス田への
継続的な投資と既存の油田の寿命延長が依然とし
て必要である。

エネルギーミックスにおける化石燃料の持続性
は、エネルギーのトリレンマ（三つの相反する要
素）、つまり手頃な価格の脱炭素エネルギーを長
期にわたって安全に供給する方法に取り組むこと
をさらに重要にする。

そのため、効率、脱炭素化、安全性の向上が重
要であり、ここで焦点を当てている技術が重要な
シグナルとなっている。

◎機械とアルゴリズムによって実行されるデジタ
ルバリューチェーン

バリューチェーン（Value Chain）：
 価値の連鎖
企業がどの活動によって付加価値を得ている
か知る際に、事業活動を機能に応じて仕分け、
どの部分が付加価値を創出しているのか、自
社の競争優位性や弱点は何なのかを明らかに
する考え方。

デジタルバリューチェーンにより、開発を開始
する前に、デスクトップ（机上）での資産ライフ
サイクルの仮想ウォークスルー（シミュレーショ
ン）が可能になる。

すでに順調に進んでいるデジタル変革において、
機械は石油およびガス事業の人々にますます取っ
て代わるであろう。

自動化、ロボット、ソフトウェアモデリングを
含む従来の改善は、センサーデータ、仮想現実と
拡張現実、人工知能（AI）、シミュレーションモ
デルと仮想テストの高度な使用によって提供され
る新しいデジタル機会と融合している。

資産はもはや純粋に物理的またはデジタルでは
ない。それらのパフォーマンスは、サイバーフィ
ジカルシステムと見なすことによってのみ理解お
よび最適化できるようになった。

効率、安全性、環境に重点を置いた資本集約型
産業の場合、デジタル化は次のことを可能にする
ことで大きなメリットをもたらす。

・ クラウドプラットフォームを介してデータと
モデルを共有することにより、より効率的な
プロジェクトと運用のコラボレーションを強
化

・ バリューチェーンの効率性のための新しいビ
ジネスモデル

・ 規制や公的監視の強化に対応するためのサプ
ライチェーンの透明性の向上

これらがオフショアの人員を減らして安全性を
向上させた。

その結果、2030 年までにプロジェクトの管理
と運用が、主にマシンとアルゴリズムによって実
行されるデジタルバリューチェーンに統合される。

資本価値プロセスを改善するデジタル化　:
デジタル化を活用することで、石油とガスの探

査、発見の評価、炭化水素を生産および輸送する
ためのインフラストラクチャの開発の効率と成功
を向上させることができまる。

関連するツールには、クラウドコンピューティ
ング、高度なシミュレーション、仮想システムテ
スト、仮想 / 拡張現実、人工知能のサブセットで
ある機械学習（ML）　のアプリケーションが含
まれる。

このようなツールは、データ分析と、設備、地
下地質、貯留岩（層）に関するリアルタイムおよ
びほぼリアルタイムのデータを組み合わせた完全
なデジタルツインに徐々に統合されることを期待
している。

貯留岩（reservoir rock）：
多孔質で浸透性のある岩石。その孔

こう

隙
げき

が流体
あるいは気体によって満たされているもの。
石油や天然ガスが貯留されている部分を油層
またはガス層という。

フィールドの開発の初期に作成されたデジタル
ツインは、ライフサイクル全体を通じて資産のパ
フォーマンスをシミュレートおよび視覚化できる。
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デジタルツイン（digital twins）：
デジタルツインとは、フィジカル空間（現実
世界）に存在する製品や製造設備の情報、お
よびそれらのオペレーションデータ、環境
データなどをリアルタイムに収集しサイバー
空間（仮想世界）に送って、サイバー空間上
にフィジカル空間とまったく同じ状態・状況
を再構築し、その仮想モデルを用いた高度な
シミュレーションなどを行うという概念

デジタルツインは、資産の仮想表現であり、初
期の設計から構築および運用まで使用され、ライ
フサイクル全体を通じて維持され、簡単にアクセ
スできる。

デジタル信頼の課題を解決することは、2030
年までにマシンとアルゴリズムによって実行され
る完全なデジタルバリューチェーンを作成するた
めの鍵である。

これは、開発コンセプト（海中、フローター、
固定設備など）を選択し、主要な開発決定（排水
戦略、井戸の数、容量など）を行うのに役立つ。

これにより、技術設計、生産戦略、および商用
モデルをより適切かつ早期に最適化できる。

標準設計は、自動構成、機器カタログ、および
自動計算された重量と容量の見積もりを備えたジ
オメトリのベストプラクティスライブラリから再
利用できる。

設計の条件となる技術要件を自動的にチェック
して、設計が要件に準拠していることを確認でき
る。

最後に、石油、ガス、および水の制約のない
貯留層の生産プロファイルを、さまざまな潜在
的な開発コンセプトを通じてシミュレートして、
フィールドライフ全体の実際の生産を予測するこ
とができる。

全体として、これにより、開発を開始する前に、
デスクトップ（机上）での資産ライフサイクルの
仮想ウォークスルー（シミュレーション）が可能
になる。

これをデジタルバリューチェーンと呼び、デジ
タルツインを中核としている。

事業者や請負業者はすでにその一部を整備して
おり、エネルギー転換における開発時間とコスト

を削減するための必要性として、2030 年までに
完全に実現すると予想している。

◎アルゴリズムへの信頼の構築
運用がより自動化され、ロボット化されるにつ

れて、より自律的なシステムが意思決定を行う。
ユビキタスデジタルセンサーからのデータは、

リアルタイムシミュレーションと組み合わされて、
高度な AI および ML アプリケーションを可能に
する。

ユビキタスデジタルセンサー：
人・モノの状況やそれらの周辺環境等をセン
サーが認識し、センサー同士の自律的な情報
の流通を実現し、状況へのリアルタイムな対
応を可能とするユビキタスセンサーネット
ワークを構成するデジタルセンサー。

デジタルツインは、これらのテクノロジーを統
合するための基盤を築いている。

2030 年に向けた大きな飛躍には、多くの主要
な決定のために AI と ML が人間に取って代わる
ことが含まれている。

これを「アルゴリズムによって実行される操
作」と呼ぶ。ただし、アルゴリズム自体は、信頼
できない場合を認識して通知する必要がある。

デジタル信頼の課題を解決することは、マシン
とアルゴリズムによって実行される完全なデジタ
ルバリューチェーンを作成するための鍵である。

機械学習モデルは、隠れた層の数が増える
ディープニューラルネットワークを使用して、よ
り正確になっている。

これにより、アルゴリズムの精度が向上するが、
それでも「自信を持って間違っている」可能性が
ある。

したがって、確率的機械学習を開発して適用す
るためのさらなる取り組みが見られる。

◎確率的機械学習（ML）
確率論的フレームワークでは、ML アルゴリズ

ムは、予測と決定を行うときに、それ自体の不確
実性を測定して報告する。

その後、不確実性の範囲内で主要な決定を下す
ことができるが、誤った使用がセーフティクリ
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ティカルな状況（安全の維持確保ができなくなる
状況）につながる可能性がある場合は、プロセス
を制御できない。

セーフティクリティカル：
「安全性の維持・確保」を最重要視すること
を表す形容詞。一般に故障や障害が人間の生
命を危険に陥れるような領域――すなわち、
輸送機械（自動車、鉄道、船舶、航空宇宙な
ど）、化学処理や原子力発電などのプラント、
医療はセーフティクリティカルな分野に当た
ると考えられる。

または、不確実性がしきい値レベルに達した場
合に、ML を適用してセーフティクリティカルバ
リアを制御およびアクティブ化することもできる。

これらは、アルゴリズムをトレーニングするた
めの障害データが通常限られており、不確実性が
高い可能性がある領域でのデータ駆動型アプロー
チについて説明している。

このような場合に AI/ML とデータ駆動型のア
プローチを信頼するには、それらを因果的な物理
モデルと組み合わせる必要がある。

これにより、データと物理モデルの両方にエン
コードされた知識がアルゴリズムと決定に確実に
組み込まれる。

確率的手法をデジタルツインと組み合わせると、
確率的デジタルツインと呼ばれる概念に到達する。（1）

リスクと不確実性の確率モデルをデジタルツイ
ンに追加することにより、アルゴリズムは決定を
下し、それ自体の制限（限界）を知ることができ
る。

そしてその時だけ、私たちは機械とアルゴリズ
ムが主要な決定のために人間に取って代わること
を許すことができる。

2030 年に向けて、確率的 ML と、データ駆動
型モデルと物理モデルの統合システムの両方が使
用され、人間が現在行っている意思決定を代わっ
て行うことが期待される。

2030 年の人間の役割は、コンテキスト（選択
基準となる判断材料や条件など）を提供すること
である。つまり、マシンを監視し、許容可能な信
頼範囲内で動作するようにまる。

コンテキスト：
文脈、前後関係、事情、背景、状況などの意
味を持つ英単語。ＩＴの分野では、利用者の
意図や状況、環境などの総体を表したり、同
じ処理や記述でも状況に応じて動作などが異
なる場合に、その選択基準となる判断材料や
条件などを指す場合が多い。

現在、拡張現実と拡張知能を人間に意思決定支
援を提供する機械と見なしている場合、その役割
は 2030 年までに逆転する。

機械とデジタルツインは、人間の監督によって
強化されたデジタル世界で決定を下す。

◎海中および地下への電化 
 （海中および地下の電化）
オフショアプラットフォームからの石油とガス

の生産、処理、および輸出には、通常、坑井から
のガスを燃料とするタービンからの最大 100 メガ
ワット（MW）の発電能力が必要である。

＊坑井（こうせい）
石油等の採取を目的として掘った穴（竪坑）

重量とスペースの需要を最小限に抑えるために、
これらは主に 25% から 30% の比較的低い効率の
シンプルサイクルタービンである。

＊シンプルサイクルタービン
ガスタービンのみ単独で運転される発電方式

ただし、同じガスを使用するより効率的な陸上
発電所よりも、発電量の単位あたりの二酸化炭素
（CO2）を排出する。

ガスタービンはオフショアの CO2 排出量の約
80% を占めるため、クリーンエネルギーミック
スによる電化はこれを削減する可能性が高い。（2）

現在、いくつかのオフショアプラットフォーム
（中東やノルウェーなど）は、海底ケーブルを介
して海岸から電力を受け取っている。

オフショアの完全電化には、新しい電力インフ
ラが必要である。
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高電圧直流（HVDC）送電システムは、長距離
で必要になる場合があり、陸上および沖合で変圧
器が必要になる。

これはすべてコストがかかる。したがって、プ
ラットフォームにローカルで再生可能エネルギー
を提供する別の方法が検討されている。たとえば、
WINWIN および Hywind プロジェクトである。（3）

海中生産（設備）の電化　:
オフショアの電化が水中で最も大きな影響を与

えると予想している。海中制御システム、チョー
クバルブ、その他バルブの電気および電子アプリ
ケーションは、信頼性が高いことが証明されてい
る。

彼らは海中システムの生産部品に焦点を合わせ
てきた。

ク リ ス マ ス ツ リ ー や ダ ウ ン ホ ー ル 安 全 弁
（DHSV）などのセーフティクリティカルな部品
は、依然として上面からの油圧で動作する。

＊クリスマスツリー
通常油井の目に見える部分の配管・バルブの
システムで，外観が似ていることから通称ク
リスマス ･ ツリーといわれている。地下から
の油の流量を制御したり，一時的に閉鎖した
り，抑圧のための泥水を送入したりするとこ
ろである。

油圧装置は、設置と保守にコストがかかる。こ
れは、油圧システムを全電気システムに置き換え
る正当な理由である。

コスト効率が全電気式海中設備の主な推進力で
すが（ファクトボックスを参照）、その他の利点
には、上面の高圧機器の取り外し（人員の安全上
のリスク）、油圧作動油による環境汚染のリスク
の排除などがある。

共同産業プロジェクト「Safety4.0」では、産
業界、政府、学界のいくつかのパートナーが、新
しい海中技術の安全性を標準化して実証するため
のフレームワーク（作業プロセス、方法、ツー
ル）の開発に取り組んでいる。（4）

2030 年までに、生産システムと安全システム
がより緊密に統合され、新しい安全フレームワー
クと標準を備えた新しい安全哲学が求められる。

この作業では、Safety 4.0 は、航空などの関連業
界からの経験も活用している。

先駆的な全電気式海中システムの 1 つが今稼働
している。それは、オランダ沖の Total の K5F
フィールドにある電気式ダウンホール安全バルブ
（DHSV）を備えた電気式クリスマスツリーであ
る。

これは 2008 年から正常に運用されており（5）（6）、
コストと安全性の利点から、2030 年までに全電気
式海底システムが標準になると予想している（7）。

◎全電気式海中ソリューションを推進するための
費用対効果
油圧作動油ラインを電気ケーブルに置き換える

と、30km の置き換えで設備投資（設備投資）を
15% 削減できる。

クリスマスツリーとダウンホール安全バルブを
トータルで電化すると、設備投資がさらに 10%
削減される可能性がある。（5）

全電気式海中システムは、海中チェーン全体を
最適化するための監視と診断の機会を生み出す。

ノルウェー大陸棚だけでも、OG21 は、全電気
システムが 2018 年から 2040 年の期間に 140 億ク
ローネのコストを削減する可能性があると推定し
ている。

私たちは、（通常は）無人である可能性のある
はるかに単純な上面を備えた全電気海底のより多
くの組み合わせを期待している。

◎水素は社会に電力を供給するためにスケーリン
グするか ?
エネルギーミックスでグリーン水素を推進し

ている 10 か国 : オーストラリア、カナダ、中国、
フランス、ドイツ、日本、ノルウェー、韓国、英
国、米国（10）

水素は最初、燃焼機関の燃料だったが、現在は
主に化学原料である。水素を燃焼させたり、燃料
電池で使用したりしても、GHG を排出しないため、
クリーンエネルギーキャリアとして魅力的である。

世界中の国家的イニシアチブは、安全な産業お
よび社会的使用のために , 水素生産を拡大する経
済的および技術的実現可能性を確立している。そ
れは都市全体に電力を供給することさえできる。（8）

エンジニアリングは安全性の問題を克服できる
と信じています。私たちの見解では、主な課題は、
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グローバルに拡大する経済的可能性を備えた低炭
素水素バリューチェーンを組み立てできるように
することである。

化石燃料の水蒸気メタン改質（SMR）は、今
日、水素の 95% を生成します。

製品はクリーンであるが、生産プロセスはそう
ではない。生成された CO2 が捕捉・回収されな
いため、最終製品は「grey hydrogen（灰色の水
素）」と呼ばれる。

＊水蒸気メタン改質（SMR）
触媒を用いてメタンガスを水素と一酸化炭素
に変換するプロセス。水蒸気改質（燃料改
質）と呼ばれており、天然ガス等からの水素
製造の主流となっている。

その結果、「blue hydrogen（青い水素）」が生
まれ、化石燃料をベースにした低炭素のバリュー
チェーンが提供される。これは、産業や社会に
とって非常に興味深いものである。

＊ Blue hydrogen と Green hydrogen
化石燃料から水素を製造し、その際に発生
する CO2 を CCS 技術で回収・貯留するこ
とにより製造される CO2 フリー水素を blue 
hydrogen と称する。一方、再生可能エネル
ギーから製造される水素を green hydrogen
と称する。

水素は、完全にクリーンで再生可能な電力を動
力源とする水の電気分解によっても生成できる。

この「Green hydrogen（緑色の水素）」は現在、
blue hydrogen（青色の水素）よりも製造コスト
が高くなるが、2030 年頃にはコストが同等にな
ると予想されている。（9）

Blue hydrogen（ブルー水素）は、ガスインフ
ラや産業需要がすでに存在する低炭素オプション
になると予想している。

より世界的には、Green hydrogen（グリーン
水素）はエネルギー源になる可能性があります。
これらのユーザーはすべて、既設の水素インフラ
に依存している。したがって、石油、ガス、電力
業界は、水素供給規模を確認することに共通の関

心を持っている可能性がある。
二 酸 化 炭 素 排 出 量 削 減 の 圧 力 が、Blue 

hydrogen（青い水素）が魅力的になる契機とな
りえる。

さらに、水素と CCS を大規模に展開できない
と、エネルギー転換における橋渡し役的燃料とし
ての天然ガスの位置付けに大きな影響を与える可
能性がある。したがって、CCS なしの水素は実
際問題、オプションにはなり得ない。

石油およびガス業界には、CCS の CO2 輸送お
よび貯留の管理において主要な役割を果たす能力
と経験がある。

炭素価格の上昇に伴い、この役割は重要な商業
的機会になる可能性がある。

CCS は通常、オフショアプラットフォームの
タービンなどのポイントソースからの少量の排出、
または建物を暖房するための天然ガスからの排出
に対して費用効果が高くない。

デフォルトの脱炭素化オプションは、低炭素
フットプリントの電力を使用した電化である（再
生可能エネルギー、原子力発電所、または CCS
を備えた化石燃料発電所から）。

しかし、代替案は、天然ガスを緑色 green 
hydrogen または blue hydrogen 青色の水素に置
き換えられる可能性がある。ただし、石油および
ガス業界が、青色の水素が代替案と比較して安全
で信頼性が高く、費用効果が高いことを示してい
る場合に限る。　

最近の DNV GL リサーチは、水素製造経路の
将来の競争力に影響を与える要因の詳細な分析を
提供する。

石油・ガス業界は、水素のバリューチェーンで
主導的な役割を果たすことができる立場にあると
考えている。

ガス輸送インフラ、液化天然ガス施設および
ターミナル、天然ガス貯蔵サイト、および CO2
貯蔵事業に主要な利害関係がある。

産業には能力があり、社会にはニーズがありま
す。2030 年に向けて、私たちはローカルとグロー
バルの水素バリューチェーンの成長に期待してい
る。

（参照資料）
1.  https://ai-and-safety.dnvgl.com/probabilistic-
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html
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php?ud=20191010000806

9.  https ://www.dnvgl .com/publ icat ions/
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3.  Impact on power and renewables　:
 電力と再生可能エネルギーへの影響

2030 年の電力部門に対する新技術の影響を過
大評価することはできない。確かに、その影響は
すでに明らかであり、太陽光と風力から生成され
た電気が大きな影響を及ぼし始めている。

◎電力市場の再考
一旦構築されると、可変再生可能エネルギー発

電は低コストで電力市場に入札し、稼働時間を短
縮し、ディスパッチ可能発電（制御可能発電）の
可能性を獲得する。同時に、VRES が高い国のシ
ステム運用者は、安定したグリッド運用を確保す

るために、現在の市場に 1 日に数回介入する必要
がある。

輻輳管理が標準になりつつあり、供給のセキュ
リティを保証するために新しい容量メカニズムが
導入されている。

一方、送電インフラ（グリッドインフラストラ
クチャへ）の大規模な投資が計画されている。再
生可能エネルギーの発電容量の増加と補助金のな
い制度により、VRES の収益の可能性が疑問視さ
れている。

一方で、多くの技術的課題が収束して柔軟性を
高めており、余剰状況を解決する際に、

再生可能発電電力の需要を確実に高めるために
VRES の商業的ケースを強化している。同じ場所
に設置された蓄電設備により、再生可能エネル
ギー発電機は、価格が有利なときに、いつ市場に
供給するかを選択できる。

2030 年に向けて、EV、電気化学貯蔵、高効率
ヒートポンプ、電気分解による水素製造、合成燃
料、およびその結果としての IT 制御需要の導入
などの新技術の影響は増大する一方である。

今日、私たちは新しい市場ルールを必要として
いるところである。これは、風力と太陽光を利用
する電力供給へのスムーズな移行を確実にするた
めに、2030 年までに十分に進化するはずである。

VRES の持続可能な成長は、システムの柔軟性
を高め、エネルギーランドスケープにおける重要
な新しいプレーヤーであるアグリゲーターの役割
を高めることによって資金を調達し、サポートす
る必要がある（以下を参照）。

電化はエネルギー効率と低炭素の両方を実現で
きるため、多くのセクターが引き続き電化を行い、
セクター統合、セクター結合、統合された複雑な
システムダイナミクスにつながる。

 アグリゲーターは、生産者と消費者からの柔
軟性（電力需要または発電の制御された変化）を
蓄積し、それを市場参加者、送電システムオペ
レーター（TSO）および / または配電システム
オペレーター（DSO）に販売している。

これらには以下が含まれる :
・ ヒートポンプメーカーまたは大規模な設置業

者 
・EV メーカーまたはカーリース会社
または当事者の組み合わせ – アプライアンスの

柔軟性を開示する当事者、もう一方はそれを市場
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にもたらす。

◎セクター統合
定量的見積もりの作成 – 例 : 量、成長、タイミ

ングについて – 電力および再生可能エネルギー部
門に参入する新技術は、DNV GL のような企業
にとって日常的な活動である。ただし、新しいテ
クノロジーの投資収益率（ROI）を見積もるのは
簡単ではない。

第一に、収益は経済的である可能性があり、環
境的、政治的、社会的でもある。

第二に、次の 10 年以降の競合するエネルギー
環境では、ROI は主に新しいテクノロジーとバ
リューチェーンの他の部分との相互作用によって
決定されることがますます明らかになっている。 

新しいテクノロジーは真空中では機能しないが、
ますます絡み合ってくる。これは、エネルギー
ミックス全体に当てはまる。たとえば、ガスツー
リキッドおよび石炭ツーリキッドが石油の収益の
可能性に上限を設ける可能性がある代替輸送燃料
の生産コストなどである。ただし、ここでの焦点
は、主要なエネルギーキャリアとして浮上し、さ
まざまなセクターを統合し、商品価格を結合する
電力にある。

バリューチェーンと商品価格を結び付ける電力
技術の 2 つの例は次のとおりである。

電気ボイラーとヒートポンプ。現在のガス価格
では、状況によってはボイラーやヒートポンプが

損益分岐点に達する可能性がある。技術の進歩を
考えると、2030 年には、電力ソリューションと
競争するために、ガス価格を 10 ～ 20% 引き下げ
る必要があるかもしれない。

電気自動車（EV）は、石油と電気のバリュー
チェーンを結び付けます。より大きなバッテリー
で範囲の不安を解決し、より低いバッテリーコス
トで初期購入価格を解決した後、km あたりの限
界費用が最終的な競合要因になる。2030 年のガ
ソリン価格は、電力ソリューションと競争するた
めに、2019 年と比較して 40 ～ 60% 削減する必
要があるかもしれない。状況によっては、エネル
ギーユーザーが 2 つのソリューション（従来の技
術と電気技術）に投資し、それらを交互に運用す
る方が費用効果が高い場合がある。これは、電気
とガスのバリューチェーンを結合する新しいテク
ノロジーである電気分解（「グリーン」水素とも
呼ばれる）による化学産業で使用する水素製造を
参照して説明できる（図表 -18 を参照）。

電気分解による水素製造は、主に電気代が安い
ときに行う。十分な稼働時間があれば、グリーン
水素のコストは、水蒸気メタン改質（SMR）に
よって従来の方法で製造された水素と競合し始め
る可能性がある。しかし、電気料金が安くなく、
電気分解による水素の製造は SMR に比べてコス
トがかかる場合もある。これらの 2 つの体制の組
み合わせにより、特定の稼働時間数で最小の平準
化された製品コストが得られる。

図表－ 17　米国アグリゲーターによる電力販売の成長

（出典　“TECHNOLOGY OUTLOOK 2030” February 27, 2020, DNV GL）
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正確にこの時間数を生成するプラントは、最も
競争力があり、より短い時間またはより長い時間
を実行する他のプラントを凌駕する。化学工業で
は安定した水素の供給が求められるため、ガスと
揮発性電気の価格の違いに応じて、ガスと電気か
ら水素を生成することを交互に繰り返しながら運
転を行う。

電解槽は、例えばアンモニアや肥料にさらに処
理するための水素の安定供給を作り出すことで、
水蒸気改質器を補完する。この混成はまた、時間
依存の水素価格を導入し、天然ガス販売の価格戦
略を変える可能性がある。

これがいつ発生するかは、次のような多くの要
因によって異なる。

・ 天然ガスの価格　:　これは、CO2 排出のコ
ストに影響される。

・ 可変再生可能エネルギーの供給過剰の期間　:
これは、エネルギーミックス、電力需要の開
発、および他国への相互接続の輸出によって
影響を受ける。

・電解槽の開発コスト。
すべての不確実性を考慮に入れると、2030 年

から 2035 年のいずれかの時点で電気分解は水素
供給の一般的な方法になると予測されている。　

◎ EV の影響

※ 59％
2030 年の欧州における新車販売の電気乗用車
の予測市場シェア。

電気自動車（EV）は、セクター統合と市場の
混乱の代表的な例である。

オランダの次の 2030 年のシナリオを想像して
みてほしい。EV フリートのサイズは 300 万台で、
DNV GL の予測よりも大きいが、大気質の圧力、
気候変動への対応、インセンティブに対する政治
的意欲を考えると、可能性の限界を超えていない。

1 日の平均走行距離は 60km で、エネルギー消

図表―18　余剰オプションの平準化されたコスト曲線の典型的な形状

（出典　“TECHNOLOGY OUTLOOK 2030” February 27, 2020, DNV GL）
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費量は 1 台あたり 10KWh、合計で 30GWh であ
る。これらの EV のドライバーが、車両を賢く充
電できるようにする場合、つまりアルゴリズムを
介して – これは潜在的に 30GWh のアクティブな
需要であり、1 日のうちにほぼ自由にシフトでき
る。

アグリゲーターの場合、このアクティブな需要
を作成するための ICT コストは低くなる（たと
えば、自動化された分散型台帳テクノロジーを使
用）。所有者は充電のタイミングと制約の設定を
行い、アグリゲーターは各車が提供する柔軟性、
および全体としてのフリートを使用して電力市場
に参加できる。

＊アグリゲーター
需要家の需要量を制御して電力の需要と供給
のバランスを保つ、ディマンドレスポンス
（DR）において、電力会社と需要者の間に
立ってうまくバランスをコントロールする事
業者のことである。

アグリゲーターが最初に獲得したい市場は、
Frequency Containment Reserve（FCR）市場で
ある。アグリゲーターは、システムオペレーター
からの要求に応じて、多数の車の充電を停止でき
る（システムに関しては、これは同様の量を供給
するのと同じ効果がある）。平均 400W で充電す
る 300 万台の EV は、充電速度を増減することに
より、1200MW の潜在的な FCR を提供する。こ
れは、オランダの現在の FCR 要件の 10 倍以上
であり、すでに EU FCR 市場全体（300MW）の
約 1/3 である。

業界への影響は大きく、FCR 市場専用のバッ
テリーは、IT が解き放たれた EV のバッテリー
よりも設備投資コストが高くなる。この可能性を
認識したシステムオペレーターは、2030 年より
かなり前にルールを変更して、この低コストの
FCR ソリューションを活用する。

EV がこのように使用されるパイロットプロ
ジェクトはすでにいくつかある。

他の境界条件ともう少し IT があれば、業界
への影響ははるかに急進的である。 2030 年には、
EV のバッテリーサイズは 100kWh になる可能性
がある。これは、月に 1 ～ 2 回の 600km 以上の

走行距離に対応している。
適切なインセンティブがあれば、所有者は余剰

容量をアグリゲーターが利用できるように説得
することができる。60km の走行距離に 100% の
マージンがある場合でも、これにより 240GWh
のバッテリー容量が得られる。充電速度は同
じあるが、この余剰容量は周波数回復予備力
（FRR）市場よりも圧倒的に大きく、前日市場
に大きな影響を与える。これが市場に与える影響
は深刻であり、直接関与しているもの（EV 所有
者、アグリゲーター、システムオペレーター）よ
りもさらに進んでいる。電気料金が安定し、昼夜
の価格差がなくなり、中央発電の収入が減少する。
余剰電力の量と時間の他の潜在的なユーザーのた
めのビジネスチャンスは劇的に減少する。　　

　　
◎合成燃料

2030 年に商業的に魅力を発揮する可能性のあ
る 2 つの新しい費用効果の高い合成燃料は、アン
モニアと水素で強化されたバイオガスの生産であ
る。

合成燃料は、電化が困難なセクターが統合シス
テムに接続されることを可能にするため、セク
ター結合の次のレベルを先導する。これらのセク
ターには、航空、長距離道路および海上輸送、化
石 CO2 排出量の削減を望んでいるまたは必要と
している離島が含まれる。

合成燃料のバリューチェーンは、水素を、アン
モニアやメタン、メタノール、ギ酸などの低炭素
分子や、灯油、ガソリン、ディーゼル油などの高
炭化水素分子の様に、よりエネルギー密度が高く、
保管しやすい液体に変換することから、水素のバ
リューチェーンの延長として見ることができる。

合成燃料の生産は、部分的に低コストの電力に
基づいている。水素を合成燃料に変換する追加の
ステップには、投資コストを増加させ、チェーン
の効率を低下させる一連の技術が含まれる。この
余分なコストは、高エネルギー密度、より簡単な
保管、長い可変距離での輸送などの新しい特性に
よって補う必要がある。

2030 年に商業的に魅力を発揮する可能性のあ
る 2 つの新しい費用効果の高い合成燃料は、アン
モニアと水素で強化されたバイオガスの生産であ
る。電力および再生可能エネルギー業界への影響
は 2 つある。
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・ 再生可能エネルギーからの余剰電力を（低コ
ストで）使用する別のアプリケーション。

・ 電気を長距離輸送し、目的地を変更する別の
方法。

「Solar-PV」オプションは、需要から遠く離れ
た好ましい場所（大規模、高照射）で燃料を生産
する。「E マーケット」オプションは、市場価格
の余剰電力を使用して地元で燃料を生産する。こ
の比較は、船を使用した長距離にわたる極低温水
素輸送が高価であることを示している。

この場合、アンモニアまたはメタンの生成が有
利である。同時に、地元で生産された合成燃料は、
低コストの余剰電力を利用しているため（価格設
定条件付き）、専用の合成燃料プラントと競合で
きることがわかる。

低コストの電力がある場所で生産された、また
は余剰電力から生産された合成燃料は、直接電力
使用、直接水素使用、および炭素課税の化石燃料
と競合する必要がある。

合成燃料は、貯蔵と柔軟性を通じて、低コスト
の生産場所とより高い最終使用価格の場所を結び
付ける。 2030 年には、いくつかのエネルギーコ
ストが非常に接近し、合成燃料の最初のニッチ市
場が出現することを示唆している。

◎エネルギー管理
北米とヨーロッパの住宅の 30% は、すでにス

マートスピーカーを設置している。

再生可能エネルギー技術の劇的な進歩にもかか
わらず、化石燃料からの移行のための最も広く利
用可能で、最も安価で、最もリスクの低い経路は、
建物、輸送、および産業のエネルギー効率を高め
ることによるものである。

DNV GL の Energy Transition Outlook 2019
が明らかにしているように、パリ協定の野心に到
達するために必要な改善を実現するために、エネ
ルギー効率化テクノロジーの採用を加速するため
に、新しいビジネスモデルを検討する必要がある。（1）

デジタルテクノロジーは、エネルギー効率の高
い製品やサービスを展開する際の規模を拡大し、
トランザクションコストを削減し、パフォーマン
スリスクを低減するための現在の取り組みで顕著
に表れている。実際には、これには、消費者とサ
プライヤーがバリューストリームにアクセスして
結合または「スタック」し、投資収益率を高める
のに役立つ新しいビジネスモデルが含まれる。

例は次のとおりである。
・ 顧客価値の積み重ね : 家庭の冷暖房エネル

ギー需要を 10% から 15% 節約し、Google
などのデジタルサービスを介して音声コマ
ンドを結合するスマートサーモスタット

・ スタッキンググリッド値 : 容量とピーク負
荷管理（2）

・ 社会的価値の積み重ね : 公共交通機関 / ラ
イドシェア開発の可能性（3）

スマートサーモスタットの例を取り上げて、テ
クノロジーの組み合わせが消費者の価値を積み重

図表－ 19　水素と２つの合成燃料の製造コストと輸送コストの比較

（出典　“TECHNOLOGY OUTLOOK 2030” February 27, 2020, DNV GL）
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ねて、ビジネスで大きな成功を収める方法を示し
ている。

独立した評価によると、Nest や Eco Bee によっ
て製造されたものなどのスマートサーモスタット
を設置すると、家庭の冷暖房エネルギーが 10 ～
15% 節約され、家庭の総エネルギー使用量の約 3
～ 5% 節約される。（4）

スマートサーモスタットは、比較的高いコスト
（米国では 250 米ドル / ユニット）にもかかわら
ず、好調に売れている。

2019 年初頭の時点で、そのようなデバイスは
2,000 万台以上販売されている。それらすべてが
導入された場合、これらの売上高は、2011 年に
最初に導入された製品カテゴリーの米国のすべて
の住宅ユニットの 15% を表している。

スマートサーモスタットの販売は、潜在的なエ
ネルギー節約を超えた顧客価値によって推進され
た。これらは、顧客が快適性の向上、占有セン
サーを使用した温度低下の管理の利便性、機器の
誤動作のアラートなどの非エネルギーの利点を、
達成したエネルギー節約よりも価値があると特定
した評価インタビューを通じて明らにした。

業界のオブザーバーは、AmazonEcho や Google Home 
Hub などのスマートスピーカーの爆発的な成長
により、音声コマンドの使用や、サーモスタット
内のセンサーとホームセキュリティなどの他の
サービスとの間のより機能的なリンクを通じて、
スマートサーモスタットの販売がさらに加速する
と予想している。

スマートスピーカーは、北米とヨーロッパの住
宅の最大 30% にすでに設置されており、中国を
含むすべてのグローバル地域での販売が急速に伸
びている。この例は、主要な最終用途でエネル
ギー効率を向上させることにより、価値を創造、
提供、収益化するデジタルテクノロジーの機能を
示している。これらのイノベーションの多くは、
情報技術によって可能になるトランザクションコ
ストの迅速な削減によって実現可能になる。

デジタルテクノロジーのコストが下がり続ける
につれて、これらの例は倍増し、市場シェアは拡
大すると予想される。

主要なエネルギー供給システムに対するこれら
の開発の 2030 年の影響は次のとおりである。

・アグリゲーターの活動の量と範囲の増加。
・化石燃料から電気への切り替えの加速。

（参照資料）
1.  https://www.dnvgl.com/feature/energy_

efficiency.html
2  https://www.iso-ne.com/isoexpress/web/

reports/auctions/-/tree/fca-results
3  h t t p s : / / i o p s c i e n c e . i o p . o r g / a r t i c

le/10.1088/1748-9326/11/4/044007
4  https://s3.amazonaws.com/ilsag/ComEd_

Advanced_Thermostat_Evaluation_Research_
Report_2018-11-02_Final.pdf

<所見・所感>
「機関士（マリンエンジニア）はどこに行くの

だろう」が率直な感想です。
「温室効果ガスの削減」、「脱炭素社会」の旗の

下、技術分野でのイノベーションが加速していま
す。水素・燃料電池や、セルロースナノファイ
バー、カーボンリサイクルは海事分野にも大きな
影響を及ぼしています。

LNG を燃料としたタグボートは活躍の範囲を
広げていますし、LNG を主燃料にした大型船
も次々に計画、就航しているところです。また、
DNV-GL TECNOLOGY OUTLOOK 2030 にも取
り上げられていますが、3D プリンタによるパー
ツの製造も大変興味深く新たな可能性を感じさせ
ます。新技術への取り組みはマリンエンジニアと
しては心劣るところではあります。

一方で、無人運航の足音も静かにですが着実
に近づいています。センシングデータによる陸
上からの監視と機関の故障診断、航海日誌や AB 
LOG その他のデータを統合解析し推進性能や環
境負荷の原因を分析し環境負荷低減を図る等、現
在は海上現場の支援ですが、無人運航への着実な
取り組みといえます。

学生時代練習船実習で「五感を働かせろ」と耳
が痛くなるほど言われました。今から 30 年以上
も前のことですが、その時代でさえ運転監視のメ
インは圧倒的に計器による温度と圧力の監視（視
覚）でした。あとは触診（触覚）による振動、温
度の確認、聴覚による音の確認、嗅覚による潤滑
油等の過熱によるオイルミストの臭い（慣れてく
れば「匂い」でしょうか）。味覚はほとんど活躍
の場がなかったような気がします。そして経験を
積むほどに、このようなデータを分析する能力、
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判断力、そして危険を感じ取る第六感が培われた
と感じています。

しかし、情報の収集、その分析は各種センサ
と AI が得意とするところです。小型化、無線化
したセンサが機関士の五感を凌駕し、AI が迅速、
的確に判断する。もう現実となっています。機関
士は AI の診断と指示に従い機関を運転していく、
そんな時代に足を踏み入れているのでしょう。

余談ですが、手元に星型空冷エンジン（星型 7
気筒を 4 つ繋げた 28 気筒、出力 3800hp）を 6 基
搭載した航空機の本があります。エンジニア（航
空機関士）が 2 名搭乗し、エンジン性能を最大限
引き出すためにエンジンに供給する混合気の濃度
調整、点火時期の調整、冷却ファンの切り替えに
よるシリンダの温度管理、プロペラ回転速度と
ピッチの調節、過給機のモード選択等を飛行高度
や機体の重量を加味して、ほとんどの調整を手動
で行っている様子が書かれています。写真にある
計器盤の計器の配列は見事なもので、見ていてた
め息が出ます。しかし、今は航空機に機関士は搭
乗していません。スロットルの操作量に対し、コ
ンピュータが機体のコンディションを加味して、
エンジンをコントロールしています。

機関士は船上のメンテナンスに特化していくの
でしょうか。DNV-GL TECNOLOGY OUTLOOK 
2030 では温室効果ガス削減・脱炭素社会のエネ
ルギーは水素がメインです。現在は導入期、ある
いは過渡期ですが、当然、船舶でも水素を使用し
た機関が導入されることでしょう。LNG を主燃
料とする機関システムでも、電気推進システムが
採用されつつあり、遠くない将来にはクルマと同
様、燃料電池と再生エネルギーを組み合わせた電
気プラントに切り替わっていくのでしょう。そう
なると、メンテナンスの様相も大きく変わってく
るのではないでしょうか。

現在、船上メンテナンスの大部分は燃料油に起
因するものではないでしょうか。燃料油の処理に
使用する機器のメンテナンス、燃料油を燃やすこ
とで生成される物質に起因したメンテナンス。水
素の導入でこのようなメンテナンスから解放され、
さらに、洋上でのメンテナンスそのものから解放
される可能性すらあります。自動車でもディー
ラーでの点検は車載コンピュータにコミュニケー
ターを接続しての診断がメインです。船舶でも
AI が常時故障診断して、兆候を読み取れば報告

してくれるでしょう。機関室に張り巡らされたセ
ンサー（当然、無線、ユビキタスセンサーです。
ケーブルはありません）の情報と AI の支援、ア
プリケーションを駆使して、1 ないし 2 名が船内
の電気プラントを監視しつつ運航に当たる、これ
は機関士、航海士のカテゴリではなく、まさしく
運航士、運行士の再来ではないでしょうか。電気
工学や電子工学を修めたものがその時代に必要と
される運行技術を身につけて、運行にあたるのか。
運行技術を身につけたものが、運転に必要な知識
を習得していくのか。「卵が先か鶏が先か」、30
年後の船員はどの様な業態になっているのでしょ
う。

（井上　尚則　記）

4.  Impact on healthcare： 
 健康管理への影響

計数的健康革命が目の前に迫っており、その影
響は 2030 年までに明らかになるだろう。ここで
は、個人の需要に合わせた医療の個人化、資料の
重要性、医療における社会契約の役割など、計数
化と健康管理の課題との関連性に焦点を当ててい
る。

◎計数的健康革命
現在、年間約 ¥900 兆（1）と推定され、2040 年

までに ¥2,400 兆（2）に増加すると予測されている
世界各地の医療費の持続不可能な増加は、世界の
健康に対する大きな課題となっている。医療生態
系のすべての階層で、2030 年までに 85 億人に増
加すると予測される世界人口を含め、前例のない
社会的負担に直面している。（3）

韓国のように 2030 年までに平均寿命が 90 歳
になる国もあり、個人の長生き化が進んでいる（4）。
年齢の上昇は健康問題の増加と関連しており、一
方で不健康な生活習慣の選択は、非伝染性疾患
（NCD）と複数の慢性疾患（MCC）の有病率の
世界的な急速な増加につながっている。今日、世
界の成人の 3 人に 1 人、先進国では 4 人に 3 人が
慢性呼吸器疾患、心血管疾患、代謝性疾患、がん、
精神疾患の複合疾患である MCC に苦しんでいる
と推定されている。（5）

SDGs3「良好な健康と幸福」は、すべての年齢
層のすべての人が健康な生活を確保し、幸福を促
進することを目的としている。これは、基本的な




